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2 月定例会

平成26年
第1回区議会 （2月17日〜3月26日・38日間）
提出議案
●平成26年度東京都板橋区一般会計予算
●平成26年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算
●平成26年度東京都板橋区介護保険事業特別会計予算
●平成26年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計予算
●平成25年度東京都板橋区一般会計補正予算（第3号）
●平成25年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）
●平成25年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算（第2号）
●平成25年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）
●東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例
●職員の勤務時間、
休日、
休暇等に関する条例の一部を改正する条例
●職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
●職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
●職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正
する条例
●東京都板橋区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
●東京都後期高齢者広域連合規約の一部を変更する規約
●板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約の一部変更について
●板橋区道の認定、
全部廃止、
一部廃止及び変更について
●東京都板橋区立体育施設の指定管理者の指定について
●東京都板橋区営住宅及び東京都板橋区改良住宅の指定管理者の指定
について
●東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例
●平成26年度東京都板橋区一般会計補正予算（第1号）
●平成26年度東京都板橋区一般会計予算に対する補正動議

「議会報告会」決まる
◎日時 ５月19日（月）18：30〜20：30
◎会場 グリーンホール１階ホール

質問抜粋
④歳入の確保について

区長に問う

安心・安全 東京一番をめざして
①妊産婦を守り育む環境充実について

答 妊産婦または子育て中の保護者に対する提案
坂本区長
について趣旨の実現を始め努力する。

②保育環境の安心・安全 待機児ゼロをめざして
答 待機児対策は極力前倒して実施し、
積極的、機動的に対応する。

◎ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める

意見書
◎2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に
向けた環境整備及び地域における取組みへの支援を求め
る意見書
◎地域の中小企業の支援を求める意見書
◎中国による防空識別圏設定に抗議し撤回を求める決議

板橋区人事案件 ・教育委員 松澤 智昭（新任）
（議会同意必）

産業振興と理化学研究所板橋分所の存置と
ニューフロンティア構想
① ODF
（光学設計、
製造に関する国際会議）
について

③学校施設・通学路・自転車マナーの安心・安全確保、
防犯カメラの設置と薬物対策について

答 メディアを通じて光学の板橋のブランド力
が高まった。また、区内光学、精密機械産業
の集積に新たな認識の声が上がった。

②板橋区企業活性化センターについて
④板橋区空き家対策・細街路整備・ゲリラ豪雨対策・ 答 板橋モデルと呼ばれる経営改善チームの取り組みは平成
21年度から25年末まで約200社延べ4000回以上の相談実績。
風
（台風・竜巻・突風）
対策・下水道対策について
③理化学研究所板橋分所の存置について
答 老朽建築物等の実態調査を実施しており、緊急措置解体助
答 自転車運転免許証を交付し、交通マナーの意識づけをする。

成対策も視野に条例制定を検討。ゲリラ豪雨、風対策につい
ては区民への注意喚起や危険箇所の巡回して対応していく。

答 私自身、二度にわたって直接、野依理事長に要望した。

④板橋区観光ツアーコースの新たな創出について

区内業者育成と入札制度の改善

答 新しい観光ツアーの企画を含めて拡充に向け取り組む。

①予定価格の適正な設定について

健康な都市づくりについて

②予定価格別発注基準の見直し

①板橋区健康づくり21計画に示されている
各種検診事業受診率向上と認知症対策

答 原則、最新の単価を適用して予定価格を設定する。
答 26年度発注工事案件から発注基準を総合評価
値P点より共同格付けを発注基準とする。

③契約保証金の免除拡大と金額の引き下げ
答

議決案件
（工事金額1億8,000万円以上）
以下に
ついては契約保証金を免除する。

答 平成24年度の受診率は国保特定検診が46%、大腸がん検
診32.8%、胃がん検診3.0%、肺がん検診は2.5% であり更な
る向上を目指す。また認知症対策は対象者の把握に努め、
効果的な事業に取り組む。

