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森 ともひろ通信

あなたは 1 3 5 9 1 3 人目の読者です。
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35歳 四日市市議会議員/公認会計士・税理士

市政・議会報告 [平成26年2月定例月議会]
2月12日〜3月25日の42日間、四日市市議会では平成26年2月定例月議会が開催されました。

平成26年度当初予算 〔子ども医療費助成・ワクチン接種助成拡大へ〕
2月定例月議会において、平成26年度一般会計当初予算案の審議が行われ、
『市民窓口サービスセンター開設事業費』
1,347万円を除く、1,078億円が賛成多数で可決されました。
平成26年度の可決予算には、子育て世代の負担軽減に繋がる予算がいくつか含まれています。
例えば、従来小学6年生までが対象であった『子ども医療費助成』が、入院に関してはその対象を中学3年生まで引き上げる
事になりました。また、予防接種においては任意接種に該当しこれまで全額自己負担であった「水ぼうそうワクチン」
「おたふ
くかぜワクチン」に対して、それぞれ市から１回3,000円の助成を行う事となりました。
少子化社会の中、多くの方が四日市市で子どもを産み・育てたいと思って頂ける様なまちづくりを進めていかねばなりませ
ん。本市が「子育てしたいまち」として選ばれる為に、今後も更なる子育て支援策を検討していく必要があります。

平成26年度当初予算審議 《真の住民サービス向上とは何か》
〜市民窓口サービスセンター開設事業費 を否決〜

平成26年度当初予算審議において、議会は『市民窓口サービスセンター開設事業費』1,347万円全額を否決しました。本市
は平成27年1月から民間ショッピングセンター内に新たな「市民窓口サービスセンター」の設置を計画していました。土日夜間
利用出来る「市民窓口サービスセンター」は利便性が上がり市民サービスの向上に繋がると言えます。しかし、市民窓口サービ
スセンター開設1年後に国策により「マイナンバー制度」が始まり、窓口業務の8割以上を占める証明書発行業務のコンビニ活
用が全国的に広がると予測されます。既に、近隣の鈴鹿市、いなべ市はコンビニ交付を開始しています。
他の自治体で全国4万店舗で利用出来るコンビニ活用が進む中、本市はコンビニ活用
の検討を十分に行わず、新たに職員4名配置し年間3,600万円掛けて、新たに窓口を設
置しようとしていました。
真の住民サービス向上とは何か。
私は、審議当初から長期的なビジョンを欠くばらまき色の強い当予算に批判的な立場
を取って来ました。議会の良識ある判断が下されたと考えています。

【一般質問】 四日市から胃がんを無くす！胃がんリスク検診導入を
『健康で生きられる四日市をつくる！』私が、議員活動の中で大きく掲げているテーマの一つです。日本人の死因の1/3は
『がん』です。
『がん』の中で最も発症率が高いのは「胃がん」です。本市でも年間100名を超える方が、
「胃がん」でお亡くな
りになっています。現在、本市では「胃がん検診」として、バリウム、胃カメラ検診が行われていますが、検診受診率は直近の
数字で18.2%にとどまります。この状況で市民の健康を守れると言えるでしょうか。
『胃がんリスク検診の導入』を市に提案しました。
私は、2月定例月議会の一般質問にて、
『胃がんリスク検診』とは、
「ピロリ菌の存在」と「胃の萎縮度」の検査により、今後
の胃がん発生リスクを調べるものです。そして、その発症リスクに応じた処置を事前に施
す事により、胃がんの発症を極めてゼロに近づける事が出来るのです。しかも、
『胃がん
リスク検診』は血液検査で行える為、容易に受ける事が出来ます。こういった点から、近
年多くの自治体で『胃がんリスク検診』の導入が進められています。本市においても、従
来通りの受診率が極めて低い「胃がん検診」のみに頼るのでは無く、
「胃がんリスク検
診」という新しい取り組みを行い市民の健康を守っていかねばなりません。

森 智広 活動報告
・駅立ち286日到達!!
平成22年9月21日から行っている朝の駅立ちが、4月25日の近鉄北楠駅にて286日目を迎えました。
森智広の活動の原点である駅立ち、早朝6時半から元気もりもり取り組んでいます

・毎月に一度の街頭演説 33ヶ月連続実施中！
平成23年8月から月に1度、四日市市内の交差点やショッピングセンター前で街頭演説を
行っています。4月19日の街頭演説で33ヶ月連続の実施となりました。
街中で、森智広をお見かけになった際には、気軽にお声掛け下さい！

・市政報告会 第3ステージ突入! 113ヵ所目到達!!
市内全域にて開催している｢市政報告会｣第3ステージに突入しました。
そして、4月27日の鹿間町構造改善センターにて113ヵ所目の実施となりました。
現在、出張市政報告会のリクエストを承っております！お気軽にご連絡下さい！

市政報告会 実績 〔平成23年7月24日〜〕
平成23年
7月24日 《水沢》本町構造改善センター
7月24日 《水沢》北谷町公民館
8月 7日 《水沢》中谷町公民館
8月 7日 《水沢》茶屋町公民館
8月21日 《水沢》宮妻町公民館
9月 4日 《水沢》三本松町公民館
9月 4日 《水沢》谷町公民館
9月19日 《水沢》西條町公民館
9月25日 《水沢》水沢野田町公民館
9月25日 《水沢》横堀町公民館
10月10日 《水沢》四ツ谷町公民館
10月10日 《水沢》東町公民館
10月30日 鹿間町構造改善センター
11月13日 山田町 暁覚寺
11月20日 美里町公民館
12月18日 堂ヶ山町遠生寺
平成24年
1月 8日 内山町第 2 公会所
1月 8日 西山町構造改善センター
1月14日 小山町公会所
1月22日 六名町集会所
2月 5日 桜地区 智積町公会所
2月 5日 桜地区 桜町西中央公会所
2月12日 和無田町構造改善センター
2月19日 大矢知地区市民センター
2月19日 八郷地区 平津町公民館
4月 8日 内部地区市民センター
4月15日 塩浜地区市民センター

