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2 月定例会

平成29年
第1回区議会 （2月15日〜3月23日・37日間）
提出議案

平成29年度 予算決まる!!
一般会計
特別会計

●平成28年度東京都板橋区一般会計補正予算（第5号）
●平成28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28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28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）
●東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例の
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
●職員の育児休業等に関する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
●東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区工場立地法準則条例の一部を改正する条例
●大谷口一丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関
する条例
●幼稚園教育職員の勤務時間、
休日、休暇等に関する条例の一部を改正
する条例
●東京都板橋区立小学校設置条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正
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
●訴訟上の和解について
●平成29年度東京都板橋区一般会計予算
●平成29年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算
●平成29年度東京都板橋区介護保険事業特別会計予算
●平成29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29年度東京都板橋区一般会計予算に対する修正動議
●東京都板橋区手数料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

2,069億0,000万円（2.1％増）

国民健康保険事業 700億6,000万円（0.1％減）
介護保険事業
401億5,400万円（6.7％増）
後期高齢者医療事業 110億2,800万円（3.8％増）
計

坂本 健 区長

未来をはぐくむ
あたたかいまち

3,281億4,200万円（2.2％増）

▼予算概要（抜粋）
▼

…1,140億1,035万円

●子育て安心……355億5,900万円

安心・安全で快適な緑のまち…235億1,160万円
●緑と環境共生……84億892万円

・自然回復事業
（348万円）
河川の生物調査・カラス・ハクビシン被害対策
・スマートシティ推進
（453万円）
先導的・先駆的プロジェクトの推進

・児童館事業運営
（1億1,370万円）
臨床心理士巡回指導・育児相談支援の充実をはかる。
●万全な備えの安心・安全……34億7,520万円
・児童相談所開設準備
（1,400万円）
・災害対策
（9,635万円）
旧板橋第三小学校跡地に開設予定。
基本計画・既存施設の解体設計。 折畳式ノーパンクリヤカーの配備・区民消火隊の強化
・細街路拡幅・指導
（2億5,855万円）
●魅力ある学び支援……175億7,155万円
拡幅整備・助成・測量等
・区立学校適正配置推進
（2,556万円）
板橋第九小と板橋第一小及び上板橋第二中と向原中の統合準備
●快適で魅力あるまち……116億2,747万円
・中央図書館改築
（5,600万円）
・まちづくり事業促進
（2億9,795万円）
平和公園へ新設する中央図書館の基本設計・実施設計等
大山駅周辺地で
（仮称）
魅力創造計画策定

●安心の福祉・介護……608億7,900万円

・障がい者福祉計画策定
（895万円）
第5期障がい者福祉計画を策定する
・生活保護扶助費
（353億8,000万円）
生活保護受給人員・世帯
（月18,568人・14,255世帯）

いきいきかがやく元気なまち…221億3,550万円

佐々木区議、
松田都議へ豊洲
移転の早期解決
を強く求め要望
活動を行う!!

平成29年1月〜3月間）

●豊かな健康長寿社会……187億9,400万円

・健康づくり21事業
（1,033万円）
いたばし健康プランの中間評価及び後期行動計画の策定
・いこいの家管理運営
（2億6,451万円）
14ヶ所運営うち9ヶ所改修する

・屋外案内標識デザインガイドライン策定
（1,550万円）
デザインガイドラインの検討

計画を推進する区政経営…50億4,597万円
・職員育成の充実
（2,369万円）
MOTENASHIプロジェクト・若手管理職支援プロジェクト等
・庁舎維持管理
（5億760万円）
本庁舎北館躯体等劣化詳細調査他

他、
行政ネットワークの充実・区民サービスシステム
開発・運用充実等に取り組む。

平成29年度一般会計歳出予算額・構成比

●心躍るスポーツ・文化……22億5,438万円

松田都議コメント
小池知事から豊洲市場は
「安全」
であるとの答弁を頂きま
した。一方、築地市場は震度６強で倒壊の恐れのある建物
が６棟あり、アスベストも使われているので、立替えは困
難となっております。
今後は、佐々木区議からの要望も受け、豊洲市場移転問
題特別委員会で
「安心」
を積み重ねることによって、知事に
安全な豊洲市場への早期移転を強く求めていきます。