②国保、社保、介護保険等のデータを一元化に管理し、健康
づくり施策の参考とする健康クラウド事業について

④最低制限価格の引き上げ

答 健康施策として有効であると考えており、今後検討していく。

答 最低制限価格を2／3から70%に改定する。

意見書・決議採択さる

答 滞納整理・維持管理費の抑制・財産収入の確保につとめ
ます。また、平成26年度より携帯電話からの支払い可能と
なるモバイルレジの導入を図る。

⑤受注制限緩和と入札不調防止について

答 区内本店事業者に対し同時発注件数を２件から３件に増やす。

板橋区の財政について
①地方財源
（法人住民税）
の一部国税化の撤回を求める
答 東京都も含めたオール東京において、更な
る国税化の阻止に向けて全力で取り組む。

教育長に問う

教育改革・人づくりについて
①教育長就任１年が経過し改めて教育にかける思いを問う

答 すべての児童生徒が生き生きと学び、豊かな将来を築け
る基礎を培う教育に全力で取り組む決意。

②中央図書館のあるべき姿と改築について

②実施計画事業の見直しについて

答 中央機能を発揮できる図書館として来年度中
に現在地を含めて改築場所を検討する。

答 適宜適切な対応が出来るよう、計画事業の
見直しを行っていく。

③オリンピック道場開設

③消費税８% による区の影響について

答 板橋区には全国レベルのアスリート児童がおり、オリン
ピック・パラリンピックを目指し積極的支援をして行く。
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平成 年度予算審議を
振り返って

平成 年第１回板橋
区議会は２月 日から
始まり 日間︑活発か
つ 充 実 し た 議 論 が 行 わ れ︑ ３ 月 日 に
平 成 年 度 予 算 を 可 決 し て 終 了 し︑ ４
月 １日より新年度がスタートしており
ま す︒ 平 成 年 度 予 算 は 久 々 振 り に 高
い伸び率となり
︵一般会計 ％増︶
初めて
１ ９ ０ ０ 億 円 台 と な り ま し た︒ し か し
乍 ら 財 政 は 依 然 厳 し く︑ 特 に 福 祉 費 は
２８億６千万円の伸びとなり予算全体の
︵ ％︶
を占め︑財政硬直化の最大の課題
となっております︒
私は第１回区議会に於いて︑自民党区
議団の幹事長として代表質問に立ち︑板
橋区を東京で一番住みたくなるまちを目
指してと︑持続可能な区財政の確立を求
めて坂本区長へ質問致しました︵内容は
別掲してあります︶
︒さて︑ 年度予算
審議では数多くの課題について質疑され
ましたが私なりに特筆して幾つか申し上
げてみたいと思います︒
一つ目は︑消費税８％が区民生活にあ
たえる影響についてであります︒生活関
連
︵衣・食・住︶
を始めとして子育て︑教育︑
医療︑介護等に加えて公共料金など多く
の議論が交わされ対策について様々な提
言がありました︒
二つ目は直下型大地震等による震災対
策についてであります︒火災対策として
木造密集地域の解消︑津波・水害対策︑
液状化・崖・橋梁等の安全対策︑消防団・
区民消火隊等装備充実・育成︑避難所・
避難路整備︑備蓄物資・帰宅困難者・災
害弱者・医療・介護連携等対策・充実で
あります︒
三つ目は待機児童対策と子ども・子育
て対策についてであります︒妊婦・母子
の健康対策︑いじめ・虐待・発達障がい・
アレルギー対策︑保育園の増設・充実で
あります︒
四つ目は︑高齢者対策についてであり
ます︒地域密着型介護サービス拠点の整
備︑認知症予防・検診・生活対策︑一人暮
らし高齢者対策︑老人クラブの育成及び
検診事業の充実等であります︒その他産
業振興︑商店街振興︑教育環境の整備や
オリンピックの対策等に加えてホタル生
態館について白熱して議論が展開され充
実した予算審議となりました︒終わりに
今後共初心忘れず精進を誓いまして報告
と致します︒
板橋区議会議員 佐々木としたか 談

答 平成26年度区全体で12億9,000万円の負担増を見込んでいる。
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊
●平成 26年 第1回定例会 ■陳情

2,953億9,800万円(4.8%増)

