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平成27年 第 1 回区議会

臨時会 （５月22日・１日間）
報告案件
●本会議場議席の決定
●議長、副議長 他議会人事の決定
●委員会構成の決定 他

平成27年 盛 夏

平成27年 第 2 回区議会

6月定例会

（６月５日〜
６月24日・20日間）

提出議案
●平成27年度東京都板橋区一般会計補正予算(第2号)
●専決処分の承認を求めることについて
●専決処分の承認を求めることについて
●東京都板橋区個人情報保護条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一
部を改正する条例
●東京都板橋区特別区税条例等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
●東京都板橋区立住宅条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区プールの衛生管理等に関する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
●東京都板橋区中高層建築物の建築に係わる紛争の予防と調整に関
する条例の一部を改正する条例
●権利の放棄について
●権利の放棄について
●東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例
●板橋区本庁舎北館冷温水発生機取替その他工事請負契約
●板橋区立西台中学校大規模改修工事請負契約
●板橋区立西台中学校大規模改修電気設備工事請負契約
●板橋区立西台中学校大規模改修給排水衛生ガス設備工事請負契約
●板橋区立上板橋第四小学校大規模改修工事請負契約
●板橋区立上板橋第四小学校大規模改修電気設備工事請負契約
●私学助成金の引き上げを求める意見書
●東京都板橋区議会会議規則の一部を改正する規則
●旧板橋区立大山小学校解体工事請負契約
●板橋区立上板橋第四小学校大規模改修給排水衛生ガス設備工事請負契約
●板橋区立志村第四小学校校舎棟増築その他工事請負契約

第1回臨時会（5月22日）開催

「緊急時における議会のあり方検討部会」
本検討部会の会長に就任しました。

板橋区議会議員

佐々木としたか

一般会計補正
予算（第2号）

1億
億5200万円
万円可決さる。
さる。

今回の補正は、緊急性を要する経費として組まれたもので、大きく３点に集約されます。

❶小豆沢体育館改修経費 ❷板橋区若者就職サポート ❸情報処理センター維持管理
………………△680万円
事業経費……3,455万円
及び志村第四小学校増築
・プール棟の日本水泳連盟の公認 ・都補助金を活用し39才以下の若
経費…………2,508万円
取得等に向けた設計変更。一部
翌年度に繰り越す。

者を区内中小企業での正規雇用
を目指します。

・情報処理センターの内壁タイル
補修及び志村第四小の工事単価
上昇に伴う増築経費の増。

イタリア ボローニャ市
7月6日 東京発
友好都市提携10周年記念
7月7日
ボローニャ市公式訪問団
板橋区公式訪問団
板橋区へ
相互訪問
ボローニャ市表敬訪問
常盤台小学校訪問 歓迎演奏会鑑賞
5月28日

5月29日

板橋区訪問 歓迎セレモニー

区内企業・商店街視察

盛大・友好的に
行われる！

ボローニャ市主催の歓迎ディナー

サラ・ボルサ図書館、
近代美術館MAMBo訪問等

佐々木としたか区議は、常任委員会
は健康福祉委員となり、特別委員会は
まちづくり調査特別委員となりました。
また、板橋区議会初となります「緊急時における
議会のあり方検討部会」が設置され、本検討部会
の会長に就任しました。今後１年間、初心を大切
に頑張ってまいります。ご指導宜しくお願い申し
上げます。
議長 杉田ひろし
（副議長 小林公彦）
を選出しました。

7月9日 産業遺産博物館、
ボローニャ・
フィエーレ訪問等
7月10日 帰国
（7／11東京着）

健康福祉委員会 視察報告

佐々木区議 全国市議会議長会より
在職30年の特別表彰

７月17日（金）芦屋市

・地域発信型
ネットワークについて

を受けました。

佐々木としたか区議は、区議会議
員として30年の長きにわたって区政
の発展に尽くされ、その功績は特に著しいものがあります
ので、第91回全国市議会議長会の定期総会において本会表
彰規定により特別表彰を受けられました。
（板橋区議会では、平成13年以降６人目の表彰となります）

