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平成24年 第 1 回区議会

臨時会

（５月29日・１日間）

提出議案
●板橋区立板橋第三中学校改築環境整備工事請負契約

平成24年 第 2 回区議会

6 月定例会（６月８日〜
６月26日・19日間）
提出議案
●公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例の一部を改正
する条例
●東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区印鑑条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準
に関する条例

昭和58年から平成24年まで30年間欠かさず発行

̶偉業達成の記録（抜粋）̶

区議会レポート42号

第１回臨時会
（５月29日）
開催

区議会レポート25号

平成24年度板橋区議会の委員会
構成役職が決まりました。

区議会レポート1号
昭和58年8月1日発行

・タブーへの挑戦

佐々木としたか区議は、常任委員会は健康福祉委

員に、特別委員会は議会改革調査特別委員に決
まりました。更に板橋区住宅対策審議
会委員となり一年間頑張ることになりました。

平成元年7月20日発行

・カナダバーリントン市と
姉妹都市提携
・石神井川流域環境協議会
発足

平成5年10月25日発行

・佐々木としたか区議
自民党区議団幹事長
となる
・議会運営委員長となる

ご指導宜しくお願い致します。

健康福祉委員会(板橋区議会)視察
●日時／７月18日（水）〜19日（木） ●視察地／釧路市
●視察項目
①生活保護自立支援プログラムの取り組み状況について
②自立支援協力団体の運営状況について

区議会レポート68号

平成16年7月30日発行

平成12年4月15日発行

・佐々木としたか区議
健康福祉委員長となる
・都立豊島病院の区移管
が最大の課題

・介護保険事業スタート
・清掃事業
都から区へ移管

平成19年7月31日発行

・佐々木としたか区議
第45代板橋区議会
議長に就任する
・本会議インターネッ
ト配信始まる

30

30

58

自民党区議団視察報告
●日時／７月26日（木）〜27日（金） ●視察地／広島県呉市
１日目
（26日）

呉市福祉保健部保険年金課 ジェネリック医薬品
（後発薬品）
使用促進通知サービスに関する取り組み
について

※特許期限が終了した薬と同等の効能を有する単価の安い薬品
（ジェネリッ
ク薬品）
の使用促進により医療費の抑制に効果を出している。

２日目
（27日）

呉市市民部地域協働課 ゆめづくり地域交付金事業について

※呉市海事歴史科学館の運営状況や交付金の
活用、市民参加事業等について示唆に富ん
だ学びが出来ました。

30

30

年の歩み
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議員生活

30

大いなる金字塔 ︵支援者の皆さまに感謝︶

私は昭和 年４月の区議会
議員選挙に 才で出馬させて
いただき︑お陰様で議席を得る
事ができました︒当時の戦いの厳しさは一口
では表せないものであり︑私の三無い︵地盤︑
看板︑
カバン︶
選挙は相手陣営の格好の攻撃の的でしたが支
援者の熱い熱い思いと昼夜を問わずご支援ご協力を頂きま
した多くの方々のお気持ちが実った快挙でありました︒今
でも 年前の事が鮮明に想い出されます︒
私の選挙公約は徹底した行財政改革と議員定数の削減
等々タブーへの挑戦でありました︒しかし一方で今後の地
方議員の姿として心に誓った事が２つあります︒その１つ
はこれからは地方議員といえども議員専業職として行政を
チェックし政策を立案して行く事︒２つ目は議会終了後に
議会報告を必ず発行する事でした︒当時は議員の口約束は
破る為にあるものと揶揄されましたが振り返って 年気が
ついてみれば区議会レポートが今号で１００号記念となり
年間１回も欠かさずに区議会レポートとして報告し続け
る事が出来ましたのも区民を始めとする支援者等々数多く
の方々のご協力ご指導があったればこそ達成出来た快挙で
あり素直に喜びと感動が胸をうちます︒
人生には折々の節があると聞きますが私にとりましては
昭和 年の区議初選挙を含めて８回の選挙が人生の節その
ものであり︑その節こそ︑区民の声であり︑支援者の熱き
思いであり︑未来を託す願いの心であり︑私の依って立つ
エネルギーを生み出す節でもあります︒
新ためて人生を振り返って思いますことはやっと２合目
から３合目あたりいよいよ更なる本腰を入れて次なる節へ
向かって精進をして行かなければならないと肝に命じてお
ります︒
年間共に歩み︑共に汗し︑共に喜び︑共に涙し︑年齢を
重ねてまいりましたが残念にして故人となられました多く
の方々に深甚なる感謝と御礼の心を申し上げまして１００
号記念のお礼の挨拶と致します︒
佐々木としたか

