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遠藤ひろし議員
議会の報告

春はあけぼの

やうやう白くなりゆく
山ぎは
すこしあかりて
紫だちたる
雲のほそくたなびきたる
〜枕草子

市川大門の朝は、清らかです。

平成十五年五月九日

初登庁

広報いちかわだいもんに︑
初めて書いた原稿です︒
初心を忘れず︑皆様方の
ご期待にお答できるよう精
進してまいります︒

去る︑十五年四月の統一選挙におきまして
は︑絶大なるご支援を 遠藤ひろし に賜わ
り︑ありがとうございました︒
一年間の活動をご報告申し上げます︒

市川大門町には山があり
ます︒
川に囲まれた丘の上にま
ちが広がっています︒
朝︑鉄橋を渡る電車の音
が響き︑お寺の鐘が鳴って
町が動き出します︒
この素晴らしい町を︑次
の世代に引き継ぎたいと思
い︑立候補を決意いたしま
した︒
皆様方と共に︑依存型の
思考を改め︑評論家でなく
選手としての考え方で︑町
の活性化のため頑張ります︒
よろしくお願い申し上げ
ます︒
〜広報より

集合時間の一時間前に登
庁し︑一番手前の席に座り
ました︒
議席の順番を決めるため
に︑くじを引く事になりま
した︒ 予備︑本番とも一
番を引き︑一番の議席を頂
くことになりました︒

平成15年5月から平成16年3月

新任議員研修

五月二十三日

七人の新しい議員が誕生
しました︒
十五年度予算の内容や︑
各課の状況等を把握するた
め︑五月二十三日から三十
日まで研修会を開き︑各課
から説明を受けました︒

六月定例議会

全新
員任
協議
議員
会研修

九月二十二日

任新
意任
合議
併員
協研
議修
会

傍聴
九月二十九日

三町合併のための法定協
議会設置を︑住民の意向を
聞いたのちに行うなどの理
由で︑延期することを申し
入れました︒

法定協議会に入るという
根本のことについて意向調
査すべきだと主張しました︒

そのとき

の談合情報の問題で︑議員 の町民所得の現状を提示し︑
全員協議会が開かれ︑町長 農業を中心とした振興策で
および担当課長から説明を 高齢者の所得向上︑商工振
興の基本的な考えなどを質
受けました︒
問しました︒
土木経済委員会では︑富
士川多目的広場を堤外地に
議新
員任
全議
員員
協研
議修
会
つくるため︑水防の安全面
八月十一日 などの質問しました︒

三町︵市川大門町︑六郷
町︑鰍沢町︶での法定合併
協議会設置は時期尚早と意
見集約しました︒

そのとき

三町任意協議会に対する
六月十二日
方針を協議し︑民意を取る
事を確認しました︒
初めての定例会は︑六月
法定協議会に入る前に調
財政的な問題で︑市川大
十二日から二十日までの会
期で開かれ︑一坪ふれあい 門町民にとって不利である 査するという意見が大勢を
農園に関する条例制定︑旧 と主張し︑三町合併に否定 しめした︒
役場の解体︑神明の花火大 的な態度を示しました︒
会への補助金などについて
提出され審議しました︒
土木経済常任委員会にお
いて︑一坪ふれあい農園の
九月定例議会
浸透を考え︑無料化を実現
九月十日
できないものかなどの質問
をしました︒
九月十日から十八日まで
の会期で定例会が開かれ︑
談新
合任
問議
題員研修
十四年度決算の認定︑ＣＴ
七月十四日 購入などの補正予算案︑富
士川多目的広場整備につい
新聞社などによせられた て審議しました︒
一般質問は︑市川大門町
平塩新排水池にかかる入札

