
平成 25 年の活動記録 

【1 月】 

  ・ 議員研修 土壌浄化法（簡易な下水道） 

           
  ・次期参院選埼玉選挙区予定候補の矢倉克夫氏と挨拶まわり。 

            

  ・ 市議会会派代表者会議および全員協議会 

  ・ 議会改革運営会議および議会改革推進委員会 

  ・ 近隣自治会新年会 

  ・ 地元自治会新年会 

  ・ 東松山市議会議員研修会 

          「議会を取り巻く最近の地方自治法改正の動き」 

          講師：全国市議会議長会 法制参事 鈴木拓也氏 

           （市議会全員協議会室にて） 

  ・ 輿水衆議院議員と党支部内の挨拶回り。 

  ・ 東松山市成人式 東松山市民文化センター 

           



         東松山市は 1,072 名の方が新成人に。 

 

  ・公明党東松山支部街頭 

            （東松山駅前からスタートして吉見町、川島町で実施） 

           
          13 日は、東松山市を含む近隣自治体も成人式を挙行。 

          街頭から成人の日を祝すとともに与党となった公明党の取組み、そして 

          日本再建にむけた決意を訴えさせていただきました。 

  ・新春街頭演説  

         公明党東松山支部議員団 5 名が支部内 3 か所で新春街頭。 

         （東松山市議：大山、大滝議員、吉見町議：安孫子議員、秋山議員、川島町議：新井議員） 

          
 

【2 月】 

  ・ 東松山市議会 3 月議会開会 

           会期は、3 月 19 日までの予定 

  ・四市合同議員研修会（鶴ヶ島市） 

          東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市の４市の議員が 

             毎年１回合同で議員研修を行っています。 

             今年は、「埼玉県における農業ビジネスの展開」と題して 

             県農林部農業ビジネス支援課長を講師に研修 

  ・公明党埼玉県本部新春のつどい（さいたま市内） 

           
          山口代表と次期参院選埼玉選挙区予定候補矢倉かつお氏 



  ・ 森田市長市政報告会（紫雲閣）出席 

  ・六軒町自治会総会 

  ・市議会議会報編集委員会 

  ・市立新宿小学校卒業式 出席 

  ・市立東中学校卒業式 出席 

 

【3 月】 

  ・党東松山支部街頭  

           弁士：矢倉かつお次期参院選埼玉選挙区予定候補 

               岡本三成衆議院議員 

            私 

 

               

            矢倉かつお氏                   岡本三成議員 

  ・ 公明党東松山支部党員会（吉見町）開催 

               

          支部長挨拶：私               荒木清寛参議院議員（党機関紙推進委員長）出席（写真） 



 

【４月】 

  ・矢倉かつお氏（現参院議員）森田市長を訪問 

           

  ・市議会会派代表者会議、議会基本条例運営会議、同推進委員会 

  ・東松山市観光協会総会 15：30～紫雲閣 

  ・新宿町自治会総会 

  ・市議会議会報告部会（各常任委員会】協議 

  ・下松本町自治会総会 

  ・新宿小学校入学式 

  ・公明党時局講演会 坂戸市民会館 19：30～ 

         弁士：岡本三成衆議院議員 

         弁士：矢倉かつお 参院選埼玉選挙区予定候補 

 

【５月】 

  ・東松山市議会 6 月議会開会（～6 月 21 日まで） 

          東松山市議会第６３代議長に就任（５月３０日） 

  ・比企広域市町村圏組合議会 

  ・森田光一後援会総会 

          矢倉かつお氏とともに出席 

  ・第 2 回東松山市議会「議会報告会」 (５月１８日） 

           松山市民活動センター 午後 7 時～ 

  ・自治会連合会松山支部総会 

  ・新宿小学校ＰＴＡ歓送迎会 

  ・議会会派代表者会議等 

  ・花の交流イベント 東松山ぼたん園にて 

          

 



【６月】 

  ・東松山市少年少女柔道大会【議長】 

  ・埼玉県市議会議長会第 2 区事務局職員研修会【議長】 

  ・県道冑山熊谷線整備促進期成同盟会総会【議長】 

  ・比企広域市町村圏組合議会代表者会議・臨時会 

         比企広域市町村圏組合議会議長に就任 

  ・ 6 月議会閉会 

         議員の費用弁償を廃止 

         議員歳費の来年 3 月までの月額５％削減 

         ２つの条例を可決 

  ・矢倉かつおを励ます会 出席 東松山市内 

           
           