１日目
（18日）…釧路市役所に赴き同市が取り組んでおります生活
保護者への自立支援のプログラムや取り組みの成果、又自立支援の
課題等に議論が白熱しました。
２日目
（19日）…自立支援団体、コミュニティハウス
「冬月荘」
に訪
問し自立支援に向けた協力のあり方、自立状況や自立後のケアー等
について示唆に富んだ視察が出来ました。今後の板橋区の取り組み
について参考としてまいります。

区議会レポート85号

区議会レポート76号
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊

５月
6日
7日
9日
11日
12日
14日
15日
16日
18日
18日
19日
22日
23日
25日

佐々木としたか君（公式行事）
平成24年5月〜7月の活動記録
板橋区吟剣詩舞道連盟50周年
本会議・企画総務委員会
財産監査
青健・エコポリ仲町委員会総会
中板高砂会総会懇親会
政策経営部定期監査
政策経営部定期監査
企画総務委員会
土地開発公社評議員会
板橋消防団長歓送迎会
弥生町南町会総会
板橋中華組合総会
中板橋商店街振興組合総会
工事監査

27日 板橋消防団操法大会
29日 本会議

６月
4日
7日
8日
11日
12日
13日
14日
15日
19日
21日
26日

議案説明会
板橋芸術文化活動支援協会総会
本会議
本会議
板橋食品衛生協会総会
健康福祉委員会
板橋区防衛協会総会
善行会板橋支部総会
板橋区保育園園長会と懇談
議会改革調査特別委員会
本会議

△ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ ○ ○ △ △ △ △ △
△ △ △ △ ○ △ △ △ △

合同クラブ・みんなの党・生活者ネット・無所属の所属委員会以外の態度は、本会議での態度

自民党板橋区議団視察

日 時 ７月11日（水）
視察地 神奈川県茅ヶ崎市
５月の自民党区議団会議に於いて、 視察項目

決算審査に於ける市事業の
同団の中に議会改革プロジェクトチ
議会評価の取り組み状況に
ームが新設されました。同チーム座
ついて
長に佐々木区議が選任され、板橋区
議会改革に向けて自民党区議団積極的に取り組みを始める。

茅ヶ崎市議会事務局及び議会制度検討会の委員
となっている３名の議員より説明をいただきまし
た。議会の大切な使命の１つの予算の議決、決算
の認定。その時に事業予算の評価を議員個人並び
に会派の枠を越えて議会（委員会）として評価に
取り組み次年度予算に繁栄させている先進事例を
学んで来ました。今後、団で議論を重ね、今年中
に方向性を取りまとめたいと考えています。

佐々木区議 子どもたちの

自民党区議団
各種団体区政要望
調査会 ７月３日（火）・４日（水）

元気な姿に感動 !!
青健仲町地区青少年野外教室視察

２日間開催

★７月14日（土）〜15日（日）
★ 区立少年自然の家八ヶ岳荘

自民党区議団政調会を中心に区内の各
種団体より平成25年度の区予算編成に
ともなう要望について２日間に渡り聞き
取り調査会を行いました。27団体より
100項目を越える要望、相談を受けまし
た。実現に向け努力してまいります。

