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平成２６年第 3 回定例議会報告 （9月 2日～ 9月 25 日）

東御市議会議員

市政を身近に

■平成２６年度一般会計補正予算

■平成２５年度決算の状況

■東御市条例の一部改正

平成２６年度一般会計・同特別会計補正予算３案、
平成２５年度一般会計・同特別会計収支決算の認定９案、
東御市条例の一部改正３案を全員一致で可決。

東御市福祉医療費給付金条例の一部改正

東御市海野宿駐車場条例の一部改正

東御市住宅に関する条例の一部改正

2億9180万円余を増額し、補正後総額は161億7330万円。
      主な財源は地方交付税1630万円・寄付金860万円、
      繰越金1億840万円など。

一般会計歳入歳出決算は歳入総額197億5359万円、歳出総額190億530万円となり、標準財政規模
91億6810万円を前年同様大きく上回った。
歳入歳出差引額は7億4830万円、繰越明許費の繰り越財源額2億4815万円を公助した実質収支額は、
5億15万円の黒字決算。

秋の風物詩

湯の丸高原整備構想策定業務委託料　　　　　　　350万円

ふるさと納税謝礼　　　　　　　　　　　　　　　388万円

田中保育園外構工事費　　　　　　　　　　　  　4750万円

多面的機能支払交付金事業負担金　　　　　　　  1681万円

湯の丸キャンプ場内トイレ改修工事費　　　　　  3132万円

青年研修センター耐震補強及び改修工事実施設計委託料　  600万円

明神館改修工事実施計画委託料　　　　　　　　  1100万円

海野宿滞在交流施設整備工事費　　　　　　　　　210万円

中央公園ローラーすべり台改修工事費　　　　　  1000万円

主な内訳

＊＊＊お知らせ＊＊＊
この度、さとう千枝のホーム
ページを開設いたしました。
ご意見などもホームページ上
からお寄せいただくことがで
きます。

http://www.sato-chie.jp
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定例議会報告・一般質問（平成26年9月10日 ,12日）

一般質問の概要 9月10日 (水 )
今定例会では、10,12日の2日間一般質問が行われ、9人の議員が質問に立ちました。
私は2番目で10日の午前に登壇。2項目について質問を行ない、その内容は以下
の通りです。

来年４月１日から新制度『子ども・子育て支援法』が始まります。この新制度は、
住民に最も身近な市町村が中心になって、『東御市子ども・子育て支援事業計画』
の策定に向け着々と準備が進められています。

問 答　弁

放課後児童クラブ利用対象を６
年生まで引き上げる国の方針に
関し、東御市としてどのように
考えているのか。

ニーズ調査の結果、高学年の中でも一定のニーズ、必要性、需要はある
と認識している。今後できれば年度内に検討を始めて、将来の子供の居
場所づくりに向けて方向を定めて行きたい。

１６人の委員により、子育て環境の現状と課題を整理し、子育て施策に
係る２４事業への考え方をまとめており、策定全体の７～８割の進捗状
況にある。

子育て支援審議会の進捗状況と
今後のスケジュールについては
どうか。

就学前児童保護者は、パート勤務の約４割がフルタイム勤務への転換を
希望している。課題は、保護者の多様な就労形態に対応した保育サービ
スの提供。小学１・２年保護者からは、主に放課後児童クラブ利用に対
する充実や、小児救急等の医療体制・病児病後児保育の充実を求める要
望が挙げられている。

子どもの成長と子育て支援に関
するアンケート調査の分析結果
と課題は。

東御市は、南傾斜の東部地区と台地の北御牧地区とに区別ができ、
災害の少ない地域として発展してきました。反面、過去にあった
「戌の満水」のことを改めて認識しつつ、市民も防災意識を高め
事前の備えに万全を期さなければならないと考えます。

