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平成25年 第 1 回区議会

臨 時 会

（５月21日・１日間）

報告案件
●議長・副議長他議会人事の決定
●特別委員会の設置・構成の決定
●監査委員選任同意
●農業委員会委員の推薦、他決定

平成25年 第 2 回区議会

6 月定例会（６月３日〜
６月19日・17日間）
提出議案
●平成25年度東京都板橋区一般会計補正予算（第1号）
●東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立住宅条例の一部を改正する条例
●自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改
正する条例
●東京都板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に
関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
●板橋区立前野小学校体育館棟改築工事請負契約

第1回区議会・臨時会 開催

（平成25年度）

一般会計補正予算（第1号）17億5,900万円を
6月議会で追加可決する。

国の緊急経済対策、
補正予算の積極的活用と区民の安全・安心を守る区施設の改修、
そして
制度変更に伴う大型補正予算となりました。
事業内容

（５月21日）

正副議長他委員会構成・役職が決まりました。
佐々木としたか区議は

常任委員会は文教児童委員会委員、
特別委員会はまちづくり調査特別
委員会委員となりました。
既に受けている議会運営委員長・政務活動費
あり方検討会会長他いただいている役職仕事
については区民のお声を聞きながらしっかりと
取り組んでまいります。ご指導よろしくお願い
申し上げます。
議 長 茂野善之（自民）
副議長 中野くにひこ（公明） を選出。

文教児童委員会視察報告

国の緊急経済対策に資する事業

13億4,045万円

待機児童解消を目的とする保育士の人材確保のため

②保育園管理運営委託経費（347万円）

石神井川緑道の加賀２丁目付近
（延長約2,035m）
の防護柵の改修工事

③道路舗装整備経費（２億円）

国が緊急経済対策の一環として創設した「防災・
安全交付金」を活用し、区道補修及び路面下空
洞調査を行う

制度変更等のより大幅に増額となる事業

2億5,995万円

①予防接種経費（２億5,995万円）
子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児
用肺炎球菌ワクチン予防接種の定期接種化及び
風疹流行に伴う発生防止の緊急対策費を計上

④小・中学校施設改修費（９億8,600万円）
国が緊急経済対策により創設した「地域の元気臨
時交付金」を活用し、区立小・中学校51校のトイ
レの洋式化とトイレ全体の環境改善事業を実施

⑤小・中学校教育活動経費（3,800万円）
国の緊急経済対策により区立小・中学校76校に
おいて理科教育設備の充実を図る（50万円／校）
６月
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日︵火︶午後７時〜午後８時
於・中板橋商店街会館
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佐々木としたか区政報告会
開催
⁝報告抜粋⁝

19

第２回板橋区議会︵６月定例会︶
は

開催されました︒今定例会は東京都議会議員選挙と

６月３日〜６月 日まで︑ 日間

重なり︑議員にとっては議会と選挙とかなりハード

な議会となりました︒

板橋区に於いては︑久方ぶりに大型追加補正予算

︵１７億５９００万円︶が提案され︑緊急経済対策︑

緊急安全対策︑制度変更等による予算等について活

特に区内︑
小・中学校の全校トイレの洋式導入と環

発な議論が行われました︒

境整備は児童・生徒に大変な朗報となりました︒加

えて︑石神井川の安全柵の取り替え工事は区民の安

その他に保育所の待機児童対策︑中小企業や商店

全・安心の向上に大きく寄与するものとなりました︒

正配置や管理・運営のあり方など︑活発な議論が展

前期（小１〜小４）中期（小５〜中１）後期（中２〜中３）

・小学校６年生による中学校運動会への参加や部活動の交流を行う。

街振興︑東上線の立体化とまちづくり︑公共施設適

・地域の小・中学校の体育主任による体力向上
会議の実施。
・小・中９年間のカリキュラム作成。

開されたことを報告いたします︒ 佐々木としたか

視察項目 「９年間カリキュラムを通した
体力向上の取り組みについて」

●新潟市立総合教育センター及び同市立視聴覚
センターの心のこもった管理運営は大変参考
になりました。
両センターの実績報告は今後板橋区でも多い
に取り入れて行きたいと考えます。