100名の子ども達の野外教室、野外炊
飯、キャンプファイヤー、アユの捕みど
りと塩焼きバーベキューの楽しい２日
間、元気でキラキラ輝く子どもたちの姿
に感動しました。お世話されたボランテ
ィアの皆さんのすばらしさ、人間の愛の
深さに心より御礼申し上げます。

板橋区と大船渡市（岩手県）と連携協定を締結 6月29日

７月

3日〜4日
自民党区議団各種団体予算要望調査会
6日 監査委員新旧歓送迎会
11日 茅ヶ崎市議会視察
12日 ジェネリック医薬勉強会
12日 団会議
14日〜16日
仲町地区青健
八ヶ岳野外
教室視察
18日〜19日 健康福祉委員会視察
21日 仲町地区少年野球大会
21日 板橋医師会病院45周年式典
26日〜27日 自民党板橋区議団視察
31日 自民党板橋総支部総務会
31日 板橋区私立幼稚園園長との懇談会

無所属

ドキュメンタリー映画上映の会場と青年部の皆さん

オリンピック・パラリンピックはス
ポーツを通じて世界の人々が相互理解
と友好親善を深め、恒久的な世界平和
の確立に大きく寄与する世界最大のス
ポーツ文化の祭典である。よって板橋
区議会議員有志で結成した上記議連は
2020年開催の第32回オリンピック、
第16回パラリンピック競技大会の東
京招致を強く求め、全力で支援するこ
とを決議する。会長佐々木としたか、
副会長中野くにひこ、おなだか勝、事
務局長河野ゆうき 区民の皆さまのご
支援ご協力お願い申し上げます。

無所属

東京オリンピック・
パラリンピック
招致板橋区議会議員連盟
発足する。
決議文（要旨）を採択

みんなの党

完 成 日
平成24年12月7日

容

生活ネ

工事金額
2億5,747万500円

◎当日は区の防災計画や防災震災時に大切な事、
原子力発電等についてアンケートを行いました。
今後の区政に参考にしてまいります。
イアン・トーマス・アッシュ氏

共立・内田建設
共同企業体

みんなの党

工事業者

議会運営

生活ネ

■板橋区立板橋第三中学校
改築環境整備工事

環境区民

内

北朝鮮による拉致問題解決に向けての更なる啓発活動
を求める件
常磐台区民事務所二階集会所へのカラオケ設備設置を
求める件
地方議会の権限強化を求める意見書の提出に関する件

民主

契約議案

（1億8000万円以上）

○…採択△…継続×…不採択

委員会
企画総務

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

合同クラブ

政策勉強会

６月25日（月）18:30〜20:30
会場 仲町地域センター４F レクホール
昨年
（３月11日）
の東日本大震災から１年３ヶ月が経過
し、震災の生々しさ、原子力発電所の爆発による放射能、
仮設住宅による生活、ガレキ処理等々多くの課題にこれ
から本格的な取り組みが始まります。私たちはこの大震
災から多くの事を学び、これからも学び続けて行かなけ
ればならないと考え、若者中心に勉強会を開きました。
講師にはドキュメンタリー映画プロデューサー、イア
ン・トーマス・アッシュ氏に依頼し、東日本大震災のド
キュメンタリー映像を通して活発な議論ができました。

■陳情

自・公・共
民・合・無

結果

５月15日（火）18:00〜19:30
会場 中板橋商店街会館
平成24年度がスタートしましたが区民の多くは区政の
将来に心配があります。そこで佐々木区議は区民の皆さま
と語いを持ち、区政の現状、見通し、今取り組んでいる課題
について報告、意見交換をしました。
主な報告事項
◎特別講演として日本看護連盟役員
・防災計画の見直し
・介護保険事業
石田まさひろ氏にご参加をいただき大変
・公共施設の管理活用 ・区内産業の育成
盛り上がった報告会となりました。
・生活保護の実態

都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共
住宅として継続し、
居住者の居住の安定を
求める意見書提出を求める件

