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きた なごや市議会を しる
北名古屋市は大丈夫？ いろいろ気になる政務活動費

A 　法律や条例に基づき、北名古屋市議会
議員の調査研究や広報・広聴等の活動に
資するため必要な経費の一部として、議
員に対して交付されるお金のことです。

A 　北名古屋市議会では、年度始めに月額 3万円を上限に、申請のあった
額を交付しています。そして、支出にあたっては、原則として領収書等
を添付して政務活動の記録や資料を残します。支出が適正かの確認は、
半期ごとの議長監査や、年度末の収支報告書等提出後、北名古屋市監査
委員による監査を受けています。

A 　政務活動費の目的から逸脱した用
途に使用され、結果返還するという
事態が他県他市様々な議会で相次
ぎ、ニュースでも大きく報道されま
した。

Part 4

Q3.北名古屋市の現状は?

Q1.そもそも政務活動費とは?

Q2.なぜ今
注目されているの?
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➡

➡

➡

A 　インターネットで見ることができます。
下の図を参考にしてください。

A 　政務活動費の使途は、『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
るために必要な活動』でなければなりません。具体的に
は市民のニーズを聴取する広聴費や他の先進地を調査す
る調査研究費、市政について住民に報告するための広報
費等があります。これらの費用を使った活動は、議案の
審査や政策立案への反映など、議会としての役割を達成
するために活かされています。

※インターネット以外の方法として、紙ベース
での閲覧があります。東庁舎 4階議会事務局に
お声かけください。

市議会HPより政務活動費をクリック

見たい年度をクリック

それぞれの活動をクリックすることで、
領収書や報告書が見れます。 見たい会派または議員をクリック

Q5.どう活かされているの?

Q4.政務活動費を見るには?
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平成29年　第2回定例会の結果
会期22日間　6月2日〜6月23日

全ての議案内容は、北名古
屋市ホームページの「議案・
請願とその審議結果」をご
覧ください。

今号では、色の付いている議案を
ピックアップします。
なお、議案質疑等は委員会のペー
ジ（P12から）に掲載しております。

議案第28号 北名古屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

全員賛成
原案可決

議案第29号 北名古屋市基本構想の議会の議決に関する条例の制定について

議案第30号 北名古屋市市税条例の一部改正について

議案第31号 北名古屋市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

議案第32号 北名古屋市保育所条例の一部改正について

議案第33号 北名古屋市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定
について

議案第34号 北名古屋市公共下水道電車川ポンプ場建設工事（改築更新）委託に関
する基本協定の締結について

請願第 1号 「テロ等準備罪（共謀罪）」を新設する組織犯罪処罰法改正案について
慎重な審議を求める意見書の請願 取下げ

今回の議案
　条例の制定及び改正   6件
　請願   1件

　基本協定の締結   1件

議案番号 議　案　名 議決結果
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条例

条例

北名古屋市基本構想の議会の議決に関する
条例の制定について

北名古屋市市税条例の一部改正について

可決

可決

　北名古屋市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための指針として策定する北
名古屋市基本構想を議会の議決すべき案件とする。

　地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる
字句の整備を行う。

配偶者控除の見直し

改正前 改正後

納税義務者の
前年の合計
所得金額

控除額 納税義務者の
前年の合計
所得金額

控除額

控除対象
配偶者

老人控除対象
配偶者

控除対象
配偶者

老人控除対象
配偶者

規定なし 33万円 38万円

900万円以下 33万円 38万円

900万円超
950万円以下 22万円 26万円

950万円超
1,000万円以下 11万円 13万円

　北名古屋市のまちづくりの方向性を示したものを基本構
想と言います。平成23年の地方自治法の一部改正で、策定
義務が撤廃されましたが、北名古屋市では基本構想を市の
団体意思（議会）の決定であることを明らかにし、今後の
総合的かつ計画的な行政の運営の根幹に位置付けることを
条例で定めました。

　地方税法が改正されたことで、改正前は納税義務者の前年の合計所得金額に関係なく、配偶者控
除が適用されていましたが、改正後は所得要件が導入され、前年の合計所得が1,000万円超の納税義
務者は、配偶者控除の適用ができなくなります。そのため、今回の条例改正では条文中の「控除対
象配偶者」を「同一生計配偶者」と名称が改正されました。
　なお、この改正は平成31年度以降の個人市民税から適用されます。

Pick Up

Pick Up

基本構想

基本計画

実施計画
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条例 北名古屋市消費生活センターの組織及び運営等
に関する条例の制定ついて 可決

　北名古屋市消費生活センターを設置するに当たり、消費者安全法の規定に基づき、組織
及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定める。

相談員のワンポイントアドバイス！
◦�高齢者に被害が多い訪問販売。一
人暮らしを始めた若者も狙われま
す。ドア越しに対応し、話が始ま
る前にきっぱり断りましょう。
◦�激安ブランド品等、通信販売でト
ラブルが多発しています。特に前
払いの場合は、事業者名、所在地、
電話番号等の記載はあるか、返品
は可能か、日本語がヘンではない
か等を必ずチェックしましょう。
◦�アダルトサイトからの架空請求が
横行しています。狙いは消費者か
ら電話をかけさせ、お金を騙し取
ること。無視するのが一番です。