②公園等造成経費（9,800万円）

区の公設民営施設「にりんそう保育園」
「こぶし
保育園」の保育士等処遇改善経費

１日目視察 三条市

視察項目 「教育総合センター及び特別支援
教育サポートセンターについて」

東板橋体育館プール棟可動サッシ取付け金具の
一部落下による緊急安全対策工事を行う

①私立保育所保育運営扶助費
（1億1,297万円）

視察日◎平成25年７月24日（水）〜25日（木）
視察地◎新潟県三条市及び新潟市

２日目視察 新潟市

区施設の緊急安全対策 1億5,860万円
①体育施設改修経費（6,060万円）
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊

東上線立体化と踏切の現況について報告があり
ました。
東上線の立体化は、交通渋滞や踏切事故、そして地域の分断
を解消し、まちの安全、一体化を確保するものであります。東
京都は平成16年６月「踏切対策基本方針」を定め、
東上線の「大
山駅付近」及び「ときわ台〜上板橋駅付近」の２区間が鉄道立
体化の検討区間と位置づけられました。現在区は「大山駅付近」
のまちづくり事業と一体となり立体化の早期実現を目指して取
り組んでいます。

踏切番号

駅区間

第15号
第22号
第26号
第30号
第40号
第58号

大山〜中板橋
中板橋〜ときわ台
ときわ台〜上板橋
上板橋〜東武練馬
東武練馬〜下赤塚
成増〜和光市

遮断時間

（1 時間最大 分／時間）

46分51秒
44分38秒
37分50秒
46分40秒
47分20秒
48分26秒

弥生町南町会、弥生町北町会、仲町町会
合同による防災訓練に参加する。
日時／６月30日（日） 場所／弥生小学校
協力団体／板橋消防署、板橋消防団
（第３分団・第５分団）
、
区民消防隊、
防災リーダー、
他多数協力
東日本大震災以後、首都直下型地震の発生が予見されるなか、地域住民の
協力による防災訓練が活発に行われる様になりました。佐々木としたか区議
もまちの安全・安心を守るために積極的に参加しました。

野外教室視察

日時／７月13日（土）〜７月14日（日） 場所／板橋区立八ヶ岳荘
視察内容／ ７月13日（土）

の推薦きまる。

小堀球美子（新任）

契約議案

踏切の現況

板橋区内の東上線の踏切は36箇所あります。
平成24年度踏切遮断時間調査（重点踏切で各駅間
概ね１ヶ所）を行いました。

（1億8,000万円以上）

板橋区立前野小学校
体育館棟改築工事
工事業者 古川・サンホーム
建設共同企業体
工事金額 5億2,290万円
完 成 日 平成27年1月
（体育館棟概要） 1F ／理科室・図工室・特別活動室・EV ホール・家庭科室・
図書室・小会議室・だれでもトイレ等
2F ／アリーナ・EV ホール・更衣室・トイレ等

佐々木としたか君（公式行事）
平成25年5月〜7月の活動記録

平成25年度

・立場川マスつかみ準備
・ニジマスの塩焼き ・昼食

◎
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の早期制定
を求める意見書

（議会求意見）

まちづくりの促進と東上線立体化
に向けて積極的に取り組んでまい
ります。

７月14日（日）

◎老若、多様な世代の世帯が共生できる都営住宅の建て替え
を求める意見書

板橋区人事案件 人権擁護委員会候補者 酒井 俊行（新任）

まちづくり調査特別委員会報告（抜粋）

・八ヶ岳荘入園式
・野外炊飯
（カレーライス）
・キャンプファイヤー

△ △ △ ○ △ △ △ △ △

髙波 宏光（再任）

の連携の中で実現に向けて努力してまいります。

平成25年度 青健仲町地区委員会主催

無所属

調査会を行いました。23団体146項目をこえる要望・相談を受けと
りました。中には、都、国への要望もありますので、区、都、国と

平成25年6月14日（金）

みんなの党

板橋区の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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

意見書
採択さる

自民党区議団政調会を中心に区内の各種団体より平成26年度の

生活ネ

文教児童

老若、
多様な世代の世帯が共生できる都営住宅の建て替
えを求める件
認可保育園の増設と保育予算削減の復元を求め、
保育料
値上げに反対する件

民主

各種団体区政要望調査会開催

都市建設

容

合同クラブ

自民党区議団（平成26年度）

７月８日（月）
７月９日（火）
２日間

内

結果

委員会

○…採択△…継続×…不採択
共産
公明
自民

●平成 25年 第2回定例会 ■陳情

５月
2日
6日
9日
10日
11日
14日
16日
17日
18日
20日
21日
27日

仲町町会総会
板橋区吟剣詩舞区民のつどい
区議連協役員会
仲町青健・エコポリ板橋合同総会
中板橋高砂会総会
幹事長会・議運
文教児童委員会
産業連合会総会
弥生町南町会総会
幹事長会・議運
本会議
幹事長会・議運
中板橋商店街総会
28日 議案説明会
板橋区商店街連合会総会
30日 常任委員会正副委員長互選
区議連協第4ブロック会

