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平成29年 第 1 回区議会

臨時会 （５月23日・１日間）
報告案件
●議長・副議長他議会人事の決定
●特別委員会の設置・構成の決定
●監査委員の選任同意
●農業委員会委員の推薦他決定

平成29年 第 2 回区議会

6月定例会（６月５日〜６月21日
・17日間）

平成29年6月定例会

提出議案

区政への一般質問に立つ

●専決処分の承認を求めることについて
●水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条
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
●東京都板橋区特別区税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
●東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区保育所等の保育費用に関する条例の一部を改正する
条例
●東京都板橋区改良住宅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
●東京都板橋区印鑑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

産業復興政策について
区内中小企業の振興・育成が大切。
平成30年度予算で集中的に
投資すべきである。

小池都知事の政治姿勢を問う

平成29年

第３回区議会９月定例会日程
９月21日〜10月26日 会期36日間
９月 ●
21日
22日
26日
27日

本会議［第1日］
本会議［第2日］
企画総務／区民環境／健康福祉委員会
都市建設／文教児童委員会

10月 ●
3日
4日
11日
12日
13日
19日
20日
23日
26日

特別委員会
特別委員会
本会議
決算分科会
（企画総務・区民環境・健康福祉）
決算分科会
（都市建設・文教児童）
決算総括質問［第1日］
決算総括質問［第2日］
決算総括質問［第3日］
本会議

区の入札制度への直接的な影響は無い
ものと考える。今後、入札契約制度改
革の検証結果を注視していく。

暴力団対策の強化を求める
区立保育園に近接して暴力団組事務所の存在
が確認される事態があり、対策強化と条例の
見直しを検討して欲しい。

警察と区および区民の担うべき項目について
協議し、必要に応じた見直しを行う。

教育環境の充実を求める
区立小学校の天然芝生化の
促進を求める
（弥生小学校を見本に）

学校だけでは維持管理が難しく、地域の理解
と協力が不可欠。条件が整う学校から積極的
に進めていく。

道徳教育の教科化に対する
取り組み、教師の育成計画は ?

各学校の道徳教育推進教師を中心に
「考え、
議論する授業」を推進していく。

教 育 長 答 弁

正・副議長他 委員会構成・役職が決まりました。
佐々木としたか区議は、常任委員会：都市建設
委員会委員、特別委員会：東武東上線連続立体化・
沿線安全対策調査特別委員会委員となりました。
また、既に受けている政務活動費あり方検討会
会長他については、区民の声を聞きながらしっか
り取り組んで参ります。
議長に大野はるひこ氏（自民）
、副議長になんば
英一氏（公明）を選出。

問

（5月23日・1日間）

都入札契約制度改革の見直しと
板橋区への影響は ?

ロードマップ（進行計画）に対する
遅れが懸念される。

区 長 答 弁

2020 東京オリンピック・パラリンピック開催
に向けた取組・準備が遅滞している。
質

第1回区議会臨時会報告

板橋区は製造品出荷額は 23 区で 1 位であり、
区内中小企業の強みに磨きをかけていく。

※その他に財政に関する質問を行う。

都市建設委員会視察報告
視察日 平成 29 年７月４日
（火）
・５日
（水）
視察地 京都府宇治市・京都市
視察項目
１日目●宇治市「宇治市景観計画について」
２日目●京都市「都市計画マスタープラン」
「京都・新自転車計画」

宇治市にある世界遺産（平等院鳳凰堂・
宇治上神社）を中心に悠久の歴史と自然が
調和した景観計画は大変勉強になりました。
また、2 日目の京都市の視察では、自転車対策への取り組
みが驚くほど積極的であり、板橋区の自転車対策に参考とな
りました。
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊

△ △ △ ◯ △ △ △ △

第1項

× × × × × × × ×
△ △ △ △ △ △ △ ×

都市建設

企画総務委員会報告をする
佐々木としたか委員長

新中央図書館の
「いたばしギャラリー」
を撤回し教育科学
館の研修室・教材制作室を同様の施設として開放すること
を求める件
板橋区議会における陳情の審議に陳情者が希望すれば陳
議会運営 情者の発言を認めること等を求める件
議会報告会での質疑応答方法の是正を求める件

意見書
採択さる

日
時：６月 18 日（日）
場
所：弥生小学校 ピロティー、体育館
訓練内容：AED 使用・簡易トイレ組立・炊き出し用大釜組立訓練
協力団体：板橋消防署・板橋消防団（第 3・第５分団）
区民消火隊・防災リーダー

11日
26日
28日
29日

13日
17日
18日
19日
21日

自民党区議団会議
第4回板橋区議会報告会
仲町町会総会
板橋区青健・エコポリス環境
合同総会・懇親会
リールドアスリート育成支援会総会
企画総務委員会
板老連第3支部総会
介護全事業所連絡会総会
中板橋友愛クラブ総会

