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平成30年 第1回区議会

残暑お見舞い

臨時会 （5月22日・1日間）
報告案件

申し上げます

●常任委員の選任
●議会運営委員の選任
●特別委員の選任
●監査委員選任の同意

平成30年 第 2 回区議会

6月定例会（6月4日～6月20日
・17日間）

平成30年 盛夏

平成30 年6月定例会

提出議案

●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
●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
●職員の給与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
●東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区旅館業法施行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
定める条例の一部を改正
●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事業者、
指定居宅介護支援事業
者及び指定地域密着型
●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
●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
●板橋区道の廃止について
●板橋区立板橋第十小学校改築工事請負契約
●板橋区立小豆沢体育館プール棟増築工事請負契約の一部変更について
●板橋区立小豆沢体育館プール棟増築電気設備工事請負契約の一部変更
について
●板橋区立小豆沢体育館プール棟増築給排水衛生ガス設備工事請負契約
の一部変更について
●板橋区立小豆沢体育館プール棟増築空気調和設備工事請負契約の一部
変更について
●板橋区立美術館大規模改修工事請負契約
●板橋区立美術館大規模改修機械設備工事請負契約

平成30年4月〜7月 間）

区政への一般質問に立つ
（坂本区政へ積極的な政策提言を行う）
※抜粋

質問

佐々木としたか区議

坂本区長

答弁

第1回区議会臨時会報告

（5月22日・1日間）
常任委員会・議会運営委員会及び特別委員会委員の辞
任に伴い、新しい委員会構成が決まりました。
佐々木としたか区議は、常任委員会では区民環境委員、
特別委員会では、引き続き東武東上線連続立体化・沿線
安全対策調査特別委員となりました。
また、附属機関（議会選出）では、
住宅対策審議会委員に
選出されました。区民の声をしっかり聞きながら取り組ん
でまいります。

平成30年

第３回区議会９月定例会日程
9月25日～10月30日 会期36日間

９月●

13日（木）（告示）
25日
（火）
・26日
（水） 本会議
27日
（木） 企画総務・区民環境・健康福祉委員会
28日
（金） 都市建設・文教児童委員会

10月●

4日
（木） 東武東上線連続立体化・沿線安全対策調査特別委員会
			
地域包括ケアシステム調査特別委員会
5日
（金） 危機管理対策調査特別委員会
		 こどもの貧困対策調査特別委員会
16日
（火） 本会議
17日
（水） 企画総務・区民環境・健康福祉分科会
18日
（木） 都市建設・文教児童分科会
24日
（水）
・25日
（木）
・26日
（金） 決算総括委員会
30日
（火） 本会議

答弁
中川教育長
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請願・陳情アラカルト ＊各党（会派）の対応＊
●平成30年度 第2回定例会 ■陳情
委員会

区民環境委員会視察報告

自民党板橋区議団 視察報告

視察日 平成30年7月12日
（木）
～13日
（金）
視察地 石川県金沢市・富山県富山市

●１日目

金沢市「学生のまち・金沢の推進について」
学生のまち・金沢の推進につ
いては、金沢まちづくり学生会
議を始め、サロンや会議室、ホ
ール等々を備えた「金沢学生の
まち市民交流会館」を開設し、自主的な学生の活動
を支援する市の取り組みは大変勉強になりました。

釧路市観光国際交流センター／釧路フィッシャーマンズ
ワーフ M00 ／釧路市権利擁護成年後見センター
釧路市権利擁護成年後見セン
ターの取り組み内容は勉強になり
ました。特に市民後見人育成につ
いては先進的取組事例として研究
をしていきたい。

●２日目

●２日目

富山市「セーフ＆環境スマートモデル街区の整備について」
セーフ＆環境スマートモデル街区については、学校
跡地を環境に配慮したスマ
ートシティ構想を民間企業
にプロポーザル提案してい
ただき、採用企業に土地を
売却してのスマート街区づ
くりは、今後のま
ちづくりに参考に
なりました。

釧路市役所 生活保護受給者自立支援プログラム
生活保護受給者自立支援プログラムについて、抱
える課題は同種であるが、広域
的な連携を通して対策を講じて
いるシステムは参考にしたいと考
えています。