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会機運熟成事業
（1,448万円）
オリンピック・パラリンピック展示事業・キャンプ誘致・スポーツポ
テンシャル測定会
・小豆沢スポーツ施設整備
（5億7,080万円）
武道館・庭球場解体・改修設計。
小豆沢公園再整備設計

自助努力に
取り組む人に、
よろこび、
やりがいを！

●光輝く板橋ブランド・産業活力……10億8,709万円
・産業活性化戦略
（9,741万円）
産業立地促進事業・板橋ベンチャーフォーラム・産業活性化推進会議
・農業の継承支援と農にふれる環境の充実
（3,639万円）
農業体験学校の開講準備他
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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 年第１回
区議会は︑ 日間の会期の中で︑平成
年度の最終補正予算や平成 年度の予算
他数多くの事案が処理され︑３月 日無
事終了をみることができました︒活発な
議論は元より︑緊張したもの︑議会の見
識を問われるもの︑時宜にかなったもの︑
また︑地域課題など多岐に渡り︑前向き︑
積極的な取り組みを感じ熱いものであっ
たと思います︒
それでは︑心に残ったいくつかをご紹
介します︒
その１つは︑元区職員の非違行為によ
る懲戒免職処分で争われた件で裁判所よ
り示された和解案を受け入れか否かの議
論であります︒
２つ目は︑旧板橋第三小学校跡地を活
用して区立初の児童相談所の設置であり
ます︒子どものいじめ︑虐待︑不登校︑
貧困等による諸課題に直接取り組むもの
であります︒
３つ目は︑中央図書館の平和公園へ移
転新設であります︒
４つ目は︑防災・震災等への取り組み
強化であり︑熊本地震の教訓を生かし︑
区の防災計画の見直し︑区民消火隊の育
成︑ゲリラ豪雨対策等々早急の取り組み
であります︒
５つ目は︑国民健康保険料の改定であ
ります︒
６つ目は︑公共施設の整備計画・管理・
活用等の見直しは︑人口減少・超高齢化・
社会構造の進化に合わせて行うこと︒
７つ目は︑高島平グランドデザインに
ついて︑賑わう・憩う・未来に繋ぐ地域
力が生かされるデザインが大切︒
その他に待機児童対策︑まちづくり︑
教育・文化等々脳裏を巡ります︒
大切なことは︑多々ありますが︑一番
重要かつ心砕かなければならないのが︑
財政ではないでしょうか？
区民︵国民︶の負担︵税金︶するお金
によって全てのことが動くのです︒ 年
度は７年ぶりの収支均衡予算でありまし
たが︑ 年度は残念ながら基金を取り崩
して編成した一般的に言われる赤字予算
となりました︒
区民の負担に思いを馳せ︑極力無駄を
排し︑区民に信頼の得られる収支均衡予
算をめざし︑努力しなければならないこ
とを痛感した第１回区議会でした︒

板橋区議会議員 佐々木としたか 談
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊
●平成 29年 第1回定例会 ■陳情

★「いたばしボローニャ
子ども絵本館」を併設し、
緑の中で育む感性、公園
と一体化した図書館
平和公園移転

中央図書館
基本構想

保育サービス定員

459名 以上増

①認可保育所5ヶ所新設
（305名以上）
②小規模保育所6ヶ所
（114名以上）
③事業所内保育所1ヶ所
（15名ほど）
④既存認可保育所増設
1ヶ所
（25名増）

農を継承する人材のすそ野
を広げるため、区民を対象
に基礎学習農園を整備し農
業体験学校の開校準備を進
める。
−スケジュール−
・平成29年度
基礎学習農園整備工事、教
材等作成、参加者公募
（20
名程度）
・平成30年度
農業体験学校開校
・場所 成増4丁目17番
約1,200㎡

