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平成26年 第 1 回区議会

臨 時 会

（５月29日・１日間）

報告案件
●常任委員会 構成委員・役職の決定
●特別委員会 構成委員・役職の決定
●監査委員選任同意
●農業委員会委員の推薦・他決定

平成26年 盛 夏

板橋区議会議員

平成26年 第 2 回区議会

6月定例会 （６月６日〜
６月25日・20日間）
提出議案
●平成26年度東京都板橋区一般会計補正予算(第2号)
●東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部
を改正する条例
●東京都板橋区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区子どもの医療費の助成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
●東京都板橋区立公園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
●板橋区立志村第五小学校大規模改修工事請負契約
●板橋区立志村第五小学校大規模改修電気設備工事請負契約
●板橋区立志村第五小学校大規模改修給排水衛生ガス設備工事請負契約
●板橋区立下赤塚小学校大規模改修工事請負契約
●板橋区立下赤塚小学校大規模改修電気設備工事請負契約
●板橋区立下赤塚小学校大規模改修給排水衛生ガス設備工事請負契約
●普通財産の貸付けについて
●東京都板橋区いじめ防止対策の基本理念、組織等に関する条例
●収納庫等の買入れについて
●カウンター等の買入れについて
●大型デスク等の買入れについて
●ローパーテーションの買入れについて
●板橋区立中台中学校改築工事請負契約

板橋区・バーリントン市
姉妹都市提携

通称

いじめ防止条例可決

板橋区議会は、子どもの
「いじめ」
撲滅
ゼロ社会をめざして、23区先がけて６
月定例会で板橋区「いじめ防止対策の
基本理念・組織等に関する条例」
を可決し
ました。
主な内容は区の責務・学校の責務・保
護者の責務、及び区民及び関係機関等の
役割を明記し、財政上の措置や
いじめ問題専門委員会を教育委
員会の付属機関として設置する
ことを決める。

25周年を迎える。

記念事業と相互訪問で友好の絆深まる!!
バーリントン市公式訪問団来区

５月16日（金）〜17日（土）

バーリントン市の公式訪問団の皆さんと

区役所本庁前で記念植樹

第1回区議会・臨時会 開催
５月29日、第1回区議会臨時会が開催
され、常任委員会・特別委員会の構成メ
ンバー、役職が決まりました。
佐々木としたか区議は、常任委員会
は引き続き文教児童委員会委員となりました。
特別委員会は議会改革調査特別委員会委員とな
り、
また既に受けている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。

佐々木としたか

区公式訪問団と親善大使一行の出発の様子 持参した鎧を展示

鯉のぼりの前で

七夕に願いをこめて

カ ナダ・バーリントン市副市長ブレア・
ランカスター氏を団長に総勢７名の公式
訪問団と20名を超える民間ツアー訪問団
をお迎えして盛大に歓迎式典や区内ツア
ー、板橋区文化芸術・民間交流等幅広く、
心にしみる「お
もてなし」の 交
流が行われまし
た。
来区記念碑の除幕式

バーリントン市の招聘を受けて、坂本区長・茂野議
長を筆頭に総勢９名公式訪問団に加えて今回は特に板
橋区の文化、歴史、芸術等のご紹介に熱い思いをこめ
て、区郷土資料館より、鎧、浮世絵を持参展示、そし
て文化団体より三曲連盟のお琴、茶華道連盟よりお茶、
生花の先生方にご同行いただき、生実演を披露するこ
とが出来ました。バーリ
ントン市民より熱烈な歓
迎に心打たれると共に25
年の歩みの重さと、今後
交流に力強い新たな１ペ
ージを記す事が出来まし
た。
板橋区が市に寄贈した
「板橋」
で

