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◆ 恵庭市議選の結果

多くのご期待により、当選を果たすことができま
した。当選御礼は公職選挙法の規定により禁じられ
ていますので、ご理解をお願いします。
投票率は前回よりも下がってしまい、また、党派
の構図としても厳しい結果です。責任の重さを感じ
ながら、必ずそのご期待に沿うよう努めてまいりま
す。
2015年4月26日 定数21

投票率58.45％

候補者名（敬称略）年齢 党派 現･元･新 得票数
かしわの大介

35 無所属

元 2,770

市川しんじ

61 無所属

新 1,697

高橋みち子

58 公明

たかは茂

はせふみ子
野沢ひろき

かわまた洋一

わしだまさひろ
ささまつ京次郎
かわはら光男

71 自民

61 自民
53 公明
56 自民

現 1,405

・公明党議員団

・自民党清和会

現 1,395

・無所属・市民の会

66 自民

現 1,323

現 1,374

31 共産

林けんじ

63 無所属 現 1,235

新 1,296
現 1,237

榎本あつひさ

60 無所属

現 1,208

いのぐち信幸

64 無所属

現 1,173

大野のりよし
小橋かおる

早坂たかとし
岩井

利海

伊藤まさのぶ
前田たかお

69 自民
56 自民
38 自民
64 自民
56 自民

56 無所属

現 1,112
現 1,009
新 901

しょうだ洋

61 維新

現 773

堀内やすぶん

55 無所属

２名（林議員、猪口議員）

１名（榎本議員）

・恵庭市議会日本共産党議員団
・陽転思考の会
・考える会

１名（藤田議員）

１名（前田議員）

１名（かしわの）

会派は１人ですが、大勢いる会派に負けないく
らい動きの見える活動をしていきたいと思います。

5/19に選挙後、最初の議会となる臨時会が開か
れ、委員会構成などが決まりました。
恵庭市議会は３つの常任委員会と議会運営委員
会を中心に構成されています。私は、最初の２年
間、厚生消防常任委員会に所属することが決まり
ました。

現 1,124

現 872

55 無所属

・民主・春風の会

現 1,124

66 民主

さいとう良弘

３名

◆ 厚生消防常任委員会に所属

むとう光一

71 民主

１２名（市川議員含む）

現 1,190

-----------------------前仏まさる

私は無所属の１人会派「市民とともに市政を語

現 1,445

現 1,383

55 公明

国と同じですが、政党に所属をしている議員で
あれば、政党を軸にしたグループに属していること
が多く、恵庭市議会では21名中17名が政党名を冠
した会派に所属をしています。

現 1,449

藤田しゅんすけ
佐山みえ子

る人たちがグループをつくるということもありま
す。

り考える会」（略称、考える会）として会派を届け
出しました。その結果、以下のような会派構成に
なりました。

現 1,698

44 自民
66 自民

2015年5月22日 発行

現 809
新 386

新 174

◆ 会派構成と委員会構成
5/1から任期が始まり、まずは議会の活動をしてい

く上で所属をする会派を決めました。ちなみにこの
聞きなれない「会派」というもの。議会で活動する
際の同じ方向性をもつグループです。中には、議会改
革や特定の政策を軸として、理念の上では違いのあ

・総務文教常任委員会（主に総務部、企画振興部、教育
委員会などに関する事項）

・厚生消防常任委員会（生活環境部、保健福祉部、消防
本部に関する事項）

・経済建設常任委員会（経済部、農業委員会、建設部、
水道部に関する事項）

その他、議長、副議長は選挙が行われ、議長に
は伊藤雅暢議員が、副議長には野沢宏紀議員が選
出されました。（議長選挙：伊藤議員17票、無効
4票、副議長選挙：野沢議員20票、無効1票）

残念ながら議長、副議長の選挙の前に、所信表明
は行われませんでした。
選出された議長のあいさつでも議会改革には触れら
れておらず、地方議会のこれからの役割をどのよう
に認識されているのかはわかりません。

