とよはし市民会議は、皆さんと行政の協働「てーぶる」となって
まちづくりを進めます。
と は 市 会議 発行

てーぶる
■■■９月市議会報告：
「平成
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23 年度決算」「ＤＶ対策」「いじめ対応」「危機管理」等について質問しました。■■■
≪とよはし市民会議とは？≫

「いのち」をまもるため「豊橋市危機管理指針」活用を

いつから？

1995 年～現在 5 期目

だれが？

代表：渡辺則子（のりこ）

子どもの「いのち」について考える時、私たちが忘れてはならない日があります。
豊橋市で実際におきた、教訓とすべきことだからです。
＊ 9 月 20 日（平成 24 年）4 歳/杏奈ちゃん（育児放棄）

福祉の向上に取り組む皆さんの声を議

＊ 10 月 17 日（平成 10 年）94 歳/母親、64 歳重度身障者４男と無理心中

会に届けてきました。「東海大地震・原

再発防止のかけ声だけで終わらせない、日頃からの危機管理がだいじ。
そのためには、事件の直後から迅速な調査を現場で行い、
原因と責任を明確にして、経過などを公表することが重要です。

発震災」から子ども・高齢者の命を護る

この指針をぜひ豊橋市ホームページに掲載を！

平成 23 年度全会計の決算を審査・認定しました
（決算特別委員会記録→市議会ＨＰ掲載準備中）

③
④

⑤

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

い

とよはし市民会議のＱ＆Ａ（環境を中心に）
街路樹、公園の農薬散布使用量■平成 17 年までの定期的散布は 48 万㍑／年、
平成 18 年からは害虫状況のパトロールによる早期発見早期補殺やトラップ設
置で定期的散布を見直し、平成 23 年度は３万６千㍑。Ｈ17 の 7.5％に削減。
高師緑地公園の松の生育状況■松枯れは平成 18 年度 100 本、平成 23 年度 27
本。最近５年間年平均 30 本。活性剤散布、枯れ枝処理、落ち葉清掃を行った。
生活家庭館がアイプラザに機能移転することによる財政上の想定メリット■
従来の家庭館の管理運営事業費 2800 万円ほどの軽減となる。
生活家庭館の防災備蓄状況■第 2 指定避難所 90 カ所のひとつとして、毛布、
飲料水、食料と一定の資機材を配置。長期収容可能人数を 160 人余りとし
ている。南海トラフの巨大地震の被害想定のデータが公表された段階では、
近隣のアイプラザ豊橋を第 2 指定避難所に振り分け、避難者への対応をして
いくことも念頭に、全体について再検討をしていくことが必要になる。
県環境調査センター東三河支所(富本町)地下に設置のゲルマニウム半導体検
出器は食品の放射性物質測定可と聞く。本市の活用状況■平成 24 年４月稼
働で本市の実績なし。食品検査は県と調整して県衛生研究所に依頼している。

豊橋市の来年度予算はどうなるの？

最新情報

◆ ３％カットを行うのはどこ？
平成 24 年度の備品・需要費(光熱水費・燃料費・消耗品費・修繕料・燃
料費・印刷製本費等)・電話代等に対して、平成 25 年度の予算編成では「マ
イナス３％シーリング」が求められています。
◆ ケチケチ作戦による市民への影響は？職員の力量が見えてくる！
「予算がない」の決まり文句で、真っ先に切り易いシッポを見える形でカ
ット！にならないよう、しっかり３月予算委員会でチェックしなくては！
◎行政は経費節減優等生の市民活動に学ぶこと。
◎早い段階から協働する市民と情報共有すれば市民福祉は向上し、
経済効果が生まれる事例を、積み重ねる年にしてほしい。

い

ま

ち

安心・生き活き地域づくりを進めます！

参考「豊橋市危機管理指針」(平成 24 年 7 月策定)「危機管理のポイント」
職員一人ひとりの意識向上のための８点（例：「危機を認識できる
感性を磨く」「公表・広報は速やかに」）を徹底すべきと考えます。

②

党派に属さない一人会派
だれと？

＊ 6 月 18 日（平成 22 年）12 歳/西野花菜さん(浜名湖ボート事故)

