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皆さまの声が届きました！ 

皆さまから、お寄せいただく「ご意見・ご要望」を真剣に受け止め、改善・改修へと

取り組んでいます。市民皆様の生活向上のために努力を積み重ね、“暮らしやすい沼

田づくり”に頑張ります。 

児童・生徒の 

通学路 

工事に向け 

測量開始 

上原町区民館へつなが
る「上原町中央線」は、
沼田の厳しい冬期間に
霜により、道路が盛り
上がり、その後に道路
がひび割れ・陥没する
など危険であり、長年
にわたり補修要望があ
りました。歴代区長さ
んと連携をとり市役所
建設課へ補修を要請
し、今回工事実施とな
りました。 

薄根地区屋内運動場は、長年の
使用で路面がデコボコになり、
ゲートボール愛好者から整備
要望があり、高齢福祉課に路面
整地を求め、改修が実現されま
した。 

ぬまた聖苑へ向かう通称“おっぱこ坂”北側の
ごみ不法投棄に対し、市民の方々から改善要望
があり、環境課廃棄物係へ撤去を求めました。 
また環境面・衛生面から早急な対応について平
成 28年６月定例議会でも一般質問をしました。 
引き続き取り組んでまいります！ 

長年の懸案事項！市道上原中央線道路補修工事 7月完成予定！ 

白岩町ゲートボール場 “おっぱこ坂”付近 ごみの不法投棄対策 

5月 29日(日) 

群馬健康フェスティバル 

群馬県庁 



※紙面の都合上、載せられない一般質問は、次ページの『議会報告 日程』にお知らせしています。 

 

 

 2016 年(平成 28 年)6 月 17 日(金) 

● 自主防災組織について 
 
質問 「自主防災組織設置」市の支援策と予算？ 

「自主防災組織設置」に向け区長さんへ説明

会が実施されました。通常の区運営に加え、

ゼロから自主防災組織を立ち上げる作業量

は膨大な労力となります。沼田市からの支援

策と防災資機材を準備する上での予算支援

を要望します。 

答弁 市長 設置予定地区に対し、組織活動・役員

構成・班体制などについて説明しているとこ

ろです。設置に対する予算は計上しており

ませんでしたが、予算については早急に検

討します。 

 

 
星野たえこの思い 

度重なる自然災害や地震発生に対応して「自主防災組織」を立ち上げ“災害に備える”事は重要です。組織

設置後も継続した運営体制を軌道にのせる為には、市からの様々な支援と指導が不可欠であります。防災資

機材準備に対する必要な予算措置を一般質問で強く要望し、市長から予算措置検討の答弁がありました。 

 
● 不妊治療支援について 
 
質問 不妊治療支援と市長の見解について 

平成 28年 3月定例議会に於いて、市長から

不妊治療支援対して「不妊治療に焦点をあ

てるのではなく、妊娠しやすい年齢に結婚

できるように、沼田市ではかじを切ってい

くべきであると思っている」との見解があ

りましたが、再度、不妊治療に対する市長の

見解と支援拡大について聞きます。 

 

答弁 市長 不妊治療は大変な苦労がなされてい

ると聞いています。できれば不妊治療でなく

て妊娠できれば有り難いと思います。若い

方のほうが妊娠率が高いというデータがで

ているので申し上げました。結婚して妊娠し

ても会社を辞めずに子育てできるように社

会全体で子育てをしていくという方向にし

ていきたい。沼田市はそのようにかじをきっ

ていきたいと申し上げた通りです。 
星野たえこの思い 

不妊治療に挑戦しているご夫婦の事情は様々であり、結婚年齢が早ければ妊娠できるわけではありません。

当事者皆様の精神的・身体的な苦痛に対する温かな応援の理解と経済的負担への補助拡充で赤ちゃんを授か

る支援を要望しております。不妊治療を頑張っている方々の心情を推察する答弁ではありませんでした。 

 

● 子どもの貧困対策支援について（制服・運動着の再利用） 
 
質問 制服・運動着再利用の積極的な取り組みに

ついて 

経済的に困難な環境にある子どもの家庭に

於いて、体の成長と衣服の消耗が速い中学生

の支援策として制服・運動着のリユース（制

服・運動着を回収して再利用）が全国の市町

村で運動が始まっています。沼田市での積極

的な導入を求めます。 

 

答弁 教育長 中学生の子どもの成長は特に著し

く、学生服等・運動着の買い換えが必要にな

る事から、保護者の経済的負担軽減となるリ

ユース（再利用）については大切であると認

識しています。どのような組織と方法がよい

かなどの課題について、各地の事例を参考に

関係部局と連携し研究して参ります。 

 

星野たえこの思い 
沼田市内の中学校の制服・ワイシャツ・運動着について調査したところ、制服取扱い規定は学校によってま

ちまちでありました。運動着については、男女別・学年別の色違い指定などがあり、兄弟姉妹での着回しが

できず、負担をかかえながら買い換えている現状があります。不要になり家で保管されている制服や運動着

を再利用する運動は全国各地で広がっており、教育にかかる保護者の経済的負担軽減と資源の有効活用につ

ながる“リユース（再利用）バンク”について、研究から加速して積極的な導入に向けた取り組みを強く要

望しました。 
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③ 沼田小学校西校舎耐震補強及び大規模改造建

築工事請負契約金額 2 億 1,060 万円 

推

推 実現を！ 

 
 
 
 
 

 

 

 

①平成 28年度補正予算、②旧沼田貯蓄銀行設置及び管理条例の設定、③沼田小学校西校舎耐震補強及び大規模改造

建築工事請負契約、④人事案件（人権擁護委員 2名）、⑤平成 28年度沼田市電気事業特別会計予算 1 億 5,486 万円

（池田地区・佐山、利根地区・多那への太陽光発電事業）、⑥市道路線認定等を審議しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 傍聴規則の改正 

