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子ども・健康・環境 生き活きまちづくりの主役は住民

豊橋市議会議員（とよはし市民会議）
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３期目の始まりにあたって

選 大挙はいつも大変なエネルギーを伴うお祭りです。今回はまた一段と
きなうねり、動き、出会いに支えられて前回より573票増
3,257票(18位)で当選させていただきました。
民派選挙にボランテイア参加下さった皆さまをはじめ、ご支援いただき
市 ました皆さまに心より感謝申し上げます。

今 回、私は「市民政府」の考えを中心に訴えました。自立した市民、
政策提案できる議員、生活者の視点に立つ市職員ともに、協働の
まちづくりを進める。議会質問、地域活動はすべてこの「市民政府」の発想
で進めます。

刻 々と変化する世界の状況と私たちの毎日は直結しています。平和なく
して、私たちの願う「子ども・健康・環境」施策も進みません。
これからの活動の大きな柱の一つに「平和」を加え、歴史から学ぶことを
大切にします。皆さまからのご意見を、いつでもお待ちしています。

南栄ふれあいセンターへどうぞ！
〒441-8108

豊橋市町畑町森田38-72

電話・ファックス

0532-48-1203

（月曜日から金曜日まで10時から5時までオープン）

URL http://www.toyohashi-noriko.net
mail

watanabe@www.toyohashi-noriko.net ネットにて
情報発信中！
g-watanabe@mx2.tees.ne.jp
（こちらは365日、24時間OK!）
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3月議会報告

新年度

予算審査

とよはし市民会議発行「て˜ぶるNo.9」に新年度予算について報告しています。
ご希望の方にはお届けします。（TEL：0532-48-1203）

予算について
予算について
1.

豊橋市議会では、全予算を全議員で順次審査します。
豊橋市では、４つの常任委員会（総務、環境経済、福祉教育、建設消防)に
分割付託しないので、予算の全体を審査できる良さがあります。

のりこ：市民の皆さんの傍聴で、さらに予算委員会は活性化します！

2.
総額2,330億円のうち、一般会計の予算1,068億円は、市税収入が53%を
占めています。本年度は、昨年より２％下がり、１５億円の減となります。

3.
予算の内訳
（2,330億円）

一般会計(46%) 議会、総務、民生、衛生、労働、農林水産
商工、土木、消防、教育、災害復旧、公債等
特別会計(34%) 老人保健、国民健康保険事業、競輪、介護保険
地域下水道、動植物園、公共駐車場など
企業会計(20%) 病院、上・下水道

4.
｢豊橋市行財政白書｣は、H16年3月発行予定。(予算700万) H10、H12年に
つづき３度目です。
のりこ：他市に比べ、率先した情報公開を評価しますが、｢市民活動に対する
事業評価｣も数字に出していくことが今後の課題と考えます。

H15年度予算

のりこのコメント

市単独子ども関連予算に豊橋らしさが出ています。市民活動と行政との協働
事業が予算化されたことをおおいに評価。さらに充実のため、連携・交流・
研修を強める年にしなくてはなりません。また、こうした試みが他の事業に
も生かされるようにと願っています。
少ない予算で市民満足度を高めるためには、市民への公開と市民のまちづくり
参加が欠かせません。
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５月議会報告
議会人事

を決める臨時会

本年度、のりこの所属は？
● 福祉教育委員会
● 中心市街地活性化調査特別
委員会です。

議長・副議長選挙における
のりこの態度について
㈰白票を避ける。
㈪議会運営に積極的に参加・協力する。
㈫質問・質疑等、簡潔明快な議論を展開する。
㈬一人会派の発言の機会・時間の問題点を確認。
市川議員（議長）、村松議員（副議長）に一票を投じました。