4月22日
4月30日
5月20日
5月25日
6月24日
7月 1日
7月 8日
7月14日
8月25日
9月 2日
9月 2日
9月23日
10月 8日
10月 8日
10月14日
10月21日
11月 4日
11月11日
11月17日
平成25年
1月 6日
1月 7日
1月 8日
1月11日
1月20日
1月20日
1月25日
2月 9日
2月11日

桜地区 桜台第一会館
下野地区市民センター
日永地区市民センター
本町プラザ
川島地区市民センター
高花平中央集会所
四郷地区市民センター
河原田地区市民センター
神前地区市民センター
橋北地区市民センター
海蔵地区市民センター
常磐地区市民センター
富洲原地区市民センター
富田地区市民センター
三重地区市民センター
楠総合支所
保々地区市民センター
県地区市民センター
羽津地区市民センター
《水沢》本町構造改善センター
《水沢》宮妻町公民館
《水沢》北谷町公民館
《水沢》西條町公民館
《水沢》茶屋町公民館
《水沢》横堀町公民館
《水沢》三本松町公民館
《水沢》谷町公民館
《水沢》水沢野田町公民館

2月16日
2月16日
2月17日
2月17日
3月19日
3月23日
3月31日
4月 6日
4月 6日
4月29日
5月12日
5月19日
5月26日
6月 1日
6月16日
6月23日
6月23日
6月30日
6月30日
7月28日
8月11日
8月18日
8月24日
9月22日
9月23日
9月28日
10月 5日
10月12日
10月14日

10月20日 羽津地区市民センター
《水沢》中谷町公民館
10月26日 川島地区市民センター
《水沢》四ツ谷町公民館
11月 4日 常磐地区市民センター
前田町東部集会所
11月17日 富田地区市民センター
《水沢》東町公民館
11月30日 県地区市民センター
美里町公民館
12月14日 保々地区市民センター
和無田町構造改善センター 12月15日 富州原地区市民センター
遠生寺 ( 堂ヶ山町 )
12月28日 神前地区市民センター
内山町第 2 公会所
平成26年
六名町集会所
1月12日 四郷地区市民センター
西山町構造改善センター
1月19日 三重地区市民センター
小山町公会所
2月 2日 シェトワ白揚文具館
鹿間町構造改善センター
2月 9日 《水沢》本町構造改善センター
小山田地区市民センター
2月11日 《水沢》西條町公民館
あかつき台 2,4 丁目集会所
3月 1日 《水沢》横堀町集会所
下野地区市民センター
3月 1日 《水沢》谷町公民館
桜町西中央公会所
3月15日 《水沢》茶屋町公民館
智積町公会所
3月16日 《水沢》宮妻町公民館
平津町公民館
3月21日 《水沢》北谷町公民館
桜台第一会館
3月28日 《水沢》水沢野田町公民館
塩浜地区市民センター
3月30日 《水沢》東町公民館
日永地区市民センター
4月 1日 《水沢》四ッ谷町公民館
内部地区市民センター
4月 5日 《水沢》中谷町公民館
高花平中央集会所
4月 5日 《水沢》三本松町公民館
楠公民館
4月 6日 遠生寺 ( 堂ヶ山町 )
河原田地区市民センター
4月10日 和無田町構造改善センター
橋北地区市民センター
4月12日 美里町公民館
総合会館
4月12日 内山町第 2 公会所
海蔵地区市民センター
4月20日 六名町集会所
大矢知地区市民センター
4月27日 鹿間町構造改善センター

◆議会で取り上げるべき情報をお寄せ下さい!!

徹底的に追求します！

森 智広は、過去の慣行や前例に捉われず、市政の問題や理不尽な部分について、徹底的に切り込んでいきます。
森 智広が切り込むべき四日市の問題点、議会にて取り上げるべき課題についての情報をお待ちしております。
<森 ともひろ後援会連絡先>
〒512-1105 四日市市水沢町2452
http://ameblo.jp/mori-tomohiro/
大反響！市政情報を
TEL・FAX：059-329-2193
ブログにて発信中
@tomohiro.mori2
E-mail：genki@mori-tomohiro.net

森 智広 プロフィール
学 歴
平成 6 年 西陵中学校 卒業
平成 9 年 四日市南高校 卒業
平成13年 立命館大学 理工学部 卒業
平成23年 早稲田大学大学院公共経営研究科 修了
職 歴
平成15年 中央青山監査法人 入所
平成18年 あらた監査法人 入所
平成19年 公認会計士登録
平成21年 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 事業再生/再編グループ 出向
平成22年 あらた監査法人 退所
平成23年 四日市市議会議員選挙にて、5,493票の付託を受けてトップ当選 〔現役最年少〕
平成25年 税理士登録
役 職
平成24年度 総合交通政策調査特別委員会 副委員長
平成25年度 教育民生常任委員会 副委員長
平成26年５月１日作成
※四日市ラグビーフットボール協会副会長

森ともひろ後援会

討議資料