  ・公明新聞取材 購読拡大目標達成記念 

          
  ・東松山市商店会連合会総会【議長】 

  ・前吉見町長新井敬三氏を偲ぶ会参列【議長】 

  ・比企広域市町村圏組合議会代表者会議 

  ・いじめ防止フォーラム 東松山市民文化センター 

      講演 「いじめのない学校・笑顔あふれるまちに」 

    ～そして、私たちにできること～  講師：見城美枝子氏 青森大学教授  

           



 

【7 月】 

  ・障害を持つ子の親の会えんぜる 

           
  ・参議院議員通常選挙投票日  公明党「矢倉かつお氏」当選(７月 21 日） 

   ・ニューモラル講演会出席（松山活動センター）【議長】 

  ・参院選最終日：公明党街宣車担当 午前中を東松山市内を回る 

          東松山駅西口を 8 時にスタート 

  ・比企広域市町村圏組合議会総務委員会 

  ・市議会議会改革運営会議 

  ・西部地区１０市議会に挨拶。 

  ・第 42 回市民総合体育大会総合開会式および講演会【議長】 

            
  ・公明党支部議員会議 

  ・障害を持つ子の親の会えんぜるの皆さんと懇談 

  ・公明党総支部支部長会 

  ・埼玉県都市競艇組合議会臨時会（さいたま市）【議長】 

  ・東上線東松山寄居間複線化促進期成同盟会定期総会（小川町）【議長】 

 

  ・参議院埼玉選挙区公明党候補者「矢倉かつお」街頭演説(東松山駅東口）  

   ・埼玉県議会議員江野幸一県議県政報告会出席 

  ・入間川水系改修工事期成同盟会総会【議長】 



  ・比企広域市町村圏組合議会総務委員会 

  ・都幾川改修促進協議会役員会及び総会【議長】 

  ・新江川水系改修促進期成同盟会通常総会【議長】 

  ・東松山市交通安全対策協議会役員会及び総会【議長】 

  ・正副議長就任挨拶（比企町村議会・本庄および熊谷市議会） 

 

【8 月】 

  ・東松山市総合防災訓練 比企消防本部にて 

          左：大山 

 

  ・第 14 回ひがしまつやま花火大会 

  ・江野幸一県議との意見交換会 

  ・公明党総支部議員会 

  ・公明党東松山支部党員会 

          岡本三成衆議院議員の国政報告 

          来賓に森田光一市長、高田康男町長、新井保美町長 

          支部長挨拶の私 

 

          森田市長 岡本議員 

  ・公明党埼玉県本部夏季議員研修会 

          公明党石井政調会長出席 

          （左から大山、大滝議員、石井政調会長、西田県代表、新井議員、若狭議員） 



  ・東松山市自治会連合会「サマーセミナー」 市内【議長】 

          講師：宮城県東松島市 小野竹一自治会長 

           
  ・県道冑山熊谷線整備促進期成同盟会県要望活動 県庁【議長】 

  ・埼玉県都市財政研究会役員会 羽生市 【議長】 

  ・埼玉県市議会議長会第 2 区議長会研修 市内 

           

  ・メガソーラ「東松山かがやき発電所」開所式【議長】 

  ・各地区の夏祭り、納涼祭、および東松山ホーム盆踊り大会へ。 

           

  ・東松山市遺族会主催 戦没者「みたままつり」【議長】 

           

  ・８/15 終戦記念街頭演説 

         党東松山支部議員団 5 名で東松山市、吉見町、川島町にて実施。 



            
                                

 

  ・第 42 回東松山市民総合体育大会柔道の部開会式（南地区体育館）【議長】 

  ・東松山落語文化を親しむ会［松音屋） 

  ・埼玉県学校給食振興期成会役員会（さいたま市）【議長】 

  ・比企広域市町村圏組合議会（東松山市議会議場） 

  ・市議会代表者会議、議会改革運営会議、議会改革推進委員会 

  ・各地域夏まつり 

 

【9 月】 

  ・市内小学校運動会 

  ・9 月議会開会（5 日） 

  ・東中学校文化祭「しらさぎ祭」開会式出席 

  ・議員政策研修会（県議会にて）【議長】 

  ・公明党市議団「平成 26 年度予算編成に関する施策要望書」を 

          森田市長に提出 

          
  ・東松山ホーム「敬老会」出席 

  ・東松山市「おとしよりを敬愛する集い」【議長】 

         市民文化センターにて 

 

【10 月】 

  ・第 35 回東松山市シニアクラブ連合会ゲートボール大会 

  ・東松山警察署管内地域安全大会 

  ・市議会全員協議会、議会改革推進委員会 

  ・第 30 回自衛消防訓練大会（比企消防本部総合訓練場） 



          比企消防本部と比企地区危険物防火安全協会共催による 

             地区内の 32 事業所が参加。 

            

