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新年あけましておめでとうございます
皆様におかれましては、新年を穏やかに迎えられたこととお慶び申し上げます。
今年は、
干支でいう未年です。私の干支でもあります。由来によりますと、
羊はめでたい善良な動物であり、
同じ行動を取り、群れを成して大勢で暮す事から、家族の安泰を示しいつまでも平和に暮らす事を意味
しています。
昨年は、異常気象による豪雪災害・ゲリラ豪雨・度重なる降雹害等の自然災害により、
各地で被害が発生しています。その教訓を生かし備えを万全にしたいものですね。そし
て、未は善良なめでたい動物と言われていますので、皆様におかれまして今年は平穏無
事に１年を過すことができますようご祈念申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。

平成２６年 12 月定例議会報告と一般質問（12 月 2 日〜 12 月 19 日）
２６年度一般会計補正予算・国保特別会計補正予算・条例案の
認定を承認
・一般会計では、収支 1 億 3770 万円を増額する総額 163 億 4630 万円
・国民健康保険特別会計では、5240 万円を増額する総額 33 億 8750 万円
・専決処分した衆議院議員選挙委託金 1850 万円も別途計上。
・条例新設、条例一部改正など 12 議案と議員提出条例案も承認。

トピック１市内温泉施設年間共通利用券廃止

東御市振興公社が運営する市の４温泉施設の１年間
共通利用券 (4 万円 ) を廃止へ。これまでの購入分
は購入日から１年間有効。回数券等の割引券は継続。
施行日：平成27 年 4 月 1 日 今後は、
半年券の購入へ。
近隣市町村では、上田市・長和町では年間利用券あ
り、佐久方面では年間利用券なし。
当市においては、燃料代・光熱費の高騰による経営
改善に、市民に応分の負担が求められることになる。

トピック２ 市道の除雪に対する補助制度改正

・区が業者等に委託して行った除雪費用に対する
補助は、実績額の２分の１以内に。
（改正前は、各区３万円・７万円・１０万円を限度）
・区が除雪作業を行う場合に必要な機械等の購入・
修繕費用に対し補助を行う。
購入費用の２分の１（限度額１５万円）
修繕費用の２分の１（限度額５万円）

トピック４ 東御市の組織機構改正

トピック３ 東北信市町村交通災害共済事務組合

掛金の中学生以下公費負担について
平成２７年度に北信地域町村交通災害共済事務組合
と統合し、東北信市町村交通災害共済事務組合とし
て新たに発足することから、子どもたちの安全と保
護者の安心の確保や加入率の向上を目的に、中学生
以下（１５歳未満）に係る掛け金について全額公費
負担とする。

平成 27 年 4 月 1 日より
目的は限られた人数で行政サービスの推進体制の確
保に的確に対応することと機能的かつ効果的な行政
組織の構築と強化をはかること
・総務部所属の税務課（住民税係・資産税係・収税
管理係）が市民生活部に移管
・市民生活部に生活環境課（生活安全係・環境対策係・
クリーンセンター係）を新設
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平成２６年 12 月定例議会報告と一般質問（12 月 2 日〜 12 月 19 日）
トピック５「ゆうふる tanaka」プール施設廃止
計画の再検討を求める陳情について

有志が存続を求めて市議会に陳情を提出。産業建設
委員会に付託された陳情として、慎重審議を行った。
市が計画を進めるにあたり、利用者に対し、プール
施設廃止についての説明がなされないまま、計画を
進めようとしている状況の中で、利用者説明会が翌
日に予定されていることも考慮し、継続審査に。
市は利用者説明会を設け、利用者の声を多く聞く中
で利用者の減少や燃料費の高騰等課題はあるが、当
面は存続をさせて様子を見たいとの考えを、全員協
議会に示された。詳細は、東御市議会だより２月号
をご覧下さい。

今後２年間の新しい議会の構成が
決まりました !!
11 月で議員任期の半分 2 年が終了します。11 月 17
日に臨時議会が開かれ、これから 2 年間の役員を決
めました。私たち東翔の会では、清水信一議員が副
議長に、柳沢旨賢議員が監査委員に、横山好範議員
が社会福祉委員会副委員長に、そして私が議会広報
特別調査委員会副委員長になりました。今後も議会
が首長と共に二元代表制の一翼を担い、市民益実現
のために取り組んでまいります。どうぞよろしくお
願いいたします。
12 月 16 日には、各常任委員会が開かれました。