とよはし市民会議控室へもどうぞ！
市役所７階東端。豊橋公園が目の前に広がります。議員一人当たりの面積率
では、最大です。（右上イラスト）

記録 のりこネット議会・地域活動
3月

1日(土)｢一票のラブレター｣上映会（勤福）
2日(日)荒馬座（勤福）

4月 23日(水)個人演説会(杉山地区）
24日(木)BUNKOプロジェクトの皆さんまどか文庫へ

3日(月)請願・陳情締め切り、本会議初日｢予算大綱｣説明
4日(火)一般質問提出／通信２８号発行、発送
6日(木)議運(傍聴）／｢まちなか｣シンポ
7日(金)〜11日(火）本会議／のりこネット会合
5月
8日(土)豊橋市高校卒業式
11日
12日(水)〜24日(月)予算特別委員会
のりこ登壇
15日(土)立候補予定者説明会
21日(金)選挙事務所開き
25日(火)ぶっかー報告書提出（豊橋市教育委員会）／
総務委員会(傍聴)／政務調査費について(監査委員会)
26日(水)｢夏の庭｣観劇
27日(木)本会議最終日／懇親会(アソシア)
28日(金)青木茂氏を偲ぶ会(公会堂）／女性議会ネット(名古屋）
29日(土) しぶ茶クラブ花見／ミニ集会(向山)
4月
2日(水)つばさ工房ミニ集会／杉山ミニ集会
4日(金)栄小入学式
5日(土)のりこと市政を語る会(生活家庭館）
7日(月)てーぶるNo.9発刊
9日(水)〜12(土）3月議会報告会（栄校区10町にて開催）
18日(金)直前大集会（向山・豊橋市民文化会館）
20日(日)告示日、出発式(向山／南栄）
21日(月)〜22日(火）個人演説会（栄校区３町）

25日(金)個人演説会（栄校区／向山・豊橋市民文化会館）
26日(土)個人演説会（生活家庭館）
27日(日)投票日
5日(月)シャンティお別れ会(動植物園)
6日(火)議員全員協議会
9日(金)議員全員協議会
11日(日)のりこ後援会総会＆コンサート＆懇親会(勤福）
14日(水)第3回世話人会(傍聴）
15日(木)臨時議会
16日(金)第1回のりこプロジェクト会議
17日(土)豊橋南部の環境を考える会(細谷校区市民館）
19日(月)環境部にて懇談（産廃業者被害について）
20日(火)岩瀬正雄先生告別式
22日(木)環境部にて会合（豊橋南部を考える会）
24日(土)栄小運動会／ぶっかー第2期始まる(交通児童館)
／けい子展実行委員会／南部環境を考える会会合
26日(月)議運(傍聴)
27日(火)女性団体連絡会（Lポート）／いのちの音楽会
（豊橋市民文化会館）
29日(木)まんまの会代表交流会(まどか文庫)
30日(金)水防訓練／鷹丘小学校図書館見学／佐藤忠良展(美術館)
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とよはし市民プロジェクト2003計画
子ども

のりこさんの活動の原点である 子ども"。
お母さんを、子どもたちを応援し、元気に
まんまの会は今年
なれる発信基地を目指します。 野崎敦子
20周年を迎えます。
｢ぶっか˜｣は昨年に引き続き、
｢とよはし子ども
第2期の試みです。
総合計画｣
豊橋版｢ブックスタート｣の
の策定を進める中で、
本格稼動が始まります。
豊橋版子どもの権利条例、
子ども文化活動のNPO化を
子ども読書推進プラン、
めざすための学習などにも
子ども施設計画などを
取り組みます。
位置づけ、市民意見の
提出やプランの提案など
のシステム作りを
進めます。

教育

高齢者福祉

親を介護して思うこと｢人は誰でも老いる｣。
私が陥ったのは｢介護が生活｣になってしまった
高齢化が進む栄校区。
こと。｢生活の中に介護もある｣、にするため、
まず、地域福祉ネットワーク
高齢化社会は、私たち一人ひとりの知恵と体
の第一歩を試みます。校区の
験を出し、築き合う社会にしたい。体が不自
高齢者福祉施設と家庭の
由な人、介護をする人、今は元気な人、誰もが
間に必要なものは何か、
責任を持ち、生きがいのある社会。それにはまず、
富山市のデイケアハウスを
自分の住んでいるまちを見渡そう。発見したこ
参考に考えます。
とを持ち寄り行動を起こそう。仲間と共に気づ
き合い楽しみを増やしていこう。まずは第一歩から。
牧野規予

健康
｢食｣を中心に、私たちの
身近な方々から学びます。
離乳食、幼稚園、保育園、
学校給食、高齢者の給食サービス
など、それぞれの問題点に
ついても現状を
知ることから始めます。
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障害福祉
障害を持つ赤ちゃんから
成人するまで、私たちにできる
ことは何があるでしょうか。
今まで経験を積まれた
皆さんから学びつつ、
｢共に地域で育つ｣
ことを考えます。