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

◎ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を
求める意見書
◎児童相談所運営における専門的人材と
財政支援の充実を求める意見書

人事案件決まる
監査委員

農業委員会委員

茂野善之、荒川なお

石井 努、吉田豊明

人権擁護委員候補者の推薦

自民党区議団政調会が中心となり、平成30年度の
予算・区政に対する要望聴き取り調査が活発に行われ
ました。寄せられた要望実現に向け、努力してまいり
ます。

8日
10日
11日
12日

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
△ △ △ ◯ △ △ △ △
△ △ △ ◯ △ △ ◯ △

・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）

日時／7月10日〜11日 2日間行う
場所／自民党板橋総支部 参加団体／31団体

板橋モラロジー事務所50周年
弥生小学校入学式
上板橋第一中学校入学式
土地開発公社・土地評価審議会
板橋区浴場組合総会
企画総務委員会
南弥生クラブ総会
ワールドアスリート育成支援会
役員会
中板橋町会総会総

第1項

第2項
文教児童 福島の子どものいじめ調査結果の公表と「福島人権教育」
の実施を求める件

各種団体区政要望調査会
開催さる。

2日
6日
7日
10日

成増小学校の付近に西武バスの停留所の設置を求める件

保育政策についての件

自民党区議団

５月

第2項
大山駅西築の都市計画に関する件
板橋区保育ガイドライン策定についての件

茂野善之議会報告会実行委員長より、報告会開催の主旨について
説明が行われた。
その後、杉田ひろし議長より集まっていただいた方々に謝辞と報
告会の意義が述べられました。
続いて委員会報告に入り、平成29年度予算審査特別委員会・企
画総務・区民環境・健康福祉・都市建設・文教児童・議会運営委
員会報告があり、今回より質問用紙による回答方法が行われ、活発
な報告会となりました。

無会派
無所属
民進党
市 民
共産党

企画総務 の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」への個人番号記
載の中止を求める件
不法投棄に関する件

日時／5月10日
（水）
18：30〜20：30
場所／グリーンホール1階ホール 参加者／112名

４月

容

2017年度
「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税額

第4回板橋区議会報告会 開催さる。

佐々木としたか君
（公式行事）
平成29年4月〜7月の活動記録

結果

内

委員会

○…採択△…継続×…不採択
公明党
自民党

●平成29年 第2回定例会 ■陳情

安藤建治、今野一江、露久保利子、向谷地智子

コメント 一年前の熊本地震は、改めて自然災害の凄まじ
さを私達に教えてくれました。東京で実際に起きたことを
想定して訓練を行いました。参加者が例年になく真剣に取
り組んでいる姿が印象に残り、地域（近所）の助け合いの
重要性を痛感した訓練となりました。... お疲れさまでした。
23日 本会議
東上線大山駅付近立体化促進協議会
25日 中華組合総会
下頭橋通り共栄会総会
27日 中板橋高砂会総会
板橋区スキー協会総会
28日 板橋区消防団操法大会
29日 議案説明会
31日 中板橋商店街総会

６月

2日 日本善行会板橋支部総会
5日 本会議

6日
9日
12日
15日
18日
21日
23日
23日

７月

本会議
都市建設委員会
食品衛生協会総会
東武東上線立体化・沿線安全
調査特別委員会
弥生南北・仲町三町会合同防災訓練
板橋マンション管理ネットワーク総会
本会議
板橋区防衛協会総会
東京都看護連盟総会

3日 板橋区視覚障がい者福祉協会60周年

4日〜5日 都市建設委員会視察
7日 東上線大山駅付近立体化促進
協議会
9日 マイマチ上板夏まつり
28日 東上線大山駅付近立体化促進
協議会設立大会
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平成29年度 佐々木としたか後援会 大旅行会

地ビールとたくみの里、
水上温泉で紅葉景色を楽しみながら

ゆっくりと過ごす２日間のバスツアー
■日
■宿

時
泊

平成29年11月19日（日）〜20日（月）

水上温泉 源泉湯の宿 松乃井
■参加費 28,000円（お一人）
※ご参加の方は健康保険証を必ずご持参下さい。

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
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174

