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シギレポ！
行動 発信力

山形市議会議員

活動日記随時更新中！

平成３１年４月の中核市移行へ向けた諸準備が進む！平成３１年４月の中核市移行へ向けた諸準備が進む！
ご挨拶

山形市議会議員

　平成30年度がスタートしておりますが、3月定例会では年度
予算・補正予算等を真摯に審議し、可決いたしました。その中
では、平成 31年 4月の中核市へ向けた県等への申出について
可決した他、一般会計予算においては、予算可決に併せ次世代
重粒子照射装置支援事業への附帯決議が付されました。
　議員・議会の役割は、行政のチェック機能と、日頃の活動
から声を伺い政策提言していく事と、その実現へ向けて取り
組んでいく事です。
　３期目の議員任期も限られてまいりましたが、今後も皆様の
声を形にしていく為、より一層責任感を持って活動をしてまい
ります。

※1要件を満たす都市が「連携中枢都市」となり、周辺市町村と「連携中枢
都市圏」を形成し、圏域の活性化を図ろうとする構想で圏域人口に応じ
交付税・特別交付税が措置される。

Photo：霞城公園　本丸一文字門前にて。
今年度は野球場が撤去され、北側エリアの
活用手法も検討されます。

※Ｈ28．12月議会で移住者への
　助成を提言

※Ｈ26．12月議会にて引率可能な外部顧問
　制度を提言
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中核市指定申出について可決！ 6月県議会での議案提出へ

私たち
の

暮らし
に

とても
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！ 平成30年度予算関係3月の定例会

速報

予算規模1

平成30年度の新たな施策3

中核市移行関係2

人口増加・子育て対策 活性化・交流人口拡大 教育・くらし

主な
財政指数

◆仮称）山形市保健所は霞城セントラル内に設置！
（1億8,900万円にて工事請負契約締結）

◆ 仮称）動物愛護センターを整備（船町）！

◆ 近隣市町と連携中枢都市圏※１の形成へ！

（30年度予算 約3億5千万円）

●山形市内へ移住される子育て世代に
　給付金を支給

●中学校へ大会引率可能な部活動指導員
　を配置（2時間、週3回程度）

●除雪作業の効率化へ向け、ＧＰＳ（衛星利用）
　を活用した新たな運行管理システムを採用

●道の駅（山形上山IC付近）の整備促進

●中心市街地に、
　出店サポートセンターを設置

●「まなび館（旧第一小学校校舎）」の
　2・3階も含めた利活用の検討へ!

●保育士の宿舎借上げ費用の
　一部を補助へ

市債残高 実質公債費比率 自主財源比率

1,010億4,654万円
（+1.2％）

（▲1.0％）
8.4％

（▲0.1％）
54.7％
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※詳細は５月１日
発行市議会報をご
覧ください。

942億2,200万円942億2,200万円
一般会計予算総額

+1.52億円 
（0.2％増）

前年比

1,852億1,912万4千円（前年比▲1.8％）特別会計・企業会計を
合わせた総額は

（1世帯100万円※条件あり）

⇒スマートフォンアプリ配信や出店相談

（作業状況の把握ときめ細かな運行指示等を実施）
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生年月日 昭和43年6月10日生まれ

家族構成 妻、長女（大学生）、長男（高校生）

趣味・特技 水泳は小学校四年生以来、ずっと続けています。
今では健康維持とストレス解消に非常に役立ってます。

身 　 長 182cm 血 液 型 B型

略　歴 S56.3
S59.3
S61.9
S62.3
S63.4
S63.9
H　3.3

山形市立第四小学校卒
山形市立第五中学校卒
アジア大会銀メダル〈水泳〉
日本大学山形高校卒
アジア選手権優勝〈水泳〉
ソウルオリンピック水泳日本代表
早稲田大学人間科学部卒

H　3.4
H　4.9
H19.5
H23.5
H26.4
H27.5
H28-30

東北電力株式会社入社
べにばな国体優勝〈水泳〉
山形市議会議員（1期目）
山形市議会議員（2期目）
山形市立第七小学校PTA会長
山形市議会議員（3期目）
山形市立第二中学校 PTA学年委員長

