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■■■６月市議会報告：「がれき広域処理」「放射線副読本」に関する市民の声を取り上げ質問しました。■■■ 

 

 

 

家庭館の利用継続を願う市民の声は、アイプラザには

ない「板張りの大集会室（体育館）」、「30 畳と 40 畳の和

室」、「高齢者に使い勝手の良いピアノ付き集会室」に集

中。来年度以降の管理・利用方法のアンケートを７月末

まで市が実施。８月中に結果の公表と管理運営を市民協

働で取り組むための協議の場の設置を求めます！ 

 

 

 

 

 

 

乳幼児も楽しんで育ちます。 

 

 

 

３施設の指定管理者であった「ドルフィン」の撤退により、期間途中の 8

月１日に管理者が交代することになりました。指定管理者制度のリスク対

応から、とよはし市民会議は①は反対、②③は賛成の討論を行いました。 

①交通児童館（昭和建物管理株式会社・小学館集英社プロダクション） 

 (期間：平成 25 年～28 年) 9,400 万円 

②こども未来館（丹青社・コニックス共同事業体） 

３億 9,956 万４千円（期間：同上） 

③屋内プール・アイスアリーナ（ハマダスポーツ企画・日本管財グループ）

４億 8,407 万５千円（期間：同上） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                      西部地域もやすごみ等収集運搬 

業務委託で年 2,500 万円の削減 

市民会議：「南部」と「東部」の

収集業務は直営を継続。近隣市の委託率は田原 100%、豊川 80%、

新城 60%。ごみ収集と減量のあり方について、市民と共に考える

機会となることを願って賛成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 図書館資料のデータ化が進みます。 1,841 万５千円（緊急雇用創出事業） 

明治以降平成３年までの新聞を中心に、図書館所蔵のマイクロフィルム 

総コマ数は約 650,000。専用機３台により８ヶ月間で全てをデータ化後、 

ＤＶＤにて閲覧可能に。資料検索の利便性向上間違いなしと賛成。 

②陳情「平成２４年度からの学校図書館関係の地方財政措置が豊橋市で予算化 

されることを求める陳情」が６月議会に提出されました。 

市民会議：予算化されれば、豊橋市で週 30 時間勤務の学校司書 37 名配置が

可能。現在「週６時間 25 名の学校司書」は「有償ボランティア」

勤務。「人件費」扱いの検討も含め、国基準に向け早急に改善を。 
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皆さんと行政の協働「てーぶる」となってまちづくりを進める 

とよはし市民会議 発行 
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≪とよはし市民会議とは？≫ 

いつから？ 1995 年～現在 5 期目 

だれが？  代表：渡辺則子（のりこ） 

党派に属さない一人会派 

だれと？  市民のみなさんといっしょに

なにをしてきたの？子ども、環境、地域

福祉の向上に取り組む皆さんの声を議

会に届けてきました。「東海大地震・原

発震災」から子ども・高齢者の命を護り、

安心・生
い

き活
い

き地域
ま ち

づくりを進めます！ 

 生活家庭館、来年から５年間存続！ ５月２６日発表 

指定管理者が決定～交通児童館・こども未来館など～

 
ごみ収集 西部で初の委託に 

図書館・学校図書館 財源付きで充実のチャンス！

 

①公共施設の統廃合～生活家庭館とアイプラザ豊橋～ 

市民会議：「アイプラザに市職員を配置」し、生涯学

習機能は「図書館」整備が重要と質問。「図書室に

人を配置し、東側に入口を設け、2~3 階の生涯学習

ゾーンの利用拡大を」との願いは不変です。 
■図書室の監視カメラ２台設置計画は議論が必要。

 

