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提出議案

予算決まる!!
7年振りに
収支均衡予算となる。

一般会計 1,981億7,000万円（3.5％増）

国民健康保険事業特別会計
698億5,000万円（15.7％増）
介護保険事業特別会計
366億1,100万円 （7.2％増）
後期高齢者医療事業特別会計
105億5,800万円 （3.0％増）
計
3,141億8,900万円 （6.4％増）
▼抜粋▼

あたたかい人づくり

ナンバーワン…1,209億3,000万円
◆人づくり力UP

……116億5,000万円

・いじめ問題対策
①いじめ問題対策連絡協議会設置
②いじめ問題専門委員会運営
③いじめメール相談
ホームページ開設
④いじめ防止啓発
リーフレット作成
・図書館管理運営
①子ども読書活動推進計画
（第二期）
策定
②中央図書館改築基本構想策定
（平和公園内へ）

元気なまちづくり

ナンバーワン … 36億7,700万円

安心・安全 ナンバーワン

…243億5,300万円

◆自治力UP……9億8,200万円

◆安心・安全力UP

◆シニア世代力UP…8億6,100万円

・住民防災組織の強化
・要援護者安否確認用品
（バンダナ）
の配布

◆産業活力UP……18億3,400万円

◆緑と環境力UP

・基本構想・基本計画
（平成28年度初年度）
策定
・アクティブシニア就業支援センター運営助成
・国際光年記念事業に取り組む
・旧粕谷家住宅の復元→
東京都指定文化財を目指す

……59億2,600万円

……72億3,700万円

・資源物持ち去り防止対策の強化
（罰金を科
す規定を設ける）
・屋外広告物景観ガイドライン策定→良好な
街並み景観
・安全・質を高める

◆子育ち力UP

……306億5,100万円

・私立保育所を新規７園増やし62園となる
・地域型保育事業
（0〜2歳児）
691名で実施し
待機児童の解消を図る

◆医療・福祉力UP

…786億2,900万円

・子ども発達支援センターの出張相談窓口を
志村健康福祉センター内に開設する
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平成 年度予算審議を振り返って

２月 日から始まった平成 年度第Ⅰ回区
議会は 日間の会期の中で活発かつ緊張した
議論が行われました︒
今年は︑４年に一度の区議・区長選挙の年であり︑例年とは
少し違って選挙を意識した感がありましたが︑４年前は議会開
催中に東日本大震災が発生し予算審議日程の変更を余儀なくさ
れた記憶を思い出しながらの予算審議であった様にも感じられ
ました︒３月 日に平成 年度の予算を可決して終了し４月１
日より新年度がスタート致しております︒
年度予算の大きな特長は︑７年振りに収支均衡予算となり︑
基金を取り崩すことなく予算編成が出来たことであり︑坂本区
長の手腕が大いに発揮されたものと考えております︒
さて︑平成 年度の主な事業をいくつか抜粋して紹介します︒
初めに︑４月１日グランドオープンしました区役所本庁舎で
あります︒大きな特徴は︑４つの機能︵ワンストップサービス・
新防災センター・教育支援センター・ギャラリーモール︶を兼
ね備え︑区民サービス・安心・安全・教育力の向上・区の文化・
歴史・芸術等の発信に強力に取り組み︑東京で一番住みたくな
る板橋を目指したことであります︒
２つ目は︑東武東上線の立体化と大山のまちづくり︑そして
髙島平のグランドデザインがスタートし板橋区まちづくりが新
たなステージへと動き出します︒この成功が板橋の未来創造の
元年としなければなりません︒
３つ目は︑待機児童対策・子育て世代の支援と女性の社会
参加促進に取り組むと共に︑健康寿命の増進であります︒平成
・ 年の２ヶ年で保育定員を１１９２名増員しました︒ 年
度で待機児童ゼロに取り組みます︒加えて世界の﹁タニタ﹂と
連携して﹁いたばし健康づくりプロジェクト﹂がスタート致し
ます︒区民一人ひとりが健康づくりに取り組めるまちの実現に
向けて今年は正念場となります︒
その他に今年は﹁国際光年﹂光学の板橋として区を上げて取
り組んでまいります︒また︑学校の ＣＴ環境を整備して教育
力の質の向上を図り︑魅力ある教育現場をつくります︒更に︑
セフティネットの充実・震災対策・産業振興・文化芸術・環境
保全等多岐に渡る議論が行われました︒今後共皆さまのご指導
ご支援をお願い申し上げます︒
板橋区議会議員 佐々木としたか 談

