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遠州綿紬の着物で登壇
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　「大変お待たせしました」から一般質問始めました。
１１月議会の質問の最終者だったこともありますが、４
年間待ち続けてくださり、再度議場に送ってくださった
方々に向けての言葉でもあります。本当に大変お待たせ
しました。

　今回、繊維産業の振興について質問をすることもあり、
昔懐かしい子孫繁栄を願う親子縞柄の遠州綿紬の着物、
浜松の若手職人さんが注染で染めた手ぬぐいを活用した
半襟という姿で登壇しました。　　　　　　  鈴木　恵

以下大きく５点、康友市長はじめ星野副市長
各部長に質問しました！

❶20歳代女性の人口流出防止、転入促進を

❷朝ドラの舞台「浜松の繊維」をどう活用していくか

❸委託料、負担金、補助金のルール化を

❹放課後児童会の根本的見直しパート２

❺性的マイノリティ（LGBT）への理解を

連絡先編集・発行

　ひとり親家庭の貧困は、深刻です。現在浜松
市では、市の単独予算でひとり親家庭の２人目
に５０００円、３人目以降に７０００円の加算を
していますが、すべての自治体ではできてはい
ません。浜松市モデルが全国に広まって欲しい
と願い、議員の皆さんに協力いただき、今回国

に対して「児童扶養手当の複数子子加算の増
額を求める意見書」を提出することが決まりま
した。
　ただ、「子どもの貧困」はこうした対策だけで
は根本的な解決はできません。これからは構造
的な問題に取り組んでいきたいと思っています。

国への意見書提出へ
「ひとり親の子ども２人目以降の加算を」

★印は議会活動
○印はその他

行動日誌（ 2 0 1 5 . 8 . 1 1～ 1 2 . 3 1 )

8月
◯１日　山田眞知子さん講演会（静岡あざれあ）
★５日　子ども家庭部長に要望者提出　　
　　　　Love＆Peace　Musicパレード実行委員会
◯６日　浜松の学校給食をもっとステキにする会（学校給食員さんとの懇談）
　　　　ひかりライオンズ納涼祭
◯８日　静岡文化芸術大学　オープンキャンパス　田中ゼミの模擬投票
　　　   鴨江アートバザール、蓮田の夏祭り（くるみ共同作業所）
◯９日　都田町見学
◯１０日　浜松介護サポートネット　りらねっと
◯１１日　三上湖西市長との面談（観光とインバウンドについて意見交換）
　　　　  豊田佐吉記念館
★１２日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会
★１５日　戦没者追悼平和祈念式
★１７日　議員講習会（静岡）
★１８日　政務活動費研究会、議会改革検討会議
★１９日～２０日　女性議員を増やす会　なないろの風の夏合宿（富士宮市）
★２１日～２２日　全国政策研究会（姫路）
◯２２日　Love＆Peace　Musicパレード
◯２３日　出張チャリティライブinはぐみな保育園、クリエート浜松夏まつり
◯２５日　ちゃりんこツーリズム研究会（仮）、遠州縞プロジェクト
★２６日　浜松女性議員の会と市長の懇談会
◯２７日　浜松の福祉を考える会、浜松の放課後児童会を考える会
◯２８日　はままつシャツ部企画会
◯２９日　静岡県不登校やニート、ひきこもり等の悩みにこたえる合同相談会
◯３０日　浜松女性起業支援シンポジウム
◯３１日　Love＆Peace Music　パレード実行委員会