歓迎コンサート、市庁舎ツアー等

7月8日

７月16日（木）兵庫県西宮市

・障がい者相談支援事業について

西宮市は「西宮市障がい者総合支援法等障
がい福祉サービス等支給ガイドライン」を策
定し、利用者に適した支援決定がなされる仕
組みづくりに参考になるものを多く感じまし
た。

芦屋市保健福祉センターを
視察しました。このセンターには、1F に福祉
総合相談窓口がありワンストップで福祉相談が
受けられる他、歯科センター・障害機能訓練室
等、2F には子育て支援センター・社会福祉協
議会があり、3F には保健センターが設置され
ており芦屋市民の医療・福祉・介護等の総合施
設として参考になるものが多くありました。
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊

企画総務

６月30日（火）萩市

区民環境

・世界遺産を含む文化財の保護及び活用について
・文化財の運営及び観光資源としての活用について
萩市より「萩市の文化遺産の保存とこれを活用したまちづくり」に
ついて説明を受け、今回特に世界文化遺産に内定した萩反射炉、恵
美須ヶ鼻造船所跡等視察を含めて勉強になりました。

都市建設

重症心身障がい者通所事業の拡充に関する件
区立保育園の教室への扇風機設置に関する件
陳情等の区議会HP上での公開および継続審査中の陳情等の名
称の区議会だよりへの記載を求める件

板橋区人事案件 決まる

自民党区議団

６月25日〜26日 ２日間行う。
自民党区議団政調会が中心となり区内
各種団体より平成28年度の区政、予算等
に対する要望聴きとり調査がおこなわれ
ました。
31団体より120項目を越える要望を受
理し、区議団一致結束して実現に向けて
努力することを誓いました。

板橋区本庁舎北館 冷温水 板橋区立西台中学校
大規模改修工事
発生機取替その他工事

議会選出農業委員 吉田

工事業者 中尾・富山・大城建設共同企業体
工事金額 12億4,200万円

大規模改修電機設備工事

大規模改修工事

工事業者 共立・山生・内田
建設共同企業体
工事金額 11億4,696万円

大規模改修電機設備工事

工事業者 渡部・光栄建設共同企業体

大規模改修給排水衛生ガス設備工事 工事金額 2億4,591万円
工事業者 池松・双信建設共同企業体
大規模改修給排水衛生ガス設備工事
工事業者 第王冷暖房㈱
工事金額 1億9,116万円

工事金額 2億1,060万円

◎いずれも完成日は、
平成28年12月

佐々木としたか君
（公式行事）
平成27年5月〜7月の活動記録
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板橋中華組合総会
本会議
（第1回臨時会）
弥生町南町会総会
板橋消防団操法大会
板橋区消防署・消防団他合同水防訓練
中板橋商店街振興組合総会
30日 弥生小学校運動会

豊明（共） 元山 芳行（自）

◎私学助成金の引き上げを求める意見書

（１億８０００万円以上）

板橋区立上板橋第四小学校

工事業者 北工・木村建設共同企業体
工事金額 3億5,424万円

7日 自民党区議会議員団会議
8日 青少年健全育成・エコポリス板橋
仲町合同会議
11日 板橋区議会議員総会
17日 板橋区オリンピック候補者育成
支援会
21日 板橋区議会議員総会

※1

・板橋区副区長 橋本 正彦（新）
・板橋区教育委員会教育長 中川 修一（新）
・板橋区教育委員会委員 上野 広治（新）
・板橋区監査委員（識見を有する者のうちから選任する委員） 川口 志郎（新）
・人権擁護委員候補者 谷口 博志（再） 小林 倫子（新）
議会選出監査委員 いわい桐子（共） 石井 勉（自）