●平成27年度東京都板橋区一般会計予算
●平成27年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算
●平成27年度東京都板橋区介護保険事業特別会計予算
●平成27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26年度東京都板橋区一般会計補正予算（第5号）
●平成26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26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26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）
●板橋区基本構想の議決に関する条例
●東京都板橋区行政手続条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区組織条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一
部を改正する条例
●東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例
●職員の配偶者同行休業に関する条例
●東京都板橋区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
●職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の一部を
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
●東京都板橋区立生活産業融合型工場ビル条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区営住宅条例及び東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部
を改正する条例
●東京都板橋区立福祉園条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区保育の実施に関する条例を廃止する条例
●東京都板橋区保育費用徴収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
●東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例
●東京都板橋区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準
に関する条例
●東京都板橋区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る
基準を定める条例
●東京都板橋区工場立地法準則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
●東京都板橋区建築審査会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
●東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例
●東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例
●板橋区道の認定、
一部廃止及び変更について
●東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の
基準に関する条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区指定地域密着型介護予防せービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法の基準に関する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
●東京都板橋区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の
基準に関する条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区指定地域密着型介護予防せービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法の基準に関する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
●平成26年度東京都板橋区一般会計補正予算（第6号）
●平成27年度東京都板橋区一般会計補正予算（第1号）
●平成27年度東京都板橋区一般会計予算に対する修正動議
●東京都板橋区議会委員会条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区国民健康保険福祉助成金支給条例

平成27年度

平成27年1月〜4月間）
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊
●平成 27年 第1回定例会 ■陳情

●大山駅周辺まちづくり推進

は、生活困窮者自立支援法に基づき次
の事業に取り組みます。

①自立相談支援事業 ②住居確保給付金
③家計相談支援事業 ④就労準備支援事業
⑤学習支援事業
●第２のセーフティネットの位置付けと
板橋区生活困窮者自立支援事業の概要図

ピッコロ・スクエア周辺の整備
東京都公社住宅跡地の多目的広場
（ピッコロ・ス
クエア）
を中心とした地区の市街地再開発事業
クロスポイント周辺の整備
補助26号線とハッピーロード大山商店街が交差
する地区を中心とした市街地再開発事業

いこいの家の入浴事業廃止の方針を見直すことを求める件
業務用自動車の一時駐車を、駐車違反から免除する制度を制
定することを求める意見書提出を求める件

民

●「いたばし生活仕事サポートセンター」

東京都は昨年９月東武東上線大山駅付近を連続
立体交差事業の候補地区に決
めました。
平成27年度は調査・
検討に着手すると共に、大山
駅前地区における駅前広場の
検討など様々な取り組みをします。

板橋福祉事務所の移転に関する件
グリーンホールの区民利用部分の拡充を求める件

無所属
民主党

生活や仕事の悩みを
コーディネイトします。

容

市

●東武東上線立体化促進

「いたばし生活仕事サポートセンター」設置

健康福祉
都市建設

結果

東武東上線立体化・大山・
高島平のまちづくりが
新たなステージへ！

企画総務

内

共産党
公明党
自民党

平成27年度予算 佐々木区議特筆事業（抜粋）

委員会

○採択 △継続× 不採択

△ × △ 〇 △ △ △
△ △ △ 〇 △ △ △
△ △ △ 〇 △ △ △
△ △ △ △ △ △ △

民主党・無所属については、
の所属委員会以外の態度は、
本会議における態度

意見書
採択さる

◎安心して住み続けられる家賃制度を求める意見書
◎野口研究所の現状存置等を求める意見書
◎都市農業の振興策強化等を求める意見書

板橋区人事案件
決まる

人権擁護委員候補者の推薦
堀口 眞一

祢津 照喜

総額40億円をかけて教育のICT化を推進
−区立小・中学校に機器を導入し、教職員の研修、教育力の質の向上を図る−

●学校ICT環境の整備を計画的に進めるため「板橋区教育ICT化推進
計画」を策定しました。平成27年度〜平成30年度の計画期間（４
年間）に総額40億円をかけてICT機器の整備をする。
①課題の把握
アセスメント

●板橋教育ICT化推進事業の概要図

②支援プランの作成

●高島平グランドデザイン策定

（７月下旬頃）

③支援プラン決定
・モニタリング

高島平地域の「全体構想」と「民間活力導入に
よる民間収益事業」+「充実した公共施設」の展
開を内容とする「旧高七小跡地を含む区有地（約
2ha）の再整備基本計画」