第5回板橋区議会報告会 開催
～身近な議会を目指して～

●視察評

商店街の新しい形となるのか！今後

◎日 時 5月11日
（金）
18：30～20：30
◎場 所 グリーンホール1階ホール
◎参加者 110名

佐々木としたか君
（公式行事）平成30年 4 月〜7月 の活動記録

6日 弥生小学校入学式
9日 上板橋第一中学校入学式
10日 板橋区浴場組合総会
12日 板橋区歯科医師会懇談会
19日･20日
都市建設委員会
22日 江戸消防記念会 第十区60周年
23日 ワールドアスリート育成支援会

５月
7日
8日
11日
14日

△ △ △ ○ △ △ △ △

板橋区手話言語条例（仮称）制定に関する陳情

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あいキッズのおやつ（補食）提供時間を午後 4 時からでも
△ △ △ ◯ △ △ △ △
可能とすることを求める陳情
あいキッズの利用児童等にあいキッズ利用アンケートを行い、
その結果をあいキッズ事業の改善に反映させることを求める △ △ △ ◯ △ △ △ △
陳情
あいキッズ職員にあいキッズ利用アンケートを行い、
その結果
× × × × × × × ×
をあいキッズ事業の改善に反映させることを求める陳情
待機児童についての陳情 第１項

△ △ △ ◯ ◯ △ △ △

待機児童についての陳情 第２項

△ △ △ ◯ △ △ △ ◯

地域住民との意見聴取会の開催を求める陳情

× × × × × × × ×

民主クラブ、無所属、無会派については、所属また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）

人事案件決まる
議会選出監査委員

板橋区教育委員会教育長

中妻じょうた、中野くにひこ

中川修一
（再）

人権擁護委員候補者
谷口博志
（再）
、小林倫子
（再）

自民党区議団会議
仲町町会総会
第5回板橋区議会報告会
広島県福山市･船町商店街
アーケード改修プロジェクト視察
16日 自民党区議団会議
17日 都市建設委員会
20日 ワールドアスリート育成支援会総会
中板橋友愛クラブ総会

◎旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を
求める意見書
◎認可外保育施設利用支援事業の継続を求める
意見書

◎区立板橋第十小学校改修工事

の取り組みに期待が集まる。売り買い中心の商店
街から楽しめる、憩えるコミュニティが生まれる。
文化の融合、未来型商店街への挑戦を感じました。

26日 第5回区議会報告会実行委員会
自民党区議団 東京ガス本社視察
29日 中板橋町会総会

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

板橋 4 丁目に区民集会所増設を求める陳情

契約議案

佐々木としたか議会報告会実行委員長より、挨拶と報告会開催の主旨説明が行われた後、
大野はるひこ議長より集まっていただいた皆様へお礼と報告会の目的・意義が述べられました。
続いて委員会報告に入り、平成 30 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行われ、様々な角度からの質問があり、
活発な報告会となりました。

４月

議会運営

民
主 無 無
ク 所 会
ラ 属 派
ブ

（1億8,000万円以上）

視察日 5月14日
（月）
日帰り 視察地 広島県福山市
古いアーケードの天蓋部分を撤去し、

文教児童

結 自 公 共 市
果 民 明 産 民

容

多様性のある社会を進めるための陳情

意見書採択さる

広島県福山市本通り･船町商店街アーケード
改修プロジェクト 視察報告
柱を残してステンレスワイヤーでつなぎ、レースのカーテ
ン状で覆い光の変化とし、道路部分は御影石貼りとし、
両端部には樹木が植えられ緑あふれる空間とした。

企画総務
区民環境
健康福祉

視察日 平成30年7月23日
（月）
～24日
（火）
視察地 北海道釧路市

●１日目

●改修内容

内

○…採択△…継続×…不採択

22日 本会議
日本善行会板橋支部総会
24日 中華組合総会
25日 下頭橋通り総会
26日 高砂会総会
27日 板橋消防団操法大会
28日 議案説明会
30日 中板橋商店街総会