板橋区
「議会報告会」
開催さる! 自民党区議団平成27年度
日時 5月19日（月）18：30〜20：30
会場 グリーンホール1F
来場者数 約260名

23区初となった「議会報告会」は盛会裏に
終了することが出来ました。当日は他区の区
議会議員を初めマスコミの方々も多く参加さ
れました。そして日経グローカル
（2014.6.16）
の表紙に写真掲載がされていました。 また、
質疑応答において「後日解答」としたものに
ついては議会報告会実行委員にて協議し、議
会運営委員会の了承後にホームページ等にて
９月上旬に回答する予定です。

各種団体予算要望聴取会開催

7月3日〜4日 2 日間（於・自民党板橋総支部）

自民党区議団政調会が中心となり区内
の各種団体より、平成27年度の板橋区の
予算編成にともなう要望について２日間
に渡り聞き取り調査を行いました。31団
体を超える要望と相談を受けました。中
には国や都への要望もあり区・都・国の
連携のもと実現に向
けて努力してまいり
ます。
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊

１日目

区議会本会議及び区内施設要所に国旗・区旗の掲揚を求める件
(区施設要所掲揚の件)
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見
企画総務 書」
に係る件

○ ○ ○ × × ※ ×

低価格競争の是正で公共工事の品質を確保し、
建設労働者の賃
金引き上げを求める件
消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める件

△ △ △ ○ △ △ △

区民環境

9 日 気仙沼市

視 察 項 目

●視察報告 東日本大震災から３年
４ヶ月過ぎましたが、復興の足取り
は重いものを感じました。市職員の
奮闘振りに熱いものを感じましたが、
法律や規制の壁、人材や資材の不足、
住民・市民の合意形成等々にクリア
しなければならない課題が多くあり、
国、県、市、住民の連携ある協力体
制の大切さを学びました。今後の区
政に生かしてまいります。

・気仙沼市における土地境界の確定作業について
・気仙沼市の復興状況視察

２日目 10 日 大船渡市

・大船渡市の復興状況視察
・板橋区派遣職員の活動内容について

釜石市

・釜石市の復興状況視察
・ 〃
に関する取組・講話を聴く

板橋区ホタル生態環境館の再調査を求める件
脱原発を求める意見書の提出を求める件

区立特別養護老人ホームの建設を求める件
健康福祉

都市建設

文教児童

議会運営

文教児童委員会視察報告

契 約 議 案

︵１億８０００万円以上︶
2日
6日
8日
9日
13日
15日

後期高齢者医療制度の保険料滞納者に対し、
差し押さえを行わ
ないことを求める件
区立高齢者住宅
「けやき苑」
増設に関する件

× × × ○ × × ○

サービス付き高齢者専用賃貸住宅へ低所得者が入居できるよ
う施設を求める件
本来入園可能な児童が適切に入園内定を得るための 認可保育
園不正入園に関する相談窓口 の設置を求める件
認証保育所等保育料の負担軽減助成制度の改善に関する件
板橋スマート保育の保育士配置基準に関する件
区議会本会議場及び区内施設要所に国旗、区旗の掲揚を求める件
(本会議場掲揚の件)