平成26年予算・主要事業抜粋

あたたかい人づくりナンバーワン
1,156億990万円
人づくり力UP

106億2,200万円

・教育支援センター新設（5,100万円）

本庁舎新南館6階に教育支援センターを整備する。

・23区初! スポーツプロモーター創設
（415万円）
ロンドンオリンピック競泳銅メダリストの加藤
ゆかさんを任用し、指導者・選手の指導・育成
を始めスポーツ事業の企画立案等をする。

・あいキッズ事業（14億1,680万円）

シニア世代力UP

8億8,800万円

・敬老入浴事業（1億2,800万円）

新たに敬老入浴証・シール方式で展開。

産業活力UP

15億2200万円

・産業ブランドネットワーク推進事業（340万円）

仮称板橋オプトフォーラムの開催・パシフィコ横浜で開催
される光学の総合展示会に板橋ブース出展。

安心・安全ナンバーワン
257億6,900万円

放課後子ども教室を学童クラブと一体的に運営
する新しい放課後対策事業。

安心・安全力UP

子育ち力UP

・新防災センター設置（4億370万円）

280億4,300万円

・板橋スマート保育事業（5億7,760万円）
都内最大規模となる区内で20ヶ所の板橋ス
マート保育を展開する。

・認証保育所等保育料負担軽減
（1億5,460万円）

一律１万円の助成を改め、助成額を保護者の所得階層別に
し、最高２万円までの助成を行う。

医療・福祉力UP

769億4,500万円

・地域密着型介護サービス拠点施設整備助成
（3億2,000万円）
住み慣れた地域で適切な介護サービスが受けられるよう
に、小規模多機能型居宅介護拠点２ヶ所、認知症高齢者グ
ループホーム２ヶ所、
認知症デイサービスセンター２ヶ所、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護２ヶ所整備する。

元気なまちづくりナンバーワン
34億4,200万円
自治力UP

10億3,200万円

・シティプロモーション事業
（1,000万円）

区の魅力を区内外に戦略的に発進し、
ブランド力を強化する。
板橋ブランドコア会議風景→

・地域会議運営（280万円）
地域会議活動事業助成

佐々木としたか君
（公式行事）
平成26年1月〜4月の活動記録

１月
5日
8日
9日
10日
11日

板橋区賀詞交換会
議会基本条例講演会
板橋区浴場組合新年会
仲町支部3団体新年会
弥生町南町会新年会
板橋区歯科医師会新年会
12日 中板橋4団体新年会
13日 成人式
14日 ハッピーロード・遊座大山
合同新年会
中板橋駅南口商店街新年会

61億7,600万円

新南館４階に新たな防災センターを
設置し災害対応能力の飛躍的向上。

議会運営

民主党・無

計

603億7,000万円(1.3%増)
332億2,600万円(4.5%増)
102億5,200万円(5.4%増)

地域センター集会室・区民集会所申込方法に関する件＊
△ △ △
板橋区ホタル生態環境館の技術の継承と存続を求める件
第1項 △ △ △
第2項 △ △ △
健康福祉 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する件 ○ ○ ○
「板橋区子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査」
のやり直し
× × ×
を求める件
文教児童 新あいキッズに関する件
第1項＊ ○ ○ ○
区民環境

無所属

国民健康保険事業
介護保険事業
後期高齢者医療事業

容

市民

1,915億5,000万円(6.0%増)

結果

特別会計

一般会計

内

共産
公明
自民

委員会

○採択 △継続× 不採択

○ △ △ △
△ △ △ △
△ △※ △ △
○ ○ ○ ○
○ ○ × ○

○ ○ ○ ○
第2、
3項 △ △ △ ○ △ △ △
板橋区議会定例会開催日時・場所に関する件
第1項 △ × △ △ △ △ △
第2項 × × × × × × ×
※1委員退席
＊の共産党の態度は、
本会議においては△
市民、
民主党・無、
無所属の所属委員会以外の態度は、
本会議での態度

板橋区議会 自由民主党議員団 視察報告
視察日 平成26年３月26日（水）〜 27日（木）
視察地 三重県松阪市役所
視察項目 ①「図書館を使った学べる学習コンクールについて」
（教育委員会 生きがい学習課）

（観光課）
②「松阪プロモーション作戦
（ブランド大使について）
」
（戦略経営課）
③「松阪市（自主財源確保について）
」
（スポーツ推進課）
④「松阪市
（ネーミングライツについて）
」