こんな一年間でした

病院ボランティアを採用
全
新員
任協
議議
員会
研修
全員協議会
している︑市立千歳市民病
十一月十三日
十月六日 院とまちづくり基本条例を
制定したニセコ町を研修し
町村合併の住民意向調査
意向調査の内容について ました︒
の集計結果の報告を執行部
協議︑内容を決定しました︒ 病院ボランティアは患者
より受けました︒
三町任意協議会へ回答す さんの不安を解消し︑治療
るための調査であるため︑ に向えるような雰囲気づく
新たな枠組みなどの設問は りが目的で︑男女合わせて
なく︑是か非かを問う簡単 四十名が活動をしています︒
臨時議会
なものが望ましいと主張し
ニセコ町は︑町民と役場
ました︒
が情報を共有するため︑わ
十一月二十五日
かりやすい予算説明書や︑
時間外に集まる住民検討会
議などが盛んに行なわれて
いました︒

視新
察任
研議
修員研修

十月二十一日

定︑富士見町営住宅の経営
体制変更による予算の減額︑
など審議しました︒
一般質問は︑市川大門町
が誇れるおみやげを探すこ
とと︑市川大門町発祥のま
ちづくりスタイルを確立し
全国に提案することを提案
いたしました︒
土木経済委員会では︑町
営住宅家賃滞納者に対する
裁判の問題と︑裁判費用の
回収などの質問をしました︒

市川大門町で行なった住
民意向調査の結果を報告し︑
離脱宣言と︑任意協議会の
解散を決定しました︒

傍聴
平成十六年一月十四日

任新
意任
合議
併員
協研
議修
会

衆議院選挙費用︑人事院
イラク派兵に反対する件
勧告に伴う職員給与等の減 の請願書問題では︑意見書
額など審議しました︒
を提出しないという方に賛
成しましたが︑請願書本文
の恣意的表現に問題がある
と判断したものです︒

全
新員
任協
議議
員会
研修

十二月八日

十二月定例議会で議員報
酬引き下げを提案するため
協議をし︑全員一致で決定
しました︒

十二月定例議会

十二月十一日

十二月十一日から十八日ま
での会期で開かれ︑飼い犬
等の被害を防止する条例制

１６年度の活動

三月定例議会

三月九日

三月九日から十九日まで
の会期で開かれ︑正副議長
辞任に伴い︑正副議長の選
出および︑常任委員︑議会
運営委員︑広報編集委員そ
れぞれを選任し︑新年度に
向けた新しい体制が誕生し
ました︒
平成十五年度補正予算︑
十六年度当初予算など三十
五議案を審議しました︒
主な内容は︑ふるさと創
生事業︑市川中耐震設計︑
塵芥処理委託︑まちづくり
推進事業などでした︒

答弁

一般質問は︑
・快適な教育環境の提供に
向けた取り組みの状況︒
・市川教育実現のため学校
ＰＦＩの導入を︒
・地域通貨を発行し地域振
興券として配布を︒

総務委員会では︑厳しい
予算の状況︑ふるさと創生
事業の進行状況︑市川中耐
震事業の計画など︑歳入全
般︑議会費︑総務費︑消防
費︑教育費について審議し
ました︒

・老朽化している学校施設
の改修計画は︑本年度市川
中の耐震設計に始まり︑進
行中である︒
・学校ＰＦＩは厳しい財政
状況などを考え︑将来検討
しなければならない︒
・財源を懸念しての提案で
あるが︑全国で実施例がな
く実行は難しい︒

委員会

総務常任委員会

これから

議員活動も二年目に突入
ました︒
初心にかえって邁進して
まいります︒
財政難︑町村合併︑高校
再編など取り巻く環境は厳
しいものがあります︒
ご意見︑ご質問などいた
だきたくお願いします︒

町村合併特別委員会

副委員長を拝命し︑決意
町村合併推進のため議員
を新たにいたしました︒
全員が所属します︒
浅学非才の若輩者ではあ
りますが︑何事も勉強と思
消防委員会
い取り組んで参ります︒

消防行政が円滑に遂行さ
れるように設置された委員
議会広報編集委員会 会です︒

恩賜県有財産保護管理会
議会で審議したことや︑
町政の現状を解りやすく町
恩師県有財産の管理委
民の皆様にお伝えするため︑
議会広報を発行しています︒員会です︒