共産
公明
自民

区政報告会

紹介会派

民主

都市建設

容

結果

佐々木としたか積極的な活動展開

内

共産
公明
自民

委員会

○…採択△…継続×…不採択
合同クラブ

●平成 24年 第2回定例会 ■請願

坂本区長と戸田市長

意見書・決議
採択さる

震災後板橋区は大船渡市に対し、行政から区民にいたるま
でさまざまな支援活動をしていきました。この様にして生ま
れた絆をより深く文化や産業などの交流を通じて更なる両都
市の発展に資することをめざして協定が結ばれました。
◎都市再生機構賃貸住宅
（旧公団住宅）
を公共住宅として継続し、居住
者の居住の安定を求める意見書
◎北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
◎「防災・減災ニューディール」
による社会基盤再構築を求める意見書

板橋区人事案件（議会同意必）
人権擁護委員候補者の推薦きまる。

谷口
渡辺

博志（再任）
芳子（新任）

佐々木としたか後援会だより No.96 2012年 8月7日発行／佐々木としたか後援会・丸山 茂

「佐々木としたか 区議会レポート」 第32回
佐々木としたかゴルフ同好会
100号発行おめでとうございます。
創刊100号おめでとうございます。平素は後援会に
多大なるご指導、ご協力を賜りまして誠に有り難う
ございます。佐々木区議が昭和58年４月区議会議員
初当選以来、今日迄１回も休まず「区議会レポート」を
作成し「後援会だより」と合わせて皆様へ報告して参りました。
ここに100号記念の発行となった今日、先輩方々の役員、特に作
成にあたった広報部の皆様には頭の下がる思いと無上の誇りを感
じております。これからも後援会会員、支持者の皆様に「声の
シャトル便」としてより良い「区議会レポート」
「後援会だより」
を続けて発行し、支援の輪を広げる事を大いに期待しております。

棕沢 正人

後援会会長
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久保
利明
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連合後援会活動日誌
（24年５月〜７月）

●５月
７日
15日
18日
22日
30日
●６月
１日
19日
25日

企画広報部会
区政報告会
ゴルフ同好会
執行部 役員合同会議
ゴルフ同好会

旅行実行委員会
執行部 役員合同会議
青年部東日本震災
ドキュメンタリー放映
29日 企画広報部会
●７月
10〜11日 旅行下見実施
12日 執行部 役員合同会議
24日 旅行実行委員会
26日 企画広報部会

創刊100号おめでとうございます。区の政策や事業、区議会で
の条例の制定・予算審議、区議団の活動等々を真面目にコツコツと
レポートされ、後援会や区民の皆様に知らせる努力を続けてこら
れた佐々木区議に敬意を抱いています。 一口に100号と言いまし
ても昭和58年８月の創刊以来、30年余の長きに渡ります。一度も休刊することなく余すこ
となく板橋区政について公表されたレポートは、区政について理解しまたは安心感を持っ
た区民は大変多いと思います。
「区議会レポート」に遅れること10号から「後援会だより」
も同紙に掲載されることになり、各後援会の活発な活動を紙面を通じて知ることが出来、
それによって佐々木後援会の結束がより一層強固なものとなったと思います。私ごとです
が、一時期「後援会だより」の編集のお手伝いをさせてもらいましたが、得がたい貴重な
経験でした。これからも本紙が区議会と佐々木後援会や区民の皆様をより強く結び付ける
後援会幹事長 河野 雅行
懸け橋となることを祈っております。

,
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お知らせ！
■日

時

■宿

泊

■参加費

西浦温泉と三河湾海の幸

平成24年11月18日（日）〜19日（月）
ホテル東海園

25,000円（お一人）

旅行実行委員長

若芽会 藤生 桂凰

旅行下見報告（ 7月10日（火）〜11日（水））

青年部

6月25日（月）

政策勉強会を開く
於・仲町地域センター4F

青年部は、東日
本大震災後の姿を
外国人の目でドキ
ュメンタリー映像に収録しているイアン・トーマ
ス・アッシュ氏と出会い、その映像を通して震災
を考える政策勉強会を行いました。貴重な意見
や提案があり、青年部一同とても勉強になりまし
青年部 部長 四分一 秀明
た。