−民間の老朽危険建築物の緊急安全工事を区が実施−

危険な建物による近所の不安を解消！
●区内の老朽建築物等の実態調査の結
果、危険度の高い老朽建築物等の把
握が出来たため、今後はその建築物
の経過観察を行い、その中で放置さ
れ危険度が増し、区民及び通行人の

生命・身体又は財産に被害を与える
おそれがありかつ所有者等が工事を
行えない時には区が必要最小限度の
措置工事を行う。

その他の事業
●子どもの発達障がいに関わる相談機能の拡大 ●「あいキッズ」
が全校でスタートする。●平成27年は
「国際光年」
です。
「光学の板橋」
をブランド化し
「光」
をテーマの事業展開をする。●世界のTANITA
との連携による健康づくりプロジェクトがスタート、区民福祉の向
上に努める。

佐々木としたか君（公式行事）平成27年1月〜4月の活動記録
13日 遊座大山・ハッピーロード
商店街合同新年会
17日 板橋区医師会新年会
クリーニング連盟新年会
大山西町町会新年会
永年勤続表彰を受賞
１月
18日 板橋消防団始式
板橋区肢体不自由児
（者）
5日 板橋区新年賀詞交換会
父母の会新年会
7日 板橋ふれあい農園会
中板橋4団体新年会
「七草粥の集い」
板橋消防団第5分団新年会
9日 板橋区浴場組合新年会
板橋消防団第3分団新年会
板橋区町連仲町支部・青健・
板橋区薬剤師会新年会
エコポリ合同新年会
19日
板橋視覚障がい者福祉協会
10日 弥生町南町会新年会
新年会
板橋区歯科医師会新年会
20日 大山本町会新年会
12日 成人式

21日
22日
23日
25日
27日
28日
31日

31日 板橋区柔道整復師会新年会 25日 板橋茨城県人会総会懇親会 20日 区立中学校卒業式
26日 予算委員会
（補正総括質疑） 25日 区立小学校卒業式
２月
26日 板橋区教育支援センター
３月
2日 会派予算説明会
開所式
1日 仲町町会60周年記念式典
7日 都柔道整復師会
29日 仲町地区桜まつり
板橋区麺組合新年会
2日 本会議
新年会
30日 板橋区防災会議
板橋区中華組合新年会
5日 本会議
9日 議案説明会
自民党板橋総支部総会
文教児童委員会
10日 板橋区食品衛生協会新年会 7日 第13回桜井徳太郎賞授賞式
大山町会新年会
４月
8日 板橋区防災訓練
板橋ハリ・灸・マッサージ師会 13日 本会議
17日 板橋区料理飲食業組合新年会 9日 予算委員会（文教児童分科会） 6日 区立弥生小学校入学式
新年会
10日 自民党板橋総支部常任総務会 7日 区立上板橋第一中入学式
18日 文教児童委員会
南弥生クラブ新年会
13日 予算委員会
（総括質問）
19日 区老連第3支部新年会
11日 板橋区浴場組合総会
美容組合板橋支部新年会
16日 予算委員会
（総括質問）
21日 自民党女性部新年会
15日 南弥生クラブ総会
板橋体育協会新年会
（総括質問）
24日 板橋区議会改革調査特別委員会 17日 予算委員会
27日 団会議
佼成会大谷口支部新年会
19日 本会議
25日 板橋区物故者慰霊式典
29日 中板橋町会総会
弥生小学校地域懇談会

佐々木としたか後援会だより No.104 2015年5月7日発行／佐々木としたか後援会・丸山 茂

ありがとうございました。得票数 4,427票

佐々木としたか 9期目上位当選！
坂本たけし区長も3期目 139,944票獲得！ 当選！
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利明

連合後援会活動日誌
（27年１月〜４月）

●１月
22日 遊説部会
25日 青年部新年会
●２月
５日 定例執行部会・女性部会
10日 遊説部会
14日 佐々木としたか
区政報告＆新春の集い
24日 遊説部会
●３月
５日 広報部会
６日 遊説部会
24日 広報部会
●４月
３日 遊説部会