           雨の中、これから操法に臨む東松山市役所女子チーム 

           女子の部で準優勝しました。 

  ・比企広域市町村圏組合議会臨時会 

  ・関東市議会議長会第 1 回理事会 

                  （群馬県高崎市にて） 

  ・比企広域市町村圏組合議会代表者会議 

  ・医療法人社団シャローム シャローム病院竣工式 

           シャローム医院が緩和ケア病床３０床の緩和ケア病棟を増設して「シャローム病院」 

           としてスタート。緩和ケア３０床は県内で最も多い病床数。 

  ・東松山市社会福祉協議会松山支部「第 6 回ふれあいのつどい」 

  ・東松山市戦没者追悼・平和祈念式典 

  ・新宿町・山崎町合同防災訓練 

  ・市議会代表者会議、議会改革運営会議、全員協議会 

  ・第 2 回埼玉県市議会議長会第 2 区事務局長会議 

  ・第 21 回東日本マレットゴルフ彩の国大会 

  ・きらめき市民大学学園祭 

  ・議会運営委員会視察（10 日～11 日） 

         福島県会津若松市議会「議会改革の取組みについて」 

         山形県上山市議会「サンデー議会開会の取組み」 

  ・静岡県菊川市議会教育福祉委員会視察歓迎挨拶【議長】 

  ・東武東上線沿線サミット（池袋東武） 

           

 

  



 ・埼玉県市議会議長会第 2 区議長会視察研修 3 日～4 日（新潟県長岡市） 

             

           複合施設「アオーレ長岡」にて 

           長岡駅前に建設された同施設内には市役所、議会、アリーナ等が 

           併設されています。行政窓口の入り口には某ハンバガーショップや 

           コンビニがあります。写真の奥に見えているのが 5000 人収容可能な 

           アリーナです。大相撲、フィギャースケート、コンサートなどが行われ 

           ています。入口はオープンになっていて自由に使用可能。同施設内 

           飲酒も可とか。個々人の良識に委ねている。 

           写真右が同施設にある市議会の「議場」。1F にあり鏡張りで議場内が 

           見えます。 

           写真左は、東松山市議会の副議長と議会事務局職員と一緒に。 

           本年は、東松山市議会が第 2 区の会長市であり、企画運営等を担わせて 

           頂きました。 

 

         １、「議会活性化の取組みについて」（1 日目） 

         ２、長岡震災アーカイブセンター（2 日目） 

             

         ３、「子育ての駅てくてく」と「子育ての駅ちびっこ広場」(2 日目） 

              



 

【11 月】 

   ・第 27 回東松山市スポーツ少年団駅伝競走大会（陸上競技場） 

   ・東松山警察署「冬の交通安全運動出発式 

           「年末年始特別警戒取締出陣式」（ピオニーウオ―ク） 

              
            

  ・東松山市議会定例会（12 月議会）開会(11 月 26 日～12 月 17 日）） 

            インターネット中継配信開始 

  ・第 51 回優良従業員表彰式（総合会館） 

               

  ・平成 25 年度東松山市消防団消防特別点検 

  ・六軒町自治会シルバーの集い 

  ・党女性局「オレンジリボン・児童虐待防止」街頭 

              
  ・公明党埼玉県本部代表者会議・議員総会（さいたま市） 

             

   ・きらめき大学校友会「第 7 回文化・作品展」 



             
   ・平成 25 年第４回埼玉県都市競艇組合議会定例会 

   ・公明党東松山支部党員研修会（国会見学・岡本衆議院議員との懇談） 

              

 

   ・第 37 回全国育樹祭（熊谷ドーム） 皇太子殿下ご臨席のもとに盛大に開催されました。 

                

            埼玉県市議会議長会副会長として記念植樹 

            堀越副議長（左）と会場にて 

   

              

   ・第 28 回松山地区ハートピアまつり 

   ・埼玉県都市財政研究会第 2 区視察（滋賀県・京都府） 

   ・全国市議会議長会シンポジューム 

   ・総合体育大会マレットゴルフ大会 

   ・市ノ川クリーンアップ作戦（河川清掃） 

    



・全国市議会議長会評議員会（日本都市センター） 

            
    ・韓国原洲市議会表敬 

     ・第 36 回日本スリ―デーマーチウエルカムパーティー 

            蔡議長（左）と 

    ・農業祭（東松山マルシェ） 原洲市議団と出席 

          ・原洲市議団と東松山市議団スタート 

             

   ・唐子地区商工祭 

   ・スリーデーマーチパレード・完歩式典 

             

 

【12 月】 

   ・手話言語条例に関するシンポジウム（さいたま市） 

   ・講演「阪神淡路大震災 兵庫県立淡路病院からの報告」（成恵会病院６Ｆ） 

           講師：水谷和郎医師（震災当日の当直医） 

 