松阪市は自主財源確保について積極的に取り組んでいる状況や図書
館活用による児童の図書に親しむ機会の拡充策等多いに参考となりまし
た。今後の板橋区政に生かして行きたいと
思います。

・防災支援（6,900万円）

住民防災組織・区民消火隊・防災意識啓発の強化。

緑と環境力UP

78億7,100万円

・板橋区スマートシティ推進（2,000万円）

温室効果ガスの排出削減・再生可能エネルギー
の一層の導入拡大、低炭素社会の実現をめざす。

都市再生力UP

117億2,200万円

・木密地域不燃化特区事業（3,520万円）
大谷口１丁目周辺地区の木密地域、
燃えないまちの実現に向けて。

・まちづくり事業の促進（8,800万円）

大山駅周辺地区・板橋駅西口地区のまちづくりを本格始
動と高島平地域のグランドデザインに着手。

3 つのナンバーワンに共通して
区民くらし充実力UP

26億5,500万円

・住民情報・福祉総合システム運営（18億8,370万円）
・本庁舎窓口案内システム導入（3,650万円）
・消費者センター運営（3,330万円）

25日 弥生小学校地域懇談会
板橋柔道接骨師会新年会
26日 大谷口2丁目町会新年会
15日 区立板橋第一小学校落成式
秋田県人会総会
16日 議会運営委員会視察
むつみ婦人会新年会
17日 議員団会議
28日 板橋美容組合新年会
板橋区産業連合会新年会
板橋区商店街連合会60周年
大山西町町会新年会
29日 板橋体育協会新年会
18日 民団板橋支部新年会
板橋麺組合新年会
板橋区医師会新年会
板橋区クリーニング連盟新年会 30日 幹事長会
議会運営委員会
板橋区印刷組合新年会
南弥生クラブ新年会
19日 板橋消防団始式
板橋区鍼灸マッサージ師会新年会 31日 自民党23区幹事長会
20日 町会連合会新年会
２月
22日 大山本町会新年会
1日 板橋区青少年表彰式典
24日 文教児童委員会
3日 会派予算説明会
大山町会新年会
25日 板橋区手をつなぐ親の会新年会 6日 板橋区食品衛生協会新年会

福 祉 費
総 務 費
教 育 費
資源環境費
土 木 費
公 債 費
衛 生 費
産業経済費
議 会 費
諸支出金・予備費

7日 幹事長会
議会運営委員会
仲町町会新年会
10日 議案説明会
11日〜12日 自民党区議連協研修会
14日 政務調査費あり方検討会
17日 本会議
18日 板橋区料理飲食業組合新年会
20日 文教児童委員会
22日 銭元伸一氏厚生労働大臣
表彰式典
24日 幹事長会
議会運営委員会
25日 坂本たけし大谷口新年会
26日 板橋区まちづくり
調査特別委員会
28日 予算委員会

4,985円
1,527円
1,446円
607円
450円
394円
399円
97円
78円
17円

高齢者や障がいのある方、子どもたちなどのために
まちの行事、
防災、
集会施設、
区役所の管理などに
学校・幼稚園などの教育関係に
ごみの収集・運搬、
リサイクルの推進などに
道路・公園、
緑化の推進、
都市の整備などに
特別区債
（借入金）
の返済に
予防接種、健康診査、健康福祉センターの運営などに
中小企業の振興や農業振興などのために
区議会の運営に
基金の積立や、
災害など緊急時の予備などに

３月
3日
4日
7日
8日
9日
11日
12日
17日
18日
19日
20日
22日
24日
25日

幹事長会／議会運営委員会
本会議
本会議
第12回桜井徳太郎賞授賞式
板橋区総合防災訓練
文教児童委員会
板橋区国際交流評議員会
予算委員会
予算委員会
区立上板橋第一中学校
卒業式
予算委員会
区立大山小学校
卒業式
幹事長会
議会運営委員会
区立弥生小学校卒業式

