岐阜市議会議員

高橋かずえの
たんぽぽ通信

３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。
請願

力の弱 い人
声 が 小さい人
大事にします。

無所属
20２０年 春号

「小、
中、
高校生のための放射線副読本」
を一方的に子ども
たちに配布しないよう求める請願」
の紹介議員となった。
こ
の副読本は高線量被曝が死につながることや廃炉作業の
困難さなど事実の記載がない。
一方的に送らず教育委員会が校長会に諮り、
配布

今回は2020年3月議会の報告です。
①新型コロナウイルス対策について②ワンストップ総合窓口設置について③空き家対策など5項目を質問しました。
概略のＱ＆Ａをお伝えします。

新型コロナウイルス対策について

するかどうか検討する場を持つことが必要だと教育委員会の姿勢を求めた。

意見書
私も紹介議員となった「選択的夫婦別姓を導入するため、速やかな民法改正を国
に求める」意見書が賛成多数となり、可決された。姓にとらわれない生き方への
貴重な一歩と思う。

新型コロナ感染対策として議場入り口には
アルコール消毒液が置かれマスク着用が義務
付けられる中、3月議会は3日から26日まで開
かれました。私は3月17日に質問しました。

文教委員会での私の発言（3月24日）
昨年7月、岐阜市立中学校3年生の男子生徒がいじめを苦に自殺した。教育委員
会から示されたいじめ対応策には生徒自身が自立して自己の権利を守ることがで

Q.新型コロナウイルス対策について
❶臨時休業中の子どもたちの様子は？

きるよう育む教育、また教師と生徒との信頼関係をどう培っていくのかが具体的
A.家ではテレビやゲームをしたりして過ご

に示されていない。
生徒の心に寄り添った対応が必要だ。

す時間が多くなっている。家庭での過ご

高橋かずえ 主な活動日誌
12月14日
12月19日

さよなら原発ぎふパレード
＜地域科学研究会＞
ごみ屋敷の解消手法と福祉的支援策
12月23日 ＜地域科学研究会＞
自治体の相談・支援とワンストップサービス
1月12日
新成人を祝い励ます会
ぼくも
タンポポ
つけてみたよ！

高橋かずえ＊プロフィール
＊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

し方に課題があると感じている。
1月14日

＜女性議員パワーアップ集中講座＞
海外につながる子どもの支援
1月28日
岐阜市公教育検討会議(第4回)
2月5日
<地域科学研究会>
転換期の社会教育・生涯学習
2月22日 親子で童話をきく会(実行委員)
3月3日〜26日
岐阜市議会 3月議会

高橋かずえ

A.担任がすべての児童生徒の家を訪問し
た。家庭で保護者と過ごす児童生徒は・

小学部66人のうち21人（約32％）・中学

部36人のうち9人(25％)・高等部102人の

うち58人（約57%）で、家庭以外で過ご
す子どもたちのほとんどは放課後等デイ
サービス事業所で過ごしている。
（早川教育長）

広報ぎふより

保健所地域保健課
中市民健康センター
南市民健康センター
北市民健康センター

◆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。

事務所の留守番役
「しし丸」

どうしているのか？

新型コロナウイルス感染症について
相談についてのお問い合わせ

◆地域の情報をお知らせ下さい。

〒500-8016
岐阜市松ヶ枝町20-4
TEL・FAX：058-266-4563

❷特別支援学校の児童生徒は臨時休業中
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*時間は平日の午前9時〜午後5時
岐阜市議会場

入口

この通信発行時では新型コレラ感染の先行が読めない状況です。
議会報告＆意見交換会

このため今回は開催日を決めず個人交流とさせて頂きます。
連絡先 080-5151-4563
場所 高橋かずえ事務所（矢島町）

報 告

高橋かずえの議会質問

空き家対策について
不良空き家除却補助金制度活用について

3月議会

新年度予算に新たに不良空き家除却補助

質問の要旨です。私は3月17日（火）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。

金として500万円が計上されている。対
象経費の2分の1、上限50万円の補助とい
うことだ。管理不全な空き家の件数は？

ワンストップ総合窓口、おくやみコーナー
設置に向けた取組について
おくやみコーナー設置の予算が計上！
新市庁舎完成を1年後に控え、①ワン
ストップ総合窓口の進捗状況は？②お
くやみコーナーの設置は？③遺族の方
へのガイドブック作制は？