本部関係会議開く於・中板橋会館
4月26日（木）定例執行部・役員会議

区議会レポート100号記念パーティーを9月28日（金）グリー
ンホールに於いて開催することに決定致しました。

5月7日（月）企画広報部会

区議会レポート100号記念パーティー開催の件

決定事項／会費4,000円 出席者200名程度
実行委員長 河野幹事長、
冊子の作成等

5月22日（火）

定例執行部・役員会議

6月1日（金）旅行実行委員会
6月19日（火）

定例執行部・役員会議

6月29日（金）企画広報部会
区議会レポート100号
記念冊子の件、
その他
について具体的な話合
いを行いました。

7月10日（火）〜11日（水）旅行会下見
7月12日（木）定例執行部・役員会議
旅行下見の報告及び冊子その他の経
過報告がありました。

予告

藤生実行委員長をはじめ、奈良、津村、池田、豊田、谷本
各旅行委員 6 名で下見に行って参りました。
西浦温泉迄は320km程の距離がありますが東名利用で時間
的問題はありませんでした。食事は昼食、夜の宴会共に申し分なし。東海園の客室
は全室オーシャンビューで風呂も良く従業員のもてなし
には旅行に厳しい女性委員も満足のお声が出ました。２
日目は海産物のお買い物、岡崎城で家康公を偲び、館山
寺のホテルで昼食、そして入浴も出来ます。秋の紅葉と
旅の幸せを満喫出来るものとお薦め致します。終わりに
ラッキートラベルの南様、佐藤様、大変お世話になりま
した。御礼申し上げます。
文責（藤生旅行実行委員長）

平成24年５月30日（水）プレステージカントリ
ークラブにて開催致しました。参加人数56名、
晴天の下楽しくゴルフをしてきました。表彰式は
鳥忠さんで行い、一日の疲れと楽しかった話題が
尽きませんでした。優勝は、小澤
政廣さんでした。次回は11月頃
に開催を予定しております。
ご参加お待ちしております。
ゴルフ同好会 会長 久保 利明

9月28日
（金）

区議会レポート100号記念パーティ
会費 4,000 円 於・区立グリーンホール
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みよし会

弥生町後援会

昼食会開く

若芽会

役員会・誕生会開く

弥生南旅行会開催

5月25日（金）

・23日（月）
4月22日（日）
弥生町南町会の旅行が復活して第４回目となり、
佐々木区議さんも参加され「山形天童温泉東北の旅」
一泊旅行に行ってきました。
１日目東北道、白石、まだ震災のあとが目にとまり
ました。遠刈田温泉「さんさ亭」で美味しい昼食を戴
き、次の見学所は「御苦楽園」
、昭和の初め失業救済
事業の一環として作られた銘木・銘石ともに立ち並ぶ
柱石には名言格言が刻まれており人生の苦しみと楽し
みを盛った庭園には皆とても感動致しました。夜は天
童ホテルにて宴会、美味しい食事、その後はカラオケ
や温泉に入ったりして楽しみました。
２日目は将棋工場、高畠ワイン見学と試飲、昼食は
上杉神社「献勝料理」を美味しく戴きました。次に訪
れた花見山公園は、絵に書いた様に美しく、レンギョ、
おかめ桜、東海桜、ひがん桜、山桃等が咲き乱れ、佐々
木区議さん共々楽しい旅行となりました。幹事様の行
きとどいたお心遣い御礼申し上げます。
（弥生町後援会 池田 博子）
仲町町会後援会