9月
★１日　　東区区役所
★４日　　建設消防委員会　ぬくもり市実行委員会
◯５日　　ゆめフェスタ2015
　　　　　平成27年度　ＴＯＫＡＩ★ＳＨＡＲＥ　第１回　講演会（豊橋市）
　　　　　Love＆Peace Music　パレード
◯６日　　消防団第３方面隊と曳馬町本郷町自主防災隊の訓練見学
　　　　　着物を着ましょうの会　やわらぎ
★７日　　子どもの貧困講座（東京）
★９日　　中日本高速道路株式会社から、新東名の土砂処理について説明を
　　　　   受ける、介護と仕事と両立支援についての打ち合わせ
★１０日　議会運営委員会、政務活動費研究会、全員協議会
◯１１日　高塚駅UDチェック（浜松の福祉を考える会）、エネルギーの地産
　　　　  地消を考える会（仮称）
◯１２日　憲法カフェ～国会・内閣編
◯１３日　不登校生のための進学相談会
◯１５日　火曜サロン
★１６日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会協議会
　　　　  安保法案反対　駅前アクション
★１７日　本会議（９月議会初日）
★１９日　マイナンバー制度勉強会
◯２１日　遠州手しごと展覧会
★２２日　決算を読む会
★２８日　議会運営委員会、議会改革検討会議、政務活動研究会
　　　　  遠州縞プロジェクト
★２９日　全員協議会、本会議、決算総括質疑
★３０日　本会議　代表質問　社会福祉法人　複泉会評議会会

10月
★１日　本会議　一般質問
★２日　本会議　一般質問
★３日　議員とNPOと語る円卓会議
　　　  はままつシャツしゃべり場～大垣株式会社
◯４日　ゆりの木通り手作り品バザール
★５日　建設消防委員会（決算、９月補正予算等）
★６日　建設消防委員会（決算、９月補正予算等）　ぬくもり市実行委員会
◯７日　天竜厚生会、発達相談支援センター　ルピロ
　　　　Peace&Music パレード実行委員会
◯８日　浜松市精神保健センター
★９日　地方創生勉強会
★１０日　若者の貧困、居場所、セカンドチャンス　はまぞう大感謝祭
◯１１日　アクト通りふれあいデイ、女河八幡宮　流鏑馬（湖西）　
◯１２日　ちぇれめいプロジェクト駅前応援
◯１３日　内野台小学校のものづくり教室（遠州縞プロジェクト）
★１４日　議会運営委員会、行財政改革・大都市制度調査特別委員会
　　　　　Peace&amp;Music パレード実行委員会
★１５日　全員協議会、本会議（９月議会最終日）
◯１７日　献血啓発ボランティア　小出裕章講演会（静岡）
◯１８日　山フェス、小１の壁を乗り越える（浜松の放課後児童会を考える会）
◯２８日　２１世紀倶楽部　自由語会　
◯２９日　遠州鉄道さんとの情報交換会（浜松の福祉を考える会）
★３０日　学童フォーラム、行財政改革・大都市調査特別委員会勉強会
　　　　  はままつシャツ部企画会
◯３１日　綿の産地フェァ、本好き仲間たちの企て2015秋

11月
◯１日　天竜厚生会まつり
★２日　浜松女性議員の会「例規についての勉強会」、児童虐待防止駅前
　　　  キャンペーン
◯３日　スマイルフェスタ、遠州の「食」
◯４日　あたご和紙見学
◯６日　エネルギーカフェ
◯７日　まるたま市、はままつシャツ部しゃべり場
◯８日　北京＋20　女性議員を増やす秘策を探るあなた　出番ですよ！！
　　　  ～あなたの活躍が社会を創る～パネリストとして参加
★９日　自治体議員勉強会（マイナーバー制度、子どもの貧困について）
★１０日　静岡県授産品コンクール、グリーンライオンズで市政報告
　　　　  静岡県原子力安全対策課に「浜岡地域原子力災害広域避難計画の
　　　　 策定  状況」 についてヒアリング　
★１２日　建設消防委員会、遠州織物ツアー　小林節講演会
★１３日　議会運営委員会、全員協議会、政務活動研究会　膵臓ガンキャンペーン  パープルライト
◯１４日１５日　遠州綿紬ぬくもり市　
◯１４日　佐藤和子さんを偲ぶ会
◯１５日　バリアフリーコンサート
★２０日　本会議（１１月議会初日）
◯２２日　くるみ地域交流パーティ　　　　　　
◯２３日　常石さやかチター演奏会
◯２４日　浜松の福祉を考える会、遠州縞プロジェクトNPO法人設立総会
★２７日　議会運営委員会、議会改革検討会議　はままつシャツ企画会
◯２８日　わがまちの魅力を発信する
◯２９日　折り鶴サミット
★３０日　全員協議会、本会議（代表質問）