◆ 地方の裁量なのに専決処分？
臨時会の中では、この間専決処分が行われたもの
の報告と補正予算などの議案審議が行われました。
専決処分は、本来議会の議決が必要だけれども、
特に緊急を要するということが明らかなときなど
に、市長が独自で処分を決められれるという仕組み
です。
議案審議の中で、私から質疑をしたものは２点。
１）報告第１号の専決処分の議案と、
２）補正予算の臨時福祉給付金のところです。

○総務文教常任委員会

委員長：川原、副委員長：林、

○厚生消防常任委員会

委員長：早坂、副委員長：高橋、

○経済建設常任委員会

委員長：小橋、副委員長：榎本、

委員：伊藤、鷲田、前田、長谷、佐山
委員：市川、柏野、川股、笹松、猪口
委員：野沢、藤田、岩井、大野、鷹羽
○議会運営委員会

委員長：鷲田、副委員長：猪口、

●基地特別委員会

委員長：長谷、副委員長：佐山、

委員：高橋、榎本、川股、川原、笹松
委員：市川、小橋、前田、岩井、林
●補正予算特別委員会

委員長：大野、副委員長：高橋、

委員：市川、早坂、鷲田、小橋、藤田、柏野、前田、岩井、
長谷、佐山、榎本、川股、川原、笹松、鷹羽、林、猪口
監査委員：鷹羽

農業委員会委員：大野、川股

石狩東部広域水道企業団議会議員：伊藤、野沢
石狩教育センター組合議会議員：川原

議案はブログからダウンロードできます。ややこ
しい説明を省いて簡単にいうと、
１）国が法律を変えて、恵庭市が独自でサービス付
き高齢者住宅の税金を下げていいよという話をした
ときに、今まで通り、2/3という割引率を勝手に決
めときましたから、という報告がありました。

札幌広域圏組合議会議員：伊藤

「わがまち特例」という仕組みで、どれだけ割引
をするかそれぞれのまちが決めていいという仕組み
です。
しかも、来年の４月からということなので、特段
急ぐ必要はありませんでした。

定例会では、それぞれの議員個人の問題意識に基
づいて、市政全般にわたる課題を、質問という形式
で市長に問うことができます。
私は、最初の定例会である6月の第2回定例会で、
・市長の政治姿勢について（二元代表制の認識）
・こすもす保育園の駐車場について
・松恵小学校の特認校制度について
・ごみ料金の改定について
・投票率の向上について
などについて質問をする予定でいます。これに関し
てのお考えや、これ以外でもみなさんが日頃恵庭市
に対して感じていることなどお知らせいただければ
幸いです。

どうせ議会なんて形式的なもんだから、勝手に決
めちゃったよという話で、とても問題があるのです
が、他のみなさんは納得をされているのか特に質疑
などはありませんでした。
２）もうひとつの子育て世帯臨時特例給付金は、国
がお金を出すから子育て世帯に配ってくださいとい
うものですが、1万人に3000円のお金を配るために
1件あたり500円かかっているということでした。
そんな非効率な形でお金を配るくらいならば、サ
ービスの給付として、もっと充実させてほしいとい
うのが子育て世帯の声ではないでしょうか。消費税
をあげて、こんな形でお金を配ることを望んでいる
人はどれだけいるのでしょうか。
自治体が自由に使えるお金を3000万円もらったほ
うがよほど有効に使えます。

委員会、その他の役職については、以下の通り決
定しました。（すべて敬称略）

民生委員推薦会委員：岩井

功労者等表彰審議会委員：川原、笹松、高橋、林
都市計画審議会委員：鷲田、長谷、野沢、猪口

国民健康保険運営協議会委員：川股、佐山、猪口

◆ 一般質問の予定案件

◆ 活動サポーター募集中
かしわの大介後援会は、ともに活動していただける会

員・ボランティアを募集しています。恵庭のまちづくりに

関する政策提言や、定期的に発行する会報の配布などご協
力いただける方はご連絡ください。まずは会って話をした
いというだけでも歓迎です。

【連絡・問合せ先】 柏野 大介
〒061-1441 恵庭市住吉町２２１４
電話：090-2695-2880 / FAX：0123-39-5333
Email：dkashiwano@gmail.com
web：http://kashiwano.info/

