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月に行われた高崎市議会議

員選挙は、過去に例を見な

都市の魅力をいっそう高め
高崎を
﹁選ばれる都市﹂
に

四

い過酷な戦いでしたが、無事当

選を果たすことができました。

これはひとえに、多くの皆様方

の力強いご支援・ご協力の賜物

と、深く感謝申し上げます。

て、少子高齢化を背景に、

加速度的に進む人口減少社

育、福祉などにしっかり注ぎ込

さ

﹁地方創生﹂を旗印に、地方版総

み、都市の魅力を、よりいっそ

会に歯止めをかけようと、国は

合戦略の策定を、全国の市町村

う高めていく必要があります。

議会議員の責務は、市政運

営のあり方を厳しくチェッ

に求めています。高崎らしい、高

崎ならではの戦略とは何か。

市

クし、かつ市民目線に立った政

崎では今、新体育館や文化

芸術センター建設といった

策提言を、積極的に展開するこ

高

大型プロジェクトが本格化し、

とだと、私は考えます。

れからも私は、持てる力を

フルに発揮しながら、全力

高崎駅西口には、大規模商業施

設の建設が進められるなど、こ

こ

いります。どうか変わらぬご支

こ数年で、大きな変化を遂げよ

かし、高崎が真に﹁選ばれ

援・ご協力、叱咤激励のほどを、

投球で議員活動に取り組んでま

る都市﹂になるためには、

うとしています。

し

三島久美子

高崎市議会議員

こうした事業を着実に成功させ、 よろしくお願い申し上げます。

生み出したお金を、子育てや教

建設中の新体育館

!

三島くみこタウンミーティングのお知らせ
市民の皆様の声を、高崎市政にしっかり届けるために、
市政および議会報告会をかねて、
「三島くみこタウンミーティング」を開催します。
座談会形式の気軽な集まりですので、
ご家族、
ご近所お誘い合わせのうえ、
どうかふるってご参加ください。

平成27年7月18日（土）午後1時30分より

平成27年7月18日（土）午後6時より

新町9区交流館 高崎市新町1192-4

新町3区公民館 高崎市新町98-1

新町駅より東へ徒歩15分。産業道路沿い中河原団地入口。

新町駅より北へ徒歩15分。於菊稲荷神社の北約50m。

平成27年7月20日（月・祝）午後1時30分より

平成27年7月20日（月・祝）午後6時より

新町東コミュニティセンター 1階学習室

新町南コミュニティセンター1階談話室

高崎市新町2703 新町郵便局より旧中山道を東京方面へ約100ｍ。

高崎市新町1498-7 新町駅より南へ徒歩15分。新町児童体育館の東隣。

いずれかご都合のよい日時に、
ぜひお出かけください。多くの皆様のお越しを、心からお待ちしています。

年

議会トピックス

平成 年度一般会計予算
１５９０億６０００万円！
年３月定例会で、平成

●一般会計は２・５％増
平成
度予算案が審議され、原案通り可決
されました。一般会計予算は、１５
９０億６０００万円で、対前年度比

放課後児童クラブ保育料

新町中学校のプールを新設するため

道藤岡大胡線の拡幅工事に合わせて、

進められることになり、歩道も確保

した。この度、ようやく拡幅工事が

かねてから危険性が指摘されていま

町支所入口間は、幅員が狭いため、

県道藤岡大胡線の新町郵便局〜新

●歩道のある安全な道路に

が計上されました。

地質調査委託料６３９万１０００円

の建設事業費として、設計委託料・

第３子以降が無料に！
年３月定例会で、国の地方

●国の地方創生交付金を活用
平成
創生交付金を活用した事業費を含む
補正予算案が、可決されました。そ
の中に、放課後児童クラブの第３子
以降の保育料を無料化する事業費６
０００万円が計上され、
４月以降、実
施されることになりました。