現　職 ＜議会関係＞

・（公財）日本水泳連盟評議員
・山形県水泳連盟理事長
・早稲田大学校友会山形県支部 幹事

・山形市国民健康保険協議会 会長代行
・日大山形水泳部ＯＢ会 桜水会 会長
・山形市立第五中学校 同窓会幹事
　　　　　　　　　　　　　　　　　他

＜その他の役職＞

・環境建設常任委員会 委員長
・議会報委員会 委員長
・山形市議会 スポーツ振興議員連盟副会長

・会派 緑政会 幹事長
・山形市議会観光振興議員連盟幹事長　他

12月定例会一般質問概要

（平成30年4月現在）

市政へのご意見・ご相談はこちらまで

武田さとし Pro�le
山形市城西町
に住んでます！

明るく住みやすい山形市を目指し、日々奮闘
してまいります！市民の立場に立って、市民
目線の市政を目指してまいります。

皆様のご意見・ご要望をお気軽にお聞かせください。

※武田さとしのシギレポ！は再生紙を使用しております。

山形市本町二丁目1-6 TEL.023-623-2377事務所 http://www.takedasatoshi.net/ 武田さとし

フェイスブック・ブログ・ツイッターは
随時更新中！ ツイッターのアカウントは@swim3104山形市城西町二丁目10-11自 宅

友達申請お待ちしております！
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詳しくは、フェイ
スブックをチェッ

ク！

Ｈ30.3：旅篭町旧木村邸跡地に
オープンしたgura。「旅篭町にぎわい
拠点整備事業」として蔵を改装し、
賑わい拠点施設として生まれ変わり
ました。

H29.11：蔵王高湯環状線への消雪
化竣工式。観光議員連盟の幹事長と
して参加。危険個所への電熱ロード
ヒーター設置で事故が大幅に減少し
たそうです。

H29.10～12：町内会の皆様と連携
し、ごみステーションの設置箇所増
や設置場所等の協議、また側溝整備
等の推進に取組みました。

4.まちなか賑わい創出1. 蔵王消雪道路 2. 地域への貢献

最新の情報を
　　いち早くお届け！

やまがた市議会報2月1日号に
掲載分以外を中心に！

市政・議会トピックス
フェイスブックで掲載中！ 友達申請お待ちしております！
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山形県若者定着奨学金返還支援事業は最大５年間の
支援であるが、制度の継続または恒久的に制度が構築
されるよう国に求めるべきと思うがどうか？

Q
制度の改善や継続、新たな施策の必要
性について県を通じて国に意向を伝え
ていく。

A

就労支援
ユネスコ創造都市ネットワーク映画分野認定を契機に、
地域愛の醸成や高齢者の外出を促すこと等を目的に地域
の名所や各種イベントの映像作成を行ってはどうか ?

Q
映像を基軸としながら文化資産、自然、歴史などの地域資産
と連動させ新たな価値の創造に繋げ、当市のPRに積極的
に努め愛着の持てる地域・郷土づくりを目指していく。

A

映像文化の発展

総合スポーツセンターのプールに背泳ぎすべり防止
器具を設置し国際ルールに対応すべきと思うがどうか?Q
日本水泳連盟では国内主要大会において、背泳ぎの
スタート時の危険性を回避するためすべり防止器具を
使用しており、本市でも設置について検討していく。

A

スポーツ環境の整備
児童生徒の健康管理のためにも、体育館高窓の開閉
不能箇所の改修を早期に行うべきと思うがどうか?Q
他の改修事業との優先度を考慮し、
計画的に改修を進めていく。A

安心して学べる学校に
なってほしいね！

学びの環境整備

 （30年度予算に反映済）

H30.2：会派政策提言書を佐藤市長へ。
13項目について政策提言を行い、
市政への反映を求めました。

3. 会派政策提言
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