
News letter

水戸市議会議員

佐藤あきお

防災行政について

⑴防災情報の発信・収集手段の充実に向けた取り
組み⑵防災教育・啓発活動の取り組みについて、そ
れぞれ伺いたい。

⑴ＳＮＳ(ツイッターやフェイスブック等)の活用や緊急
速報メールの導入，さらには，本年８月から新たに
ヤフー防災速報アプリでの情報発信による伝達手段
の強化、また、防災ラジオに加え，個別の電話連絡
などにより，安否確認や避難誘導・安全確保、不
安を感じさせないよう支援関係者の皆様との連携を
強化している。
⑵市内全地区で行っている地域の防災訓練・研修，
さらには，各学校の学習の場など，あらゆる機会を
通じて丁寧な説明，災害リスクを過大・過小評価す
ることなく冷静に行動していただける啓発活動を実施
してまいります。 （市民協働部長）

看護師・保健師の人材確保策について

⑴2025年以降、看護師不足に拍車がかかること
から、潜在看護師の掘り起こしを含めた人材確保
策、⑵中核市移行に伴い新たに保健所が開設され
るなど、保健師の人材確保などについて、それぞれ
伺いたい。

⑴潜在看護師等が、安心して復職できるよう病院
見学ツアーや小中学生病院体験ツアーを開催。
⑵人材確保として、県に業務に精通する管理職の
派遣依頼や保健所業務等の経験を有する者の採
用を行っている。
人材育成として、部署横断的な研修会の開催や

保健師を対象としたスキルアップ研修への参加などを
通じて、情報共有、職員の資質の向上を図り、保
健師としてのキャリア形成を目指している。

（保健福祉部長）

○令和元年 第３回定例会【９／２～２４】 （９/11 一般質問要旨）

市政だより ３１０News

人々が豊かに暮らすために、働く場の安定的な確保
が求められる。雇用の創出に向けては、企業誘致の
促進や、競争力のある中小企業の育成、創業支援
の推進が重要である。
そこで、⑴これまでの企業誘致の実績、⑵創業支
援策、⑶若い世代のＵＪＩターン促進に向けた取
組について、それぞれ伺いたい。

働く場の確保、雇用の創出に向けた取り組みは

⑴約53億円の民間資金による設備投資とともに、
約２２０人の雇用 創出が見込まれている。⑵ワグ
テイルを拠点として相談体制の強化を図ったほか、
資金面での支援等 に取り組んでいる。⑶マッチング
機会の創出や地元企業情報の発信を行う企業ガイ
ドブックの作成、 配布等を実施している。

（産業経済部長）

○令和元年 第２回定例会【６／５～２５】 （6/19 一般質問要旨）

Q A

５月29日 水戸市議会初登庁 ！
５月２９日、市議会に初登庁いたしました。
そして、臨時議会において、総務環境委員会副委員長を拝命
いたしました。
初回号の活動報告については、初登庁となる令和元年第２回
定例会(6月）第３回定例会(9月)ならびに常任委員会の活
動を中心にご報告いたします。

〇総務環境委員会 副委員長
〇議会報編集委員会 委員
〇公営企業会計決算特別委員会 委員
（水道事業会計・下水道事業会計）

〇各特別委員会 委員
▪偕楽園・千波湖周辺整備等調査
▪水泳競技施設等調査

▪行財政改革調査
▪新市民会館整備等調査
▪新ごみ処理施設整備等調査

所属委員会
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⑴防災情報の発信・収集手段の充実に向けた取り
組み⑵防災教育・啓発活動の取り組みについて、そ
れぞれ伺いたい。

⑴ＳＮＳ(ツイッターやフェイスブック等)の活用や緊急
速報メールの導入，さらには，本年８月から新たに
ヤフー防災速報アプリでの情報発信による伝達手段
の強化、また、防災ラジオに加え，個別の電話連絡
などにより，安否確認や避難誘導・安全確保、不
安を感じさせないよう支援関係者の皆様との連携を
強化している。
⑵市内全地区で行っている地域の防災訓練・研修，
さらには，各学校の学習の場など，あらゆる機会を
通じて丁寧な説明，災害リスクを過大・過小評価す
ることなく冷静に行動していただける啓発活動を実施
してまいります。 （市民協働部長）

看護師・保健師の人材確保策について

⑴2025年以降、看護師不足に拍車がかかること
から、潜在看護師の掘り起こしを含めた人材確保
策、⑵中核市移行に伴い新たに保健所が開設され
るなど、保健師の人材確保などについて、それぞれ
伺いたい。

⑴潜在看護師等が、安心して復職できるよう病院
見学ツアーや小中学生病院体験ツアーを開催。
⑵人材確保として、県に業務に精通する管理職の
派遣依頼や保健所業務等の経験を有する者の採
用を行っている。
人材育成として、部署横断的な研修会の開催や

保健師を対象としたスキルアップ研修への参加などを
通じて、情報共有、職員の資質の向上を図り、保
健師としてのキャリア形成を目指している。

（保健福祉部長）

○令和元年 第３回定例会【９／２～２４】 （９/11 一般質問要旨）

市政だより ３１０News

人々が豊かに暮らすために、働く場の安定的な確保
が求められる。雇用の創出に向けては、企業誘致の
促進や、競争力のある中小企業の育成、創業支援
の推進が重要である。
そこで、⑴これまでの企業誘致の実績、⑵創業支
援策、⑶若い世代のＵＪＩターン促進に向けた取
組について、それぞれ伺いたい。