区議と共に親子バス潮干狩

新緑に誘われて、 昼食会を久保さん宅で開きまし
た。お忙しい中、奈良さんもご参加され、お話は尽き 7月23日（月）
ませんでした。
（みよし会 藤田 ふみ子）
若芽会では、会長発案の基に役員様全員の誕生会を
（1月〜4月の方・5月〜8月の方・9月〜12月の方）１年
俊幸会
今年初の会合
３回に分けて行っています。今回は5月〜8月の誕生
会を常盤台の鳥忠さんで佐々木区議ご夫妻も参加され
6月17日（日）
て盛大に行い、役員全員の親睦を深め、若芽会の発展
大山ハッピーロード内の
のため心ひとつにしていこうと誓いました。
「焼肉・味楽園」さんで久し
また、次回のボウリング大会（池袋ロサボウル）は、
振りの会合を開きました。
記念の第90回大会です。８月26日（日）午後２時30
佐々木区議、奈良事務所長の挨拶のあと乾杯。焼肉を
分集合、３時スタートと決まりました。賞品も盛り
次々とたいらげ、これで夏対策はバッチリ。佐々木区
沢山用意します。会員以外の参加も大歓迎ですので、
議は各テーブルをこまめにまわってサービスに努めて
奮ってご参加ください。 （若芽会 幹事長 小澤 政廣）
くれました。お疲れ様でした。
また野口事務局長より青年部主催のDVD鑑賞会の
女性部 「石田先生を囲む会」開く
案内があり、その場で５名の出席が決まりました。今
年に入って初めての会合でしたが、14名の出席でし
た。
全員のスケジュールを合わせるのは難しいですが、
これからも出来るだけ多く集まろうと全員合意して閉
会しました。
（俊幸会 会長 津村 進）
中板橋後援会

町会主催「日帰り旅行」に参加

5月15日（火） 中板会館にて

４月に入り佐々木区議より看護連盟推薦の石田まさ
ひろ先生を女性部主催で応援するようにとの話があり
バス２台で千葉の
ました。一面識も無い石田先生ですが佐々木区議が応
金田海岸へ。普段忙
援される方でしたら後援会の皆様も同意してくださる
しいお父さんも子ど
事と信じお受け致しました。
6月27日
（水）
も達にまざって楽し
女性部として講演を行うので人集めをするようにと
中板橋町会主催の毎年恒例の日帰り旅行が実施され
そうでした。昨年は
ました。今年はバスで行く 南アルプス市 方面への の事、急ぎ女性部役員さんに集まって頂き一人でも多
東北の大地震の影響
で人出がなかったとのことですが、今年は朝早くから 旅でした。佐々木区議も町民として毎年参加されてい く誘って下さようお願い致しました・・・心配です。
大変な人出 !! で、
それぞれが時間迄あさり狩りに夢中。 ます。中央道より、南アルプス市では さくらんぼ狩
しかし、講演会当日は思っていた以上大勢の方に参
一時間ぐらいで全員袋いっぱい り 笛吹市では とうもろこし狩り 甲府市では バ 加頂きホッと致しました。初対面の先生でしたが好感
になりました。
「スパ三日月」
で イキング料理 とこの季節ならでの楽しい旅でした。 のもてる先生だと思います。看護の話は皆真剣に聞い
佐々木区議は公務の大変お忙しい中、公務をはなれ
バイキングに舌づつみをうち、
ていました。また一人ひとりに握手され、和やかな会
子供達はプールで、大人は温泉 て町民の皆様と語りながら楽しい１日をすごされたこ
だったと思います。この会が成功いたしましたのも、
暑さも一段と厳しくなってまいります。
で体を休めました。それぞれの とと思います。
家族が持ち帰ったあさりで食卓では話題はつきなかっ 今年の後半を健康第一で公務にまい進していただきた 本部役員様や女性部の皆様のご協力のお陰です。あり
がとうございました。最後に皆様のご健康をお祈り致
く、期待しております。
たと思います。次回もまた参加してね !!
女性部 部長 飯島 登み
（中板橋後援会 舩木 日出男・金子 武司） します。
（仲町町会後援会 根本 節子）
5月20日（日）