△ △ △ ○ △ △ △

△ △ △ ○ △ △ △

△ △ △ ○ △ △ △

× × × × × × ×
△ △ △ △ △ △ △
△ △ △ ○ △ △ △
△ ○ △ △ △ ○ △

監査委員
（議会選出）

設立発起人・佐々木としたか
・おなだか勝
・いしだ圭一郎

板橋区立下赤塚小学校

板橋区立中台中学校

工事業者 群峰・富山建設共同企業体
工事金額 7億7,101万2,000円

工事業者 ノエマエンジニアリング・勇建設共同企業体
工事金額 6億7,932万円
下赤塚小学校

工事業者 浅沼・瀧島・両徳
建設共同企業体
工事金額 22億8,528万円
完 成 日 平成28年9月

大規模改修工事請負契約

電気設備工事請負契約

電気設備工事請負契約

給排水衛生ガス設備工事請負契約

給排水衛生ガス設備工事請負契約

◎いずれも完成日 平成27年12月

◎いずれも完成日 平成27年12月

仲町町会総会
板橋区吟剣詩舞春季大会
自民党23区幹事長会
仲町青健・エコポリ板橋合同総会
団会議
文教児童委員会
区老連第3支部総会

○ ○
○ ○
× ×

△ × △ ○ △ △ △

板橋区立志村第五小学校

工事業者 東進・東建設共同企業体
工事金額 2億4,840万円

改築工事請負契約

工事業者 木村・シルバー建設共同企業体
工事金額 1億8,306万円

佐々木としたか君（公式行事）
平成26年5月〜7月の活動記録
５月

△ △
△ △
○ ○

板橋区人事案件
決まる

●視察報告 小樽市は、昭和35年の人口20万人をピークに減少し、現在
は12万人都市に減り、子供の数も半減しました。41校あった学校を21校
に削減する計画があり、板橋区も同様の課題はありますが、それ以上の取
組みを全市あげて行っている姿に多くのことを学ぶことが出来ました。

工事業者 森山・榎本建設共同企業体
工事金額 2億736万円

△ × △ ○ △
△ △ △ △ △
第1項 △ △ △ ○ ○
第2項 △ △ △ ○ ○
第3項 △ △ △ ○ ○
× × × ○ ×

医療・介護総合法案による介護保険制度の見直しを行わないよう
国に対する意見書の提出を求めることに関する件
第6期介護保険事業計画に関する件

視察項目
・廃校後の学校校舎を利用した教育委員会の活動について
・青少年科学技術館機能を継承した小樽市総合博物館について

工事業者 渡部・アイコウ建設共同企業体
工事金額 2億5,164万円

△ △ △ ○ ○ △ △

※ 1 委員退席
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

視察日◎平成26年７月15日（火）
・16日（水）
視察地◎北海道小樽市

大規模改修工事請負契約

無所属

視察日◎平成26年７月９日（水）〜10日（木）
視察地◎・宮城県気仙沼市
・岩手県大舟渡市
・宮城県釜石市

容

民主・無

板橋区議会自由民主党議員団視察報告

内

結果

委員会

○…採択△…継続×…不採択
市民
共産
公明
自民

●平成 26年 第2回定例会 ■陳情

16日 板橋区・カナダバーリントン市
友好交流25周年式典
区産業連合会総会
17日 板橋区合同水防訓練
19日 板橋区議会・議会報告会
21日 団会議
中華組合総会
区町会連合会総会

22日 幹事長会
区議連協第4ブロック会
24日 弥生町南町会総会
25日 板橋消防団操法大会
中板橋友愛クラブ総会
26日 団会議
区商店街連合会総会
28日 幹事長会・議運
中板橋商店街総会
29日 本会議
30日 幹事長会・議運ブロック会

中台中学校

はぎわら洋一
長瀬 達也

農業委員会委員
（議会選出）

大田ひろし
安井 一郎

人権擁護委員
候補者の推薦
露久保利子
小林 万里
髙橋二三子
安藤 健治

志村第五小学校

６月

2日 議案説明会
4日 善行会板橋支部総会
区観光協会・善行会総会
6日 本会議
9日 本会議
11日 文教児童委員会
12日〜16日
カナダ・バーリントン市友好交流
25周年公式訪問
17日 文教児童委員会
19日 区食品衛生協会総会

20日 議会改革調査特別委員会
22日 仲町・弥生南北町会合同防災訓練
板橋マンション管理ネットワーク総会
25日 本会議
27日 自民党総支部常任総括会

７月

3日〜4日 自民党予算要望調査会
9日〜10日 区議会自民党議員団視察
15日〜16日 文教児童委員会視察
20日 板橋区三療師連合会
28日 団会議
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平成26年度 佐々木としたか後援会 大旅行会

