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瓶小暮ひろし市議会報告
■・2012佐野ふれあいフェスティバル (10月 28日 )。 政友みらい行政視察 (11月 19日 ～21日 )

。消防議会消防庁舎視察 (11月 7日 ～8日)   。平成24年第4回 12月定例議会 (12月 7日 ～21日

盟 ・シエアボランテイア講座受講 (11月 2日 )   。お願い

2012佐野市ふれあいフェステイバル

地域住民が互いに認め支えあう福祉のまちづくりの

イベントに、佐野中央ライオンズの一員として参加し

ました。

佐野市在宅介護家族の会と協力して、焼きそばの販

売を行ない、約800個ほど販売でき、益金は歳末たす

けあい募金へ寄付できました。

ときどき小雨が降りましたが、多くの方の参力日があ

り、ウィサーブの充実感を得ました。

消防議会議員鶴岡市消防庁舎視察

佐野市消防本庁合の耐震診断結果は、コンクリー ト

の中性化が予想よりはるかに進行しており、防災拠点

として機能すべき施設の耐震性能を有しておりません。

そこで、平成28年度末までに、消防本庁舎を建設する

計画としております。 (建設費約21億円)消防議会議

員小暮ひろしは、消防本庁舎建設等検討委員会の委員

になつております。

山形県鶴岡市の人口は143,797人 (平成24年4月 )

で、佐野市消防広域人□142,070人 とほぼ同じ状況

です。

鶴岡市の消防庁舎は、平成 19年7月 に本庁舎検討委

員会を設置し、建設工事費約28億円をかけて、平成

23年3月 に完成。

庁舎の特徴としては、

(1)庁合は免震構造、訓練棟と仮眠室棟は耐震構

造としてコス ト肖」減

(2)屋上にヘリポー ト設置 (無人離着陸可能)

(3)広大な駐車場 (緊急救援隊受入れ可。66台 )

(4)72時間稼働の自家発電装置

(5)飲料水9トン、雑用水20トン、汚水槽 135トン

(6)高機能指令センター (通報場所情報把握、車両の

位置把握、災害現場画像伝送等可能)

(7)主訓練棟 (19m)、 屋内訓練棟 (多降雪のた

め)、 水難訓練水槽 (水深5m)完備でした。

充実した施設であり、参考になる点の多い消防庁舎

の研修でした。

シエアボランテイア講座受講

佐野市社会福祉協議会と佐野市主催の講座を受講す

ることにした。この講座は、ボランティア活動に興味

があり、今後、やつてみたい方を対象に全4回実施。

福島県いわき市の海岸林再生のため、クロマツの苗

を育ててみませんか ? ということに引かれて、参加

を決めました。

私は、平成23年の3月 11日 に発生した、東日本大震

災の7ヶ 月ほど前の8月 に、越前高田市に行政視察に行

きました。

防災無線は、昭和58年に整備されていました。

5mの防波堤の前には、松が多く植えられていました。

10mの波も想定されるため、地震発生時には避難が

最も大切と、説明をうけたことが、強くE口 象に残つて

います。

あのような松の再生に、手助けできたらと思つたし

だいです。

このボランテイア講座の参加者には、夫婦で参カロさ

れた方もおり、積極的に何かを始めようとする方の多

いのに、勇気づけられました。

第 1回は、「ボランテイア活動について」と題し、

佐野市市民活動委員長 中田裕久氏の話が有りました。

ボランテイアは恋愛みたいなもので、皆さんの豊富

な経験をいかして「肩に力を入れないで、思い・志を

大切して、積極的に行動してください」 と。

(お互いに、喜びが感じられるように?:小暮)

政 友 み ら い 行 政 視 察 (沖縄市、宮古島市 )

参加者 :山菅直己、篠原一世、岩崎俊道、藤倉義雄、

荒井仁市、井川克彦、小暮ひろし 以上7名

19日 (月 )沖縄市「中心市街地活性化基本計画」

沖縄市は人口約 133,700人 で、沖縄本島中心部に

位置しており、36%を米軍基地が占めている。

近隣地町村における大型商業施設の建設 (3施設)等
により、中心市街地の歩行者数は、平成5年にくらべ、

約 1/3以下に減少し、賑わいが低下している。

商店街の充実及び駐車場整備や駐車場案内システム

に対する要望が多いとのこと。 郊外部と一線を画す、

中心市街地を活かした都市機能 (福祉、文化、医療、

娯楽等)の充実に対する市民ニーズが高いと分析して

いるとのこと。

沖縄市で進めている主な6事業。

(1)胡屋地区リハ ―゙ション事業(3棟の空き店舗を再整備)

(2)胡屋地区商店街商業環境整備 (アーケードの整備)

(3)パークアベニユー・リノベーシヨン事業(都市公園の整備)

(4)安慶田地区土地区画整理事業 (市営住宅建替 :