12月
★１日　　本会議（一般質問）
★２日　　本会議（一般質問）＊めぐみ一般質問
　　　　  はまぞう大忘年会
★３日　　建設消防委員会、ひかりライオンズ
◯５日　　浜松楽器メイカーズフェスティバル
　　　　  プレイバックシアター（静岡）
◯６日　　自主防災隊集合訓練
　　　　  笠井共生にこにこまつり
　　　　  ブングボックスクリスマスパーティ
◯８日　　ちゃりんこツーリズム打ち合わせ
◯９日　　女性起業家応援セミナー2016
　　　　  直前シェア会＆ハーサイズ
　　　　  キックオフ＆懇親会　
　　　　  まちエネ大学説明会（名古屋）
★１０日　議会運営委員会 
　　　　  社会福祉法人 復泉会評議委員会
★１１日　全員協議会、本会議（１１月議会最終日）
　　　　  政務活動研究会、議員部長懇親会
◯１２日　雑学講座「ふつう」って何ですか？
　　　　  ～LGBTsの現状～
★１３日　ふじのくにニッポンの縁側フォーラム（静岡）
　　　　  織物工場見学
★１４日　変わりゆく環境ビジネス（東京）
★１５日　女性団体と議員の意見交換会
★１６日　まちむらリレーション
◯１７日　浜松の福祉を考える会
★１８日　行財政改革・大都市制度調査特別委員会
　　　　  協議会　はままつシャツ部企画会
◯１９日　ドリームフィールドの平和講座＆クリスマス会
★２０日　自治体議員立憲ネットワーク
　　　　  「地方から参議院選挙を考える」（東京）
★２１日　中区協議会傍聴　講演・緊急報告！
　　　　  海外から見た日本の危機的状況
◯２３日　ワークショップくるみ忘年会
★２４日　静岡県庁
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今もたくましく動いている織機

　来春の朝ドラ「とと姉ちゃん」
の最初の舞台は浜松で、ヒロイ
ンのお父さんは染め物工場に
勤めている設定です。ドラマを
見た視聴者が、浜松の繊維に
興味関心を持ってくださったと
しても、現在繊維関係に関する
施設や事業所の情報が広く周
知されていません。
　番組放映を契機に、市内に
点在する、遠州織物の聖地三ヶ
日の初生衣神社、工場見学、注
染や機織り体験、生地や製品を
購入できる場などの情報を集

約し、情報提供しないかとの質
問に、「産業観光の一つのコン
テンツとして活用できる方策等
について検討していきます」と
の答弁。
　さらに、繊維産業の振興と人
材育成を求めましたが、これま
で通りの「イベントや展示会の
機会を通じて～」と答弁。

それではこれまでと
同じじゃん！！
　今治タオルの例を出し、浜松
の繊維は今治タオルに劣らな
い、いやそれ以上の歴史と技

術、物語がある。それをほっておくには
もったいない。ニーズや課題調査、それに
対応する支援をしっかりやって欲しいと
再質問し、さらなる支援を求めました。

　怪我や事故の責任をとれないからで
しょうか、夏休み中外で遊ぶことを禁止す
る育成会もあります。遊び盛りの子どもた
ちが1日部屋の中に過ごすなんて～～これ
を子どもさんから聞いて、預ける保護者は
心を痛めています。これでは、保護者たち
が子どもたちを安心して預けることができ
ません。主任支援員の待遇改善と研修の
充実によって、質を担保する必要がありま
す。それでもまだ、このままの待遇を続けて
いくつもりですかと、再度お聞きしました。
再答弁で、再検討するような答弁がようや
くでました。