環境

今、私たち市民を取り巻く環境は未来どころか、
現在の自分達にさえ影響ある問題となっていま
現場の声を中心に、
す。市民として、現状を把握する知識を備え、
情報発信、情報共有につとめ、
自らも関わる廃棄物などの行方なども考え
課題解決への道を市民全体の
学習し、未来に渡って、子ども達に誇れる
視点で取り組みます。
環境を残す義務があると思います。
衣装ケースによる｢生ごみの
杉浦正孝
堆肥化｣、公共の最終処分場、
産廃、新焼却炉2年目の課題
など、盛りだくさんです。
継続して取り組む仲間を
大切に、輪を広げます。

まちづくり

市民政府
みんなの声が届くために、
皆が声を出すこと。議会傍聴、
市民派議員を育てること、
市民提案、市民学習会などに
取り組みます。

南栄の市営住宅建設計画を
中心に、南部中心市街地
問題に、住民の声が届く
仕組みづくりを作っていきます。
高齢者と若者が集う
元気なまちづくりを
めざします。

議会が市民から離れてしまったと言う前に、
今までの市民としての意識はどうだったか。
ステレオタイプの政治意識からの脱却、一歩前に
出て市民として主導の元に市民政府が成り立つもの
と考えます。
身近な市議会政治との関係を行政中心にではなく、市民主導で考えて行きたいと
思います。
田中雄二

活動内容はみんなで決めていきます。皆様の活発な
ご意見をお待ちしております。
郵便、FAX、メールでどんどんお寄せください。
また、毎月第3金曜日に19時から南栄ふれあいセンター
でプロジェクト合同会議を予定しておりますので、
ぜひご参加ください。
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6月議会日程
6月議会日程
6月2日(月)
3日(火)
4日(水)
9日(月)
10日(火)
11日(水)
12日(木)
13日(金)
16日(月)
17日(火)
20日(金)

教育委員会定例会

議会運営委員会
請願・陳情締切り
一般質問通告締切り
本会議 第1日目（＊）
本会議 第2日目（＊）
本会議 第3日目（＊）
常任委員会（福祉教育 / 総務）
常任委員会（建設消防 / 環境経済）
一般会計予算特別委員会
議会運営委員会
本会議 最終日（＊）

◆ 市役所１２階教育委員会室
◆ 申し込みなしで傍聴可
教育委員会総務課 TEL:51-2805

みんな傍聴に
行こう！！
予約はいらないよ。

ボーチョーくん

上記の会議はすべて傍聴できます。
申し込み不要。
直接7階、8階（＊）へどうぞ。
議会事務局 TEL:51-2910

のりこネット
会員募集！

6月26日（木）14時〜
7月22日（火）14時〜
8月21日（木）14時30分〜
9月25日（木）14時30分〜

市役所の８階（議場）、
７階（委員会）です。
詳しくは、☎５１−２９２２
議事課へ 親切に教えてくれるよ！

議会だより、後援会ニュース、行事案内などお届けします。
私たちの とよはし をもっと住みよいまちにするため
に新しい試みをどんどん発信！ご入会をお待ちしています。
年会費：1,000円 郵便振替：0080−2−67037
｢渡辺のりこ後援会｣
皆さまのあたたかいカンパもお待ちしています。

南栄ふれあいセンターへどうぞ！
電話・ファックス

0532-48-1203

（月曜日から金曜日まで10時から5時までオープン）

URL

http://www.toyohashi-noriko.net

mail watanabe@www.toyohashi-noriko.net
g-watanabe@mx2.tees.ne.jp

ネットにて
情報発信中！

（こちらは365日、24時間OK!）

編集後記

さあ、新しく3期目のスタートにふさわしく、タイトルもレイアウトも一新！すっきり読

みやすくなったのりこ議会レポート。次回からは、さらに充実の内容で皆さんを唸らせる予定。後援会だ
よりもはりきって、毎回お届けしますからご期待あれ！そして、活動もバージョンアップの
のりこネット
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私たちもわくわくの未知数です！

(有)