・オリンピック・パラリ
ンピック関連の展示を通
じてトップアスリートと
触れあう教室や自分の運
動能力測定会を行う。

今後のスケジュール
①オリンピック・パラリン
ピック機運醸成展示
平成29年12月実施（予）
②タグラグビー教室
平成29年12月実施（予）
③スポーツポテンシャル
測定会
平成30年2月実施（予）

都市建設
文教児童

無 会派
無所属

・区有地の有効活用と更
なる整備そして待機児童
数の多い地区への整備で
解消を目指します。

・体験から本格的な農業
まで

オリンピック・パラ
リンピックの
機運醸成

区内障害者入所施設
（イクトスマイム）
に関する件
精神障害者も心身障害者医療費助成制度
（マル障）
の対象
とすることを求める件
子どもの国民健康保険料の独自軽減施策について検討す
ることを求める件
愛犬と一緒に板橋区立公園が利用出来るようにするため
の件
公園・公衆トイレを洋式にすることの件
板橋第九小学校の統廃合計画に関する件

民進党

新たな中央図書館
・建築規模 5,300 ㎡
・蔵書数 50 万冊前後

都市農業の新たな
担い手の育成

容

市 民
共産党

待機児童解消に
向けた
保育所整備

結果

中央図書館を
板橋区平和公園
移転

健康福祉

内

公明党
自民党

委員会

○採択 △継続× 不採択

△ △ △ △ △ △ △ △
△ × × △ △ △ △ △
× × × ◯ × × ◯ ×
△ △ △ △ △ △ △ △
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
× × × ◯ ◯ × ◯ ◯

・民進党、
無所属、
無会派については、
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）

意見書採択さる
◎軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの危険
性の周知と予防及び予後の相談可能な
窓口などの設置を求める意見書

人事案件

（議会同意必）

教育委員会委員
青木 義男（再任）

東武東上線大山駅付近立体化決定 !!
（東京都が事業主体となって新規に着工の準備に入る区間）

着工準備区間
都市計画素案説明会

平成29年

第2回区議会定例会日程
（6月5日〜6月21日 会期17日間）

6月
５日・６日 本会議
８日 企画総務／区民環境／健康福祉委
員会
９日 都市建設／文教児童委員会
15日 特別委員会
16日 特別委員会
21日 本会議
※5月23日、区議会臨時会があります。
正副議長・常任委員会の改選、特別委
員会は設置・建議
・名称・メンバー
の決定を行います。

自民党板橋区議団 視察報告

都市計画案説明会

視察日程 平成29年３月28日（火）〜３月29日（水）
視察場所 香川県香川郡直島町・愛媛県松山市

都市計画決定

3月28日（火） 香川県香川郡直島町
●ベネッセアートサイト直島事業について

都市計画事業認可

ベネッセハウスミュージアム・家プロジェクト・地中美術館視察

3月29日（水） 愛媛県松山市
●アーバンデザインセンター松山について

● 1 日目の視察は、瀬戸内海に浮かぶ小さ
な直島を
「丸ごとアート」
をコンセプトに日
本の伝統・文化・芸術等が見事に生きづい
ていました。特に安藤忠雄設計の地中美術
館は圧巻でした。
● 2 日目は、松山市の中心市街地再開発に
アーバンデザインセンターを活用した取り
組みを視察しました。様々な発見、学ぶも
のがあり、板橋のまちづくりに大変勉強に
なりました。

佐々木としたか君（公式行事）平成29年1月〜3月の活動記録

15日 板橋消防団始式
板橋区肢体不自由者父母の会新年会
中板橋4団体合同新年会
板橋消防団第3分団新年会
板橋消防団第5分団新年会
16日 自民党区議団会議
１月
17日 ハッピーロード・遊座大山商店街
合同新年会
5日 板橋区新年賀詞交換会
6日 町連仲町支部・青健・エコポリ合同新年会 18日 大山西町新年会
板橋麹組合新年会
7日 七草粥の会
19日 板橋区視覚障がい者福祉協会新年会
9日 成人式
南弥生クラブ新年会
11日 浴場組合新年会
20日 板橋区財産評価審議会
14日 弥生町南町会新年会
大山町会新年会
板橋区歯科医師会新年会