本年の「新春の集い」は、4 月に統一地方選挙を控えての開催となったため、
事実上の区議選への総決起大会の様相を呈しました。坂本区長をはじめ下村
文科大臣、松田都議その他のご来賓の方々のご祝辞にも佐々木区議の日頃の
活躍を賞賛し、選挙の折には一生懸命応援しますとの熱いメッセージを頂き、大変心
強く感じました。
この「新春の集い」は、各後援会の皆様、後援会執行部の皆様のご努力によってチ
ケットの販売や会の企画・運営・準備・当日の進行までスムーズに行われたことは佐々
木後援会の団結力の強さを物語っています。この団結力で区議選に臨めば最良の結果
が得られるものと期待しています。
会場で美酒と美味しい料理を楽しみ、和気藹々くつろぎました。締めの青年部一同
の勢いある「ガンバローコール」は、坂本区長選・佐々木区議選でのお互いの健闘を
たたえ、必勝を期す覚悟を呼び起こしたのではないでしょうか。
最後になりましたが、後援会の皆様のご協力、ご努力によって無事に行えたこと、
心より御礼申し上げます。
実行委員長 河野 雅行（後援会 幹事長）
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後援会の恒例行事、
「佐々木としたか君を囲む区政報告 &新春の集
い」が開催されました。
本年は、4 月に区議選があることから 新春の集い と兼ねた決起
大会として盛大に盛り上がりました。
4 月の選挙に向けての決起大会のように、会員、支持者の皆様やご来賓の
大勢のご参加をいただき、激励のご挨拶をいただきました。最後は、遊説部
によるガンバローコールを行い熱気あふれる集いとなりました。
ともすれば、地区単位で小さくまとまりがちな歓談の輪が後援会全体の大
きな輪となって相互交流がなされ、強い連帯感が生まれて有意義な集いとな
りました。これも偏に皆々さまのご支援・ご協力あってのことと心より厚く
御礼申し上げます。
後援会 会長 棕沢 正人

▲ ステップ

東京で一番住みたくなるまち
「板橋」
の実現をめざ
して、小子・高齢化、人口減少対策に取り組む決意
を力強く、熱く語りかけ新たな感動を残した戦いで
ありました。
佐々木としたか・選挙対策本部一同

集会、街頭で熱く語
りつくした日々。

出陣式

4月19日（日）

選挙事務所
修祓式
3月14日（土）

平成27年度
佐々木としたか後援会

大旅行会 日程決まる！

平成27年11月15日（日）
・16日（月）
詳細は、次号でお知らせいたします。

１月29日（木）
平成27年
１月16日（金）選対合同会議 マニフェスト

２月20日（金）マニフェスト会議

各部会の名簿作成と共に、４月の
統一地方選挙への意気込みを語り合
う。

３回に渡って、４月に行われる統一
地方選挙に向けてのアンケート調査の
集計をもとに「区民と一緒に政策提言づくり」の作成に
取り組みました。

会議（政策立案）
２月５日（木）定例執行部会

３月９日（月）マニフェスト会議

「区政報告＆新春の集い」開催に ３月27日（金）選対合同会議
ついての細部に渡る打合せを行いま
最後の選対合同会議ということで各部会毎の活動及び
した。
進捗状況の報告があり、最終確認を行いました。
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弥生町後援会
１月31日（土）

大谷口後援会

１月3日（土）4日（日）

門松に獅子が舞う

大谷口の風物詩となっている獅子舞いが今年も正月３
日、４日の２日間行われました。招福と厄払いの行事と
して昭和初期頃から行われていたものを郷土芸能として
復活させたものです。
国事多忙の中、下村大臣と松田都議が今年も激励に来
られ感激しています。佐々木区議は本会の特別会員とし
て毎年参加され、ご指導いただいています。本年は統一
地方選挙です。必勝を祈念し応援しています。
( 佐々木区議は 3 日に参加されました )

若芽会

新年会開催

午後６時30分より仲町ふれあいセンター４階で行い
ました。ご来賓を含めて80余名の参加がありました。
式次第１部は、河原さんの司会で、下村文部科学大臣、
坂本区長、松田都議会議員、丸山弥生南町会長にご祝辞
をいただきました。細田さん司会の 2 部の宴会は、例年
のようにカラオケ、懇談等賑やかな雰囲気になり、楽し
い一時を過ごすことが出来ました。
予定の時間になり、最後に皆様のご健康と益々のご発
展を祈念いたしまして閉会となりました。

16名の役員が参加して、
「夢ほたる」で行いました。
５名の方々のお誕生日を祝って、
奈良会長から記念品が贈られまし
た。懇親会はカラオケで盛り上が
り、楽しい一時を過ごしました。
（若芽会 幹事長 小沢 政宏）