本部関係会議 開く

於：中板会館

５月16日（金）旅行実行委員会
美ケ原温泉に決定。

信州鎌倉と諏訪湖の旅ゆっくり美ヶ原温泉・上諏訪温泉
■日

時

平成26年11月16日（日）〜17日（月）

ホテル翔峰（美ヶ原温泉）
■参加費 27,000円（お一人）
■宿

泊

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17日（木）〜18日（金））

久保
利明

板 橋 区 若 木 三 ー十 四 ー一

一一二一
〇二四七

ー

ー

㈱若 木 建 設

-

三九三四
三九三四

代表取締役

〒

ＴＥＬ
ＦＡＸ

174

0065

連合後援会活動日誌
（26年５月〜７月）

●５月
14日
16日
20日
31日

ゴルフコンペ
旅行実行委員会
定例執行部会
青年部会議
（食事会）

平成26年度の後援会大旅行は、美ヶ原温泉
・ホテル翔峰に決まり、ラッキートラベル様の
ご厚意で、森実行委員長、奈良、藤生、栗原、
藤田、高原の各実行副委員長の６名が下見に行ってまいりました。
第１日目は、きのこ村深山で
「きのこ三昧」
の昼食、上田市別所温泉、長野県で最初
に国宝指定で、国内唯一の八角形の建造物の三重塔・安楽寺と愛染かつらでおなじみ
の北向観音堂を尋ねました。本堂が北向きに建てられているのは非常に珍しく、善光
寺の南向きと共に両寺をお参りすると現世と来世の御利益をもたらすそうです。
今回の宿泊先であるホテル翔峰は、
「信州随一の広さ」を誇る温泉と全室から雄大
な北アルプスの絶景を楽しめる宿でした。11月の大旅行の頃には、昼間は白く雪化粧
をした北アルプスの山々や紅葉で赤くそまった松本城下が眺められ、夜は、澄んだ夜
空の輝く星々や光り輝く松本市内の夜景などが見られてご満足頂けることでしょう。
夕食には季節の美味しい食材やブランド食材を贅沢に使ったボリュームがある料理
を堪能致しました。
第２日目は、信州味噌の天然醸造味噌蔵
「石井味噌」
を見学で三年味噌の試食。次に、
人生の開運・道開きパワースポットの
「諏訪大社」
を訪れました。
２日目の昼食は、上諏訪温泉
「ホテル鷺乃湯」
にていただき、温泉も心地良く、諏訪
湖クルージングを満喫した後、板橋への帰路につきました。
女性委員の方々からも満足との感想を頂き、今回の旅行は自信を持ってお勧め出来
るものと思っております。一人でも多くの方のご参加を心よりお待ち致しております。
ラッキートラベルの南様、佐藤様、大変有難うございました。また、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（高原実行副委員長）

5月14日（水）

第36回佐々木としたかゴルフ同好会

●６月
10日 企画広報部会
17日 定例執行部会
27日 三役会
●７月
15日 定例執行部会
16日 女性部役員会
17日〜18日
旅行実行委員会下見
29日 旅行実行委員会

第36回は、東松苑GCで参加者 61名で開催されました。
晴天の下で一日プレイを楽しんだ後のパーティーは、常盤台・鳥忠さんで行いました。反省を
共に語り、より一層の親睦を図ることができました。優勝は、高田幸彦さんでした。
次回も多数の方のご参加をお待ちしています。 佐々木としたかゴルフ同好会 会長 久保 利明

佐々木としたか後援会

女性部の集い

定例執行部会

旅行委員長・副委
員長及び行き先の報
告がありました。

６月10日（火）企画広報部会

参加者大募集中！
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５月20日（火）

参加者募集！

日時／10月４日（土）昼12時より ところ／仲町センター4F
会費／2,000円 締切／９月20日（土）
来年４月は佐々木さんの選挙です。飯島部長さんらとの話し合い
で、女性部の集い を計画しました。多数のご参加、ご支援のほど、
よろしくお願いいたします。
佐々木としたか後援会 女性部