事業完了

︵現在 ↑ およそ ３〜４ 年 ↓↑ およそ 年

立体交差事業
の今後の流れ
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大山駅付近の現況
●大山駅と重点踏切5ヶ所
●補助26号線の整備
●防災都市づくり推進計画
（都）
の

重点整備地域

※大山駅周辺まちづくり・東武東
上線立体化促進議員協議会、板
橋区、地元選出都議会議員の連
携した活動が実る。

21日 板橋区医師会新年会
17日 企画総務委員会
16日 予算委員会
（29年度総括質問）
板橋区クリーニング連盟新年会
20日 板橋ワールドアスリート育成支援会 17日 区立上板橋第一中学校卒業式
22日 板橋区鍼灸・マッサージ師会新年会 24日 スポーツ・健康調査特別委員会
21日 予算委員会
25日 板橋区ローラースケート連盟50周年
（29年度総括質問・表決）
２月
28日 予算委員会
（28年度補正総括・表決） 23日 議案説明会
1日 29年度予算説明会
（自民）
本会議
３月
3日 仲町町会新年会
24日 区立弥生小学校卒業式
4日 都柔道整復師会新年会
2日 議案説明会
自民党
7日 板橋区土地開発公社評議員会
本会議
板橋総支部総会
8日 板橋区食品衛生協会新年会
6日 企画総務委員会
28日〜29日
9日 議案説明会
7日 本会議
自民党
政務活動費あり方検討会
8日 企画総務委員会
板橋区議団視察
15日 本会議
12日 板橋区総合防災訓練
16日 板橋区料理飲食業組合新年会
15日 予算委員会
（29年度総括質問）

佐々木としたか後援会だより No.110 2017（平成29）年4月28日発行／佐々木としたか後援会・丸山 茂

本年の「新春の集い」は、祝日連
休にも拘らずご来賓はじめ後援会、
ご支持の皆さまに多数ご参加いただ
き、盛大に行うことができましたこと、心
から御礼申し上げます。
懇親会では、演歌歌手のショーや役員の
協力による
「お楽しみ抽選会」
等の催しも行
われ盛り上がりました。これも偏に後援会
役員の皆さまのご協力・ご支援があればこ
そと感謝申し上げます。これからも努力、
精進してまいりますので、皆さまには変わ
らないご指導・ご鞭撻をお願い申し上げ、
御礼の言葉といたします。
後援会 会長 棕沢 正人
本年も後援会の二大行事の一つ
「区政報告 & 新春の集い」は、実行
委員、地域後援会々長をはじめ後援
者の皆さまのご協力でいつもとかわらない多
数のご出席を頂きましたこと、深く感謝して
います。
会場では美酒と美味しい料理を楽しみ和気
藹々。締めの青年部一同の勢いある「ガンバ
ローコール」は佐々木区議をはじめ来場者皆
さまのご健勝と今年行われる、東京都議会議
員 松田やすまさ議員の選挙の必勝を願って
の熱気あふれる集いとなりました。地区単位
で小さくまとまりがちな歓談の輪が後援会全
体の大きな輪となり相互交流、強い連帯感が
生まれ、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。
実行委員長 木村 隆彦（後援会 幹事長）
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連合後援会活動日誌
（29年１月〜３月）

●１月
11日 定例執行部会
●２月
1日 定例執行部会
11日 佐々木としたか
「区政報告＆
新春の集い」
開催
21日 定例執行部会
「区政報告＆
新春の集い」
反省会
●３月
17日 ゴルフ同好会
18日 青年部
「区政報告＆
新春の集い」
反省会
21日 定例執行部会