６月

1日 弥生小・板六小運動会
2日 板橋消防団操法大会
3日 本会議
区観光協会・善行会総会
4日 本会議
5日 区食品衛生協会総会
善行会で挨拶
7日 文教児童委員会
電気工事工業協同組合総会

9日 板橋マンション管理ネットワーク
総会
10日 日本会議板橋支部総会
12日 議運理事会・議運
13日 板橋区防衛協会総会
14日 板橋区まちづくり調査特別委員会
15日 ISK総会
18日 幹事長会・議運
19日 本会議
20日 板橋区三療師連合会総会
26日 団会議
30日 弥生町南北・仲町合同防災訓練

７月

合同防災訓練

7日 マイスター上板橋まつり
8日〜9日 自民党予算要望調査会
12日 （公法）
区体育協会役員会
13日〜14日
仲町青健八ヶ岳
キャンプ視察
24日〜25日
文教児童委員会
視察
青健八ヶ岳キャンプ
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平成25年度 佐々木としたか後援会 大旅行会

福島復興応援と八重と紅葉の旅
■日 時 平成25年11月17日（日）〜18日（月）

丸峰観光ホテル（芦ノ牧温泉）
■参加費 25,000円（お一人）
■宿 泊

参加者大募集中！
お申し込みは、後援会本部または各後
援会役員へお早めにお願いします。

旅行下見報告（ 7月10日（水）〜11日（木））
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連合後援会活動日誌
（25年５月〜７月）

●５月
８日
13日
16日
21日
29日

ゴルフ同好会
企画広報部会
旅行実行委員会
定例執行部会
ゴルフコンペ

●６月
４日 旅行実行委員会
25日 定例執行部会
●７月
10日、
11日
旅行実行委員会下見
14日 青年部暑気払い
23日 定例執行部会
30日 旅行実行委員会

今年の後援会の旅行は芦ノ牧温泉、丸峰観光ホテル
と決定しましたのでラッキートラベル様のご好意によ
り下見に行って参りました。
参加者は佐々木区議、棕沢会長、津村実行委員長代理、
藤田、
根本、
森、
髙原の各実行副委員長、藤生実行委員の
8 名です。
好天にも恵まれた猛暑の中出発しました。奈良様が
体調を崩し参加出来なかったのが残念でしたが一同精一杯下見に努力して来ました。
１日目の往路は時間的にも余裕があり楽なコースでしたが、２日目の復路は会津酒
造歴史館、鶴ヶ城の見学に思いのほか時間が懸かると昼食時間が大幅に遅れる可能性
があります。従って大河ドラマ館はカットすることに致しました。それでも当日集合
時間を厳守しないと予定通りに行動出来ませんので、各車両長は集合と出発時間の厳
守を徹底してください。丸峰観光ホテルも八幡屋（和倉温泉の加賀屋系列）共に豪華
な温泉ホテルで十分満足戴けるものと思っています。料理の方も質の良いご馳走で女
性委員の方々からも合格点を戴きました。
今回の旅行のタイトルは八重と紅葉の旅で勧めたいと思います。以上旅行委員も最
良の旅になる様に努力致しますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。最
後にラッキートラベルの南様、佐藤様大変ありがとうございました。旅行委員の皆様
大変お疲れ様でした。
報告 旅行実行委員一同 文責（藤生、髙原）