問 答　弁

２０年作成の東御市土砂災害洪水ハ
ザードマップが、各戸配布されている
が、大雨による土砂災害対策の避難勧
告基準はどうなっているのか。

①土砂災害警戒情報が発表された時　②気象庁の土砂災害警戒情
報の判断基準を超過し、降雨が継続見込みの時　③記録的短時間
大雨情報が発表された時　④土砂災害の前兆現象が現れた時　　
のいずれか１つに該当した場合に発令。

今後は、区を超えた小学校区単位の連携
による取り組みを検討してゆく。

今後ますます人口減少が懸念される中、
学区単位での防災組織を中心とした地域
防災に取り組むべきと考えるがどうか。

普段から地域住民が互いに協力しながら災害に対処し、区の消防
防災班を中心に区に即した訓練を繰り返し、多くの参加者を呼び
かけることにより、防災意識の向上につなげていくことが必要。

防災組織による各種訓練など、一層の
防災に関する啓発が重要と考えるが、
その必要性、緊急性について。

8月31日 急傾斜地崩壊特別区域等の危険の
ある布下・常満・島川原の３区で行われた
土のうを積み上げる訓練の様子

2、地域防災の充実について

１、子育て支援の充実について
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<東御市議会会派合同行政視察>
視察団は全議員19名です。19日は東京有楽町にある他県の
アンテナショップの見学や、今年10月26日に銀座にオープ
ン予定の「しあわせ信州シェアスペース」を視察しました。
立派なビルです。親しみやすく立ち寄りやすいショップに
なってほしいですね。
　20日には、雷電為右衛門とゆかりの深い、千葉県佐倉市
議会における議会改革の取り組みを視察しました。

視察報告１　8月19日～20日

社会福祉委員会審議最終日の9月19日に和保育園芝生園庭と
建設中の田中保育園を視察しました。
和保育園では4月に蒔いた芝種が、6月には「グリーンのじゅ
うたん」がみごとに敷き詰められた園庭になりました。裸足
で走り回る園児たちの笑顔が見られることが楽しみですね。

トピック 2トピック 2
トピック 1
トピック 1

東京銀座の信州シェアスペース１F玄関前にて

視察報告2　9月19日

和保育園和保育園

建設中の田中保育園。
和地区財産区の伐採木を加工し、丈夫な集成
材としてふんだんに使用されるようです。
（手前に積まれた材料が集成加工された木材）

　9月13日には長野県聴覚障害者協会理事長の井
出萬成氏の手話による「手話言語法学習会」が東
御市総合福祉センターで行われました。
　ろう学校では手話が禁止され、社会では手話
を使うことで差別されてきた長い歴史があり、
2011年の改正障害者基本法を受け、手話を身に
つけ・手話で学び・自由に手話が使え・手話を言
語として普及・研究できる法整備実現に向けて、
迫力ある講演でした。これからは、地域でも、
学校でも、職場
でも、商店でも、
誰もが手話通訳
できるような取
り組みを、国が
積極的に進めて
ほしいですね。
 

　8月30日、市民プールの水泳
大会で模擬泳をしていただいた
後、福祉センター講堂で、「湯の
丸高地トレーニングセンター誘
致市民会議」主催、「成田真由美
さんを囲んでのふれあいトーク」
が盛会に開催されました。

　成田真由美さんは元パラリンピック水泳選手
で、アトランタ・シドニー・アテネ・北京と４大
会出場し、合計15個の金メダルを獲得された水
泳の女王です。『２０２０東京オリンピックへの
思い』を情熱的に、また気さくに語っておられ
ました。最後に語られた「心のバリアフリー」や、
「意識を変えることにお金はかからない」という
言葉が感動的でした。

水泳の女王 成田真由美さん
       模擬泳と講演会開催

2004年アテネオリンピック
で獲得した金メダル

　　　　『手話言語法（仮称）』制定を求める
意見書の提出を求める請願が本会議において
全員一致で可決



活動日誌　平成 26 年 7 月～ 9 月
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７月 ８月 ９月