26日 本会議
26日〜27日 三重県松阪市視察
30日 清水邦久氏厚生労働大臣
表彰式典

４月

7日 区立弥生小学校入学式
8日 区立上板橋第一中学校
入学式
11日 自民党23区幹事長会
14日 議会基本条例作業部会
17日 文教児童委員会
23日 南弥生クラブ総会
25日 私立幼稚園協会懇談会
27日 幸町会10周年
29日 中板橋町会
総会

佐々木としたか後援会だより No.101 2014年5月1日発行／佐々木としたか後援会・丸山 茂

本部関係会議 開く

於：中板会館

平成26年
１月22日（水）定例執行部会
新年顔合わせ会・今年の抱負を語ると共に来年
４月の統一
地方選にも
話題が及び
ました。

２月７日（金）定例執行部会
「区政報告 & 新春の集い」開催についての細部
に渡る打合せを行いました。

３月６日（木）

「区政報告 & 新春の集い」反省会
執行部・役員合同会議
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連合後援会活動日誌
（26年１月〜４月）

●１月
22日 定例執行部・役員会
●２月
７日 執行部・役員合同会議
15日 佐々木としたか
区政報告＆新春の集い
●３月
５日 ゴルフ同好会役員会
６日 執行部・役員合同会議
区政報告＆新春の集い
決算報告、
反省会
●４月
15日 青年部会議
（食事会）
22日 定例執行部・役員会

４月22日（火）定例執行部会
（企画広報部 部長 丸山 茂）

去る２月15日（土）後援会恒例の も討議を重ねたので、当日はスムーズに
「佐々木としたか君を囲む区政報 運営されました。特に本年は、お楽しみ
告&新春の集い」が文化会館４階 抽選会の賞品受け渡しを会場の舞台下で
大会議室で開催されました。ご来賓始め 渡す方法にしたことで例年の混乱がなく
会員、ご支持者多数の参加を賜り盛大に なり、進歩したことの一つだと思います。
行われたことに厚くお礼申し上げます。
本年も盛大で和やかに行うことが出来
当日は積雪が溶けた道悪でお出かけい ましたのは、後援会執行部、各後援会有
ただき、大変ご苦労なさったとお察しい 志、女性部そしていつもきびきびした働
たします。しかし、熱気あふれる「集い」 きの青年部の方々、皆様のお陰です。心
となりましたのは、実行委員の皆様のご より御礼申し上げます。
協力はもとより後援会全体が輪となって
実行委員長 河野 雅行（後援会 幹事長）
相互交流が行われ、強い連帯感が生まれ
たことにあると思います。
「区政報告 & 新春の集い」
来年には区議選が行われます。後援会 和やかに反省会開く
としても選対を立ち上げ、各地域の後援
３月６日（木）午後７時より
会の皆々様と密に連絡を取り合って邁進
中板橋商店会館４Fにて行
して行きますので、今後共更なるご支援
われた反省会には、役員と
ご協力をお願い申し上げます。
後援会 会長 棕沢 正人 協力いただいた皆様をお招
きし、和やかな雰囲気で行いました。
本 年の
「集い」
は、
新しい
「提案&実行」が
本年も
「区政報告&新春の集い」
多々あり、成功裡に終えたことは、皆様の
が盛大に行われました。前日は
今年２度目の大雪で、そのあと普 お陰だと感謝いたしております。佐々木後
通なら外出するのを躊躇してしまうよう 援会はすばらしい団体力と各々が自律性
な悪路の中をご来賓の皆様を始め大勢の を持って行動していることで成り立って
後援会の皆様や佐々木区議を日頃応援頂 いると実感しました。誠にありがとうござ
いている方々のご参加を得まして賑やか いました。 後援会 副事務局長 木村 隆彦
に開催することが出来ました。
本年の「集い」は来年に区議選を控え
ていますので、主催者側もそのことに触
れ、また坂本区長、下村文部科学大臣、
松田都議の御祝辞に、区議選に於いて協
力を頂けるとのメッセージがあったこと
は大変うれしい限りでした。
「集い」
開催にあたり、執行部会で何度