意見書採択さる

契 約 議 案

５月

※1

︵議会同意・求意見︶

岩国市は「岩国市及び岩国地区消防組合とアメリカ合衆国海兵隊岩
国航空基地との間の消防相互応援協定」を結んでおり、比較的良好
な関係で共存している旨の説明がありました。

工事業者 倉・木村建設共同企業体
工事金額 5億2,380万円
完 成 日 平成28年8月

髙島平地域グランドデザイン・板橋キャンパス再編整備基本計
画への肢体不自由を伴う重度・重複障がい者の入所型生活介護
施設整備に関する件

× × ×
× × ×
× × ×

※ 1 共産党の態度は、〇が 1 名、欠席が 1 名
※ 2 民主党の態度は、欠席が 1 名
・市民、民主党、無所属については、所属又は出席委員会以外の態度は、本会議における
態度（青網掛け部分）

・総合防災訓練及び防災協定について
・基地との共存にについて

各種団体区政要望
調査会開催

特別小口保険の
「部分保証」
化をやめ、
100％保証の恒久化の
意見書を政府に提出することを求める件
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

健康福祉

議会運営

７月１日（水）岩国市

グリーンホールの区民利用部分の拡充を求める件
板橋福祉事務所の移転に関する件
福祉事務所移転を取りやめることを求める件
マイナンバー制度実施を延期し、
廃止の意見書を政府に提出す
ることを求める件
集団的自衛権の行使を具体化する法案について廃止の意見書
を政府に提出することを求める件
辺野古での米軍ヘリポート工事の一時中止を求める意見書の
提出を求める件

無所属

平成27年６月30日（火）〜７月１日（水）
今年は、
統一地方選挙が行われ、
初当選された
新人議員を含め15名で行いました。

容

民主党

自民党板橋区議団山口県萩市・岩国市視察

内

結果

委員会

○…採択△…継続×…不採択
市民
共産
公明
自民

●平成 27年 第2回定例会 ■陳情

板橋区立志村第四小学校校舎棟
増築その他工事
工事業者 瀧島・サンホーム
建設共同企業体
工事金額 5億5,944万円
完 成 日 平成28年11月

旧板橋区立大山小学校解体工事
工事業者 東亜道路工業㈱
工事金額 2億7,864万円
完 成 日 平成28年3月

◎いずれも完成日は、
平成28年12月

６月

1日 議案説明会
3日 議員団会議
日本善行会板橋支部総会
5日 本会議
7日 板橋区三療師連合会総会
8日 本会議
10日 健康福祉委員会
12日 健康福祉委員会
19日 まちづくり調査特別委員会

21日 弥生町南北・仲町合同防災訓練
23日 緊急時における議会のあり方
検討部会
24日 本会議
25日〜26日
区内各種団体予算要望調査会
27日 東京都看護連盟総会
30日〜7月1日 自民党区議団視察

７月

1日 坂本区長区政報告会
2日 松田康将都政報告会
10日 板橋区体育協会総会
14日 都区制度勉強会
16日〜17日 健康福祉委員会視察
19日〜20日
仲町地区青健八ヶ岳野外教室視察
25日 区立徳丸福祉園祭り

佐々木としたか後援会だより No.105 2015年8月8日発行／佐々木としたか後援会・丸山 茂

平成27年度 佐々木としたか後援会 大旅行会

遠刈田温泉 白石城・那須エピナールの旅
コース決定！参加者大募集
■日

時

平成27年11月15日（日）〜16日（月）

遠刈田ホテル さんさ亭（遠刈田温泉）
■参加費 28,000円（お一人）
■宿

泊

※バス代・消費税等の改正により参加費を改定いたしました。

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。

旅行コース

本部関係会議 開く

於：中板会館

５月19日（火）定例執行部会

５月30日（土）選対委員会解散式
於：仲町地域センターレクホール
今回の統一地方選では、
4427票という高得票での
勝利となり、選対本部長は
じめ多くの委員とその喜び
を分かち合いました。
佐々木区議の今後４年間
の益々のご活躍を心より願
うと共に後援会の更なる団
結を誓い散会となりました。