①

秋号

とよはし市民会議（代表渡辺則子）の一般質問

１．市民協働と５ヶ年計画について
＊ＤＶへの対応→答弁：ＤＶ基本計画を策定し、
ＤＶ相談窓口を庁内に設置する。
＊市民協働推進条例第８条「市の業務への参入
の機会」を図る上で市の責務→答弁：市民セ
ンターの指定管理を担えるだけの実力を蓄え
た多くの団体を育成することが重要と考える。

２．子どもをいじめや自殺から守る「いの
ちと人権」の取り組み
＊教育委員会の役割と第三者委員会設置に関
する認識と対応→答弁：本来あるべきは学校
や教育委員会が調査を行い、事実を解明し、役
割が堅持されていれば第三者委員会の設置は
必要ない。（→裏面に続く）

３．被災地支援とがれき広域処理
＊隣市の事業者が自社処分場に軽微な変更で
災害廃棄物を受け入れる際、説明と同意を本
市に求められるべき→答弁：廃棄物処理法で
は地元・近隣住民に説明・同意は求められては
いないが、処分場から排出される処理水や粉じ
んによる市民生活への影響が想定される場合、
考慮されるべきと考え、住民には速やかな説明
と情報提供が必要。

前進！ たばこの煙から子どもを守るために
＊10 月１日豊橋駅前一帯が路上
喫煙禁止区域に指定されました。
＊とよはし市民会議は飲食店の分煙
→禁煙化の取り組みを続けます。
10 月 6 日「浜松タバコフォーラム」
中高校生の発表と展示物の意識の高さ！

「てーぶる 47 号」2012.10.29

まず、市役所７階「議員控室」からはじめの一歩です

豊橋市議会改革（２）
「市民に開かれた議会」
「市民に分かりやすい議会」は委員会の活発な
意見交換からと、すべての委員の積極的な「発言」を期待して、傍聴中。

渡
い

ま どうなのか

まず豊橋市議会「現状 分 析 」を

議会基本条例制定前に

８月

公開の発言の機会を活かすこと
＊年４回ある一般質問のチャンスなのに９月議会は 36 名中 15 名の議員が登壇。
質問者も質問時間も減る一方の議会。これでは公約の議会活性化に逆行では？
＊議員は公開の会議で市民の声を伝える。→議会の役割を市民が知る機会となる。
＊議会の行政チェックが会議録に残る。→「市役所＝市民に役立つ所」になる。
議員情報(住所・電話・ファクス・携帯電話・メールアドレス)の公開
議員・会派の連絡先を市議会ホームページで率先公開すべきです。
「個人情報だから」「市民が求めていない」から非公開では、市民軽視です。

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(2012.8～10)活動記録◆
１日市制施行式典／2 日「てーぶる 46 号」

発刊／５日「あいち心の支援室・ゆう」披露の会・
草の根Ｐ①／７日広川さん生ごみ処理講座／８日
議会活性化調査特別委員会・傍聴／９日東京子ども
図書館よりブラジル人の子どもへの読書支援」聞き
取り・リソースルーム公開日／10 日東三河議会事
務局合同研修会・田原市がれきウオーク／19 日～
20 日全国自治体議員行財政研修会(決算)／22 日い
のちと人権の集い③「CAP」／23 日総務委員会傍
聴・家庭館市民の会⑤／25～26 日学校事故・事件
を語る会名古屋／27 日学校図書館請願同行／議会
活性化特調傍聴・家庭館要望書提出同行／9 月 4 日
一般質問登壇／8 日：家庭館説明会①／10～11 日常

とよはし市民会議・家庭館版

生涯学習まちづくり５ヶ年計画（2013～2017）

任委員会／12 日補正予算委員会／13 日～19 日決算
委員会／(15 日環境フェスタ／16～17 日敬老会)／
23 日オレンジフェスタ・草の根Ｐ②／24 日議会最
終日／25 日いのちと人権の集い④／29 日さくらピ

