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平成２６年第 2 回定例議会報告 （6月 5日～ 6月２6日）

東御市議会議員

市政を身近に

湯の丸から「センターポールに日の丸を！」

■主な事業

■条例の一部改正

６月議会で補正予算９億8655万円の増額、東御市条例の一部改正、東信
地区交通災害共済組合と北信地域町村交通災害共済事務組合の統合につ
いて、全員一致で可決。

内　容 補正予算

9億6000万円

1100万円

260万円

186万円

150万円

300万円

２月の大雪による雪害対策費（経営体育成支援事業補助金）
(農業施設は資材費4億6750万円、農産物1億2290万円などの被害 )

県営ほ場整備30haの計画書作成など、御堂（みどう）地区
関連事業委託料

子ども子育て関連3法を受けて子ども子育て支援事業計画
作成業務委託料

市内介護施設のスプリンクラー設置補助
（地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金）

県が東京中央区銀座に設けるしあわせ信州シェアスペース
での市内観光ＰＲ関連の市観光協会補助金

小中学校備品購入費

軽自動車のうち小型特殊車の税や法人税の
見直しに関連した東御市税条例の一部改正

市の非常勤消防団員の退職報奨金引き揚げ
に関連した支給に関する条例の一部改正

雪害対策については３月議会で市単独補助金（１億5000万円）が
承認されましたが、その後国や県の補助金が確定したこともあり
６月補正で国や県の補助と合わせて９億6000万円が上程されまし
た。かつてない規模での補助金を国・県・市からいただけること
になりました。被害を受けた農家の皆さんにとって朗報ですね。
資材調達が速やかに行われることを願っております。 

6月13日・17日の降雹害に見舞われまし
た農家の皆様にお見舞い申し上げます。

6月19日　第１回高地トレーニング施設誘致
推進議員連盟会議が開催され、湯の丸高原を視察。

①長水路プール建設予定地として計画を進
めている湯の丸高原1,750ｍ付近の写真。

②長水路プール建設予定地に隣接している
堀之内学園『湯の丸高原荘』は、来年４月以
降、無償で東御市に提供される予定。
堀之内学園は、杉並区で立正中学校・高校・
短期大学を経営し、校外施設『湯の丸高原荘』

は、年間を通し自然を体感するためのセミナー施設として、1993年（平
成５年）に竣工されている。

6月5日　東御市議会高地トレーニング誘致
推進議員連盟（柳沢旨賢会長）が発足し、第
1回役員会を開催。

①

② 青木議長と

雹害により傷を受けたリンゴ雹害により傷を受けたリンゴ

庭を飾る満開のサツキ
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定例議会報告・一般質問（平成26年6月16日～6月17日）

一般質問の概要 6月16日 (月 ) 今定例会では、16,17日の2日間一般質問が行われ、11人の議員が質問。16日の午後に登壇し、2項目について質問を行う。その内容は、以下の通りです。

１、学校図書環境の整備と充実について

2001年「子どもの読書活動の推進に関する法律 」の成立により４月23日を『子
ども読書の日』と制定されて以来、東御市でも、５月に図書週間を設け、各
学校では行事が行なわれている。新学習指導要領が平成25年度から実施され、
言語活動の充実が重視されている。主なものが読書活動であり、それを支え
るためには学校図書館で豊かな学びができる環境整備が求められている。

問 答　弁

司書教諭や、図書館事務職員など
の連携により読書活動・調査学習
活動の充実が図られているのか。
また、市立図書館とはどのような
連携が図られているのか。

司書教諭と図書館事務職員、学級担任・教科担任・国語科主任教諭・図書館
委員会顧問の教職員等と連携し、学校図書運営計画の策定・児童生徒への読
書指導・購入図書の選定や計画を立てている。市立図書館担当職員との情報
や意見交換の機会も設けている。―臨時職員である図書館事務職員を専門
性を持つ学校司書として位置づけ、処遇改善をすることを求めたが、人事
に関する予算上、職員定数の関係もあり困難であると、市長答弁。

旧図書館時代はスペースが少なかったが、新図書館開館に際し児童書の配架
スペースを拡充した結果、市立図書館へのニーズに対応するため、学級図書
を縮小せざるを得ない。―人気のある学級文庫。将来的には増やす方向で検
討したいとの答弁をいただく。

市立図書館から小中学校の学級図書
として配布されている冊数が平成
25年度より100冊から半減している
ようだが、どんな理由からなのか。

貸し出し冊数減少傾向は、児童生徒数減少や活字の多い本を熟読する傾向に
移っている事情もあり、　読書の質についても考える必要がある。幼少期の
読み聞かせで本の楽しさを伝え、小学生期は児童が関心事を自主的に調べる
ことを促す教育など、図書館利用や読書の習慣化に大切と考える。