青年部「新春の集い」反省会を兼ねて懇親会
平成29年３月18日
（土） 於：木村幹事長宅

新春の集いの反省会を兼ねた懇親会には、
公務ご多忙の中、松田やすまさ都議、佐々
木としたか区議にもご参加頂き感謝の気持
ちでいっぱいです。
また私、現青年部長から歴代４名の青年部長が勢揃いし、歴史の重みを感じ
ると同時に身の引き締まる思いでした。
そして皆、板橋が大好きだからこその真剣な議論が飛び交いました。夢を語
り合い、腹の底から笑い合える唯一無二の仲間であることを再確認できた事は
言うまでもありません。
この会を通じ多くの学びがあり、大変嬉しく思います。またそれを今後の青
年部の展開に役立てていく決意でありますので、今後もよろしくお願い申し上
げます。
青年部 部長 丸山 和宏

平成29年度
佐々木としたか後援会

大旅行会 日程決まる！

平成29年11月19日（日）
・20日（月）
詳細は、
次号でお知らせいたします。

本部関係会議開く

於：中板橋会館

平成29年
１月11日（水）

定例執行部会
２月１日（水）

定例執行部会
「区政報告＆新春の集い」
開催について細部の打合せ
を行ないました。

２月21日（火）

定例執行部会・
「新春の集い」反省会
今年は若い人達の参加が
多かったとの声、前途洋々
頼もしい限りです。

３月21日（火）

定例執行部会

佐々木としたか後援会だより No.110 2017（平成29）年4月28日発行

板橋モラロジー事務所

若芽会
２月５日（日） 初詣

山梨「雲峰寺」石和温泉
日帰りバス旅行

中板橋後援会

中板橋4団体合同新年会 開催

１月15日（日）

２月８日（水）

今年は山梨県にある雲峰寺を参拝して石和温泉ホテル
千石で新年会を行いました。
後援会活動は地域の絆
下村博文先生の秘書・金澤陽貴さんにも参加して頂き
中板橋 4 団体合同新年会にあたり、
91名大型バス２台に分乗しました。今回は車輛長を近藤
地域への思いを新たにいたしました。
佑太さん、髙橋稔さん、副車輛長を髙橋慎吾さん、鈴木
佐々木としたか区議の活動を支援する中板橋後援会は 政行さんの若手に仕切って頂きました。車中では、恒例
単なる集団ではなく、支援活動をとおして人間関係を深 の藤生桂凰先生の気学講義を伺い、ビンゴゲームで盛り
めるアットホーム的な地域活動です。
上がり楽しく過ごすことが出来ました。
住民の暮らしの不安をなくすには、一人ひとりの協力
青空が広がる中、到着した雲峰寺には、他に観光客は
が不可欠ですが、それには仕事や家事、育児など余裕な いなくてひっそりとした境内でした。ご住職自ら寺につ
い私たちは、信頼する区議会議員の佐々木としたかさん いて話してくださいました。
を代弁者とする知恵をもっています。
参拝後は、石和温泉ホテル千石で新年大宴会、山梨の
地域のことを考え問題解決に親身に相談にのってくれ 地元郷土料理に舌鼓を打ちました。パワースポットでパ
る議員の活動に協力するのが、坂本板橋区長の掲げる東 ワーをもらい、温泉で疲れをいやし、カラオケ大会で大
京で一番住みたい街、板橋区づくりにも繋がります。
いに盛り上がりました。
これからも後援会の皆様と佐々木区議と共に明るい地
末筆となりましたが、ご参加の皆様、ご厚志、ご協力
域社会づくりを推進して參りますので、よろしくご協力 いただいた皆様そして車輛長、副車輛長、役員の皆様に
（中板橋後援会 髙田 修） 心より御礼申し上げます。
（若芽会 会長 野口 次郎）
をお願いいたします。