されることになりました。

高齢者あんしんセンター

放課後児童クラブは、仕事等の関

●県内初の事業で子育て支援
係で、放課後や長期休暇中、保護者

地域型

か所を整備！

のいない家庭の児童を預かり、健全
育成のために保育する施設で、市内

平成

年度介護保険特別会計予算

9月18日（金）午後 3 時より（第1委員会室）

●地域包括支援センターを充実

都市集客施設建設調査特別委員会

か所設置されています。第３子

か所に設置する高齢者

9月18日（金）午前10時より（第1委員会室）

に

には、市内

あんしんセンター︵地域包括支援セ

ンター︶委託料として、２億６０００

9月17日（木）午前10時より（第1委員会室）

建設水道常任委員会

以降の保育料無料化は、県内初の事
業で、保護者の経済的負担を軽減す
ることで、子育てを応援します。

万円が計上されました。また、各セン

ターに１台ずつ配備される車の購入

県道藤岡大胡線の拡幅で
新町中学校のプール新設

年６月定例

台分︵４２２６万４００

円︶の取得議案が、可決されました。

会では、

費も予算化され、平成
年度一般会計予算には、県

市民経済常任委員会

２・５％増。子ども・子育て新制度

高齢者あんしんセンター

●設計委託料等を計上
平成

高齢者あんしんセンターには、社

●地域密着型で支援体制を強化

会福祉士、保健師、主任ケアマネー

ジャー等の専門職を配置し、総合的

年度からは、

な支援活動を行います。これまでの
直営９か所が、平成

市役所の基幹センターのほかに、

か所の地域センターが委託設置され、

地域に密着したきめ細かな支援体制

9月16日（水）午前10時より（第1委員会室）

への移行や学校校舎耐震補強などが、

められている大規模商業施設︵イオ
ンモール︶に接続するための工事費
が計上されました。さらに、平成
年６月定例会で補正予算化され、総
額５億８６１６万８０００円の事業
費となりました。

●高島屋〜パーク１０００に延伸
イオンモールは、北関東最大級の
駅前都市型商業施設として、平成
年度にオープンする予定で、年間１
０００万人の集客、１０００人の雇
用を創出すると見込まれています。
ペデストリアンデッキは、さらに高
島屋〜ウエストパーク１０００まで
延伸する計画で、高崎駅西口周辺の

27

の強化が期待されています。

9月15日（火）午前10時より（第1委員会室）

保健福祉常任委員会

※三島くみこは、保健福祉常任委員会に所属しています。

総務教育常任委員会

増額となった主な理由です。

●総予算２６４０億８９０・８万円
一般会計と国民健康保険などの９
特別会計、上下水道事業会計を合わ
せた予算の総額は、２６４０億８９
０万８０００円。国保財政安定化事
業への拠出増や、介護保険給付費の
伸びが著しいことから、特別会計は
年度は、地方創生元年と位置