②子育て応援プラン(後期)折り返し点の諸課題 

市民会議：ゼロ歳時からの子どもの人権を守り、その

ための支援を切れ目なく続ける重要性が高まって

います。「ほいっぷ」と野依小跡地に建つ「豊橋市

立特別支援学校」を結ぶ生活家庭館に、子育て困難

家庭支援の拠点整備を引き続き提案します。 
 

③がれき広域処理と「放射線副読本」への市民の声 

市民会議：本市の愛知県の広域処理に関する意見表明

は「がれきを受け入れた場合の風評被害による農水

産物への影響が極めて心配、現地で処理し、再生利

用した方が将来的に被災地の復興に役立てるので

は、との意見を述べている」とあり、賛同できます。

放射線副読本については、「科学的な知識に基づ

いた資料の提示・活用を行うことと、専門家の見解

に対立や論争がある場合は、その争点をきちんと伝

え、公正・公平な視点から児童生徒に思考・判断せ

るようにすること」との答弁に注目しています。 
    
■母親グループ「副読本」使用に関する要望書提出 
５月 31 日、教育長に提出された要望書の要望項目３点

は、「放射能を安易に安心、安全、大丈夫と言い切らな

いこと」「原発事故がもたらした事実と影響を伝えるこ

と」「いのちを健全に保つ視点で指導を」とあります。 
本市独自の「手引書」作成の取り組みを評価し、子ど

ものいのちのため、家庭・学校の連携を見守り続けます。

とよはし市民会議（代表渡辺則子）の一般質問

「子どもから大人まで、原発と放射能を考える」副読本 

「原発に反対しながら研究をつづける 

小出裕章さんのおはなし」（クレヨンハウス） 

子どもたちの生きる力になることを願って書かれています。



議会活性化特別委員会の設置で いよいよ始まる 

 

渡 辺 則 子 
とよはし市民会議代表 福祉教育委員会委員

◆とよはし市民会議(2012.5～7)活動記録◆ 
５月 ７日要望書提出同行（「がれき」東三河協議

会・「家庭館」市長）／8 日議運傍聴／9 日「南三陸

町長講演会」／10 日家庭館説明会開催要望書提出

／11 日「てーぶる 45 号」発行／12 日がれき講演

会(刈谷)／13 日校区球大会・操法大会・全国自治体

議員行財自主研究会(東京)／～14 日自主研究会／

15 日臨時会・東栄町公民館説明会／16 日子ども条

約フォーラム実行委員会(名古屋)／17 日学校図書

館情報収集／20 日栄生町公民館説明会／23 日浜岡

原発視察／24 日放射線学習会／25 日がれき学習会

／26 日家庭館＆アイプラザ説明会・原発講演会(名

古屋)／28 日議運傍聴／学校図書館情報交換／29

日学校図書館陳情同行・家庭館市民の会①／30 日

家庭館要望書提出同行・乳幼児期からの特別支援の

あり方意見交換／31日福祉教育委員会6月 3日生

ごみ処理講習会／4 日議運傍聴・家庭館陳情同行／

5 日一般質問提出／6 日一般質問抽選／8 日田原市

議会傍聴／11 日～13 日本会議一般質問(12 日登壇)

／14 日建設消防(傍聴)・福祉教育委員会／15 日傍

聴(環境経済・総務)／16 日校区球技大会／17 日子

どものいのちと人権の集い①／18 日一般会計補正

予算委員会／19 日南部市域を考える会・市政懇談

会(消費者協会主催)／20 日子ども条約フォーラム

実行委員会／21 日 本会議・富岡市視察「生きがい

の場所づくり」・東京子ども図書館／23 日放射能勉

強会／24 日校区ソフトバレー大会・「スモークフリ

ー社会」講演会／25 日ブラジル人の子ども読書支

援活動／26 日家庭館市民の会②７月 ２日原発講

演会(湖西市)／3 日家庭館市民の会③／４日環境講

座(名古屋)／５日読書支援活動／７日生ごみ処理講

座／13 日議会活性化調査特別委員会(傍聴)／14 日

子ども権利条約プレフォーラム in 豊田／15 日校区

高齢者演芸大会／17 日教職員組合陳情説明・生ご

み処理講座／19 日家庭館とアイプラザに関する緊

急質問書 10 課に提出／20 日議会改革案提出・学校

図書館意見交換／21 日いのちと人権の集い②／22

日生ごみ講座／23 日地方議会論 2012 受講(四日市

大学)／24 日副読本懇談会／25 日福祉教育管内視

察／26 日家庭館市民の会④／28 日栄小夏祭り 

南栄ふれあいセンター 
■とよはし市民会議事務所■  

 

 

                

 

 