11/15(日）

板橋
（各地）
8:00 →首都高→東北道→二本松IC →隊士館（昼食）11:30 〜 12:30 →白石IC →

105

久保
利明

一一二一
〇二四七

ー

ー

板 橋 区 若 木 三 ー十 四 ー一

三九三四
三九三四

㈱若 木 建 設

-

0065

遠刈田ホテルさんさ亭
（宿泊）

代表取締役

〒

ＴＥＬ
ＦＡＸ

174

東北の名城（白石城・見学）13:30 〜 14:20 →遠刈田温泉 15:00 頃着

連合後援会活動日誌
（27年５月〜７月）

●５月
９日 遊説部
（青年部）
選挙報告会
15日 ゴルフ同好会
19日 定例執行部会
30日 選対委員会解散式

A. こけし館
B. 蔵王酪農センター
（見学・買物）

６月５日（金）旅行実行委員会

C. 蔵王山頂（お釜）

７月８日（水）旅行実行委員会

11/16(月）

遠刈田温泉 9:00 →北の小京都（蔵の町・村田）道の駅（散策・買物）9:40〜10:30 →東北道→
ホテルエピナール那須
（昼食・休憩）12:40 〜 14:30 →那須チーズガーデン（買物・御用邸チーズ
ケーキ試食）14:40 〜 15:10 →東北道→首都高→
板橋
（各地）18:00 頃着

佐々木としたかゴルフ同好会

佐々木としたか後援会

女性部役員会を行う
7月17日（金）12時より 和唐にて

優勝カップを手に宮田俊生さん

7月7日（火）
第38回同好会は、セゴビアゴルフ イン チヨダで開催
いたしまし た。 急な案内にもかかわらず49名の参加を
いただきありがとうございました。
梅雨時でしたが、晴れ間があり一日楽しくプレーが
できました。優勝は、宮田俊生さん。おめでとうござい
ます。
次回も多数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

７月28日（火）
・29日（水）旅行実行委員会下見
（企画広報部 部長 丸山 茂）

青年部★BBQ大会開く

ホテル、
温泉、
お料理、
お買物、
見学、
楽しみいっぱいの２日間のバス旅行です。

第38回

７月21日（火）定例執行部会

6／20（土） 佐々木区議宅で

※7月28・29日に行われる旅行下見の結果により、コースが一部
変更になる場合もあります。ご了承ください。

●６月
５日 旅行実行委員会
20日 青年部バーベキュー
●７月
７日 ゴルフ同好会大会
８日 旅行実行委員会
17日 女性部役員会
21日 定例執行部会
28日〜29日
旅行実行委員会下見会

※到着後希望で

５月30日の選対組織解散以来、女性
部の会合がありませんでしたが、７月
17日に食事をいただきながら女性部
役員会を行いました。
棕沢会長、河野幹事長にお声をかけ
ましたところ、快くご出席頂き感謝申
し上げます。副部長７名、藤田、飯島、
合計 11 名の出席でした。
思い出話に花が咲きました。私の胸
の内は皆さまのご協力に支えられなが
らどうにか務めることができましたこ
との感謝の気持ちで一杯となっていま
す。その後、女性部の若返りと育成が
話題となり、大変有意義な会合となり
ました。会長はじめ各役員の皆さまの
ご協力をよろしくお願いいたします。
佐々木としたか後援会 女性部長