平成26年度佐々木としたか後援会

大旅行会 日程決まる！

平成26年11月16日（日）
・17日（月）
詳細は、
次号でお知らせいたします。

4／15（火） 青年部食事会を開く
中板橋洋食亭
「ろあ」で佐々木
としたか区議を
囲んで青年部を
中心とした若手
８名が集まり食
事会を行いました。２名の初参加の方もいて、お
酒と会話を交わしながら楽しい時間を過ごすこと
が出来ました。これからの景気情勢や来年の区議
選挙に向けて若手一致団結して頑張りましょうと
熱気あふれる話で大いに盛り上がりました。
これからもこのような楽しい会食を重ねて若手
を増やし、絆を今まで以上に強くして佐々木とし
たか区議を益々盛り上げていきたいと思います。
（青年部 部長 四分一 秀明）

第36回

佐々木としたかゴルフ大会
開 催

平成26年５月14日（水）
於：東松苑ゴルフ倶楽部

次回も沢山の方のご参加お待ちします。
お申し込みは、
tel.090-3212-7051久保まで

佐々木としたか後援会だより No.101 2014年5月1日発行

弥生町後援会
１月26日（日）

板橋浴場支部
１月９日（木）

新年会開催

板橋浴場支部の新年会は、午前11時から文化会館４
階大会議室で行われました。板橋区役所担当者、各種議
員、業界関係者の多くのご来賓をお迎えしました。ご来
賓の佐々木区議は今年も出席していただきました。
式典後の懇親会においては、支部役員を
はじめ多くの支部会員と浴場関係の事業に
ついて意見の交換をおこない、懇親を深め
ました。 （板橋浴場支部 支部長 山本 修）

中板橋後援会

１月12日（日）新年会

４月５日（土）桜まつり

「佐々木としたか新春の集い」

仲町レクホールで弥生町後援会による「佐々木とした
か新春の集い」が催されました。開会に先立ち長年弥生
町後援会会長としてご尽力頂きました星野会長の生前の
功績と徳を称えると共にその人柄を偲び全員で黙祷致し
ました。
今回も寒い中、例年
のように80名を超え
る会員が参加し、さら
に下村文部科学大臣は
じめ坂本区長、松田都
議がご臨席され、ご祝辞を頂いて盛大に始まりました。恒
例のカラオケ、懇談の場、また挨拶では前記の方々によ
り、国政・都政・区政が 1 本のパイプで繋がったと大変
心に残る祝辞もありました。
２時間程の歓談の後、故星野会長の好きだった「星影
のワルツ」を全員で合唱し、最後にこれからの更なる結
束を誓い合い散会致しました。（弥生町後援会 河原 健）

１月12日（日）、
恒例の新年会が行われ、皆で楽しいひと
ときを過ごしました。
その後日、地域にある中根橋小学校が廃校になるとの
噂がPTA中板橋町内の一部に広がり、他の学校より児童
若芽会
数が多いのに無くなるとはおかしいとのことで、３月に
２月２日（日） 「高崎白衣大観音」初詣
中根橋小ミーティングルームで、PTA OB20数名と町内
会から５〜６名参加して検討会を開き、佐々木区議から
1号車
事情説明を伺いました。佐々木区議には少しでもお力に
なって頂きたいと思います。
また４月５日（土）は中板橋町会の
桜まつりが開催されました。甘酒無
料配布のために、佐々木区議は他の
会場から駆け付けていただき、町会
役員に労いの言葉をかけてくれまし
（中板橋後援会 舩木日出男） 2号車
た。

みよし会

１月23日（木）

（みよし会
藤田 ふみ子）

繁

平成25年12月29日星野幸雄氏の訃報に驚き、
私個人としても残念であり痛恨に耐えません。
第五代佐々木としたか連合後援会長として初代
久保様、二代飯島様、三代大野様、四代山田様の
後、長年にわたって区議を指導され見守ってくだ
さいました。また、地元弥生町の町会長、弥生町
後援会長も務めておられました。
故人は、新潟県人として芯の強い方でした。ゴ
ルフ好きな頑固一徹な方でした。晩年は、体調を
損なわれましたが、後援会活動にいつも気持ちを
寄せてくださっていました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
合掌
で藤生先生の気学講義を伺い、これまた恒例の小沢、清
宮両御夫妻の金婚式記念品贈呈式を行いました。豪華な
料理をいただき、歴史ある温泉で疲れを癒やしたり、カ
ラオケ大会で大いに盛り上がりました。往路のバス車中
は若手車輌長、副車輌長の緊張感がバス全体に伝わって
来ましたが、復路車中はビンゴ、蘊蓄、質問コーナーな
どで盛り上がりました。最後となりましたが、ご参加の
皆様そしてご厚志、ご協力頂いた皆様、車輌長、副車輌
長さんに心より御礼申し上げます。 （若芽会 野口 次郎）