連合後援会活動日誌
（29年４月〜７月）

●４月
18日
●５月
10日
16日
●６月
3日
20日

定例執行部会
旅行実行委員会
定例執行部会
青年部会合
定例執行部会

●７月
4日〜5日
旅行実行委員会下見
18日 定例執行部会
20日 旅行実行委員会

於：中板会館

４月18日（火）定例執行部会

今年度第１回執行部会が開かれました。

５月10日（水）旅行実行委員会
５月16日（火）

定例執行部会
６月20日（火）

定例執行部会

都議選に向けての
取り組みが語られました。

７月４日（火）
・５日（水）

旅行実行委員会下見
７月18日（火）定例執行部会
７月20日（木）旅行実行委員会。
。（企画広報部 部長 丸山 茂）

旅行下見報告（ 7月４日（火）〜５日（水））

111

0065

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。

本部関係会議 開く

今年の後援会大旅行は、水上温泉「源泉湯の宿 松乃井」と決まり、ラッキートラベル様の
ご厚意によりまして、棕沢会長、木村幹事長、奈良事務所長、細田、高原、藤田、栗原、結束、
若井の 9 名にて、下見に行ってきました。
下見の期間中は雲り空で、一時雨が降りましたが、暑くもなく過ごしやすい 2 日間でした。
今回も昨年の房総への旅行と同様に近くて、時間に余裕のある観光計画を立てております。ま
た、料理においても、皆様にご満足の頂けるものを準備しております。
第一日目に寄った、
「原田農園」での昼食を取りやめ、
「びーどろパーク」でガラス細工体
験や昼食を召し上がっていただく計画へと変更いたしました。体験以外に、料理が良いのと、
昼食会場を貸切にできる等の理由によりゆったり観光いただけることが、最大の理由です。そ
して、
「谷川岳 天神平ロープウェイ」では、
燃えるような紅葉景色をご覧いただけることでしょう。
宿泊施設「松乃井」様の温泉は旅の疲れを癒してくれ、夕食はこれまた満足いただける内
容となっており、同行の女性の方からもご満足をいただけたものでした。
第二日目では、山岳道路を走る観光地と致しましたが、右に左にと体が落ち着かず疲れてしまうために取
りやめ、
「たくみの里」でゆったりと過ごす計画へと変更いたしました。時間を十分にとることで、地産の野
菜や産地製品のお店での買い物に必ずやご満足いただけるものと感じました。
帰路での昼食は、みなさん、期待をしてください。ボリューム、味、品数、どれもご満足をいただける料
理となっており、今回の旅行も皆様にご満足をいただき、思い出に残る旅行と必ずやなる事、間違いありま
せん。
我々実行委員は、ご参加いただきました皆様がご満足いただます様、最善を尽くしてまいります。より多
くの皆様のご参加を、心よりお待ち致しております。最後に、ラッキートラベルの皆様、大変お世話になり

青年部主催

懇親会&松田やすまさ都議の決起大会
平成29年6月3日（土）

皆様こんにちは。佐々木としたか後援会 青年部 の
丸山 和宏です。6 月 3 日土曜日に青年部主催の懇
親会 & 松田やすまさ都議の決起大会を行いました。
ご多忙の中、木村幹事長、高原事務局長、松田
やすまさ都議、佐々木としたか区議にもご参加いた
だき、若手を中心に総勢 25 名が集まりました。今
回は初参加の方々も大勢いて、自己紹介をしながら
お酒を酌み交わし、交流の輪を広げる事ができまし
た。また会場の和唐様の店主による、年代物の紹興酒の石膏でできた蓋を開けるアトラクション
にも注目が集まり、盛り上がりに拍車をかけました。
都議選に向けて、ニューフェイスと共に結束が高める事ができましたので、
今後も青年部をよろしくお願い申し上げます。
青年部 丸山和宏

定例執行部会・役員会にて
都議会選挙の慰労会を開催
平成29年7月18日（火）

激しく厳しい都議会議員選挙、結果は悔しく残
念な思いを残して終わりましたが、松田さんを囲み、
次回を目指す意気に燃えた会となりました。
事務局長 高原克浩
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弥生町後援会
7月14日（金）

弥生南旅行会

4月23日（日）〜24日（月）

湯田中温泉

今回の旅行は早春の信濃路へ。妙義山麓さくらの里で
は山桜と新緑の美しさにほれぼれとする。ヤシオツツジ
も色を添えていました。志賀草津道路では冬季閉鎖が解
除された開通直後とあって雪の回廊を快適に走る。山田
峠では眼下に芳ヶ平が見渡せた。横手山ドライブインか
らは北アルプスの大パノラマ、快晴とあってそれは見事
な眺めでした。志賀高原を下り、今宵の宿・ホテル椿野
へ。宴会はいつもながらの和気あいあいのうちに始まり
そして夜のとばりが下りる。
翌日は先ず善光寺へ。多くの善男善女が参詣に訪れて
いました。そして戸隠中社へ、標高が上がるにつれて戸
隠の山並みが眼前に迫る。背後には後立山連峰が屏風の
如く立ちはだかる。一茶の句「信濃では月と仏とおらが
そば」さながらに名物戸隠そば・ぼっち盛で舌鼓。
終わりは上田城の見学、
昨年は NHK 大河ドラマ「真田丸」
で賑わったが今はうそのように静かであった。2 日間好
天に恵まれ心満たされた旅でした。