飯島 登み

統一地方選挙が大成功に終わり皆様も安心してお
られることと思います。
青年部のメンバーも達成感と充実感でいっぱいの
中、青年部中心のバーベキュー大会を佐々木区議宅
にて、
11名で行いました。天気にも恵まれ、セブン
フードさんの美味しいお肉とお酒をいただきながら
約７時間、これからの区政の事など話し合いました。
佐々木美智子夫人には、大変お世話になってしまい
ました。
青年部は、気持ちを新たに切り替えて佐々木区議
と元気よく進んでいきたいと誓
いました。これからも青年部は
頑張っていきますので、皆様ご
指導ご鞭撻宜しくお願い致しま
す。
（青年部 部長 四分一 秀明）
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６月21日（日）
第5回 三町会合同防災訓練行われる。
弥生町南町会

５月17日（日）18日（月）

土湯温泉旅行

今年は土湯温泉・湯づくしの宿 山水荘でした。
いつもとは１ヵ月遅れての旅行会になりましたが、風
薫る５月、天候にも恵まれ７時30分出発。奥州白河の
南湖公園を散策、翠楽苑での食事、そして茶道体験、少々
足のしびれた方も ?
午後は裏磐梯の五色沼へ。天下の景勝地、いつもなが
らの賑わいでした。浄土平への予定は時間の関係で変更
になり、今宵の宿へ。夜の宴会でのイス席御膳は楽でし
た。その後のカラオケなど盛り沢山の一日は終わった。
翌朝、宿のマイクロバスで女沼へ。レンゲツツジが咲
き、安達太良・吾妻の山々が見渡せました。花見山公園
の花盛りは終わっていましたが野の花を沢山摘んで、嬉
しそうな佐々木区議夫人の顔が思い出されます。昼は那
須の森ビール園でのバイキング。ビールが美味しかった
ぁ ......。烏山では山あげ会館を見学。恒例の酒蔵見学、
試飲して帰途につきました。楽しい旅行でした。
（弥生町後援会 木下 整子・山内 矩子）

弥生町北町会
６月６日（土）

メロン狩り、
あじさい見物etc.

若芽会

７月９日（木）役員会・誕生会

天候が心配されるなか、仲町町会、弥生町南町会、北
町会の大勢の方々が参加して行われました。佐々木区議
の来賓挨拶から始まり、宮林防災部長の進行で、消防署・
消防団の指導のもと、３班に分かれAEDの使い方・胸骨
圧迫の応急救命・水消化器による初期消火・三角巾での
止血・応急手当の訓練などいずれも時間に余裕をもって
全員参加できたと思います。
続いて仲町町会、北町会のD級ポンプの放水操法と南
町会の区民消火隊による放水操法の披露があって充実し
た訓練が出来ました。
こうした訓練の機会において体験したことは、いざと
いう時に必ず役立つことと確信しています。
三町会合同の防災訓練は、毎年６月の第３日曜日に行
いますので、近隣おさそいの上、参加してください。い
つ起きるか知れない災害に備え、連携のとれるまちづく
りを目指していきたいと思います。

みよし会

６月25日（木）

昼食会

メディアホームにて定例会議を行い、次回ボウリング
大会の参加者中間報告などをしました。終了後、場所を
スナックエムズに移し、役員誕生会を開催。
佐々木区議夫妻、下村文科大臣、平秘書、松田都議が
お忙しい中を駆けつけてくださり、総勢17名。誕生祝に
あたる方々に奈良会長より記念品が贈呈されました。美
味しい料理と沢山のお酒で時間を忘れて大いに盛り上が
り、改めて若芽会の結束を誓いました。
次回第99回ボウリング大会（池袋・ロサボウル）は、
（弥生町北町会 板鼻 武夫） ８月23日（日）午後２時30分集合、３時スタートです。
沢山の豪華景品と美味しい料理にお酒飲み放題です。他
の後援会の方々の参加も大歓迎です。奮ってご参加くだ
（若芽会 野口 次郎）
さい。