対前年度比９・２％増となりました。
平成
付けられ、高崎ならではの積極的な
事業展開が求められます。

高崎駅西口に新しい顔！
ペデストリアンデッキ新設
●駅とイオンモールを直結！
年度一般会計予算には、高

回遊性を高め、中心市街地の活性化

平成

崎駅西口のペデストリアンデッキ
︵歩

9月4日
（金）〜9月28日
（月）

平成２7年9月定例会

大規模商業施設が進出する高崎駅西口

を図ります。

27

27

9月 7 日（月）〜9月10日（木）午後１時より
（本会議場） ※三島くみこの質問日は、8月31日（月）に決定します。

問

質

般

一

26

27

行者回廊︶を、現在、建設計画が進

26

27

27

議会および常任委員会等は、
どなたでも傍聴できます。
事前の申し込みは不要です。
直接、
高崎市役所議会棟にお越しください。

議会・常任委員会等の傍聴に来ませんか？

26

26

60

27

27

27

27

27
28

2

年

一般質問とは、定例会において、議員が執行部︵行政︶に

対して、市政のどのようなことに関しても質問できる、議員

の大きな特権の１つです。質問に対する答弁は、非常に重た

い義務と責任を伴います。議事録は永久に保存され、執行部
三島くみこは、年４回︵３月、６月、

は答えた内容どおりに、必ず実行しなければならないのです。

９月、 月︶開会される定例会ごとに、

ために、マイクロチップ装着を普及

生法﹂に基づいて、地方版総合戦略

ゲートキーパーの養成を！

が設置された平成

められます。どのように取り組んで

す。そうしたニーズにも対応できる

ようにするために、どのように取り
組んでいますか？

︵子育て支援担当部長︶今後、

答弁

保護者の就労形態の多様化等

により、放課後児童クラブの利用形

態も、多様化・複雑化し、長期休暇

のみの利用希望の増加も見込まれま

す。現在でも、施設面や指導員の確

保といった、クラブ側の状況にも考

慮しつつ、長期休暇のみの受け入れ

高崎ならでは戦略の構築を！

﹁新しい高崎﹂の施策展開が

まさに高崎版の総合戦略です。

人口減少社会に歯止めをかけ、

地方に活力を取り戻すために

増やし、経済を活性化して雇

に取り組んでいきます。

新たに見えてくる課題にも、積極的

った課題や、施策を進めていく中で

聞きながら、これまで拾いきれなか

えています。今後、専門家の意見も

国に先駆けて実施しているものと考

組みこそ、高崎版総合戦力であり、

いる、こうした﹁新しい高崎﹂の取り

呼び地域を活性化する。現在進めて

充実させ、都市の魅力を高め、人を

して高齢者福祉や子育て支援環境を

強化する。さらに、それを原動力に

用を確保し、これにより税収基盤を

答弁

︵総務部長︶地元企業の仕事を

んでいくつもりですか？

現に向けて、今後どのように取り組

の策定が求められています。その実

﹁こころの病﹂支援を強化し

こころの健康相談窓口を常設
職員向け講座も実施します。

ストレスの多い現代社会では、
﹁こころの病﹂が年々増加傾向

い主への返還に努め、殺処分数は４

のみや単発利用が難しいのが現状で

させる必要もあると考えます。

質問

等の気分障害が要因で、自殺するケ

にあります。それと同時に、うつ病
ースも見受けられますが、防止対策

年度は、収容

された犬猫６８４頭が殺処分されて

として、ゲートキーパーの養成が求

していた平成

︵保健医療部長︶群馬県で対応

年度以降は、飼

いました。高崎市動物愛護センター

無秩序な繁殖を抑える施策で

︵福祉部長︶自殺の危険に気づ
き、適切に対応することがで
きるゲートキーパーを増やすために、

去勢手術への助成制度で無秩序な繁

猫の不適切飼養に対しては、不妊・

いますか？

犬や猫の動物は、今や家族の

殖を抑えると同時に、職員が実態調

平成

年度から養成講座を開設し、

査・直接指導を行うなど、苦情の減

答弁

分の１以下となっています。また、

高崎市動物愛護センター

遺棄・苦情軽減に努めます。

殺処分ゼロをめざせ！

答弁

欠かさず一般質問を行っています。

月定例会

動物と共生できる社会づくり

平成

質問
一員的な存在になっています

が、一方で、動物を安易に捨てる行

この事業を継続するとともに、今年

３９５人が受講しました。今後も、

犬は狂犬病予防法によって登

度は、市職員を対象とした養成講座

少に努めています。
録が義務付けられていますが、

に努めていただいていますが、保護

者のニーズに柔軟に対応できる仕組

地方創生〜高崎版総合戦略〜

みづくりを研究していきます。

質問

※ライブ中継・録画がご覧いただけます。

為も後を絶ちません。また、野良猫
への餌付けなど、不適切飼養による

質問

月定例会

放課後児童クラブの充実を！
クラブ側の事情を考慮しつつ
柔軟な仕組みづくりをします。
働く保護者にとって、放課後
児童クラブは、心強い存在で

http://www.city.takasaki.gunma.jp

放課後児童クラブ

制定された﹁まち・ひと・しごと創

２．トップページ左上の高崎市議会のアイコンを
クリック！
３．議会中継をクリック！

12

苦情も増えていますが、どのように

年

の実施も検討しています。

平成

子育て支援を強化するために

6

すが、通年利用が前提で、長期休暇

１．まずは、高崎市のホームページにアクセスを！

3

Q
質問

27

猫には登録義務がありません。しか
し、猫の登録制度を導入している自
治体もあり、実態把握や不適切飼養
の防止、飼い主の自覚と責任を促す
ためにも効果的だと思いますが、ど
のように考えますか？
︵保健医療部長︶猫の登録制度

答弁

を設けている自治体もありま
すが、制度の浸透等に苦慮している
と伺っています。メリット・デメリ
ットを検討し、研究課題とします。
また、終生飼養の自覚と責任を促す

高崎市議会は
インターネットで放映されています！

22

23

27

A
24

Q

A

Q

A

一般質問
Q
A
取り組んでいますか？

3

4

議会活動
平成27年 １月22日 総合交通対策特別委員会
１月29日 スポーツ推進審議会・ぐんま冬国体視察
２月２日 総務教育常任委員会
２月３日 平成27年度予算市長事前説明会
２月４日 金沢市議会都市間交流協議会
２月９日 各派代表者会議
平成27年度予算説明会
２月12日 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合議会
２月23日 各派代表者会議
２月24日 平成27年３月定例会本会議
２月25日
〃
２月26日
〃
２月27日
〃
３月２日
〃
３月３日
〃
各派代表者会議
高崎市議会議員選挙
３月４日 平成27年３月定例会本会議
３月９日 総務教育常任委員会
３月17日 各派代表者会議
３月19日 平成27年３月定例会本会議
３月20日 各派代表者会議
４月19日 高崎市議会議員選挙告示
４月26日 高崎市議会議員選挙
４月27日 高崎市議会議員選挙当選証書授与式
４月30日 旧会派会長会議
５月１日 高崎市議会議席抽選会
５月15日 平成27年５月臨時会本会議
保健福祉常任委員会
５月29日 保健福祉常任委員会
６月11日 平成27年６月定例会本会議
６月12日
〃
６月15日
〃
６月16日
〃
６月17日
〃
６月19日 保健福祉常任委員会
高崎市総合保健センター
６月25日 平成27年６月定例会本会議

