岐阜市議会議員

高橋かずえの
たんぽぽ通信

11月議会に紹介議員として提出した請願
岐阜市新庁舎建設の見直しを求める請願
小・中学校の給食費の保護者負担軽減を求める請願
治安維持法犠牲者の名誉回復実現の意見書採択を求める請願

力の弱 い人
声 が 小さい人
大事にします。

無所属
2018年 新春号

★議案等に対する37人の各議員の賛否の状況は岐阜市議会のホームページで見ることができます。
今回は2017年11月議会の報告です。①消防団施設の設置について②外国人が居住する市営住宅の管理についてなど
4項目を質問しました。次ページで概略のQ&Aをお伝えしています。

所属する建設委員会での私の発言
今議会で基盤整備部から道路照明灯のナトリウム灯をLED化する補正予算案が提

障がい者の働く場の拡大を！

出されている。
2万2千基、
全てのLED化に何年かかるか見通しはたっていないというこ
とだ。
設置費用が高額のためということだがLED化でＣＯ２の排出量削減が見込まれ、
消費電力も削減できる。宮城県では費用が抑制できる民間業者のリース方式を導入
し、
ＬＥＤ化を進めている。
このリース方式導入の検討を要望します。

赤ちゃんステーション

赤ちゃんステーションのステッカー︒
目印になっています︒

経過
報告

「赤ちゃんステーション」
は乳幼児のお子さんを連れ
ての外出中に「授乳」や「オムツ替え」
「ミルクのお
湯」が必要になり、お困りの方にこれらを（場所に
よっては全てが準備されてない所もあります。
）
提供
するものです。
登録している施設・店舗の善意により
提供されています。
現在岐阜市内に140ヶ所ほどあり
ます。
ご利用の際は岐阜市のホームページなどで登
録施設の位置、
実施時間などをお確かめ下さい。

障害者差別解消法では「合理的配慮」の

みから手 選 別で異

提供を求めています。障害の状態に応じた

物を取り除く作業を

施設整備や、指導の方法も含まれています。

行っています。社会

知的障害者32人が正社員として雇用され、

保険にも加入、公共

支援者と共に働く大阪府 豊中市伊丹市ク

交通機関を使って通

リーンランドのリサイクルプラザを視察させ

勤しています。施設

て頂きました。

は働きやすいように
2012年の施設ス
タート当 初 から支

豊中市伊丹市クリーンランド

オムツ用ゴミ箱の設置

ンベアーで運ばれ

なのだと受け止めました。11月議会では岐阜

るプラスチック製容

市の新リサイクルセンターでの障害者雇用の

器包装など資源ご

可能性について質問しました。

2月3日（土）

低層部：授乳室、
女子トイレ 高層部：女子トイレ
多目的トイレ

新年のお飾り、
僕似合ってる？

＊岐阜市議会議員
＊1945年生まれ

愛知県立明和高卒

＊2013年 日本福祉大学通信教育部卒
＊元岐阜放送アナウンサー・記者
＊岐阜県ユネスコ協会理事
「そばの花」
理事
＊（有）介護サービス
＊図書館の未来を考える会

会員

◆地域の情報をお知らせ下さい。
◆通信の配布について不都合が
ありましたらご連絡ください。

〒500-8016
岐阜市松ヶ枝町20-4
TEL・FAX：058-266-4563
事務所の留守番役
「しし丸」

高橋かずえ

もって働ける工夫がされていました。
こういう一つ一つが合理的配慮ということ

ゲスト： 岐阜県動物愛護ネットワーク会議・役員

高橋かずえ＊プロフィール

細かな配慮がされ、またソフト面でも意欲を

援者と共にベルトコ

平成29年度からオムツ用ゴミ箱が4ヶ所に設置されています。
・市役所本庁舎1階
・市役所南庁舎

クリーンランド内
リサイクルプラザ

PM

1:30〜3:30

天谷隆美さん（岐阜市在住）

平成29年1月に「岐阜市市民と動物の共
生社会の推進に関する条例」が施行されま
した。動物介在活動犬（セラピー犬）が高齢

問題があります。
（岐阜市は平成26年から犬

者施設や小児病棟で活躍し、力づけているな

の殺処分はゼロです。）長年ボランティア活

どのニュースにほっとさせられます。
しかし一方

動を通じ、動物の命を救おうと活動されてい

では引き取り手がなく殺処分される犬、猫の

る天谷さんと意見交換しましょう！

報 告

消防団施設の設置について

高橋かずえの議会質問

Q

11月議会

高橋

質問の要旨です。私は12月4日（月）に質問しました。
詳しくは岐阜市議会のホームページで。動画でご覧いただけます。

新リサイクルセンターにおける障がい者雇用に関連して

Q
A

高橋

浅野

環境事業部長

A

岐阜市新リサイクルセンターは今年度都
市計画決定する予定で計画が 進んでい
る。ここでの作業を障がいのある方の就
職拡大先として位置づけできないか？
他都市の施設運営なども参考にしつつ関
係部局とも協議しながら検討していく。