　今年は、２月のかつてない大雪に始まり、６月、７月そして９月に見舞われた降雹害。
東御市においても市民生活や農家における被害は深刻なものとなりました。７月発
生した南木曽町や広島の豪雨災害、そして水蒸気爆発で「火砕流」が発生した可能
性が高いとのニュースが流れた９月２７日の御嶽山噴火。本当に悲しいニュースが
次から次へと報道され、「人も地球もどうにかなってしまうのかな？」と不安になっ
てしまうような世相ですね。
　この自然災害を引き起こす要因が地球規模での温暖化によるもので、生態系、生
物多様性への影響も懸念され人類の危機とも言われています。温暖化を少しでも食
い止めるために私たちにできること、まずは１歩ずつ、エコ（環境にやさしい）な
生活を心がけたいですね。

♪♪ やさしい風にのせて ♪♪

6日 ・ポンプ操法・ラッパ吹奏上小大会　
7日 ・東御市、小諸市、立科町議会議員

親睦スポーツ大会
（雨のため、マレットゴルフは中止）

12日 ・しげの里づくりの会通学合宿反省会
16日 ・北佐久郡老人福祉施設組合

「佐久良荘定例議会」
22日 ・議会運営委員会

 ・広報調査特別委員会行政視察来庁
23日 ・東御市嬬恋村議会議員交流会

2~25日 ・第３回例議会
6日 ・高校特別支援教育を考える会研修会
 ・東御市ワインフェスタ

13日 ・大石敬老ふれあいの集い
19日 ・東御市金婚祝賀式
20~21日 ・東御市巨峰の王国祭り
28日 ・滋野保育園運動会

2日 ・東御市民まつり　
5日 ・議会運営委員会
11日 ・くらしを見直そう展第１回実行

委員会
15日 ・成人式
19~20日 ・議会会派合同行政視察

 東京銀座・千葉県佐倉市
21日 ・広報調査特別委員会行政視察来庁

・東翔の会定例会
23日 ・滋野地区財産区・市有林地域視察

滋野議員団
26日 ・議会運営委員会
28日 ・長野県町村監査委員・監査事務局

研修会　安曇野スイス村
29日 ・東御市地球温暖化対策地域推進

協議会
30日 ・東御市水泳大会
31日 ・東御市防災訓練

9/13 大石敬老ふれあいの集い

9/20御東御市巨峰の王国祭り開会式

好天に恵まれ大賑わいのお祭りでした。開会
式では観光大使の渡辺大五郎氏に市政１０周
年を記念して感謝状が渡されました。

9/19 東御市金婚祝賀式

３７組の皆様おめでとうございます。これか
らも、ますます健康で仲睦まじく、末永くお
暮らし下さい。

9/6高校特別支援教育を考える会研修会

東信教育事務所  生徒指導専門指導員主任指導
主事 伊藤浩治先生をお迎えして、第６回講演
会を開催。課題はありつつも生徒自身の自己
実現に向けて、ここからが新たなスタート。
一歩前進できたと思いました。

8/31 東御市防災訓練

9/6東御市ワインフェスタ

東御ワインクラブ玉村豊男会長と東御ワインクラブ玉村豊男会長と

7/6ポンプ操法・ラッパ吹奏上小大会
 

上田市の千曲川河川敷のグラウンドで開催さ
れ、東御市では第一分団Ａチームが３位入賞
の立派な成績を上げられました。

7/22 広報調査特別委員会行政視察

大分県国東市議会広報委員会の６名の皆様が
視察に来庁

8/21 広報調査特別委員会行政視察

長崎県長与町議会広報調査特別委員会７名
の皆様が視察に来庁

8/23滋野地区財産区・市有林地域視察

8/15 成人式

リニューアルした中央公民館講堂での開催。
３００名の新成人のうち２４２名が参加。
盛大に式典が行われました。

9/28滋野保育園運動会


