岐阜市議会議員

高橋かずえの
たんぽぽ通信

11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。
長良小プール建設へ（建設求める決議案可決）

力の弱 い人
声 が 小さい人
大事にします。

無所属
20２1年 新春号

再度審議してきた長良小学校のプールについて文教委員会は 12月14日、定例会本
会議で「建設を推進する決議案」を提出し、全会一致で可決しました。
閉会中２回開かれた文教委員会で私は理事者側の意見の矛盾点について納得する
まで何回も質問しました。地元の方ともよく話し合いました。市民の皆さんが本会議、
文教委員会の傍聴に多数参加され今回の議決の
原動力になったと思います。

ました。この通信をご覧頂くとき、少しでも

プールを予定通り建設するよう求める申し入れ書

良い状況になっていることを願っています。

を岐阜市と教育委員会に提出しています。プール

11月議会は 12 月14 日に閉会しました。こ

は令和４年３月完成を目指す方針となりました。
浮かびます。

長良小プール・公民館建設予定地（校舎西）
12月18日現在

新型コロナウイルスの感染拡大でひとり親世帯の生活が困窮しているとして「ひとり親世
帯臨時特別給付金」が 2020 年６月に続いて再度、給付されます。11月市議会最終日に可
決されました。
●この国の財源の臨時特別給付金の対象とならないひとり親に対し別途、岐阜市独自
の「ひとり親家庭等臨時特別応援金」が岐阜市の財源で３万円給付されます。
♦お問い合わせ先など、岐阜市のホームページでご確認願います。

で岐阜市民病院の病院事業管理者で、県

エッ?
とけた雪だるま？

＊岐阜市議会議員
愛知県立明和高卒

＊2013年 日本福祉大学通信教育部卒
＊岐阜県ユネスコ協会理事
＊図書館の未来を考える会

会員

市民病院の感染防止対策として正面玄関

スも出てきている」と現場の厳しい状況に

に 24時間体制で職員などが配置され、全て

ふれられました。

の来院者に対し、マスクの着用が呼びかけ

緊張した中での医療従事者の方たちの対

られ、発熱などの症状を訴える方が患者さ

応に感謝しかありません。医療従事者の方々

んと接触しないよう動線が分けられていま

に感謝の思いをと岐阜市民病院に多くの寄

す。そして12月４日から原則として面会禁止

附が寄せられています。

となっています。随時ご確認頂きますように。

◆地域の情報をお知らせ下さい。

ました。院内が明るい雰囲気に一変しました。

◆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。

多くの方々の励ましが現場を患者さんを家族

（12月18日撮影）

フーン

を余儀なくされて医療人材が不足するケー

これらの寄附金の活用方法で岐阜市立女

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

＊元岐阜放送アナウンサー・記者
「そばの花」
理事
＊（有）介護サービス

医療従事者が濃厚接触者となり、自宅待機

子短期大学の協力で病棟の壁面が装飾され

君はだれ？

高橋かずえ＊プロフィール
＊1945年生まれ

の日に開かれた県の感染症対策本部の会議
病院協会の冨田栄一会長は「感染拡大で

ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給

経過報告

コロナ禍の岐阜市民病院へ、市民の励まし
コロナ禍が終息しないまま新しい年を迎え

私の所属する岐阜市議会無所属クラブはこの間、

子どもたちが歓声をあげてプールで泳ぐ姿が目に

今回は2020年11月議会の報告です。
①セルフネグレクトとごみ問題について②インターネット依存症から子どもを守る施策について
等4項目を質問しました。次ページで概略のＱ＆Ａをお伝えします。

事務所の留守番役
「しし丸」

高橋かずえ

を支えていることを感じます。
この通信発行時では新型コロナ感染の先行が読めない状況
議会報告＆意見交換会

です。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。連絡先へお気軽にお電話ください。
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

インターネット・スマホへの依存症や犯罪から
子どもを守る施策について

11月議会

質問の要旨です。私は12月8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。

セルフネグレクトとごみ問題について
窓口設置など各部の連携を！
査」から家族や地域からの孤立、セルフネ
グレクトの問題がごみ屋敷問題の背景に
あることが示された。今後の取り組みは？

いわゆるごみ屋敷につ
いて、これまでの対応
を踏まえ、今後の課題
についての見解は？

子どものインターネットやゲームへの依存
が増えＳＮＳでのトラブルや犯罪につな
がることも発生している。対策は？

A.平成21年度からサイバーパトロールを

実施し、インターネット上の投稿サイトやＳ
ＮＳに記載された不適切な内容について

運営事業者に記事などの削除を要請して
いる。記事の削除は例年数10件だが昨

A.ごみ屋敷の事例は平成27年度以降に4

よる重大事態についての内容だった。今後

るよう「福祉相談窓口連携会議」を核に

「ごみ」としての対応が困難となっていること

意喚起を図っていく。(早川 教育長)

る方が必要な時に適切な支援が受けられ
相談支援体制の強化を図っていく。

（早川福祉部長）

件発生している。セルフネグレクト等により
もある。占有者等に応じたきめの細かい対応
が必要と考えている（浅野環境部長）

とも情報モラル教育に加え保護者への注

本巣市︶

A.セルフネグレクトなど様々な課題を抱え

チラシ︵発行

年度は約320件で多くが昨年のいじめに

ネット3ない運動

「荒廃した住居に関わる全国自治体調

業者、病院、地域との連携が必要

これだけは言わせて！

ネット依存症から子どもを救うのは保護者や学校だけでは難しい。業者、病院な
どとの連携が必要。
子どもの居場所づくりへの取り組みも大事。地域も視野に、働

これだけは言わせて！

ごみ屋敷問題は多くの自治体が大きな課題としている、岐阜市も窓口を設置

きかけを! 本巣市のチラシ具体的でわかりやすい。
（上記チラシ参照）

するなど市民への理解を含め、
今後も各部の連携で進めて頂きたい。

放課後児童クラブ、学習支援員の今後の在り方について
情報システムにおけるセキュリティ対策について

放課後児童クラブで学習支援員による学習支援

事業 が 行 わ れてい

A.放課後児童クラブは現在､46ク
ラブ、125教室で３,119人の児童

る。共働きやひとり

が利用している。この学習支援事業

②サイバー攻撃への備えや内部の不正利用防止

親にとっても貴重な

は平成28年度から実施している。女

施策だ。まだ試験的

性の活躍推進、子育て支援充実の

③職員などへのセキュリティ研修でセキュリティ

な施策ということだ

ため引き続き充実に努めていく。

が今後の見解は？

（田中教育委員会事務局長）

個人情報のセキュリティ、対策についての研修が重要！
政府は2021年9月の創設を目
指す「デジタル庁」の取り組み
を始めている。市民の重要な個
人情報、データのセキュリティ
はどう取り組まれているのか?

試験的な施策の今後は？

A.①重要機器などの設置場所への侵入防止策
などの技術的対策

の確保に努めている（大澤行政部長）

島小学校

放課後児童クラブ
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