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11月１日 市児童生徒音楽会
　　　　３日 児童文化センター 50周年記念式典
　　　　６日 一中祭
　　　　10日 地区公民館文化祭（このころ各地区）
　　　　13日 城南小学校開放（授業参観）
　　　　16日 まえばし学校フェスタ
　　　　18日 歴史まちづくりシンポジウム
　　　　23日 市郷土芸能大会
　　　　24日 市子ども会書道絵画展表彰式
　　　　28日 市議会第４回定例会　～ 12月17日
　　　　28日 市民健康講座「お口の健康」
　　　　29日 一中同窓会役員会
　　　　30日 青少年体験チャレンジ講座
12月１日 上毛夢倶楽部セミナー
　　　　３日 前橋工科大公開講座「脳と視覚」
　　　　６日 総括質問（議場で質問39分間）
　　　　７日 万引防止キャンペーン
　　　　８日 サツマイモ掘り体験教室
　　　　10日 市立小学校向け手話教室視察
　　　　11日 南スーダン選手団市議会激励会
　　　　13日 前橋西ロータリークラブ県知事招聘
　　　　18日 行政視察（宮崎・人吉・阿蘇市） ～20日
　　　　22日 サッカー高校選手権壮行試合
　　　　28日 市消防団歳末特別警戒激励巡視
１月７日 アーツ前橋意見交換会
　　　　９日 前橋初市まつり　お焚き上げ・渡御
　　　　12日 第72回市成人祝
　　　　14日 行政視察（中津･北九州･大野城市）～16日
　　　　22日 市議会内会派「前橋令明」初総会
　　　　25日 南町二丁目長寿会新年会
　　　　26日 市子ども会上毛かるた大会
　　　　30日 前橋神社総代会新年総会

２月２日 市長選・市議補選告示
　  ３日 子供会訪問豆まき
　  ９日 市長選・市議補選投票日
　  10日 当選証書授与式（山本龍市長３選）
　  12日 ザスパクサツ群馬新体制発表会
　  15日 前橋駅北口再開発事業近隣説明会
　  21日 城南小郷土芸能講演会
　  22日 人権・同和問題講演会
　  23日 南部地区歩け大会レクゲーム
　  23日 ザスパＪ２昇格開幕戦
　  27日 安倍首相新型コロナウイルス休校要請
　  28日 山本龍市長初登庁セレモニー
３月３日 第１回市議会定例会　～ 3月26日
　  ４日 市立小中学校一斉休校（6月1日登校）
　  12日 総括質問（議場で質問26分間）
　  17日 総務常任委員会予算審査（質問53分間）
　  23日 阿久澤克之氏まえばし観光特使委嘱式
　  23日 民法改正セミナー
４月６日 市長へコロナ対応緊急要望
　  ７日 安倍首相新型コロナウイルス緊急事態宣言
　  13日 城南小子育連書面総会資料送付

※ほとんどの総会・イベント中止に
　  15日 水神社春祭り神事
　  16日 安倍首相全国へ緊急事態宣言（5月6日まで） 

３密となる集会イベント・営業の自粛要請
　  21日 総務常任委員会（コロナ対策）　
　  27日 前橋令明会報発行（全市へ新聞折込）
５月４日 安倍首相緊急事態宣言５月末まで延長発表 

市立の小中学校は５月末まで休校継続
　  ７日 市長へコロナ感染症に対する政策要望を提出
　  14日 安倍首相緊急事態宣言39県解除
　  25日 安倍首相緊急事態宣言全面解除
　  27日 コロナ感染症に関する臨時市議会

林幸一市政活動報告

上毛かるた大会会場で／１月26日 子供会で訪問豆まき／２月３日サツマイモ掘り体験教室／12月８日 レクゲームで靴飛ばし／２月23日

白ライン引いて交通事故防止
六供町生川

南町公園の野球バックネットを修繕
南町一丁目・二丁目

一時停止を赤色強調表示
南町三丁目

台風19号被害の河川土手を復旧
南町一丁目・二丁目

車両侵入防護柵を修復
六供町
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討議資料

　おかげさまで、前橋市議会議員に就任して３年３か月が
経過しました。令和元年11月からの活動状況をご報告いた
します。今後も精一杯、前橋市のため市民のために働いて
まいる所存ですので、よろしくお願い申し上げます。