正副議長・委員会構成を再編成（敬称略）
議 長
櫻井 寿彦 , 副議長
清水 新一
≪委員会構成 （◎ 委員長
○ 副委員長）
≫
総務文教委員会 ◎ 長越 修一 ○ 蓮見 喜昭
, 窪田 俊介
依田 政雄 , 栁澤 旨賢 , 清水 新一 ,( 櫻井 寿彦）
社会福祉委員会 ◎ 阿部喜代枝 ○ 横山 好範
平林 千秋 , 依田 俊良 , 三縄 雅枝 , 町田 千秋
産業建設委員会 ◎ 井出 進一 ○ 山崎 康一
佐藤 千枝 , 若林 幹雄 , 青木 周二 , 堀 高明
議会運営委員会 ◎ 三縄 雅枝 ○ 依田 俊良
議会広報調査 ◎ 平林 千秋 ○ 佐藤 千枝

一般質問の概要 12月11日 (木 )

産業建設常任委員会の審議風景

11 日・12 日の 2 日間一般質問が行なわれ、9 人の議員が 21 項目について質問。
私は、11 日の午前 3 番目に登壇し 2 項目について質問をしました。

１、誰もがともにスポーツを楽しめる機会の充実について
昨年から障害ある人もない人も誰もが身近にスポーツを楽しむための『みんなの健康・
スポーツ』事業が始まり、
『ボッチャ』体験会やスポーツ交流イベントが開催されている。
今後も継続し、さらにユニバーサル（障害者も高齢者も大人も子どももみんなが参加で
きるスポーツ）な視点でのスポーツ振興が必要と考える。

問

答 弁

これまでの事業の成果と今後の
取り組みに向けた課題は何か。

障害のある人の身近な健康づくりや自己実現の場としての成果は大きい。
障害を超えて一緒に楽しむことで充実感や達成感に対する喜びを共有で
きたことはノーマライゼーションの浸透に大きく貢献できている。課題
として指導者確保に向けた育成の仕組みづくりと移動手段を含め当事者
への支援者の確保である。

27 年度は翌年の東御市障害者計画
策定に向けて検討する年となって
おり、これまで取り組んでいるユ
ニバーサルスポーツの視点や実
績・成果を踏まえ今後の施策に盛
り込んでいただきたい。

前回策定時においては、ユニバーサルスポー
ツに関する考え方や研究がこれからという時
期でもあり、今後は、身体教育医学研究所等
スポーツ振興に係わる関係機関や関係団体等
の意見をいただきながら、策定に取り組んで
いきたい。

2

パラリンピック正式種目
「ボッチャ」の体験会

2、小中一貫教育による教育活動の推進について

北御牧小中一貫教育
ぐんぐんコースの授業風景

平成 25 年度から北御牧小中学校対象に義務教育 9 年間の連続した教育課程の
下で、小中一貫教育が進められており、学力向上・不登校児童生徒への対応
対策に当たり、特色ある教育活動に取り組まれている。今後は東部中学校区
での一貫教育について保護者や市民から期待の声も聴かれる中で、教育委員
会の考えや現況を伺いたい。

問

答 弁

北御牧小中一貫教育
課程の成果について

2 年目を迎える今年は、少しずつ成果が表れてきている。市費加配による小学校 5，6
年生対象の算数のコース別学習・小学校における１部教科担任制の導入・中学校での
チームティーチング授業等で一貫教育の手ごたえを感じている。本年度の小 6・中 3
を対象にした全国学力テストではいずれの科目も全国平均を上回り、独自の CRT 学力
検査の結果も良好。児童生徒の意欲向上と教職員の意識改革につながっている。

今後の取り組みにお
ける課題は何か

学校と地域を結ぶコーディネーターの役割が重要になることや教職員の連携や一貫
教育に対する意識統一がさらに必要となる

東部中学校区におけ
る教育形態について
どのように考えてい
るのか

１中学校と４小学校での一貫教育を考えているが、中学校における教職員体制や学
校相互の距離などの物理的な課題があり、一斉でのスタートは難しい状況にある。
プログラムを作成する上で、
『学び方のあり方』について基準が必要であり、今後
は連携教育に向けての準備会を組織し、来年度は連携教育推進のための組織を立ち
上げる予定。

東翔の会派視察報告 がんばろう!! 東北復興応援行政視察…埼玉県・栃木県・宮城県方面へ
11月4日
北御牧小中一貫教育が始まっていることから、モデル地区として取
り組んでいる埼玉県鴻巣市における小中一貫教育推進の実践活動につ
いて鴻巣市役所を訪問。鴻巣市川里中学校・屈巣小学校・協和小学校・
広田小学校による1中3小の一環教育。

11月5日
東御市では、生ごみ処理施設建設に
むけて準備が進められている。栃木県
益子町では、庁内で排出される生ごみ
を分別収集し、堆肥化などの独自処理
を行い可燃ごみの減量化を進め資源循
環型まちづくりを推進している。生ご
みをＹＭ菌による超高温発酵処理機
『Ｙ
Ｍひまわりくん』での処理法を視察。