６月

4日 本会議
大山福地蔵尊奉賛会総会
5日 本会議
7日 区民環境委員会

工事業者
工事金額
完 成 日

共立・山生建設共同企業体
27億9,612万円
平成34年1月31日

◎区立美術館大規模改修工事
工事業者
工事金額
完 成 日

◎区立美術館機械設備工事

立花・古川建設共同企業体 工事業者 アネス・冨士川建設共同企業体
4億1,752万8,000円
工事金額 2億2,518万円
平成31年5月31日
完 成 日 平成31年5月31日

自民党区議団

各種団体区政要望聴取会

◎日 時 6月21日
（木）
・22日
（金）
2日間
◎場 所 自民党板橋総支部
◎参加団体数 34団体

を行う

自民党区議団政務調査会が中心となり、平成
31年度の予算及び区政に対する要望聴き取り調
査が活発に行われました。今年は例年になく早め
に行い、区予算編成に力強い要求を致しました。

14日 東武東上線連続立体化・沿線
７月
安全対策調査特別委員会
1日 「チャレンジボッチャ in いたばし2018」
15日 防衛協会総会
マイスター上板夏まつり
17日 板橋マンション管理ネットワーク総会 4日 自民党区議団会議
19日 板橋区食品衛生協会総会
6日 板橋区体育協会総会
20日 本会議
7日･8日･9日
21日･22日
全国日台友好議員協議会
各種団体平成31年度予算要望聴取会 12日･13日
23日 東京看護連盟総会
区民環境委員会視察
26日 東上線大山駅付近
20日 自民党区議団会議
立体化促進協議会
22日 なかいた
「へそ祭り」
式典
23日･24日
自民党区議団視察
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平成30年度 佐々木としたか後援会

秋の大旅行会
土肥金山で金運UP、
■日
海の幸と秋景色を楽しみ、■宿
２日間のバスツアー

皆様にゆったりと過ごしていただけるよう、時間に余裕のあ

オーシャンビューのお部屋からは青い海原に沈む真っ赤な夕日
をご覧になって、ロマンチックなひと時をお過ごしいただけま

達磨山の山頂では 360 度の大パノラマが楽しめ、富士山、
駿河湾、天城山などを一望できます。

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

-
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連合後援会活動日誌
（30 年 4月〜7月）

● ４月
12日 会長会議
17日 定例執行部会
● ５月
15日 定例執行部会   
●６月
19日 定例執行部会
●７月
17日 定例執行部会
旅行実行委員会
25日～26日
旅行実行委員会下見

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。

る観光計画となっています。そして、西伊豆ならではの山海の
幸を存分にご堪能いただきます。

0065

平成30年11月18日（日）〜19日（月）

西伊豆・宇久須温泉
西伊豆クリスタルビューホテル
■参加費 28,000円（お一人）

至福の時を過ごす

114

時
泊

昼食は土肥温泉、ここでは足利幕府～江戸時代～明治～昭

す。西伊豆最大規模の総檜風呂、情緒あふれる日本庭園にた
たずむ露天風呂やクリスタル風呂で疲れを癒やし、ご夕食は
和気あいあいで山海の幸をたっぷり、
ゆっくりご堪能ください。
二日目は、堂ヶ島で遊覧船観光、加山雄三ミュージアム、

和と 600 年続いた土肥金山テーマパークで、ギネス認定の“巨

漆喰コテ絵の入江長八の作品を長八美術館、重要文化財・岩

大金塊”
、また砂金採り体験、坑道には金運 UP のパワースポ

科学校では傑作の「千羽鶴」をご覧いただきます。

ットもありますので、坑内めぐりもおすすめです。本館 1 階の

昼食は、ボリューム、味覚、品数、どれをとってもご満足い

喫茶「金の砂」には純金入りのスイーツが揃っています。オプ

ただけるお料理を用意しています。時間を贅沢使い、ゆったり

ションで「黄金崎クリスタルパーク」見学も用意します。

とお過ごしいただく西伊豆 2 日間のバスツアー、多くの皆様

宿泊する「西伊豆クリスタルビューホテル」は豪華な外観、

佐々木区議へ
熱いエール届く！
自由民主党・参議院議員 石田 昌宏

のご参加を心よりお待ちしています。

報告 : 旅行実行委員一同
文責：高原実行副委員長

私は参議院議員になる前、板橋区の病院に看護師として勤務していました。自転車で患者さんのお宅
を訪問していた頃を懐かしく思い出します。看護師として多くのことを板橋の皆さんから学んだのです。
そして今、地域の医療福祉課題について佐々木としたか区議から教えていただき、それを国政の場で
生かしています。佐々木区議とこれからも手を取り合い支え合いながら政治の場で使命を果たしていき
たいと思っています。