これだけは言わせて！
新庁舎1階 窓口カウンターイメージ図

これだけは言わせて！

昨年の3月議会で①おくやみコー
ナーの設置と②ガイドブックの制
作を要望した。今回予算に組まれ

A.①出生や婚姻などライフイベントに関
する35種類86項目の事務手続きや49種

類の証明の発行をワンストップで行う
総合窓口の開設準備を進めている。②
同時に「おくやみ相談窓口」の設置、

③「おくやみハンドブック」制作予算
を新年度予算に計上した。（長屋 市民
生活部長）

ナーを最初に設置した別府市を先
日、視察した。おくやみコーナーに
は遺族の方の心を癒すお花が飾
られていた。岐阜市もソフト面を大
事に取り組みを進めて頂きたい。

ト事業の委託を始めている。また子ども
未来部は新年度事業に多胎児家庭での育
児・家事の訪問30時間の支援を盛り込ん

でいる。サポートする人員の確保はどの
ようにするのか？

家補助金制度
（当時限度額160万円）

善されていないのは124件、特に状態

が悪い不良空き家は11件だ。今後改善

を紹介し、
補助金制度導入を提案し

されず、周辺への影響が著しい状況に

た。
今回出された補助金制度が的確

なれば法律に基づく命令や行政代執行

に利用されることを願っている。

を行う。(黒木 まちづくり推進部長)

生活困窮世帯の孤立防止について
生活に困っている世帯の情報・連携での支援体制を！
東京都江東区で72歳と66歳のご兄弟が去
年12月に人知れず亡くなられていたとい
う報道があった。収入はなく、ライフラ
インも止められていたということだ。生

多胎児家庭をサポートする人員の確保は？
に多胎児育児経験者に相談できるサポー

2018年9月議会で大分市の不良空き

を求めた空き家は567件。このうち改

たことに感 謝！このおくやみコー

多胎児家庭への子育て支援について
健康部では今年度から乳幼児健診時など

A.平成26年から令和元年末までに改善

活上の困難を抱えている方を孤立化させ
ない岐阜市の方策、体制づくりは？
水道

給水停止予告通知書（見本）

ン事業を開始し、孤立防止の取り組み

を強化している。また平成26年には電
力・ガス・事業者などのライフライン

事業者に対し“公共料金催告や供給停止
通知の際には福祉事務所等への相談を

促す協力”について依頼をした。庁内に
おいては平成29年度から福祉相談窓口

A.ぎふファミリ・サポート・センターの

連携会議を毎月開催し、重層的な体制

提供会員の研修を平日に加え、土曜日も

づくりに努めている。(高橋 福祉部長)

開催して確保の
充実を図る。

A.平成25年度より安否情報ダイヤルイ

途中略

（早川 子ども未
来部長）

イラスト提供：ぎふ多胎ネット

（困窮相談窓口の紹介あり）

報 告

高橋かずえの議会質問

空き家対策について
不良空き家除却補助金制度活用について

3月議会

新年度予算に新たに不良空き家除却補助

質問の要旨です。私は3月17日（火）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。

金として500万円が計上されている。対
象経費の2分の1、上限50万円の補助とい
うことだ。管理不全な空き家の件数は？

ワンストップ総合窓口、おくやみコーナー
設置に向けた取組について
おくやみコーナー設置の予算が計上！
新市庁舎完成を1年後に控え、①ワン
ストップ総合窓口の進捗状況は？②お
くやみコーナーの設置は？③遺族の方
へのガイドブック作制は？

これだけは言わせて！
新庁舎1階 窓口カウンターイメージ図

これだけは言わせて！

昨年の3月議会で①おくやみコー
ナーの設置と②ガイドブックの制
作を要望した。今回予算に組まれ

A.①出生や婚姻などライフイベントに関
する35種類86項目の事務手続きや49種

類の証明の発行をワンストップで行う
総合窓口の開設準備を進めている。②
同時に「おくやみ相談窓口」の設置、

③「おくやみハンドブック」制作予算
を新年度予算に計上した。（長屋 市民
生活部長）

ナーを最初に設置した別府市を先
日、視察した。おくやみコーナーに
は遺族の方の心を癒すお花が飾
られていた。岐阜市もソフト面を大
事に取り組みを進めて頂きたい。

ト事業の委託を始めている。また子ども
未来部は新年度事業に多胎児家庭での育
児・家事の訪問30時間の支援を盛り込ん

でいる。サポートする人員の確保はどの
ようにするのか？

家補助金制度
（当時限度額160万円）

善されていないのは124件、特に状態

が悪い不良空き家は11件だ。今後改善

を紹介し、
補助金制度導入を提案し

されず、周辺への影響が著しい状況に

た。
今回出された補助金制度が的確

なれば法律に基づく命令や行政代執行

に利用されることを願っている。

を行う。(黒木 まちづくり推進部長)

生活困窮世帯の孤立防止について
生活に困っている世帯の情報・連携での支援体制を！
東京都江東区で72歳と66歳のご兄弟が去
年12月に人知れず亡くなられていたとい
う報道があった。収入はなく、ライフラ
インも止められていたということだ。生