昭和４２年開館の生活家庭館は、来年、市営・アイプラザ豊橋へ機能移管されます。
家庭館の施設の一部(＊)が、継続使用できることになり（2012 年 10 月現在）
これからの５年間、子育て・高齢者・防災中心のまちづくりが市民協働で進むことを期待します。
■ これから５年間の「家庭館」
とよはし市民会議の願い

ア宿泊体験／30 日栄校区防災訓練 10 月 2 日三遠南
信サミット／4 日福祉教育委員会／6 日家庭館説明
会②・浜松タバコフォーラム・息神社無煙祭礼／12
日～14 日市川記念会「福祉構造改革」
、全国自治体
議員行財政研究会「介護保険」／15～17 日(福祉教

①年間９万人余の利用者が、学び、楽しみ、

育委員会視察)／18 日教育委員会定例会傍聴／19

① 家庭館の名前は残ります。

実績と愛着のある「生活家庭館」。私たちの

日第 19 回丸山薫賞贈呈式／23 日福祉教育委員会／

② 貸館になります。（料金値上げの予定）

誇りです！今 90 代の女性の皆さんの熱意で

③ (＊）貸室：大集会室(体育館)、和風

建設された家庭館の歴史を豊橋市の生涯学習

（今秋２回開催の説明会や聞き取りより）

集会室、集会室の３室のみ（有料）
。
本のない図書室は公園利用の皆さんの
休憩室になります。(無料)
④

の歩みとして受け継ぐことを提案します。
②「いつでも、どこでも、だれでも、なんでも！」
できる豊橋市生涯学習のねらいを現実に！

市の職員は置かれません

南部方面に今、最も必要な「０歳からともに

貸館の管理人を配置、トイレ掃除を

学ぶ＆次世代支援センター」構想に着手を！

利用者で行う案が提案されています。
（11 月中頃第 3 回説明会開催予定）

⑤「普通財産」として生涯学習課が管轄。

③ 現在も大集会室と和室(30・40 畳)集会室等の
人気は高く、朝早く並び「くじ引き」で決まり
ます。毎月活動内容変更ないかヒヤヒヤです。

２階は防災倉庫となる予定です。
アイプラザの活性化を、家庭館全館活用で実現！
写真：2012 年夏の生活家庭館
利用者大満足の「生涯学習センター」モデルを連日更新中。

26 日議会活性化特調／28 日南部地区市民館祭

全国の子ども条例から学ぶ好機！
第 20 回「子どもの権利条約
フォーラム 2012 in あいち」
と き： １１月２４日(土)～２５日(日)
ところ： 中京大学名古屋キャンパス
（地下鉄名城線・鶴舞線八事駅５番出口）
テーマ： “こども×おとな＝未来”
参加費：大人￥1,000

子どもユース無料

http://crc-aichi.kodomo-npo.or.jp
◎詳細→とよはし市民会議へどうぞ。
090－8545－8900

南栄ふれあいセンター
■とよはし市民会議事務所■
見事な緑のカーテン。快適。

玄関は生涯学習情報いっぱい。２回目の家庭館説明会も満員！

２階和室 30 畳は母子の学びの場

「いじめ」はどこでもあります。
「いじめ」に第３者機関は有効か？
■表面の答弁よりつづく……「学校や教育委員会の役割が堅持されていない」と児童・生徒・
保護者等が判断すれば、豊橋市では第 3 者委員会設置を求めることができると解釈できますね。
■原因究明、再発防止の会議が当事者から離れ、「個人情報だから非公開」で行われると、「当
事者を除いた関係者優先の報告書」となる例が全国で見られます。■愛知県立刈谷工業高校生
自殺の件で、県の第 3 者委員会は委員名を公表せず、閉鎖的。まずこの事実から始まります。
１２月市議会で「子どもの立場に立つ第３者機関のあり方」を含む
「子どものいのちと権利の条例」策定を質問します。
皆さんのご意見をお待ちしています。090－8545－8900（渡辺）

編集
後記

一年の半分が＜夏＞となった原発震災２年目。木々が秋色になると丸山薫詩集を読みた
くなる。岩瀬正雄詩集を手にすると、心が熱くなる。冬も近い。フクシマを忘れない！

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。

