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編集・発行

　9月2日、鈴木恵（浜松市政向上委員会）は、鈴木
唯記子議員（党派を超える会）と馬塚彩矢香議員
（市民サポート浜松）と一緒に、山名副市長に要望
書を提出した。
　現状、市民からの問い合わせが多く、電話がつな
がりにくい新型コロナ感染症のコールセンター（発
熱等受診相談センター）を増強するとともに、今後、
発生届の対象外となる市民のための相談・支援窓
口を設置するように要望した。
　副市長からは、「検討したい」との前向きな回答
いただいくことができた。

　6月2日、浜松視覚障害者福祉協会会長の安松さ
ん、歩行訓練士の古橋さん、南土木整備事務所の方、
まちづくり公社の方たちと、街中の点字ブロック状況
について、現場で話し合った。視覚障害や弱視の方
にとって、移動しやすい浜松の駅前に変えていこう。

街中の点字ブロック点検副市長に要望書提出

【浜松市政向上委員会 政務活動費 令和3年度決算】

ペットボトルの
「ボトルtoボトルリサイクル」工場見学

メールは
こちらから▶

　8月26日（金）川崎市にあるペットボトルからペッ
トボトルに何回もリサイクルできるケミカルリサイ
クル工場・ペットリファインテクノロジー株式会社
と、都市型の「川崎バイオマス発電所」に鈴木唯記
子議員（党派を超える会）と見学に行ってきた。
　キレイなペットボトルなら、1回程度はリサイクル
してペットボトルにできる技術はこれまでもあった
が、何度もともなると強度が劣り、無理。しかし、ペッ
トリファインテクノロジー社では、使用済みペットボ
トルを石油由来のPET樹脂と同等品質の原料に再
生する水平リサイクルを実現させ、資源の再利用と
石油由来のバージン材の使用削減（石油の輸入削
減）につなげている。
　会長の岩元氏からは、経済と環境と平和を真ん
中においていて、国内外の企業、自治体と手を組ん
でいるとの話があった。すでに、京都市をはじめ、
20近くの自治体で「ボトルtoボトル」進められてい
るとのこと。
　その後、建築廃材を木質チップにし、それを利用
し、発電している「川崎バイオマス発電所」を見学し
た。解体作業で出た木質チップだけでなく、大手飲

料工場のコーヒーかすや大豆の搾りかす（市内の味
の素工場から）も利用している。
　見学をして、何度もリサイクルできる「ボトル to ボ
トルリサイクル」を浜松でもできないか、どう動けば
いいかと考えている。しかし、その一方で、ペットボト
ルやプラスチック容器包装の使用を減らしていかな
ければ、自治体のリサイクル費用はかさむばかりだ。
　私たちに便利な生活をもたらすペットボトル。海
岸や幹線道路沿いにはたくさんのペットボトルが捨
てられている。例えば、飲んだ後にペットボトルを返
却すると容器代が返ってくるデポジット制度（預託金
制度）を導入できないか、研究していきたい。

　このレポートは、浜松市議会議員の政務活動に必要な経
費の一部として、会派・浜松市政向上委員会に対し交付され
た「政務活動費」で、作成したものです。
　政務活動とは、調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要
請、陳情、各種会議への参加など、市政の課題や市民の意思
を把握し市政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を
図るための活動のことです。
　月額15万円×会派の所属議員数が、4月、10月に半期分支
給されます。収支報告書及び証拠書類の写しは、議会のホー
ムページに掲載されています。

川崎バイオマス発電所

再生された
ペットボトル

消費者（市民）

分別収集した
ペットボトル

リサイクル工場

ペットボトル
以外へのリサイクル石油由来の原料

ボトルTOボトルリサイクル
によるペットボトルの完全循環

３、残額 905,617 円（市に返還する）

1、収入

項目

政務活動費

預金利息

合計

金額（円）

1,800,000

9

1,800,009

備考

150,000×12ヶ月

2、支出
項目

調査研究費 旅費、利用会員会費、公文書複写費

旅費、研修会費

ニュースレター制作費

旅費

旅費

書籍代、新聞代

給与、労働保険料

事務用品、パソコンリース代、インターネット通信料、コピー代、郵送料など

研修費

広報費

公聴費

要請・陳情活動費

会議費

資料作成費

資料購入費

人件費

事務所費

合計

金額（円） 備考

84,734

25,777

225,060

37,851

1,140

0

0

42,075

167,537

310,218

894,392
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　学校給食の地産地消、オーガニック給食について調
査している。その一環として、6月15日袋井市中部学校
給食センターを見学した。袋井市には、「おいしい学校
給食課」というユニークな名前の課があり、その小鷹
課長が袋井市の取り組みについての説明を伺った。
①安全・安心・おいしいのこだわり
　食器は強化磁気食器。アレルギー対応の専門の調
　理室設置。今年度はアレルギーの子向けのセミナー
　を実施予定。
②地場産物の活用と促進
　地元野菜を積極的に取り入れる。そのために、農
　業関係の課ではなく、おいしい学校給食課の職員
　が直接農家を訪問。
③積極的食育の推進
　おいしい学校給食課と学校が連携して、収穫体験
　などを実施。その野菜を給食に提供。提供した農
　家さんから話を聞く。あるいは、収穫したものを家
　庭に持って帰り、料理してもらう。
④災害時に備えた対応
　災害直後の停電時に炊き出しできる非常用発電機
　と専用釜１台設置。避難訓練時では、施設を使い、
　おにぎり提供訓練。