若芽会

第98回ボウリング大会開催 4月12日（日）

池袋ロサボウルにて行った今大会は、参加者86名。下
村文科大臣の平秘書も参加されて楽し
まれまれ、佐々木区議と松田都議は、
（弥生町後援会 中村 一男）
忙しい公務の合間に表彰式のみ参加さ
れました。455ピンのすばらしいスコ
若芽会
アで中島範義さんが見事優勝されまし
２月１日（日） 「武田神社」
へ初詣
（若芽会 会長 奈良 基路）
た。
1号車

みよし会

３月26日（木）

昼食会

さくらの花が咲き、
暖かくなり良い季節に
なりました。陽気に誘
われて出かけた昼食会
のお店は、バス停の反
対側にカレー屋さんが
あり、いつも外人さん
が働いている様子が見えます。佐々木区議、奈良様も出
席されて楽しいひとときを過ごしました。
来月は佐々木区議の選挙です。少しでもお役にたてる
ようみんなで頑張ります。みよし会一同、心一つにしま
（みよし会 藤田 ふみ子）
した。

（大谷口囃子保存会 大野 鎮男）

中板橋後援会

１月18日（日）中板橋四団体恒例の合同新年会

役員誕生会を開く 4月２日（火）

2号車

・花見客のために石神井川沿いの清掃を行う

大櫛グループ
寒さ厳しい頃にかかわらず今年もお天気に恵まれ、若
芽会メンバー約90名が大型バス２台で、勝運のご利益
がある山梨県甲府市の武田神社に初詣いたしました。松
今年も中板橋四団体は、
恒例の合同新年会を開催。佐々 田都議、坂本区長の秘書様も見送りにいらっしゃってく
木区議はご多用の中、ご臨席いただきました。
ださり、とても嬉しかったです。
また例年、石神井川沿いの見事に開花した桜を見物に
また、今年は佐々木区議の選挙もあるので大勢の方に
遠方より多くの人が来られますので、楽しく見物してい 参加してもらい、武田神社で選挙の必勝特別祈願をして
ただけるよう町会では、後援会会員も含め多くの方が参 いただきました。若芽会メンバーが「同じ方向を向けた」
加して、欄干、川柵の清掃を行いました。
のではないかと感じました。ご参加、ご協力いただいた
小学校統廃合の問題、また東上線立体化に伴う中板橋 方々と楽しい時間を過ごすことができて良かったです。
駅周辺の改革にも益々、佐々木区議のご指導により明る 本当にありがとうございました。
い住みやすい街になるよう、ご尽力いただいております。
これからもお会いできる日を楽しみにしていますの
４月29日（水）には、
町会の総会を開催いたしました。 で、どうぞよろしくお願いいたします。
（中板橋後援会 角田 仙太郎）

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27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27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

・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

（若芽会 青年部 丸山 和宏）

佐々木としたか後援会事務所
運営収支報告書

（平成26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

916,500 円
380,000 円
5,556,981 円
6,853,481 円
1,869,204 円
4,984,277 円

（各種会合、レポート発行、区政調査活動、その他）

合

計
6,853,481 円
上記報告申し上げます。

４月６日（月）「心の通うミニ集会」
で思うこと
白根さんの家に
近 所 の 人達13名
が集まり、佐々木
区議のお話を聞き
ました。
今回の選挙、
佐々
木区議の全力投球
するとの決意。
そう
した事を実行する地道で粘り強く何事もコツコツ積み上
げていく勤勉な姿を見ました。区議としてのゆるぎない
活動に感謝の気持ちを表すのが、私達の筋というものだ
（若木・西台 大櫛グループ）
と思いました。

１月25日（日）

青年部「新年会」開催

中板橋・和唐で佐々木としたか青年部新年会を
行いました。
４月の統一地方選挙、若手25名の板橋区につい
ての思いなどを語り合い、佐々木区議を中心に美
味しい料理をいただきながらお酒をかわした約３
時間、有意義で楽しい時間でした。数名の初参加
の人逹も直ぐに馴染んで仲間入りしました。
私たちや佐々木区議にとっても、素晴らしいひ
と時であったな〜と思い返しています。
これからもこの様な集まりができるよう、みん
なと一緒に佐々木区議を強く推していこうと思い
青年部 部長 四分一 秀明
ます。