　放課後児童会については何
度も議会で問題にされながら、
いつも働く女性側のせいにされ
ていました。だから、再質問には
力を込めてしました。
　厚生労働省が出した放課後
児童クラブ運用指針の中には、
支援員の労働環境の整備に努
めるようにとあります。衛生管理
の観点から健康診断等の実施
が必要、労災保険に加入してお
くことが必要と書かれています。
しかし、旧浜松市の主任指導員

　性的マイノリティ（LGBT）について、浜松市議会で取り上げたのは今回が初めてです。まずは市の執行部、議員の皆さ
んに、LGBTのことを知ってもらうこと、浜松市は今後LGBTについて、理解を示していくことを明言してもらうことができ
ました。

には、時給こそ高いけれど、労災
なし、雇用保険なし、社会保険
なし、有給休暇なし、健康診断
なし、とないないづくしです。
　主任支援員さんの善意に甘
え、労働者としての権利が守ら
れてないまま、午後６時半まで
の時間延長をさらにお願いされ
ています。事務作業の負担も大
きく、さらに来年からは補助員や
講師のマイナンバーも扱うこと
になります。まさに、ブラック企
業的な扱いではありませんか。

　一般質問の最後に「出世のまち 浜松」を目
指す市長に、「出世」という言葉は、一般的に人
を押しのけて上にあがっていくというような男
性的なイメージがあって、女子的には抵抗があ
ると指摘。
　「出世」を、「出」と「世」の間に漢文のレ点をつ
けて「世に出す」「世に出る」と読むとイメージが
変わる。埋もれている地域資源を世に出していく
まち。世に飛び出す多様な人材が育っていくま
ち。自分がつくった作品や製品、デザインを世に

出していけるまち。子どもたちが自分らしさを大
切にし、成長し世に出ていけるまち。世に出るヒ
ト、コト、モノを応援できるまち。となると、わく
わくしてくると提案。浜松の繊維もさらに「世に
出して」いきたい。私は、浜松
の課題を世に出して、解決し
ていくとともに、これからも浜
松のあるいいものを世に出
す、出世のお手伝いしていきた
いと質問を締めくくりました。

　女性議員がこれまでの３倍の９名となり、会派
を超えた「浜松女性議員の会」できました。市長
との懇談会では、子育て、子ども育ち、女性の活
躍、人口減少、浜松の産業についてなど、幅広く
意見交換することができました。
　今後は様々な課題、テーマについて、立場やア
プローチの違いを尊重しながら、意見交換や勉
強会を実施していく予定です。１月には、女性管
理職との懇談会を予定しています。

平成２６年度の自殺者、自殺未遂
者の救急対応数。自殺未遂者や自
死家族へのファーストタッチは救急
隊が担う。健康福祉部との連携を。

古くなった屋外広告の危険
性を指摘。更新時期になり
ながら、更新申請していな
い広告が３８％も。

　こだわったのは、市から実行委員会や外郭団
体へ支出している「事業費負担金」。大雑把な
決算書しかない、負担金額より多い次年度繰
越し金、そもそも決算書の数字が違っている、
負担金を支出した団体からさらに他の団体に

負担金を出している、などのケースがあった。事
業費負担金は市が直接関与している事業等に
負担をしているもの。先払いされているため、ど
うしてもチェックが甘くなりがち。さらなる負担
金の評価、見直しを執行部に求めた。

　８月に浜松市政向上委員会から要望書を提
出していた保育園の入所基準の改正が実りま
した。これまで退職したら３０日以内に就職し
ないと退園しなくてはならなかったのが９０日
まで延長できるようになりました。

　また、重い障がいのある方の基準が最高の２
０点ではなく１９点だったのが２０点になりま
した。これらは来年度の保育園利用から適用さ
れます。

朝ドラの舞台
「浜松の繊維」を
どう活用していくか

「負担金」にこだわって決算審議。

-放課後児童会の根本的見直しパート２-

放課後児童会の支援員の質の向上を

性的マイノリティ（LGBT）への理解を
1 2
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数字は
語る！
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浜松女性議員の会ができた！

保育園の入所基準の改正が実った！
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