弥生町後援会
１月28日（土）

新春の集い 開く

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

いたかんネット
３月17日（金）

懇親会 開催

年度末の締めくくりと理事たちの
慰労を兼ねて、いたかんネット懇親
会が大山「楼蘭」にて開催されました。
佐々木区議やこの１年いたかんネットがお世話になっ
た方々にお集まりいただいて、和やかに進められました。
一人ひとりが自己紹介やこれまでにやってきたこと、
これからやりたいこと等をお話しされました。
それを聞いてお互いに良い刺激となり、また来期もマ
ンションに生活する人のためにガンバってみようかな、
と思いを新たにいたしました。
会長

成島 圭子）

板橋区三療師連合会
３月26日（日）佐々木区議と春の交流会
高齢化社会において「はり灸マッサージ師」
はどのように関わっていけばよいのか、会員
の中で介護予防の勉強会を立ち上げたりして
模索しています。
三療師連合会は、板橋区の「はり、きゅう、マッサージ・
指圧施術割引券制度」を取扱い、介護予防の一環を担っ
ています。これは、65〜74才の国保の方、75才以上の
後期高齢医療保険の方が利用できます。
佐々木区議から大変有意義なアドバイスをいただきま
した。このような交流会を、
また、開きたいと思います。

（板橋区三療師連合会 会長
佐々木 邦男）

追悼

お 願 い

平成29年５月

佐々木区議は初当選以来、
同事務所の維持会員として
ご指導を頂いてきました。
この度、同事務所の50周年を迎えるにあたり、千葉県柏
市にあります
（公財）
モラロジー研究所の廣池幹堂理事長
へ報告・ご挨拶に同行してきました。 （談 出村 昭）

（いたかんネット

新年酉年の佳き日に、 仲町ふれあいセンター 4 階レ
クリエーションホールにて新春の集いを開催しました。
ご来賓に、坂本健区長、下村博文自民党幹事長代行、
松田やすまさ都議、佐々木としたか区議夫妻をお迎えし、
皆様からご祝辞をいただきました。ありがとうございま
した。
また、今年は松田都議の
2期目の選挙が7月2日に行
われますので、松田都議の
決意の言葉に会場から一段
と大きな拍手が沸き起こり
ました。
新春の集いが今年も和気
藹々と行うことができまし
（弥生町後援会 森 繁）
たこと、
心より御礼申し上げます。

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29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。

開設50周年を迎える

佐々木としたか後援会事務所
運営収支報告書

（平成28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

1,361,000 円
380,000 円
4,292,920 円
6,033,920 円

田中才介さんとは、春風会
（旅行）
、大天狗釣狂
会
（釣り）
、囃子保存会など50年来の付き合いでありました。
一番の思い出は、神輿と山車を造ろうと言い出したことである。
そして半
年かけて大人神輿と屋台を造ったことである。自画自賛の手造り神輿と押屋
台はこれからも祭囃子の中を巡行することだろう。
偲ぶ会は参加者54名。佐々木区議の弔辞で開演。思い出話に花が咲きました。
人、様々、話は尽きない。平成28年8月10日逝去 享年87
（大谷口囃子保存会 会長 大野 鎮男）

参議院議員

石田まさひろ
看護師・保健師

（支出の部）
1）事務所運営費
2）後援会・政治活動費

1,796,457 円
4,237,463 円

（各種会合、レポート発行、区政調査活動、その他）

合

田中才介さんを偲ぶ会（大谷口）

計

6,033.920 円

上記報告申し上げます。

3月23日（木）はなの舞大山店での
板橋区介護サービス全事業所連絡会
の集まりに出席しました。この集ま
りは、今年の総会記念講演講師の参
議院議員石田まさひろさんとの打ち
合わせ懇親会です。ケアマネージャ
ー、訪問介護・看護、ディサービス

などの職員に、東京都看護連盟の方
も加わり、国や板橋の介護を良くす
るための意見交換で盛り上がりまし
た。5月19日（金）の総会が楽しみで
（奈良 延夫）
す。