※紙面の都合で、月例の常任委員会（建設水道・総
務）及びまち交通特別委員会の活動は掲載省略。
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◆令和元年第４回定例会（12月6日）
1 　本市の公共施設について

　①全国平均比較②資産活用③更新問題
2 　本市の人材育成について

　①社会教育と公民館活動②市職員育成
3　 ミシュラン加盟都市について

　①進捗状況②今後の取り組み
4 　次期情報システム共同利用について

　①稼働までの経過②事業実施の効果
5 　民法改正に伴う成人の取扱いについて

　①条例等の改正②消費者被害③成人祝
6 　猫対策について

　①苦情②猫の去勢・不妊手術費補助
7 　まえばし学校フェスタについて

◆令和２年第１回定例会（３月12日）
１　がん検診事業について

　①がん検診受診率②今後の展望
２　スクールロイヤーについて

　①実態と事業内容②期待される効果
３　生涯活躍のまちＣＣＲＣについて

　①経過・計画②民間活力の効果
４　ユニバーサルデザインタクシーについて

５　シャトルバスの延伸について

６　結婚支援・結婚相談所について

７　都市公園バリアフリー化について

　①考え方②トイレのバリアフリー化
８　地域の諸課題について

　①利根川橋の長寿命化②六供区画整理

◆3月予算審査（３月１7日）
１　ＣＤＮ導入について（ユーザー集中に対処）
　①本市ホームページへ集中②改善の取組
２　資産利活用推進事業について

　①ファシリティマネジメント②予防保全計画
３　シティプロモーション事業について

　①移住定住促進の取組②魅力発信、移住冊子
４　未来型政策事業について

　①マイナンバーカード②マイナポイント付与
５　情報システム運用事業について

　①基幹情報システム運用管理②３市連携
６　けやき並木ストリートフェスについて

７　地域公共交通再生事業について

　①前橋版ＭａａＳ環境構築事業
８　国勢調査について

　①調査スケジュール②実施体制　
９　西消防署利根分署庁舎について

10　消防団の活動について

　①消防局との役割分担②活動状況
11　教育情報ネットワーク管理について

　①教職員の情報セキュリティ外部監査
12　市債について
　①市債残高の推移②償還の見通し③利子
13　顧問弁護士の役割と実績について

14　市議会議員選挙について

　①ポスター掲示場の設置数②４月実施

総括質問

総務常任委員会

南スーダン選手団市議会激励会／ 12月11日

児童文化センター 50周年記念式典／
11月３日

みこし持込み城南小３年社会科授業／
２月21日

青少年体験チャレンジ講座／
11月30日　

南二長寿会で山本龍市長あいさつ／
１月25日

総括質問に立つ林幸一議員／３月12日

ザスパＪ２昇格新体制発表会／２月12日

前高同級生がまえばし観光特使に／３月23日

山本一太知事と同席し卓話を聴く／ 12月13日

みなさまへ
　市政で取り組むべき事業等
がございましたら、いつでも
遠慮なく林幸一あてにお寄せ
ください。

昭和33年 愼一・ツヤの長男、前橋市南町生まれ
昭和40年〜 明星幼稚園・城南小・一中を卒業
昭和52年 群馬県立前橋高等学校卒業
昭和56年 宇都宮大学農学部農業経済学科卒業
昭和56年 前橋市役所入職（平成26年 3月退職）
平成12年〜 明星幼稚園・城南小・一中の各ＰＴＡ会長
平成13年 前橋市私立幼稚園協会ＰＴＡ連合会長
平成14年 南町二丁目子供育成会長
平成14年 城南小地区子供育成会連絡協議会設立
平成21年 第１回一中ウオークラリー創設開催
平成26年 一中昭和48年度卒同窓会代表幹事
平成27年 南町二丁目自治会副会長
平成29年 前橋市議会議員に初当選

一中地区青少年健全育成会青少年部長
城南小地区子供育成会連絡協議会長
南町二丁目自治会顧問
一中同窓会副会長
前橋西ロータリークラブ会員

現在の主な役職 （令和 2.5.31 現在）
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