小中学校図書館の年間貸出冊数が
年々減少しているが、その数値を
どのように受け止め、対策を講じ
ようとしているのか。

１００冊から半減された学級文庫

問 答　弁

学友林を整備し、幼児期か
ら遊びを通して体力・バラン
ス感覚を養い、行動力・発
想力を高め、心身ともに成
長できる環境を作れないか。

小学校4学年から森林についての学習を開始し、みどりの少年団や授業の中で様々な森林
体験学習を行っている。和小学校では、和財産区の協力をいただき『学友林』として体験
学習を行っているので、改めて『学友林』を整備する予定はない。―森林浴は、心と体の
特効薬であると言われており、子どもたちの未来のために、行政・学校・家庭・地域が連携し、
森林教育や『木育』事業の取り組みの新たな方向を示していただきたい要望を伝える。

田之尻や島川原地区では事業が始まっており、奈良原地区市有林について、（株）
ワタミ系列の NPO『リターン・トゥ・フォレストライフ』と保全協定を締結し、将
来的には、憩いの場である『市民の森』を目指す計画。―除伐や下刈り、遊歩道の
整備等、市民も一緒になって保全活動に参加できるよう要望。

市民が森林の保全活動に
参加するための事業をど
う考えているのか。

和・滋野・北御牧地区に５か所あり、面積34ha。国有地内にある財産区管理の森は和・
祢津・滋野地区に9か所あり、面積101.6ha―市民はどこに市の森林があるのかほと
んど知らないと思う。大切な市民の森として広報していく答弁をいただく。

市の有する森林や財産区
林など、どのような分布
になっているのか。

2、森林・里山の保全と活用について

森林・山・農地の荒廃などにより環境維持が困難になってきている昨今。荒
廃化している森林や里山などの自然を市民と共に将来にわたり守り育て、
子供たちの環境教育に役立てるよう未来に向かって進めるべきと考える。

奈良原地区市有林
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視察報告１　5月12日～13日
　北佐久郡老人福祉施設組合 養護老人ホーム『佐久良荘』の議会
で視察研修。『佐久良荘』は、佐久市望月にあり２市（佐久市・東
御市）３町（軽井沢町・御代田町・立科町）による一部事務組合立
の養護老人ホーム。施設の運営経費は、措置市町村からの措置費
収入及び介護保険事業収入で賄われており、現在80名の方が利用
されている。各措置市町村議会から議員が選出され12人で議会を
構成している。組合長は花岡利夫東御市長。私は昨年監査委員に
就任。

視察報告2　5月21日～23日 (社会福祉常任委員会の先進地研修視察報告）
（1）生ごみたい肥化処理施設密閉型発行方式プラント
　　株式会社 高根商事（東京都西多摩郡）
　外部エネルギーを使
わない自然発酵機械を
平成15年から導入。そ
のメリットは、①臭気
対策が取りやすそう
な密閉構造である。②
粉砕した剪定枝を混
ぜる事で臭気が軽減。
③ランニングコストが安く、メンテナンス費もかからず
安心・安全。都市型の堆肥化施設が確立でき、平成20年
には規模拡大ができたそうである。
　東御市は2017年度稼働を目標に、生ごみ堆肥化施設の
建設を計画中。臭気をいかに抑えるかが課題であり、よ
り良い安心な堆肥化施設にすることを市民は望んでい
る。
 

（2）予防介護事業の取り組みについて
　　東京都和光市
『地域包括ケアに資する介護保険制度を中心とした高
齢者施策について』
　前半、国の社会保障改革の考え方や財政健全化の
必要性、高齢者の推移地域包括ケアシステムの施策
方向等の説明。後半は、地域包括和光市ケアの実現
を目指して、マクロ的な視点から制度機能施策につ

いての和光市の取り組
みを、ミクロ的な視点
から具体的な支援施策
について説明を伺う。
視察者の予約団体が殺
到、日にちを指定され、
しかも他４つの団体と
合同説明会であった。

 発酵乾燥装置（クリーンコンポ）

新会派『東翔の会』（とうしょうのかい）を結成
　26年4月1日、東御市が未来に向かって益々大きく羽
ばたくために、志を同じくする同僚議員５人で新会派
『東翔の会』を結成しました。これまでの信政会（清水
信一氏・柳沢旨賢氏・青木周二氏）と、ひまわりの会（横
山好範氏・佐藤千枝）がひとつになりました。
　これからも、皆様の生活に関する困りごとや市への
意見・要望等お聞かせい
ただき、迅速な対応を心
がけて参りたいと考えて
おります。
　皆様のご理解を賜りま
すよう、よろしくお願い
いたします。

　　　　　 東京都議会で、妊娠出産の支援について質問
した女性議員に飛んだヤジが世界中で波紋を呼んでい
る。質問の際、「早く結婚しろ」「産めないのか」とヤジ
が飛んだ。自民党会派の議員が名乗り出て、女性議員に
謝罪し、その男性は会派を脱会した。
　今、日本で不妊症治療を受けている人は47万人と推定
され、近年増加傾向にある。東御市でも市の助成を受け
治療を受けている人がいる。
　議場では、不妊に悩む人たちの問題を真剣に質問する
女性議員に対して、多くの笑いが聞こえたという。男女
共同参画・女性の地位向上と言われて久しいが、人格・
品格が問われるできごとであった。これまで女性たちの
活躍推進を築いてきた歴史的背景の中で二度とあっては
ならない事件である。