いたかんネット

役員会開催

7月17日（月）

勉強会開催

板橋区内の良質なマンションの推進に関する条例案
久々に 7 月14日、佐々木としたか弥生町後援会の役
（仮称）の概要について勉強会を開催。佐々木としたか
員会が開かれました。
年が明けてからは、役員の方々はそれぞれ色々な会の 区議にも参加していただき、活発な意見交換、議論があ
新年会に、総会にと出席しなければならない都合により、 り、盛り上がった会となりました。
（いたかんネット 豊田芳夫）
また 6 月からは都議選で松田候補者の後援会こぞっての
応援と、なかなか集まる機会がない中やっと開くことが
出来ました。
旅行委員からは秋の佐々木としたか大旅行会の発表が
あり、そして弥生町後援会恒例の納涼バーベキュー大会
打合せを早々に切り上げ、お待ちかね暑気払いへと移り
ました。
今回の都議選で本当に残念なこととなりました松田前
板橋浴場支部
都議も駆けつけ、久し振りに弥生町後援会役員会、賑や
7月13日（木） 意見交換会 開催
かなひと時を過ごしました。松田前都議からは、選挙戦
7 月13日（木）
、板橋浴場支部では、今年の総会で役員
での後援会こぞっての応援に対するお礼と次回は必ず雪
辱を果たしますという力強いご挨拶をいただきました。 が一新されました。そこで、日頃交流を深めている佐々
松田さんは車で駆けつけていただいたため、お酒は飲む 木区議と新役員との懇談会を開催し、浴場の未来・展望
ことが出来ず女性部手づくりの料理を美味しそうに食べ について有意義な意見交換会を行いました。
（板橋浴場支部 高田勇吾）
ていただいている姿を見て、我々もほっとしました。
（弥生町後援会 河野雅行）

（弥生町後援会 丸山 茂）

都議会議員選挙を振り返って !!

７月２日執行の東京都議会議員選挙結果報告
若芽会

4月23日（日）

第104回 若芽会ボーリング大会

若芽会

7月14日（金）

若芽会役員会・誕生会開く

4 月23日
（日）
、若芽会恒例
のボーリング大会が池袋ロサ
会館にて開催されました。
60 名に及ぶ多くの方々に
参加していただき熱戦が繰り
広げられ、歓喜に満ちあふれ
た大会となり、見事、役員の
村上實子さんが 382 点（ハ
ンデ込）で優勝し、無事終了
しました。
ゲーム終了後、大馬鹿地蔵に場所を移し、来賓の佐々
木さん、表彰式、懇親会では歌手の神戸たかしさん、北
原いづみさんにプレゼンターをしていただき、華やかで
盛大な宴になりました。ご参加していただきました皆様、
お手伝いをしていただきました役員関係者の方々、本当
にありがとうございました。

7 月 14 日（金）
、
メディアホームにて定例会議を行い、
旅行委員より報告、次回ボーリング大会の中間報告、都
議選の報告などを致しました。
佐々木さんご夫妻もお忙しい中かけ付けていただき、
総勢 12 名で誕生のお祝いをして、若芽会より記念品の
贈呈を致しました。美味しいた
くさんの料理とお酒で気持ちよ
くカラオケを歌い、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、105 回ボーリング大会（池袋ロサボウル）は、
8 月 20 日（日）午後 2 時 30 分集合、
3 時スタートです。
2 ゲーム終了後、表彰式懇親会を行います。他の後援会
のご参加大歓迎です。フルってご参加ください。お申込
みはお近くの若芽会役員まで。

（若芽会 野口 次郎）

（若芽会 野口 次郎）

結果

氏名

党派名

当

木下ふみこ

都民ファーストの会

得票数（票）
39,230

当

たちばな正剛

公明党

38,351

当

平けいしょう

都民ファーストの会

36,732

当

とくとめ道信

共産党

31,396

当

宮瀬英治

民進党

28,003

松田やすまさ

自由民主党

27,521

河野ゆうき

自由民主党

23,383

松田やすまさ氏 コメント

佐々木選対委員長を先頭に最高の選対を組ん
でいただきましたが力及ばず、
応援してくださっ
た皆様には申し訳ない気持ちでいっぱいです。
４年後の再挑戦に向けて今後とも地域のため
に一所懸命活動して参りますので、
皆様のご指導
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
佐々木区議 コメント

皆様のお気持ちをしっかり受け止め、
更なる精
進に努めてまいります。