5月29日（水）

於：中板会館

４月23日（火）

定例執行部会
各地区旅行委員の
選出及び名簿の提出
復興支援の一環として東北地方がいいのでは

５月13日（月）

企画広報部会
久しぶりの会合で
顔合わせのような雰
囲気でしたが話題がとびか
い楽しいひとときでした。
佐々木区議から良い提案をいただきました。

５月16日（木）旅行実行委員会
芦ノ牧温泉に決定

５月21日（火）

定例執行部会
旅行実行委員会よ
り現状報告並びに都
議選の現況とお願いについて話し合いがもたれまし
た。

６月４日（火）旅行実行委員会
６月23日（日）定例執行部会
７月10日（水）11日（木）

旅行実行委員会下見
（企画広報部 部長 丸山 茂）

都議会議員選挙
を振り返って
参議院議員選挙

第34回佐々木としたかゴルフ同好会

晴天の下、
高根ゴルフ倶楽部にて第34回佐々
木としたかゴルフ同好会を開催致しました。
参加者57名、佐々木としたか区議と共に１日
ゴルフを楽しんできました。パーティーは全員
出席のもと、鳥忠さんで行い、優勝は大野春夫
さんです。また全員に商品をと、役員並びに有志の協賛を
頂き、ありがとうございました。次回は11月末または12
月初旬に開催の予定です。奮って参加をお待ちしておりま
す。
ゴルフ同好会 会長 久保 利明

7月14日（日）

本部関係会議 開く

青年部主催

「暑気払い」行う

毎年恒例となりました青年部主催の暑気払いを中板橋の〈和唐〉で行い
ました。佐々木としたか区議、先日東京都議会議員に見事初当選された松
田やすまささんもお忙しい中ご参加頂きました。
当日はゲリラ豪雨に襲われましたが、出席された皆様とこれからの板橋
区、東京都、日本の未来について語り合い、美味しい料理とお酒を頂きな
がら過ごしているうちに、いつの間にか雨も上がり星空に変わっていまし
た。これからの日本経済、暮らしもこのように良い方向に変わるだろうと
の期待で、楽しい時間が過ぎて行きました。 青年部 部長 四分一 秀明

たけみ敬三氏
松田やすまさ氏

都議会議
員選挙に於
いては都民
の生活、健康、雇用、安全、環境、 石田まさひろ氏
教育、等々の充実・向上を目指して論戦が行われ
自公の圧勝となりました。また、参議院議員選挙
では国会の衆参ねじれ解消、決まらない政治の脱
却、医療、原発、外交、教育、憲法等々明日の日
本の進路について国民の選択が行われ、自公の圧
勝となりました。

都議会議員選挙結果
（板橋区）
投票日 2013.6.23
当
当
当
当
当

34,916 票
34,634 票
30,926 票
28,010 票
20,180 票

橘 正剛 60 公現
松田 康将 36 自新
河野 雄紀 43 自新
徳留 道信 61 共新
宮瀬 英治 36 み新

参議院議員選挙結果

（佐々木区議が応援した人の結果）
投票日 2013.7.21
東京選挙区 た け み 敬 三 612,388 票
全国比例区 石田まさひろ 201,109 票
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弥生町後援会

弥生南旅行会 開催

・15日（月）
4月14日（日）
今年で５回目を迎えた弥生南旅行会、今回佐々木区
議は奥様同伴で参加されました。芭蕉の句に 梅若菜
丸子の宿のとろろ汁 があります。名物のとろろ汁を
味わった後、月の名所として名高い吐月峰柴屋寺に参
詣する。中秋の名月の頃ならばへたな一句もでようと
いうもの。浜松ではまつり会館を見学、５月の連休に
行われる勇壮な凧合戦におもいを馳せる。さて、今宵
の宿は舘山寺温泉開華亭、いつもながらの宴会が和気
あいあいのうちに幕をあけ、そして夜が更けていく。
翌日は日本三大稲荷の豊川稲荷に詣で商売繁盛無病
息災を互いに祈り合った。旅のフィナーレはアサヒビ
ール神奈川工場の見学・試飲、おいしい特製のビール
で乾杯、みんな満面の笑み。それにしても大井松田の
丘陵地にひろがる工場はまるで美術館のよう、安藤忠
雄氏設計と聞き世界的な建築家の作品であることに納
得させられた次第です。 （弥生町後援会 丸山 茂）
7月24日（水） 於・弥生会館
弥生町後援会の
「暑気払い」が行われました。
隆丸会