多胎児家庭をサポートする人員の確保は？
に多胎児育児経験者に相談できるサポー

2018年9月議会で大分市の不良空き

を求めた空き家は567件。このうち改

たことに感 謝！このおくやみコー

多胎児家庭への子育て支援について
健康部では今年度から乳幼児健診時など

A.平成26年から令和元年末までに改善

活上の困難を抱えている方を孤立化させ
ない岐阜市の方策、体制づくりは？
水道

給水停止予告通知書（見本）

ン事業を開始し、孤立防止の取り組み

を強化している。また平成26年には電
力・ガス・事業者などのライフライン

事業者に対し“公共料金催告や供給停止
通知の際には福祉事務所等への相談を

促す協力”について依頼をした。庁内に
おいては平成29年度から福祉相談窓口

A.ぎふファミリ・サポート・センターの

連携会議を毎月開催し、重層的な体制

提供会員の研修を平日に加え、土曜日も

づくりに努めている。(高橋 福祉部長)

開催して確保の
充実を図る。

A.平成25年度より安否情報ダイヤルイ

途中略

（早川 子ども未
来部長）

イラスト提供：ぎふ多胎ネット

（困窮相談窓口の紹介あり）

岐阜市議会議員

高橋かずえの
たんぽぽ通信

３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。
請願

力の弱 い人
声 が 小さい人
大事にします。

無所属
20２０年 春号

「小、
中、
高校生のための放射線副読本」
を一方的に子ども
たちに配布しないよう求める請願」
の紹介議員となった。
こ
の副読本は高線量被曝が死につながることや廃炉作業の
困難さなど事実の記載がない。
一方的に送らず教育委員会が校長会に諮り、
配布

今回は2020年3月議会の報告です。
①新型コロナウイルス対策について②ワンストップ総合窓口設置について③空き家対策など5項目を質問しました。
概略のＱ＆Ａをお伝えします。

新型コロナウイルス対策について

するかどうか検討する場を持つことが必要だと教育委員会の姿勢を求めた。

意見書
私も紹介議員となった「選択的夫婦別姓を導入するため、速やかな民法改正を国
に求める」意見書が賛成多数となり、可決された。姓にとらわれない生き方への
貴重な一歩と思う。

新型コロナ感染対策として議場入り口には
アルコール消毒液が置かれマスク着用が義務
付けられる中、3月議会は3日から26日まで開
かれました。私は3月17日に質問しました。

文教委員会での私の発言（3月24日）
昨年7月、岐阜市立中学校3年生の男子生徒がいじめを苦に自殺した。教育委員
会から示されたいじめ対応策には生徒自身が自立して自己の権利を守ることがで

Q.新型コロナウイルス対策について
❶臨時休業中の子どもたちの様子は？

きるよう育む教育、また教師と生徒との信頼関係をどう培っていくのかが具体的
A.家ではテレビやゲームをしたりして過ご

に示されていない。
生徒の心に寄り添った対応が必要だ。

す時間が多くなっている。家庭での過ご

高橋かずえ 主な活動日誌
12月14日
12月19日

さよなら原発ぎふパレード
＜地域科学研究会＞
ごみ屋敷の解消手法と福祉的支援策
12月23日 ＜地域科学研究会＞
自治体の相談・支援とワンストップサービス
1月12日
新成人を祝い励ます会
ぼくも
タンポポ
つけてみたよ！

高橋かずえ＊プロフィール
＊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

し方に課題があると感じている。
1月14日

＜女性議員パワーアップ集中講座＞
海外につながる子どもの支援
1月28日
岐阜市公教育検討会議(第4回)
2月5日
<地域科学研究会>
転換期の社会教育・生涯学習
2月22日 親子で童話をきく会(実行委員)
3月3日〜26日
岐阜市議会 3月議会

高橋かずえ

A.担任がすべての児童生徒の家を訪問し
た。家庭で保護者と過ごす児童生徒は・

小学部66人のうち21人（約32％）・中学

部36人のうち9人(25％)・高等部102人の

うち58人（約57%）で、家庭以外で過ご
す子どもたちのほとんどは放課後等デイ
サービス事業所で過ごしている。
（早川教育長）

広報ぎふより

保健所地域保健課
中市民健康センター
南市民健康センター
北市民健康センター

◆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。

事務所の留守番役
「しし丸」

どうしているのか？

新型コロナウイルス感染症について
相談についてのお問い合わせ

◆地域の情報をお知らせ下さい。

〒500-8016
岐阜市松ヶ枝町20-4
TEL・FAX：058-266-4563

❷特別支援学校の児童生徒は臨時休業中

2 52-7 1 9 1
2 52- 0 6 3 2
2 7 1- 8 0 10
2 3 2 -7 6 8 1

*時間は平日の午前9時〜午後5時
岐阜市議会場

入口

この通信発行時では新型コレラ感染の先行が読めない状況です。
議会報告＆意見交換会

このため今回は開催日を決めず個人交流とさせて頂きます。
連絡先 080-5151-4563
場所 高橋かずえ事務所（矢島町）