区立徳丸福祉園と
の作品展・物品販売
を通しての交流につ
いての提案と後援会
名簿作成について意
見交換が行われまし
た。

６月17日（火）

定例執行部会

選対の取り組み
（来春の統一地方選
挙をどう戦うかに
ついていろいろ意
見が交わされました。
）

７月15日（火）定例執行部会

７月17日（木）
・18日（金）旅行実行委員会下見
７月29日（火）旅行実行委員会
（企画広報部 部長 丸山 茂）

仲町町会、弥生町南町会、弥生町北町会

３町会合同防災訓練行われる。

６月2２日（日）
弥生小学校の
体育館、ピロテ
ィにて実施され
ました。当日は
雨天にも拘わら
ず大勢の参加者
を得て、区役所、 訓練に先だって挨拶をする佐々木区議
消防署、消防団のご指導のもと初めて大釜を使って
の炊き出し訓練が行われました。釜の組立て、石油
バーナーの取扱い、参加者によるお米の袋詰等、炊
きあがるまでの間は体育館でAED、応急救護の実習
があり、そのあと全員で試食をしました。みなさん
の感想はといえば大いに満足するものであったよう
です。今回は大変貴重な体験ができました。これか
らもいろいろな訓練を積み重ねることで有事の際に
備えられるよう心掛けたいものです。
（弥生町後援会 丸山 茂）

7／26（土）

青年部★夏の懇親会開く
仲町・串もとさんで
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弥生町後援会

弥生町北町会の恒例日帰りバス旅行

弥生町後援会

弥生南旅行会 開催

その後は久しぶり
の大山商店街をブラ
ブラとショッピング
して、コーヒータイ
ムでひと休みして、
家路に着きました。
（みよし会
此上 敦子）

少林寺拳法グループ

新役員懇親会

6月８日（日）
弥生町北町会恒例の日帰りバス旅行を行いました。小
雨降る弥生町を後に、献上枇把で有名な千葉へバスを進
め、海ホタルで小休止。枇杷狩りを行う頃には天気も
・21日（月）
4月20日（日）
車内でも楽しく、
35名参加で奥飛騨・新平湯温泉へ行ってきました。 晴れて１人で十数個も食べる人もいた。
アジサイ寺と謂われる日運寺では咲き誇るアジサイを
東京の桜は終わっていましたが、バスの中からはピン
鴨川で昼食。カネ七水産でウニ、
ク色の桜・花・花に感動、ここより旅は始まりました。 見物しました。そして、
安房
（あぼう）
トンネルを抜けると残雪の山々が目の前 イクラ、板盛り刺身定食皆さま満足した昼食でした。午
に。新緑や紅葉の景色は見なれているが、残雪をまと 後は花の里で花摘みと海苔工場の見物で帰りのバス車
った北アルプスの峰々、新穂高、第１第２のロープウ 内でビンゴ大会と来年は何処への話に花が咲きバスは
ェイからの眺望はすごーい。
頂上には雪ダルマがあって、 弥生町へと無事に到着しました。来年は何処へ
（弥生町後援会 細田 和夫）
今は何月だったかナーと感動。
２日目は飛騨高山の朝市と古い街並みにチョイと小
いたかんネット 「総会」開く
雨も粋なもの、バスは飛騨の里
（合掌造り）
へと。そして
まつりの森での昼食。行きは酒蔵、
帰りはワイナリーと、
盛り沢山の旅でした。皆、満足笑顔でおみやげ積んで弥 ６月22日（日）