久々に会長懇親会を開催

青年部懇親会開催

会長及び役員会を毎月第3火曜日
に実施していますが、4月12日（木）
地区会長懇親会を大山中華料理店
「好味来」にて久々に開催し、大勢の
会長及び代理の皆さんに参加してい
ただき誠にありがとうございました。
佐々木区議の現状報告に始まり、
奈良事務所所長より来年 4 月の区
議選に際した選対役員の組織図案
が示され、話し合われました。今後
の後援会の方針等、各地区後援会
活動等に重点を置いて密に連絡を取
り合い、連合後援会が団結を図り着
実に進めていくことを確認し打合せ
を終了、懇親会に移り、互いに和や
かに懇親を深めて解散しました。
佐々木としたか後援会 会長
棕沢 正人

7 月 7 日 ( 土 ) 夕方から、来年の選挙の
事を教えていただくため、また親交を深め
るために、前青年部長の方々数名でお酒を
呑みながら、楽しい時間を過ごしました。
今回の場所は、私は初めてでしたが、板橋
本町にある「炭火串焼 ゆう」様に伺いま
した。
プライベートの話から始まり、気がつい
たらあっという間に、3 時間近く経ってい
ました ( 笑 )。
来年まで残り少しです！！私、一人では何
もできないので青年部でしっかりと団結し
て、自己の成長に繋げられるように頑張り
ますので、これからも、皆様のご指導よろ
しくお願いいたします。
青年部 部長 丸山 和宏

本部関係会議開く
4月12日（木）

会長会

4月17日（火）

定例執行部会

各後援会より旅行委員
名簿の提出がありました。

5月15日（火）

定例執行部会
6月19日（火）

定例執行部会

各後援会より選対委員名
簿の提出と選対組織図の決
定がなされました。

7月17日（火）

定例執行部会
旅行実行委員会
7月25日（水）26日（木）

旅行実行委員会下見会

板 橋 弥 生 町 店

於：中板橋会館
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弥生町南旅行会

いたかんネット

伊豆修善寺と城ヶ崎の旅

6月17日（日） おかげさまで15周年

例年は 4月
板橋浴場支部
実施ですが、本
4月10日（火） 板橋浴場支部総会
年は 6 月10 日・
今年はお花見をかねての総会という
11日に決まり、
ことで、例年に比べ華やいだ雰囲気の
10 年を迎 えて
中、4月10日
（火）に開催されました。
会 員の 高 齢化
佐々木区議の出席もあり、会員相互の親睦をいっそ もあり参加者確
う深めることができました。
保に苦労し、21
（板橋浴場支部 高田 勇吾） 名の参加と例年
より少なく、バスも大型から中型に変更。
1日目は午後から台風が伊豆半島沖を通過の予報、午前
少林寺拳法グループ
の御殿場・酒蔵、小田原・二宮尊徳資料館は曇天の中で予
5月27日（日）
定通り見学出来ました。昼食の城ヶ崎へ向かう途中から風
新役員就任式及び佐々木俊隆前会長感謝の会開催
雨が強くなり、食事処に着いた時が一番ひどく、会食後の吊
り橋、付近の散策をキャンセルしました。早々に宿泊地の
修善寺に向かい、宿では宴席までの時間をのんびり過ごし
ていただきました。
散策が無かったせいか、宴席は元気で盛り上がり、その
勢いで二次会のカラオケへ全員が参加、狭い中で和気あい
あいに楽しい時間となりました。
翌日の予報も大雨で、屋外の予定をどうするか案じながら
就寝。朝から雨、朝食後幹事で検討、検索の結果「しいた
けの里」が見つかり、訪れたが、しいたけ狩りは朝の収穫
5月27日
（日）、ホテルメトロポリ
済みのため不可、しかし試食 OK になり、朝採りしいたけの
タン池袋のスカイバンケット「マー
炭火焼が大変美味で皆さん大満足の後、
昼食処の沼津港へ、
キュリー」にて、 新役員就任式及び
着いた頃には天気が回復し陽射しも出て、午後の見学は沼
佐々木俊隆前会長感謝の会が開催さ
津港展望水門「びゅうお」
、展望デッキから美しい富士山の
れ、副会長、会長として30数年の長
雄姿を見ることが出来ました。
きにわたり板橋区少林寺拳法連盟の
3 時帰路へ、土産店に立ち寄って、楽しい時間は経過が
発展への多大なる功績に対して感謝状と記念品が贈呈 早いと感じながら無事予定時間に帰着しました。台風の影
され、引き続き名誉顧問に就任いただきました。
響もありましたが、初日の城ヶ崎「ぼら納屋」での金目鯛ず
また、少林寺拳法連盟本部より松田康将新会長、高 け丼定食、二日目の沼津港「千本一」のアジたたき・あじフ
沢一基新参与には委嘱状が安倍理事長から授与され、 ライ定食と地の食材を堪能した食事が大好評でした。結果
鈴木相談役の音頭で乾杯、宴が始まり談笑、思い出等が として、美味しい食事、のんびりゆったり出来たことで「愉
語られ、和やかなうちに会がお開きとなりました。
しい旅行だった」との声をいただき嬉しく、また来年の参考
（少林寺拳法グループ 菅原 勉） になりました。
（弥生町後援会 石田 武）