　浜松市政向上委員会では、昨年度から三つの市民
団体の方と不登校・発達障がい・トランスジェンダー等
の生徒が、安心して高等学校等で学ぶことができる環
境をめざして、「静岡県の子どもたちの多様性を拓くプ
ロジェクト」を結成した。高等学校の現状や課題を明ら
かにし、県教委や市教委に提案していくため、県内の
公立、私立の高校（通信制も含む）に「不登校・発達障
がい・トランスジェンダー等の生徒」への対応について
アンケート調査を実施した。現在、アンケート用紙の回
収が終了し、集計、分析の段階に入っている。集計、分
析に関しては、静岡大学の笹原恵教授と学生さんのご
協力をいただけることになっている。

●療育へ参加したくとも仕事を休めない、兄弟を預
けられない方を多数見てきた。障がいのある子ども
を養育する人が、療育や通院時に発生する休業時の
補償や介護休暇を取れるような仕組みが必要。
●ひとり親で障がい児・病児を育てる人への支援（特
に精神的支援）の充実を望む。
●自力で登下校できず、登校時間も通常の学校より
遅く下校時間は早い、また長期休み時の放課後デイ
サービスも朝は他よりもゆっくりな時間のため、仕事
をしたくても限られた時間しか出来ません。その限ら
れた時間では求人もなかなかありません。
●健常の子は学齢期を過ぎ仕事に就けば、子育ても
終わり。しかし障害のある子は、通所施設に通う年齢
になってからも、同居している限り施設の送迎時間、
短縮日課、夏休みなどを調整しながら仕事を続けな
ければならず、また親の年齢とともに毎日の身辺介
助も大変さを増してきます。
●親の負担が大きすぎる。自分のことが後回しにな
り、自分の健康に不安を感じる。
●自分に何かあったら家が回らなくなってしまう。共
働きで生活していたが、今はほとんど働くことができ
ていないので、経済的な不安も非常に強い。
●医療的ケア児の受け皿を増やしてほしい。 医学の
進歩により助かる命は増えたが、その後の受け皿が
少なすぎる。
●私は死ぬ直前まで障がいのある子供の世話に明け
暮れなければならないのでしょうか？少しは自分の人
生を体が自由に動けるうちに好きに生きたいです。
●利用できる支援の情報などが、こちらから積極的
に動いて調べないとわからないことが多いので、もう
少し情報を前もって提供してほしい。
●いざという時に、突然でも娘を預かってくれたりす
る場が必要です。福祉サービスはありがたく利用さ
せていただいてますが、サービスの利用は、緊急時
には利用出来ません。ショートステイは１ヶ月前の予
約が必要だし、日中一時預かりにしろ、日中の時間帯
のみで、緊急時は24時間関係なく起こります。そうい
う時に頼れる場がありません。
などなど。この声をしっかり受け止めていきます。

障がい児の子育て支援と仕事との両立アンケート結果 学校給食について

●障がいの子どもをケアすることによって、
　生活への影響はありますか。（複数回答可）

●現在さまざまな理由で働きに行けない方も含めて、
　どういうサービスがあれば、仕事との両立ができる（できた）と思いますか。（複数回答可）

　子育て支援、育児と仕事の両立支援制度は整って
きた。しかし、それらは健常の子を想定したもので、
障がいのある子を持つ親は仕事との両立ができにく
い、できないという声を多く聞く。また、そもそも障が
いの子どもの親への支援がないということも聞く。
　そこで、具体的にどんなことに困っているのか、ど
ういうサービスがあれば仕事ができるのか、行政や
企業ができることはなんなのか、さらに介護者（ケア
ラー）としての実態も把握したいとアンケート調査を
することとし、8月１ヶ月間、インターネットを使い、
調査した。211名の方からの回答をいただくことが
できた。ありがとうございました。特に自由回答は
100名の方からいただき、その切実な声に胸が詰
まった。今後、この結果をさらに分析をし、市政への
提案に生かしていきたいと考えている。

主な質問と回答から

速報 調査中

県内高校に発達障がいなどの
対応についてアンケートを実施調査中

●子どもに障がいがあるとわかってから、
　仕事はどうしましたか。

その他、病気や障害が増える度
勤務形態を変更、育休延長など

デイサービス

　継続した人は16 . 5％、一方仕事を辞めた
12.6％、勤務時間を減らした13.6%、転職をした
4.9％、など、働き方を変えざるを得ない方が３
割以上もいた。

　約６割の方が「自分の時間が取れない」「仕事
をする時間が取れない」と回答。趣味や運動な
ど、自分のことは後回しにならざるを得ない状況
が見てとれる。

　多様な預け先、児童発達支援・放課後デイサービスの曜日拡大・時間延長を求める声が多い。
障がい児者の預け先は限られていて、時間が短かったりもして仕事との両立が難しい。ショートステイなど
は何ヶ月も前からの予約をしないと受けられない。

▶▶自由回答には100件もの
切実な声が届いているので、
ほんの一部紹介します。

袋井市の友好都市、
山梨県北杜市の献立。
しこく米、牛乳、鶏肉の
リンゴたれ焼き、大根の
煮物、具たくさんのみそ
汁、ブルーベリーゼリー。
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