板カンネット
２月７日（金） 板橋マンションネットワーク

勉強会 新年会

一年の健康と多幸を祈願すべく若芽会恒例「初詣日帰
りバス旅行」
。今年は群馬県の高崎白衣大観音と上州路
の旅に行って参りました。90名大型バス２台に分乗し、
今回は車輌長を丸山さんと近藤さん、副車輌長を鈴木さ
んと細谷さんの若手４名で取り仕切ってもらいました。
高崎白衣大観音は、観音様の中を上まで昇る人、甘酒を
飲みながら外から眺める人、それぞれのスタイルでお参
りをしました。
参拝後は150年の歴史を誇る「温泉宿 塚越屋七兵衛」

お 願 い
平素は多大なるご指導・ご支援を賜り心より厚く御礼申し上げます。
お陰様にて、後援会事務所の維持・管理、区議会レポート・後援会だより
の発行、後援会活動にお役に立たせて頂いております。
平成26年度の事務所運営協力会費（１口・2,000円／年）の振込用紙を同封
させて頂きました。ご協力の程、伏してお願い申し上げます。
平成26年５月

佐々木としたか後援会 会長 棕沢 正人
板 橋 区 議 会 議 員 佐々木としたか

事務所運営
協力会費

弥生町後援会 森

この他、若芽会では、3月25日（火）役員会誕生会、4月20
日（日）ボウリング大会が楽しく行われました。

昼食兼ねた新年会

都知事選の告示日でした。お忙しい中佐々木区議、奈
良様のご出席をいただき円卓を囲んでの昼食を兼ねた新
年会となりました。ニュースで都知事選挙費用が50億
円も税金が使われると思うと怒りを感じる方もいまし
た。政治についていろいろ佐々木区議に質問される方も
いて、会が始まって以来の熱気でした。新年早々有意義
な勉強しました。
ありがとうござい
ました。

故星野幸雄後援会長を偲ぶ

・年額／（１口）2,000 円（何口でも可）
・振込方法／郵便振込
・口座番号／ 00110-7-192209
・口座名／佐々木としたか後援会

佐々木としたか後援会事務所
運営収支報告書

（平成25年1月1日〜12月31日間・都選管報告済）
（収入の部）
1）事務所運営協力会費
2）広告収入
3）寄付及び自己負担金
合
計
（支出の部）
1）事務所運営費
2）後援会・政治活動費

864,450 円
380,000 円
6,079,441 円
7,323,891 円
1,873,388 円
5,450,503 円

（各種会合、レポート発行、区政調査活動、その他）

合

計
7,323,891 円
上記報告申し上げます。

佐々木区議の議会に於けるマンション問題の提言によ
り発足した恒例の勉強会の後、久しぶりの新年会が開催
されました。
新年のスタートではありますが、3.11 の東北大震災
以降マンション問題は時代の変わり目の経験したことの
ない深刻な状況が次々と出されてきております。
「板カンネット」の活動は時流の中でマンションが 地
域の負の遺産 とならないよう行政の出先の役目を果た
していけたらと思っております。現在組織の拡充のため
会員増加の運動を行っております。管理組合運営の経験、
情報の提供等ご連絡ください。
（板カンネット 副会長 豊田 芳夫

090-8724-5579）

木々会

４月17日（木） 懇親会で「桜川に拠点作りを！」
誓う

第３回木々会（もくもくかい）懇親会を開催。来年の
区議選挙では佐々木区議の「トップ当選」を掲げ、桜川
地区での木々会の活動強化、勢力拡大を誓った。また、
来年は佐々木区議と木々会有志で板橋Cityマラソンにエ
ントリーしよう
と桜前線の通り
過ぎた中根橋で
大いに盛り上が
った。
（木々会
吉田

隆）