庁舎から約200m)
(5)音の回廊整備(楽 しい歩道空間整備,バナー付街灯)

(6)沖縄市中心市街地循環バス事業

その他、商工会議所主催による、小中高学校生徒に

よる街なか演奏会 (8回)等を実施。
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平成24年第4回 定仮I議会(12月 7日～21日 )

今回の第4回定例議会では、次の様な議案が提出され、

全て可決されました。

(1)条 例の改正・制定等25件

(2) 各種施設の指定管理者の指定4件

(3)補 正予算 11件、陳情]件

(4) 一般質問  (質問者15名 )

(1)条例の改正・制定等25件
佐野市立学校設置条例の改正で、野上小学校を三好

小学校に統合することに決定。(平成25年4月 1日 )

野上小学校の生徒数は22名でしたが、住民の要望に

より、近隣で生徒数 122名の三好小学校に統合。

その結果、佐野市の小学校数は27校となり、生徒数

の最も多いの|よ 城北小の862名、最も少ないのは船津

川小の20名。 (平成24年4月 1日 現在)

(2)各種施設の指定管理者の指定4件
次の4施設の指定管理者が決まりました。佐野市以外

でも指定管理をおこなつていますが、市民サービスと

質が低下 しないよう選定 しま した。全管理料 は

29,048万円/年で、経費節減約280万円/年となつて

います。

(1)佐野共同高等産業技術学校(209万円/年,3年間)

(2)佐野市2図書館,視聴覚ライブラリー

(14,466万円/年,5年間)

(3)田沼グリーンスポーツセンター田沼2運動場

(3,329万円/年,3年間)

(4)文化会館,葛生あくとプラザ (11,044万 円/年,5年間)

(3)補正予算等の補正予算11件

平成24年度佐野市一般会計補正予算(6号 )の補正額

は約57億円増で、予算額4621億円の約12%増で

す。内訳として、介護保険事業約19億円増、生活保護

扶助費約 14億円増となつており、増額の57%を占め

ています。

(経済低迷の影響が出ていると思われる。小暮)

特別会計の補正は約26百 万円増で、全予算額

3117億円に対し微増でした。

***小 暮ひろしの一般質問 ***

(4)一般質問
①市民の健康増進について

栃木県内の市町村、計26地域における平均寿命のラ

ンキングをみますと、佐野市の男性は26位で769歳、

女性は24位で843歳と短命の数値でした。全国の都

道府県、計47地域における平均寿命のランキングをみ

ますと、栃木県の男性は40位、女性は46位と短い数

値でした。 (平成 17年 )

全国の長寿市町村は、男性は神奈川県横浜市で817
歳、女性は沖縄県中頭群北中条村の893歳でした。佐

野市の平均寿命は、男性で48歳、女性で80歳短くな

つていました。

平均寿命が短いことに対し、見解と対応を質問。

厚生労働省では、3大死因として、悪性新生物、心疾

患、脳血管疾患を上げております。

栃木県内の平成22年度がん検診市町村別受診率をみ

ますと、計27地区の内、胃がん27位、肺がん 17位、

大腸がん25位、宮頸がん25位、乳がん (全方式)25
位と低い受診率でした。

がん検診の低受診率に対する対応と、受診率向上の

ために、がんの集団検診費用の無料化を考えられない

か、質問。

(答弁) 最新データ (平成22年)での平均寿命は、

男性7822歳で21位、女性8495歳で23位です。こ

れからも、健康診断、減塩対策、健康指導に努め、自

分の健康は自分で守る意識を高めるようにしていきたい。

がん検診無料化は、今後研究していく。

②佐野市の活性化について
「佐野市中心市街地活性化基本計画」が 10年計画で

平成21年度に策定されました。第一期の4年間が平成

25年度となつております。同じ様に、リーディングプ

ロジェク トとして「佐野市観光立市推進基本計画」が

平成22年から平成25年度までの4年間として進められ

ています。

2件ともあと1年となつており、計画の進捗状況を質問。

また、観光入込客数 1,000万人達成の見解、クリケット

場としての田沼高校跡地利用の県への要望状況を質問。

(答弁) 中心市街地活性化事業51事業の内、40
事業が第 1期の平成25年度計画であり、26事業が済、

14事業が未着手。 市道 ]級 ]号線整備事業、高砂駐

車場整備事業などは、協議中。市街地人口、バスの乗

車人数はほぼ見込み通り。

観光入込客数 1,000万人達成については、駐車場の

確保、3イ ンターを活かしたキヤンペーン、輸送機関と

の連携強化、さのブラン ドによるイメージアップ
°
、フ

ィルムコミッシ∃ン、旬な情報提供等を通して達成す

るものと考えている。

田沼高校跡地については、県に譲渡のかたちで進め

ており、地域住民の要望も取り入れた交流レクリエー

ション拠点を考えている。

ml 同封資料を知人にお渡ししていただけると、

ありがたく存じます。