１.取り組みの視点 ・児童生徒の学びと育ちをつなぐ
・中学校入学前の不安解消
・入学後の中１ギャップの解消
２.取り組みの概要 ・３小学校学年交流学習会・中学校での3小学校
6年生合同学習会
・小中学校教職員の合同研修や交流
・小学校高学年の一部教科担任制の導入など
３.成果と課題 ・入学前の不安を軽減し、
中１ギャップの解消により
円滑な学校生活につながっている
・合同授業の開催時期と回数の検討が必要である
・数人のチームを組んで授業が実施できるよう推進
委員が中心となって調整に当たる

11月6日
仙台市の南に位する岩沼市の農業に関する東日本大震災か
らの復旧・復興に向けた
取り組みを岩沼市役所に
て説明を受け、農事組合
法 人 で 行 っ て い る 水 稲・
大豆・キャベツ等の野菜
栽培施設を視察、さらに
津波により塩害となった
農地や仮設集合住宅地を
津波の影響で塩害に見舞われた田んぼ
視察した。
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活 動日 誌
１０月

平成 26 年 10 月～ 12 月

１１月

１２月

1 日・東翔の会定例会
3 日・東御の日記念式典・記念講演
4 日・滋野小学校運動会
7 日・再生紙共同購入

1 日・子育てフェスティバル・すくすく
2 日・第４回定例議会 〜１９日まで
・
・
ひろばワンー ツー スリー
4 日・滋野小学校５年生収穫祭
4 〜 6 日・東翔の会視察
5 日・全員協議会
7 日・議会運営委員会・滋野小学校音楽会
・議会広報調査特別委員会
東御清翔高校生による再生紙の
・滋野地区戦没者追悼式
6 日・人権尊重のまちづくり市民の集い
運搬活動今年６年目
8 日・くらしを見直そう展
9 日・くらしを見直そう展実行委員会
11 日・火のアートフェスティバル
9 日・秋の消防団機械器具点検巡視
11/15 議会報告会
18 日・さとう千枝後援会女性部役員会
・六分水関係古文書虫干
20 日・環境市民会議・視察
10~14 日・東部地区小中連携あいさつ運動
21 日・北佐久郡老人福祉施設組合
11 日・議会運営委員会 ・議員総会
『佐久良荘』定期監査
・女団連理事代議員会
22 日・東御市女団連まちづくり懇談会
15 日・大田区 東御市童謡唱歌交流広場
24 日・東御市議会 新張山土石採取地緑化、
・議会報告会
防災措置確認
17 日・臨時議会
25 日・福祉の森ふれあいフェスティバル
・映画『じんじん』上映実行委員会
11/21 東御嬬恋線改良促進期成同盟会要望活動
・東御市民病院祭
18 日・ローカルマニュフェスト議員研修
26 日・滋野地区ふれあいのつどい
20 日・湯の丸高原冬山安全祈願祭
27 日・東信５市議会議員研修会
21 日・東御嬬恋線改良促進期成同盟会要望活動
29 日・青少年補導委員研修会
22 日・くるみ祭り
29 日・東御市障害者福祉のつどい
10/21 真田代表監査と佐久良荘定期監査
11/7 サンテラスホールでの滋野小音楽会

10/22 女団連まちづくり懇談会

要望書を手渡す加藤会長

11/22 くるみ料理・お菓子コンテスト表彰式

11/8 くらしを見直そう展

長野県弁護士会 特殊詐欺寸劇と解説

11/9 秋の消防団機械器具点検巡視
10/25 福祉の森ふれあいフェスティバル

11/29 子育てについて発表をする武舎さん
12/6 しげの里づくりの会主催講演会
11/10 あいさつ運動 滋野小学校

10/26 滋野小 PTA コーラス 指揮 松木校長先生

気象予報士 神谷ゆりさんと

♪♪ やさしい風にのせて ♪♪

11/1 子育てフェスティバル開会テープカット
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昨年６月４日に滋野小学校５年生が植えた苗が秋には豊穣を迎えました。収穫した
お米のおはぎや旬の採りたて野菜の豚汁を、５年生児童と保護者の方々に用意してい
ただき、関係者で収穫祭のお祝いをしました。日頃はなかなかお手伝いにいけないの
でこの日は早めに滋野小学校の調理室に足を運びましが、５年生と保護者総勢100人程
の協力で、
「あっ」という間に出来上がり、おいしそうな匂いでいっぱいになりました。
毎年５年生がコメ作りの体験学習をしています。指導者は「楽しく・楽しく」をモッ
トーに長い間務めて下さっている赤岩の「おもちゃドクター」麻見明利さんです。子ど
もたちも授業と違った体験を通し、成長できたのではないでしょうか。自分たちで作っ
たお米に感謝し、日本の文化でもあるお米をたくさん食べてほしいですね。