働く場の確保、雇用の創出に向けた取り組みは

⑴約53億円の民間資金による設備投資とともに、
約２２０人の雇用 創出が見込まれている。⑵ワグ
テイルを拠点として相談体制の強化を図ったほか、
資金面での支援等 に取り組んでいる。⑶マッチング
機会の創出や地元企業情報の発信を行う企業ガイ
ドブックの作成、 配布等を実施している。

（産業経済部長）

○令和元年 第２回定例会【６／５～２５】 （6/19 一般質問要旨）

Q A

５月29日 水戸市議会初登庁 ！
５月２９日、市議会に初登庁いたしました。
そして、臨時議会において、総務環境委員会副委員長を拝命
いたしました。
初回号の活動報告については、初登庁となる令和元年第２回
定例会(6月）第３回定例会(9月)ならびに常任委員会の活
動を中心にご報告いたします。

〇総務環境委員会 副委員長
〇議会報編集委員会 委員
〇公営企業会計決算特別委員会 委員
（水道事業会計・下水道事業会計）

〇各特別委員会 委員
▪偕楽園・千波湖周辺整備等調査
▪水泳競技施設等調査

▪行財政改革調査
▪新市民会館整備等調査
▪新ごみ処理施設整備等調査
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◆現地視察をとおして、現場の課題・要求等ご意見を伺い行政に対して、現場の声を要請いたしました。

皆さまのご意見ご要望をお聞かせください。

主な活動（初登庁よりこれまでの活動の一部 5/29～9/30）

市政 だ よ り ３ １ ０ N e w s

「佐藤あきおHP」公開中 https://www.310akio.com/ facebook 👉👉

③.非常時飲料水地下貯水槽視察
(給水口に取付た動力/手動ポンプ)
市内：合計8か所設置

5/29
5/30～31
6/1
6/5～25
6/5～10
6/6
6/14
6/17～19
6/17
6/20～21
6/21
6/25
6/26
6/27
7/3
7/5
7/6

7/9
7/13
7/16
7/18
7/22
7/25
8/3～4

初登庁・初顔合わせ会
新議員説明会
KAKK IN会議県民集会
令和元年第2回定例会
本会議
市政報告会（県電力総連執行委員会）
東電労組茨城地区本部定時大会
本会議・一般質問 ( 19 )
関東電気保安協会労組茨城支部定時大会
総務環境委員会
林野労組定期大会
全員協議会・本会議・議会報編集委員会
東電労組水戸支部定時大会
那珂核融合科学研究所視察（那珂市）
総務環境委員会
令和元年度まち･ひと･しごと創生有識者会議
「わたしたちの平和」作文コンクール表彰式
東電常傭職員労組土浦支部定時大会
総務環境委員会・所管施設視察
東電常傭職員労組水戸支部定時大会
水戸市優良建設業表彰式・議会報編集委員会
東電労組常陸那珂火力支部定時大会
関電工労組茨城支部定期大会
新市民会館整備等調査特別委員会
水戸黄門まつり

8/9
8/16

8/18
8/19
8/22

9/2～24
9/2

9/6
9/9～11
9/12～13
9/12
9/13
9/14

9/17～19
9/17
9/18
9/20
9/24
9/27

9/30

総務環境委員会
総務環境委員会
明るい社会づくり灯篭流し（千波湖畔）
水戸市消防団員親善ソフトボール大会
茨城県電力総連定時大会
総務環境委員会
新ごみ処理施設整備等特別委員会，視察（写真 ② )
令和元年第3回定例会
公営企業会計決算特別委員会
全日本古希軟式野球大会開会式
電機連合茨城地協定期大会
本会議・一般質問 ( 11 )
総務環境委員会
水戸青年会議所定期総会
県友愛連絡会幹事会
浅野さとし衆議院議員国政報告会
全国中学生ラグビーフットボール大会開会式
公営企業会計決算特別委員会
非常時飲料水地下貯水槽 (渡里小 )視察（写真 ③）
連合茨城中央地協駅頭行動（水戸駅）
原労連講演会
全員協議会・本会議・議会報編集委員会
新市民会館整備等調査特別委員会
政策研究フォーラム研修会
大手門復元完成（写真 ①）

①.9月30日、ついに大手門が完成！
（足場が外れました）

（ 現 地 視 察 で 確 認 し た 河 川 氾 濫 に よ る 被 害 状 況 ）

○予定 令和元年 第４回定例会 【１２／２～１７】 市議会傍聴 に お越 し く だ さ い 。
【佐藤あきお事務所】
〒310-0061 水戸市北見町3-81
TEL/FAX 029-231-3201

【佐藤あきお自宅】
〒310-0011 水戸市三の丸2-2-30
TEL/FAX 050-8886-5373

このたびの台風の被害に遭われた皆さまに
心よりお見舞い申しあげます

②.新清掃工場(下入野町)視察
『愛称:えこみっと』(令和2年4月供用開始予定）
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