 熱弁をふるう 東内京一 保健福祉部長

（3）山形県鶴岡市庄内プロジェクト　『緩和ケア地域プロジェクト（医療・介護・福祉の地域連携の実践とその展開）の取り組み』
　平成19年度厚生労働省科学研究費補助金、第3次対がん総合戦略研究事業として、良質で高度な緩和ケアの実践
を目的として、緩和ケアサポートセンターを設置。荘内病院を中心に鶴岡地区内の医師会・一般病院・診療所・医師会・
訪問看護・薬局薬剤師・介護施設・地域包括・栄養士・歯科医師等との連携強化により、緩和ケアの支援体制が今日
まで継続して行われている。IT連携ツールを活用し、多職種が情報を共有しコミュニケーションを図っている。
　多職種の連携により課題を共有し、ドクターが率先、熱意をもって地域包括医療・ケアはどうあるべきかの取り
組みを推進していくことが、患者・家族・市民にとって、安心感・信頼感を築くことであると感じた。

大町市『鹿島荘』にて
堀高明議員と

芝さくらが素晴らしい！！

トピック 2トピック 2
トピック 1
トピック 1



活動日誌　平成 26 年 4 月～ 6 月
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４月 ５月 ６月

　5月29日、ご縁がありまして、横浜市ふるさとの会19人の皆さんの観光ガイドを
兼ね、海野宿と北御牧郷土資料館へ行ってまいりました。北御牧郷土資料館には沢
山の遺跡が展示してありました。玄関先の毛布に包まれていたのは、130億年前の
アケボノ象の牙です。全長180㎝。平成23年11月から発掘が始まり平成24年4月に
加沢の一般廃棄物最終処分場付近の河川敷で発屈されたそうです。ほかにもいくつ

かの牙がありました。乾燥させたり表面を磨いたりと、
手入れに時間がかかり、市民へのお披露目にはまだまだ
年月を要するそうです。オリンピック ,真田丸に間に合う
でしょうか？そう遠くない日に一般公開し、観光の一つ
にしたいですね。

♪♪ やさしい風にのせて ♪♪

1日・滋野里づくりの会通学合宿開会式
　　　　　　　　　　　　～4日まで 
3日・東翔の会定例会議
4日・滋野小学校５年生田植え手伝い
5日・第２回定例議会開会～26日まで
・青少年育成市民会議総会 ,研修

8日・東御市消防第２分団ポンプ操法
　　　大会予選
15日・東御市消防団消防ポンプ操法大会 ,
　　　消防ラッパ吹奏大会
18日・豊かな環境づくり上小地域会議
　　　平成２５年度監査
19日・総括質疑　

・高地トレーニング施設誘致推進議
   員連盟現地視察

20日・北佐久郡老人施設組合佐久良荘
　　　定期監査
21日・市政懇談会『ごみ処理の状況と
　　　生ごみのリサイクル』
26日・常任委員会研修視察報告会

・第２回定例議会閉会
28日・男女共同参画のつどい
30日・豊かな環境つくり上小地域会議
　　　 通常総会

2日 ・和保育園竣工式　
 ・滋野保育園入園式

3日 ・東御市青少年補導委員委嘱式
4日 ・滋野小学校入学式
 ・北御牧中学校入学式

7日 ・議会だより広報委員会
20日 ・東御市発足１０周年記念式典、

記念講演会
22日～ 24日 ・社会福祉委員会視察研修
26日 ・しげの里づくりの会定期総会
28日 ・田中保育園起工式・安全祈願祭

 ・赤岩橋等滋野議員団現地調査
　（区長同行）

29日 ・祢津東町歌舞伎公演
30日 ・くらしの会定期総会

8日 ・臨時議会 ,議員総会
9日 ・特殊詐欺防止キャンペーン

田中駅チラシ配布 
12日～13日・北佐久郡老人福祉施設組合

佐久良荘議会県内視察
14日 ・東御市女団連総会

 ・青少年補導委員会
20日 ・東御市まちづくり懇談会 (滋野地区)
21日 ・滋野小学校学校応援団紹介式

 ・台地の駅御牧原 岩井屋竣工・開所式
23日 ・桜井区活性化懇談会
27日 ・議会運営委員会
29日 ・『横浜市ふるさとの会』東御市観
                 光視察

4/2 和保育園竣工式

4/4 滋野小学校入学式

4/20  書家 金沢翔子さんと講演前のツーショット

5/9 特殊詐欺防止キャンペーン

5/14 東御市女団連総会

６/１滋野里づくりの会

6/4 滋野小学校５年生田植え

5/29 横浜市ふるさとの会

5/21台地の駅竣工・開所式

5/20 東御市まちづくり懇談会 滋野地区

和財産区の森林のカラマツ
がふんだんに使われている
和新園舎

6/30 豊かな環境つくり 通常総会