傍聴する際は、氏

名・住所・年齢を記入していま

す。気軽に傍聴できるように議

会側から努力すべきと思います。 

 

② 賛否の公表 

市議会では

沢山の議案を審査していますが、

現在の沼田市議会は各議員の

「賛否結果」が公表されていま

せん。私は、賛成・反対の意思

表示を市民皆様へ報告すべきと

思います。 

③ 議会インターネット中継 

インターネット中継と録画

放映の早期実現に向けて、 

強く！要望！ 

群馬県 12市の中で、議会のイン

ターネット中継・録画放映を行

っていないのは、「沼田市・富岡

市・伊勢崎市」です。沼田市議

会はグリーンベル 21に市役所

が移転する平成 31年から「議会

中継・録画放映」を行うとして

います。インターネット中継と

録画放映を早期に視聴できるよ 

うにし、「今の沼田市」の現状を 

市民皆様へ情報提供する

事を強く主張し、再度検討

する事になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 09 日（木） 議会運営委員会 傍聴 

6 月 14 日（火） 本会議 開会 質疑・討論・採決 出席 

6 月 16 日（木） 一般質問 4名 出席 

6 月 17 日（金） 一般質問 4名 7 番 目 に 登 壇 

6 月 20 日（月） 総務文教常任委員会  

6 月 21 日（火） 民生福祉常任委員会  

6 月 22 日（水） 経済建設常任委員会 所属委員会 出席 

6 月 23 日（木） 本会議 質疑・討論・採決 閉会 出席 

6 月 23 日（木） 議会運営委員会 傍聴 

6 月 23 日（木） 沼田市第六次総合計画特別委員会 所属委員会 出席 

6 月 23 日（木） 議会改革特別委員会 所属委員会 出席 

6 月 23 日（木） 議会便り編集委員会 所属委員会 出席 

審議した主な案件 

議 会 日 程 

② 旧沼田貯蓄銀行外構工事 

工事請負契約金額 3,294 万円 

6 月 17 日星野たえこ一般質問内容 

 自主防災組織について 

 不妊治療支援について 

 子どもの貧困対策支援について 

(制服・運動着の再利用) 

 安全で安心して遊べる子ども達

の環境整備（公園・児童館）に

ついて 

 環境の整備について 

 （ゴミの不法投棄撤去） 

議会改革特別委員会 
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東京都 

町田市役所 

※下記の 3項目が議題として話し合われました。 



新たな１年を 

皆様の「声をちからに」 

市民の目線と女性の視点から取り組み 

一生懸命に働き、今の市政をお伝えします！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

星野たえこプロフィール 
●1957年（昭和 32年）9月 20日生●家族 夫と長男 

●ぬまた幼稚園卒園●沼田東小学校・沼田中学校卒業●沼田女子高等学校卒業●東京ビジネス

専門学校卒業●アメリカ留学中に交通事故に遭い右大腿骨 7カ所複雑骨折の重傷により 2年間

のリハビリ療養生活●㈱JALグランドサービス入社 成田空港国際線勤務 羽田空港業務部勤務

（新入社員研修教育）●女性の目線から沼田市政へのチャレンジを決意●平成 27年沼田市議会

議員選挙に立候補初当選●平成 28年予算審査特別委員会副委員長 

●“ピンクリボンアドバイザー”取得（乳がん早期発見啓発活動）●地域と国をつなぐ乳がん・

子宮頸がん検診促進サポーター●全国災害ボランティア議員連盟●文部科学省後援健康管理能

力検定 1級(健康管理士一般指導員)取得 

●群馬県立沼田高等学校 PTA副会長●群馬県立沼田高等学校評議員 
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ご意見をお聞かせ下さい 
 
市政や地域課題などについ

て、疑問やお困りごとがござ

いましたら遠慮なくご意見

をお寄せ下さい。 
 
ご近所さん、お仲間の茶話会

など、お気軽に呼んでくださ

い。 

ミニ市政報告 

を致します。 

【日々活動に奮闘中】 

平成 28年 3月 30日(水) 利根沼田文化会館会議室 
活動した 1年間の歩みをご報告し、中村豊会長を中心
にご出席の方々との活発な意見交換とご要望を伺う。 

平成 28年 5月 22日(日) 沼田駅発 7時 40分 
障がい者の方々の積極的社会参加を目指す「友情列車
ひまわり号」にボランティアとして参加。 
 

平成 28年 6月 5日(日) 昭和村総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 市消防団激励 
ﾎﾟﾝﾌﾟ車の部準優勝沼田市第 1分団第 4部 小型ﾎﾟﾝﾌﾟの部 
準優沼田市第 4分団第 5部 第 3位沼田市第 4分団第 4部 

平成 28年 5月 20日(金)～21日(土) 
姉妹都市下田市の第 77回黒船祭記念式典の公式行事と
下田市議会との情報交換会参加で友好親善を深めた。 

平成28年5月13日(金) 
老神温泉大蛇まつり 

新井みゆきみどり市議のご挨拶 

平成28年4月3日(日) 

沼須一切経 

東京･地下鉄駅構内エレベーター待ち 上毛新聞記事 

下田市議会議員と交流 

沼小マーチングバンド 式典 式典出席 

白沢赤りんごの会｢おはなし会｣ 

子どもの遊び場調査 男女共同参画講演会 山口香講師 

沼田中学校入学式 
沼田踊り子隊 


	280630-声をちからに9号
	280630-声をちからに9号