生町へと。チョイと遠かったかな。でもハナマル。
第 12 期通常総会、
（弥生町後援会 山内 矩子） 交流会、懇親会がい
たばし総合ボランテ
ィアセンターで開催
板橋浴場支部
されました。
浴場支部定例会で
佐々木区議の来賓祝辞に始まり、議案を討議可決。交
佐々木区議の説明を受ける。
流会終了後、懇親会には、区議に再度参加いただき、会
員の熱気は最高に盛り上がりました。
５月１0日（土）
当会では、従前より連続座談会（相談会・勉強会）を
浴場支部定例会に佐々木区議においでいただき、26
開催して日々研修を重ねております。佐々木区議を中心
年度浴場関係予算について、板橋区議会側の見解と今
とした、いたかん理事達による「行政提言勉強会」も回
後の見通しについての説明をうけました。厳しい予算状
を重ね、昨年は二つの提案書を区に提出することができ
況に浴場側も認識を新たにしたことと思います。 また、
ました。
今年もこの二本柱で活動を継続してまいります。
５月16日には27年度浴場関係予算について、浴場側役
（いたかんネット 会長 成島 圭子）
員と意見交換の場を設け今後の活動について話し合い
ました。
（板橋浴場支部 支部長 山本 修）
中板橋後援会
山梨さくらんぼ狩り

７月１日（火）
赤塚５丁目のフランス料理「ブラン・クロシェット」
に於いて佐々木区議
（連盟会長）
と本年４月から東京都少
林寺拳法連盟、板橋区連盟の顧問に就任された、松田康
将都議会議員をお迎えし、森田新理事長、新役員との歓
迎の懇親会を開催いたしました。
和やかな雰囲気のなか、
歓談も一段と進み楽しい時間を過ごしました。また、現
在の組織の拡充と会員増加の対策等の意見交換をしま
した。
（少林寺拳法連盟 菅原 勉）

若芽会

若芽会役員会 & 誕生会

７月11日（金）

若芽会では、役員会の後に恒例の役員誕生会を南常盤
台のエムズバーで行いました。今回は５月〜８月生まれ
の役員である川上忠男さん、内藤真さん、角田喜多子さ
ん、それに佐々木さんご夫妻と下村博文事務所の平慶翔
さんに奈良会長より記念品が贈られました。他に公務で
欠席の下村博文さんも５月が誕生月なので会長より記
仲町後援会
６月25日（水）
念品が贈られました。また、多忙な中を松田康将都議も
金田海岸へ潮干狩り
中板橋町会親睦会の日帰り旅行の山梨さくらんぼ狩 駆け付けてくれて最高の誕生会になりました。
次回の若芽会恒例ボウリング大会は８月24日（日）にロ
りには、佐々木区議にも参加して頂く予定でしたが、議
５月18日（日）
会開催中とのことでかないませんでした。非常に残念 サボウルにて行うことも決定しました。一人でも多くの
お天気に恵まれて仲町倉庫前を出発、金子会長、佐々
でしたが、区議は朝早くバスを見送りに来られ、挨拶 方の参加を役員一同お待ちしております。
木区議とご一緒に金田海岸へ潮干狩りに向かいました。
（若芽会 女性部長 原田 早苗）
をされました。有難うございました。天候にも恵まれ、
潮の関係でバスの中で１時間ほど待たされましたが、主
町会長以下参加者には、けがもなく楽しい１日を過ごす
人と孫２人で佐々木区議を囲んで潮干狩りを久しぶり
平子グループ
暑気払い
ことが出来ました。
（中板橋後援会 舩木 日出男）
に楽しみました。人、人の波でなかなかアサリがみつか
７月12日（土）
りません。でも孫達は海の中で大はしゃぎ、アサリは残
みよし会
恒例食事会開く
念ながら少しでしたけど、ホテル三日月の昼食バイキン
心の繋がりの強
グ、その後プールで遊び大喜びでした。
いメンバー７人が
帰りは途中海ホタルで休憩、道路もそんなに混むこと ６月26日（木）
集まり、佐々木区
みよし会恒例の食事会に大山に一同揃って出かけま 議を囲んで久しぶ
なく順調に仲町に着きました。佐々木区議のご活躍のお
した。先に藤田さんが目星をつけていた「中華好味来」 りの暑気払いに大いに盛り上がりました。
話を色々とお伺いする事ができ有意義な一日でした。
（仲町後援会 宮林 きよ子） で佐々木区議さんもまじえて食事を楽しみました。
（平子グループ 平子 芳男）