平成30年6月17日（日）
、
坂本区長、
佐々木区議をお招
きして、いたかんネットの第
16回通常総会が開催されま
した。
今年はいたかんネットに
とって満 15 周年に当たりますが、板橋区でも「マンショ
ン条例」が施行されるという記念すべき年となりました。
同時に「マンション実態調査」も実施されるようです。
いたかんネットは、マンション条例で課される「管理状
況届出書」提出に伴い、
その結果を行政がどう活かすのか、
に注目しております。区主催の
「マンション基礎勉強会」
や、
「マンション個別相談会」の協力も行いながら、今年も理
事ともどもいたかんの活動に取り組んでいく所存でござい
（いたかんネット会長 成島圭子）
ます。

若芽会
7月5日（木） 役員会定例会議・役員誕生会開く
毎月定例で、役員が集まり年間行事の打合せ、執行部会
議の報告、本部行事の打合せを行っています。
7 月 5 日（木）はメディアホームにて定例会議を行い、
旅行委員報告、次回ボーリング大会の申込書配布、執行部
会議報告などを行いました。終了後、スナックノアさんに
移動し、役員誕生会を開きました。佐々木区議夫妻、松田
前都議も駆けつけてくださり、総勢 15 名で 5 月～ 9 月生
まれの役員 4 名と佐々木ご夫妻の誕生日をお祝いし、若芽
会よりの記念品を贈りました。盛りだくさんの美味しい料
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
に盛り上がりました。改めて、来年の選挙に向けて若芽会
全員の結束を誓いました。
次回 107 回ボーリング大会（池袋ロサボウル）
は、8 月 19 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、表彰式懇親会と
なります。他の後援会の皆様大歓迎ですので、奮ってご参
加ください。お申し込みはお近くの若芽会役員までお願い
（若芽会 会長 野口次郎）
いたします。

東 立体化の検討対象区間」としました。その中で東武東上線の「大山駅 こ おろかまちづくりも閉ざされてしまいます。更に危険な鉄道構造とな
京都は平成 16 年に「踏切対策本方針」を発表、都内 20 区間を鉄道

のままでは「中板橋駅付近」の立体化は置き去りにされ、安心安全は

付近」と「ときわ台～上板橋駅付近」が対象区間となり、本年 2 月16 日東

り、看過できません。そこでこの度、地域の町会長さん達が立ち上がり、4

京都より大山駅付近の立体化構想が発表されました。そして大山駅付近の

月 5 日「東上線中板橋駅付近連続立体化促進協議会」を結成しました。運

立体化の次は「ときわ台～上板橋駅付近」になると思われます。

動の一環として署名活動を行っています。ご協力ご支援をお願いいたします。

＜未来予想図＞
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