1
2

3

4
5
6

議会へのお誘い
議員控室でお話しませんか？
高崎市議会の定例会は、
年４回（３月、
６月、
９月、
12月）。
臨時会は、必要に応じて開会されます。また、常任委員会
はほぼ毎月、特別委員会も適宜開催されており、
すべて傍
聴が可能です。
議員は、
これらの会議に
出席するだけでなく、日常
的に、
さまざまな調査研究
活動を展開しています。
高崎市役所議会棟３階の
議員控室で、
執務を行うこ
とも多々ありますので、市
役所にお越しの際は、
ぜひ
お立ち寄りください。
高崎市役所議会棟

三島くみこ公式ホームページにアクセスを！
ホームページ
ブ

ロ

グ

http://www.mishima-kumiko.com
http://blog.goo.ne.jp/mishima-kumiko

通常活動

DIARY

平成27年 １月４日 高崎商工会議所新年祝賀パーティ
１月８日 陸上自衛隊新町駐屯地・吉井分屯地賀詞交歓会
１月９日 新町商工会蔵開き
１月10日 どんど焼（新町地域）
JR東労組旗開き
社会福祉法人しんまち元気村新年会
１月11日 高崎市消防隊出初式・成人式（新町地域）
１月12日 富岡賢治市長新春の集い
１月17日 新町３区新年会
１月18日 新町婦人会新年会・新町剣道クラブ新年会
１月19日 新町商工会女性部新年会
１月20日 連合群馬新春労使セミナー・交流会
１月23日 新町８区新年会
１月24日 新町２区新年会・新町５区新年会
１月25日 新町10区新年会・ぐんま女性会議新年会
１月28日 ぐんま冬国体開会式
１月30日 新町3区長寿会新年会
１月31日 新町ボウリング愛好会新年会
２月１日 高崎女子高校同窓会新年会
２月３日 宝勝寺節分会
２月４日 群馬県女性団体連絡協議会新年会
高崎女性経営者研究会新年会
ぐんま冬国体開会式
２月５日 自衛隊父兄会新年会
２月７日 新町NPOボランティアフェスティバル
更生保護女性会新町支部新年会
高崎市ボウリング協会会長杯ボウリング大会
２月８日 新町文化協会新年会
２月９日 北陸新幹線金沢延伸シンポジウム
２月13日 連合群馬議員懇談会群馬県予算説明会
２月16日 朝日友好親善新春のつどい
２月20日 自衛隊父兄会西毛地区理事協議会
２月21日 新町商工会青年部チャリティボウリング大会
２月22日 ぐんま公立高校男女共学を実現する会総会・学習会
２月27日 弥治喜多会新年会
３月２日 高崎経済大学附属高校卒業式
３月８日 高崎市消防表彰式
３月13日 新町中学校卒業式
高崎市議会議員選挙事前説明会
新町３区総会
３月14日 新町第二小学校区地域づくり活動協議会
新町サポーターの集い
３月18日 三島くみこタウンミーティング
３月20日
〃
３月23日
〃
３月24日 新町第二小学校卒業式
三島くみこタウンミーティング
３月25日
〃
３月27日 社会福祉法人しんまち元気村評議員会・理事会
３月28日 三島くみこタウンミーティング
３月29日 新町弁財天まつり
３月31日 三島くみこタウンミーティング
４月３日 新町諏訪神社春季例大祭
４月５日 陸上自衛隊新町駐屯地創立64周年記念式典
新町於菊稲荷神社春季例大祭
４月６日 高崎経済大学附属高校入学式
４月７日 新町川岸町諏訪神社春季大祭
４月８日 新町婦人会総会
４月12日 ３on３バスケットボール大会
４月13日 新町虚空蔵尊春まつり
４月18日 新町更生保護女性会総会
４月19日 新町商工会青年部総会・懇親会
５月11日 社会福祉法人協議会総会
５月12日 自衛隊父兄会総会
３on３バスケットボール大会
５月14日 新町自衛隊協力会総会・懇親会
５月20日 新町はなみずき交流グラウンドゴルフ大会
５月21日 高崎市国際交流協会総会・新町商工会通常総代会
５月27日 新町中学校陸上競技大会
５月28日 社会福祉法人しんまち元気村評議員会・理事会
５月29日 新町道路クリーン作戦
高崎市観光協会総会・懇親会
５月30日 新町花は咲くいっしょだよプロジェクト
６月６日
〃
６月８日 新町商工会女性部美化運動
６月13日 陸上自衛隊隊友会新町支部総会・懇親会
６月14日 ぐんま女性会議総会・研修会
動物愛護講演会
６月27日 新町３区クリーン作戦
群馬県男女共同参画フェスティバル
高崎市男女共同参画講演会
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