岐阜市議会議員

高橋かずえの
たんぽぽ通信

6月議会
議案等に対する38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。
今年度私は文教委員会委員を務めます。

文教委員会での私の発言
岐阜市中央青少年会館への指定管理者制度の導入について

力の弱 い人
声 が 小さい人
大事にします。

無所属
2019年 夏号

今回は2019年6月議会の報告です
①リノベーションによるまちづくりについて②幼児教育課の設置についてなど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。

この6月議会に岐阜市中央青少年会館の指定管理者制度の導入が議案にある。

岐阜市に不登校特例校

会館の事業として青少年の社会的自立支援がある。社会的な孤立をしている若
者、引きこもりの若者への支援のニー

6月議会開会前日の6月6日、岐阜市教育委

私の中学生時代、今思えばとても個性のあ

ズが高まっている。しかしこれまで会

員会は不登校の中学生が特別なカリキュラム

る先生方が多く、社会科の教師の宿題は新

館利用者でこの事業への青少年の参

で学ぶ「不登校特例校」を2021年4月に開校

聞の切り抜きでした。よーく社会の動きを見

加は極端に少ない。指定管理者制度導

する方針を発表しました。旧徹明小学校の廃

つめること、考えることを伝えてくださった気

校舎を活用します。不登校特例校は全国に

がします。この特例校から学校の在り方に新

は公私立合わせて12校あります｡

しい何かが生まれることを期待したいです。

入でこれまで以上の成果を上げられる
よう 、これまでの取り組みを今一度
しっかり検証し指定管理者との連携

市内全域から40人を受け入れます。教職員

強化を図って頂きたい。

高橋かずえ
主な活動日誌

岐阜市中央青少年会館

6月 1日 水道民営化を考えるシンポジウム
6日 リノベーションによるまちづくり
先進都市、
岡崎市を視察

4月 23日 金華青少年育成市民会議
5月17・18日 市川房枝政治参画フォーラム2019
「これからの教育を考える」
22日 自治政策講座in横浜
「誰も置き去りにしない自治を目指す」

はスクールカウンセラーなどの専門職を含め
20人程度が配置されるということです。地域
の方や様々な技術を持った方々の協力も仰ぐ
とのこと。
議会報告＆意見交換会

8日 「新しい時代〜どう変わる? 政治と私自身〜」
三浦まりさん講演会（岐阜市女性センター主催）
15日 岐阜市の男女共同参画施策について
（岐阜市女性問題連絡会主催）

16日 さよなら原発パレードinぎふ（実行委員）

旧徹明小学校・
廃校舎

フリースクールってどんな学校？
ゲスト： フリースクール

8月25日（日）
PM

1:30〜3:30

ふらっと

加藤 やわらさん 加藤 隆史さん
高橋かずえ＊プロフィール

ダイエットのため
毎日岐阜公園の階段を
昇り降りしてます。はい。

＊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

・誰もが安心して通いたくなる居場所

駅から歩いて3分の所。岐阜市に限らず近郊

・自分たち（教師）も含め、

からも通ってくる子たち。小学生以上、高校

人として皆で学び合う

を卒業した子もいます。地域の学校とここと

そんなフリースクールにしようと10年間の

を行ったり来たりしている子もいます。強制

教師生活から新しい挑戦を始められたお二

はしない。でも学ぶ権利を保証したい。意見

人です。開校から4年です。場所は名鉄岐阜

交換会に「ふらっと」お立ち寄りを！

報 告

岐阜公園及び梅林公園の整備について

高橋かずえの議会質問

6月議会

質問の要旨です。私は6月17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。

リノベーションによる
まちづくりについて
リノベーションによるまちづくりの
岐阜市の位置づけは？
リノベーション(今ある建物を新しく価
値づける)によるまちづくりを進めよう
と柳ケ瀬を軸として

今年度から教育委員会に幼児教育課が
設置され、保育、幼稚園、認定こども
園など、幼児教育の総合窓口ができ

た。新しい幼児教育課をどのように推

これまでの研究成果を岐阜市内外の幼

のリノベーションに
リノベーションしてサン
デービルヂングで利用さ
れた旧長崎屋前

A.中心市街地エリアの価値を高めるた

め様々な事業に積極的に取り組むこと

で民間の投資を促し、連携し、オール
岐阜で中心市街地の街づくりを進めて
いく。（市長）

児教育施設の先生方や家庭、地域に広

く公開していく計画だ。そして公立幼
稚園の教員を幼児教

バスを運行した。この結果をどう分析

エレベーターを作れないか？

A.10日間でシャトルバスに8,561人が

A.利用者の状況やニーズの把握を行い

は1日当たり1,600人を超える方が利用

て検討していく（太田都市建設部長）

しているか？

乗車した。5月2日から4日までの3日間

した。今後の渋滞対策に生かす。（太

ながら内苑と外苑の動線の確保につい

田都市建設部長）

来年は大河ドラマの影響でこれまで以上の観光客が岐
阜公園を訪れるものと思われる。高齢者、歩きに不便を
感じる方々への配慮がもっと必要だ。車椅子通行ができ
るスロープが第一駐車場隣接して作られているが途中障
害となる柵や礎石があり、あまり使われていない。使用
できるよう点検をし、公園内の案内図への明記も必要。

て研究会、相談会に

3月の梅林公園の梅まつりには8万人か

阜市の幼児教育を推

①バス停から公園までの標識の整備

積極的に派遣し、岐

ら9万人の方が訪れている。

進していく。（早川
教育長）

場からの動線、螺旋階段タワーの横に

梅林公園の標識、街路樹の整備について

育アドバイザーとし

②殿町通りの街路樹はこぶしの木だが
教育委員会・幼児教育課

犯罪被害者等に対する支援について
「犯罪被害者等支援条例」への
とりくみは？

歩きに不便を感じる方々のために駐車

これだけは言わせて！

推進を3本柱とする。また公立幼稚園の

後を見据えた岐阜市

置づけを伺いたい。

新しい幼児教育課を
どのように推進するのか？

援②幼保小の円滑な接続③実践研究の

る。10年後、20年

よるまちづくりの位

幼児教育課の設置について

A.①幼児教育課は家庭教育の啓発、支

活動が始まってい

岐阜公園は5月の10連休に来園者のた

車椅子用スロープ
︵岐阜公園︑第一駐車場南︶

者、行政の連携での

歩きに不便な方のために
エレベーターを設置できないか？

めの駐車場の便宜を図るためシャトル

進していくのか？

商店街、大学関係

岐阜公園のシャトルバス運行の
結果は？

A.７月には「有識者会議」を設置し、
協議を重ねていく。今年11月の議会に

諮り、来年1月に施行できるよう作業を
進めている。（長屋市民生活部長）

これを梅林の名にちなんで順次梅の木
に替えていけないか？

A.①今年度、照明のLED化、公園案内
板や樹木板の充実を図る予定。

②地域の実情を把握するとともに、他
都市の事例などを調査していく。（太
田都市建設部長）

これだけは言わせて！

愛知県内一の知多市佐布里
(そうり)池公園には25種､5700
本 の 梅 の 木 が 植 えられ て い
て、公園付近の街路樹はしだ
れ梅が植えられている。。こ
のほか名古屋市農業センター
付近、青梅市なども梅の木が
街路樹となっています。
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