 
ご相談いつでもどうぞ！ 

 ～ピンクの屋根の「南栄ふれあいセンター」～ 
渥美線南栄駅下車、踏み切りを渡り商店街を

直進、左側 3つ目の角です。駅から 300m。 

月～金 10:00～16:00 開設 

〒441-8108豊橋市町畑町森田 38-72 

TEL&FAX：0532-48-1203 
●メールでのご意見もお待ちしています。 
mail：watanabe@toyohashi-noriko.net 
URL:http://www.toyohashi-noriko.net/ 
☆ 市議会会議録など詳しい情報は市議会 

ホームページをご覧下さい。 

  「てーぶる 46 号」2012.8.2 
 

 

  

 

 

 

 

    とよはし市民会議「議会改革案」を提出 ～7月 20 日～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「地方議会論 2012」四日市大学公開授業を受講   
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 世界遺産登録が近い富岡製糸場。 

力を寄せ合い区民が自力で作り 道はすべて「富岡製糸場」へと続く。 毎日の生活の中にある歴史への 
あげたご自慢の集会所   道路上の案内サインが分かりやすい！ 誇りがこのまちの底力と実感。 

 

１．議員の意識改革・・・会派制度の弾力的運営／議員間で「議員・議会活

動」を討議／議員倫理条例の制定についての議論 
２．議会運営・・・質問・質疑時間の制限緩和／あいまいな答弁の排除 
３．議会の広報広聴・・・無作為抽出型市民参加による懇談会の開催／議会

広報に発言者の記名、賛否の表示、モニター制度の導入

／重要案件に関する報告会の設定 
４．議員政策提言・・・議員倫理条例、議会基本条例、子どもの権利条例 
５．今期残る３ヶ年の達成目標の設定 

 

「市民に開かれた議会」「市民に分かりやすい議会」に 
向けて、積極的に調査検討を行うために設置されました。 

豊橋市議会改革 

編集後記 

今夏、豊橋市主催「生ごみ堆肥化モニター」募集に 100 名突破。市民参加が、質も量も 

伴い協働へと変わり始めていることを実感。「居場所づくり」にも波及することを期待。 

    視察報告 群馬県富岡市「ふれあいの居場所づくり」（6 月 21 日～22 日） 

目 的 ２年間に 40 カ所の居場所づくりを目指す「まちの力」を学ぶため。 

内 容 居場所づくりの「先例」＝第 17 区集会所を訪問。区長さんらの話を聞く。

これまでの取り組みが全市的に展開可能となるのは、岡野市長の居場所づ

くりの方針が市民理解を得ている、「さわやか福祉財団」との協働、３回

の勉強会(Ｈ24.1/22,2/26,3.18)に参加者計 165 名の存在が大。まちと人の

心の豊かさを明治の国策「富岡製糸場」の歴史につなげて理解しました。 

富岡市の印象 「よく働く女性」を大切にする「優しい男性」の支えが定着している。 
市民会議の今後の取り組み 

豊橋市内の「居場所づくり」の情報を収集し、豊橋のまちに合った居場所を考える。 

今後の視察希望・・・静岡県袋井市（「もうひとつの家」と時間通貨「周」) 

徳島県藍住町（「幸せの家 ありがとう」) 

７月 23 日から３日間開催の四日市大学総合政策学 

部連続講座で初日の「地方議会のしくみ」(松井教授)、

「三重県議会議員の仕事の実際」(石田県議)、「四日 

市市議会議員の仕事の実際」(藤井議長)を受講。 

    ここに注目しています！ 

四日市市議会(人口 31 万／議員定数 36) 

平成 23 年 3 月、四日市市議会基本条例を制定。 

「市民との情報共有」、「市民参加の推進」、「議員間 

討議の活性化」を３本柱に、市議会としては全国初 

「通年議会」、「反問権」「文書質問」等を規定。 

ことに「議員政策研究会」は全議員が一堂に 

会し意見交換。共通認識の醸成をはかり、政策

立案機能向上に資するために設置」され、具体

的なテーマの分科会があります。 

市議会だよりは広報広聴委員会が編集。質問 

者の写真と名前、質問内容と答弁を掲載。今年

から議員個人の表決の公表と最先端の内容。 

四日市市議会をめざ

せ！豊橋市議会！ 

          

（松井教授と講義の後で) 
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