夏のひざしが強く暑
７月18日（土）
い日でしたが、大きい
エビ３本のランチにつ
熱気あふれた
「へそ祭り」
られ蓮根へと出かけま
した。ゆったりとした
雰囲気の良いお店で、
美味しい食事に満足でした。
お忙しいところ佐々木区議も参加くださいましてあり
がとうございました。短い時間でしたが、有意義に過ご
（みよし会 藤田 ふみ子）
すことができました。

中板橋町会

日帰り旅行

７月８日（水）

毎年恒例の日帰り旅行は、前日の大雨よりは少し良い
曇天となり、スカイツリーと下町老舗の散策を佐々木区
議の参加をいただき高田中板橋町会長以下総勢43名の
応援団と共に楽しみました。
佐々木区議は初めてのスカイツリーということでした
が、眺望は足元がよく見えただけとの事で残念でした。
楽しみの昼食は、
「米久」のすき焼きで、皆さんに好
評でした。隅田川遊覧船、浅草観音、仲見世、スカイツ
リーと巡り、余裕のある行程で午後４時前に帰宅できま
した。
７月24日（金）

中 板 橋 商 店街（振）に よ る第20回
「へそ祭り」
は、
18日、
小雨の中、午後４時から街中を練り歩いた子供の
「へそ
踊り」
はかわいらしさで見物客から大好評。午後６時半
からは、坂本区長はじめ佐々木区議の来賓の前を坂本区
長の合図で、女性の
「ゆかた踊り」
を先頭にコミカルに跳
ね踊る
「へそ踊り」
が12連、大勢の踊り子による熱気あ
るお祭りでした。これは実行委員の企画、努力だと思い
（中板橋後援会 棕沢 正人）
ました。

少林寺拳法グループ

７月30日（木）

中板橋後援会役員会 開く

午後６時30分から役員会を中板橋「蒔田寿司」で佐々
木区議、棕沢後援会長以下 6 名の役員が参加して行いま
した。佐々木区議には、厳しい意見や優しい意見が出ま
したが、いずれも区議を心から応援している中板橋後援
会の声だと思って受け止めてほしいです。
総勢40名。北町会館前を８時出発。出発前は小雨だ
ったが好天に恵まれ、車窓からの富士山が真っ青な空の
もといつ見ても富士山は素晴らしいと感激しました。
途中ドライブインに寄り、鉾田のメロン狩り ( サング
リーン旭にて ) ではメロン食べ放題で 9 つも食べた人も
いたとか ...。保和苑のあじさい見学 ... 那河湊おさかな
市場 ... めんたいパーク ...。
バスはお土産をいっぱい乗せて帰路の常磐高速を走
る。車内ではビンゴゲームをやり大変盛り上がり今回の
旅行でなお一層、皆さんとの絆が強くなりました。
道路の渋滞もなく順調に無事弥生町に到着。事故もな
く参加の皆様のご協力ありがとうございました。

（弥生町後援会 深谷 由紀）

（中板橋後援会 山口

（㈱セブンフード専務）

木村隆彦さん

（後援会青年部元役員）

佐々木区議を祝う会

佐々木区議９期目の当選を祝う会を行った。（菅原 勉）

繁）

カナダ・アルバータ州より
表彰される。５月26日（火）
食肉配送卸業の木村隆彦さん
は、カナダのアルバータ州から
豚肉を長年に渡りコンスタント
に購入した事と国境を越えた人
と人との繋がりを大切にするビ
ジネスの姿勢により、カナダ・
アルバータ州政府より表彰され
ました。（写真はカナダ大使館にて）

参議院議員

たかがい恵美子
佐々木としたか後援会

特別顧問に就任。
佐々木としたか区議の９回目の当選、
おめでとうございます。弥生小の個人
演説会では、みな様とお合い出来、大変
嬉しく思いました。
この度、たかがい恵美子、貴会の特別
顧問にさせて頂きました。佐々木とした
かさんと力を合わせて頑張ります。宜し
くお願いいたします。
参議院議員 たかがい恵美子