松田やすまさ候補と初顔合わせ

一念で岩をも通す熱い人

会は、
475ピンで板垣政美さんが見事優勝されました。
ゲーム中はどのレーンも歓声が沸き上がるシーンが
あって、とても印象に残っています。
ゲーム終了後の表彰式、
懇親会では、佐々木区議に
ご挨拶を戴き、歌手の青山
和子さん、神戸たかしさん
も参加されて、カラオケや
ダンスでとても華やかな会
になりました。
次回も、皆様の歓声が沸き上がる楽しい会を開催し
ていきたいと思います。役員一同また皆様の素敵な笑
顔にお会い出来る日を楽しみにしております。ありが
とうございました。
（若芽会 青年部 永澤 美樹）
7月17日（水） 若芽会役員誕生会
若芽会では、役員の親睦を兼ねて年３回に分けて役
員の誕生祝いをしています。今回は、役員の他に佐々
木区議夫妻を始め、下村博文秘書の兼松氏、平氏等も
該当したので、ご一緒にお祝いをしました。
参加者21名、中でも女性の副部長の金子美晴さん
が大病を回復されて参加されたので、大変嬉しかっ
たです。また松田やすまさ氏が都議会選挙で高得点
34,634票を勝ち取り、会員の皆様に大変お世話に
なったお礼の挨拶に来られました。役員一同大変喜び
大いに祝杯を上げ、二次会では佐々木区議、松田さん
もカラオケで大変盛り上がりました。
そして、９月１
日にボウリング大
会開催が決定しま
した。ご参加をお
待ちしています。
（若芽会 幹事長
小沢 政宏）
弥生町後援会

偲ぶ会

仲町後援会

５月24日（金）

佐々木区議と都議選立候補予定の松田さんをか
こみ 串もと にて当町会の後援会長の白川さんと
本沢さんお二人の偲ぶ会を行いました。白川さん
は１月22日、本沢さんは４月11日と３ヵ月の間に
貴重なお二人を亡くし、両手をもぎ取られたのも
同然です。
白川さんは何から何まですべてをやってこられ、
本沢さんは元気に自転車で後援者の方への配り物
をされるというお二人の連係プレーのお陰で、私
達は楽をしておりましたが、これからはどうした
ものかと悩みます。至急体制を整えて秋ぐらい迄
には仲町後援会として活動するべく努力をしてい
こうと思っております。佐々木区議始め皆さまの
知恵をおかり出来ればと思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。
（仲町後援会 根本 節子）

土産も忘れずに購入した。
今回は少ないながらも子供が参加するなど、地域の
親睦を図ることが出来た楽しい一日となりました。次
回の旅行も多くの皆様に楽しく参加して頂ける様な企
画にしたいと構想中です。
（弥生町北町会 細田 和夫）
みよし会

昼食会を楽しむ

7月4日（土）
ファミリーレストランでの昼食会でした。都議選の
結果に話しがはずみ、
思わず松田候補の当選に乾杯
（コ
ップの水で）しました。暑い日でしたが楽しい２時間
でした。
（みよし会 藤田 ふみ子）
中板橋後援会

慰労会開く

弥生町北町会の恒例（高齢?）日帰りバスツアー

5月25日（土）
柏鮨での隆丸会で、都議選に向けて松田候補の経歴
と佐々木後援会が今回松田君を強力に応援することを
伝えました。ところが彼について名前も顔も誰も知り
ませんでした。会半ばに佐々木区議と松田君が飛び入
り参加され、本人の情熱と資質、人柄に接して好感度、
期待度150%の評定で盛り上がりました。当会藤丸
お姉は一目惚れ、
若さ溢れる素晴らしい候補者のため、
応援を誓いました。
（隆丸会 畑山 護） 6月22日（土）
今年は群馬県の沼田方面へサクランボ狩りをメイン
に、梅雨の時期だけに紫陽花の観賞などを加えた旅行
若芽会 第 92 回ボウリング大会
を企画しました。新町会長となり初めてのバス旅行。
5月26日（日）
前日は雨天で心配したものの、当日は天気に恵まれ、
若芽会では恒例のボウリング大会を池袋ロサボウル バスの中でも外でもたくさん飲み食いし、美味しいサ
にて開催しました。私も若芽会の役員として３回目の クランボに舌鼓。コースを変更して、造り酒屋にも立
参加で、今回は75名の方々が参加されました。今大 ち寄り、試飲したり、ソフトクリームを食べたり、お

7月19日（金）
中板橋後援会では佐々木区議の「後援会だより」を
毎号約300通を６名で配布しています。皆さんお忙
しい中、早く配布しようと頑張っています。
久し振りに佐々木区議も参加していただき、慰労会
を開きました。30年以上も続いている
「後援会だより」
をこれからも途切れないよう、後援会の方々の応援を
よろしくお願いいたします。
（中板橋後援会 舩木 日出男）