現在の岐阜市リサイクルセンター

Q

高橋

一般就労への意欲のある障がい者に対する支援の状況は？

A

高橋

福祉的就労を経て今年度は9月末までに30人の方が一般就労されて
いる。来年度からは新たに就労定着支援サービスをスタートさせ一般
就労に向けた支援に努めていく。

福祉部長

外国人が居住する市営住宅における管理のあり方について

Q

高橋

外国人が多い市営住宅で、様々なトラブルがおきている。放置された粗
大ごみの処理やその金銭的負担、深夜の騒音などに対し、現実に即し
た岐阜市の支援が必要と思うがどうか？

佐野
A まちづくり推進部長

外国人の入居する際にルールを説明する英語、中国語に翻訳したもの
を配布しているが、外国語を増やすと共に、ルールの徹底を図る。

Q

高橋

今回の事例のような解決のためにも
「地域多文化共生推進員」制度の
継続、充実が必要と思うが見解は？

A

田中

市民参画部長

推進員は配置期間を原則2年とし、
地域の課題解決のきっかけに活用し
て頂きたいと考えている。

西垣

消防長

岐阜市北消防団網代分団本
部の詰め所予定地を土砂災
害警戒区域に建設する計画
について、今回の議 会に繰
越明許費として6,250万円の
補正予算案が計上されてい
る。内訳は？

岐阜市北消防団網代分団本部建設候補地

岐阜市秋沢

これまでの建設予定地が最も適しているとの判断で工事再開のための建
設事業費、これまでの施設の解体工事費など6,250万円を計上しました。

岐阜市北消防団網代分団本部の詰め所予定地を土砂災害警戒区域に建設する計画について、
こ
れをストップさせ安全な場所に建設することを求め、
６月、
９月、
今回と３議会にわたって質問しました。
この間、
この問題を提起した自治会役員に対しパワハラがあり、
この方は役員を降りられました。民主
的な進め方が欠けています。
初めから建設予定地ありきでスタートしています。
安心、安全を優先させる決定をなぜ岐阜市ができ
ないのか、
これが質問を重ねた私の強い疑問です。

梅林公園の今後のあり方について

Q

高橋

A

後藤

都市建設部長

毎年梅の開花に合わせて開かれる「梅林梅まつり」、2017年3月11日と
12日の2日間には約９万人で賑わった。しかし肝心の梅の花は老木が多
く、花の状態も良くない。充分な管理がされていないのではと思われる。
専門的な診断、評価、対策が必要ではないか？
昭和23年に岐阜市が寄贈を受けた梅林公園には50種類約1300本の梅の
木が植えられている。しかし、ご指摘のように老木が多く、専門家の診断が
必要との判断で今年度から専門家の樹木医に診断を委ね、手入れを順次
行っていく方針です。
梅林公園（昨年の様子）

梅の花がもっと生き生きした枝ぶりになるよ
う、
やはり専門家のアドバイス、
手入れが必要
と思います。今後に期待しています。
外国人向け「ごみ出しルール」(中国語)のチラシ

豊田市を視察させて頂いた。H団地は10年前に今回のような状態であったが、地域、
行政、外国
人が一緒になってゴミの処理の問題から協力体制を築き、交流が深まっている。岐阜市の多文化
共生推進員制度、2年と年数で切らず課題解決への体制づくりを構築して頂きたい。

私も3月の「梅林梅まつり」には実行委員とし
て参加しています。梅林公園には本物のSLも
あり、
また隠れた人気の瑞龍寺山頂遺跡もあ
ります。梅の花を観に来て頂ける方にあわせ
て楽しんで頂きたいです。
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者施設や小児病棟で活躍し、力づけているな

の殺処分はゼロです。）長年ボランティア活

どのニュースにほっとさせられます。
しかし一方

動を通じ、動物の命を救おうと活動されてい

では引き取り手がなく殺処分される犬、猫の

る天谷さんと意見交換しましょう！