消費者トラブルを未然に防ぐには、見ず知らずの相手の言葉
をうのみにしないことです。万一、巻き込まれてしまった場
合には、一人で抱え込んで悩まないこと。すぐに誰かに相談
してください。そして、一刻も早く、消費生活相談窓口へご
相談ください。

相談したいけど、市の窓口は今日お休み。
そんな時は「消費者ホットライン」☎188（いやや）へ。
一番近くの窓口につながります。

　消費生活相談（10月より消費生活センター）は事業者に対
する消費者からの苦情に係る相談等を専門の相談員が対応し
ます。
場所：市役所東庁舎 2階ミーティングルーム
日時：�毎週水曜日・木曜日の午後 1時30分から午後 4時30分

（10月より火曜日から金曜日に拡充）

Pick Up
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質問議員　 9 名

ここでは、一般質問の一部のみを掲載しています。
一般質問の全ての内容は、動画や会議録（※）でご
覧いただくことができます。市ホームページの「市
議会」から「議会録画中継」「会議録検索システム」
を検索してご覧ください。
※第 2回定例会の会議録は 8月14日頃掲載予定です。

一般質問

　行政の指定業者以外のものが家庭系資源ごみを
無断で持ち去る行為が頻繁に起きていることを認
識しているか。この行為は市民に不安を与え、ま
た、地域団体等に多大なる損害を与えているばか
りでなく、市民の資源リサイクル意欲をそぐ行為
である。さらに、この問題は現在被害のない他の
地域に広がる可能性もある。地域の皆様による防
犯パトロールやボックス施錠等をしていただいて
いるが、これといった特効薬はなかなか見つから
ない。今行政として何ができるのか、実効性のあ
る考えを聞かせてほしい。また、看板の設置等は
できないか。
　防災環境部副参事　
　半年ほど前から資源ごみの無断持ち去りが一部
の自治会で連続的に発生している事を承知してい
る。今後、自治会、古紙業界団体、警察、行政の
連携による防止対策を講じていく必要がある。
フェンス等で囲まれた集積所への看板の設置や、
古紙業界団体との情報共有による通報システムの
検討、巡回パトロールや防犯カメラによる監視の
強化、資源ごみの出し方など被害の多い自治会と
相談していく。また、本市に見合った分別回収の
仕組みの変更も今後研究していきたい。

　地域の医療と介護を進める上で、地域包括支援
センターの果たす役割は大きく、専門分野を活か
した的確なアドバイスや支援により、様々な相談
の早期解決に繋がっている。現在本市では、東庁
舎 1階高齢福祉課内に 1箇所の配置だが、本人が
直接窓口で相談された件数が東地区で 8割である
のに比べ西地区は 2割弱である。この状況から高
齢者本人が直接相談できる体制の整備は急務であ
り、現在の 1か所から西地域への増設も必要と考
えるが。
　福祉部次長　
　東地区に地域包括支援センターがあるため、高
齢者本人が直接相談にみえる件数は東・西地区で
開きがあるが、窓口へ本人が来庁できない場合は
電話相談や職員が自宅や西庁舎にて相談対応する
など東庁舎と変わらぬよう取り組み、市全域で同
様のサービスを展開している。しかし2025年には
高齢者が大幅に増加すると見込まれており、多く
の相談を身近な場所でできる体制作りが重要とな
る。関係委員会・協議会の委員からの意見を参考
に、高齢者や家族の方が相談しやすい環境整備を
行うため、順次増設できるよう検討していきたい。

その他の質問
◦介護制度におけるサービスの導入について

資源ごみ集積所

資源ごみの持ち去り防止対策について
渡邊　幸子（市政クラブ）

地域包括支援センターの強化と充実
について 間宮　文枝（公明党）
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　県道春日井稲沢線と県道の交差点、沖村西や片
場交差点は完全右折帯の整備が遅々として進んで
いない。今年の 4月13日には沖村西交差点で死亡
事故も発生した。事故が起きた沖村西や片場交差
点には東進、西進に変則的な右折案内ができたが、
完全ではない。市民の皆さんも完全右折帯のある
交差点と沖村西や片場交差点では対向車に対する
視界が全く違うと話されている。市民の安全安心
の為にも県道春日井稲沢線の改善改良を強く求め
て頂きたい。
　建設部長　
　春日井稲沢線の北名古屋市内には20か所の信号
交差点があり、完全右折帯の設置済み交差点が 5
か所、1.5車線の右折ポケットが確保されている
交差点が 4か所、沖村西交差点のような第二車線
を右折車線として運用している交差点が 2か所あ
る。
　整備の検討・推進については、合併以来毎年、
愛知県に対し建設事業要望のなかで、重ねて要望
している。新たに用地の取得が伴う交差点改良に
ついては、多くの時間を要することが想定される
ため、県としても、事故対策としてカラー化や1.5
車線右折ポケットの確保に取り組んでいる。市民
の安全安心のために、主要な交差点の整備を強く
要望し、市としても県と一緒になって取り組んで
まいりたい。

　近年、高齢者や障害者などあらゆる人が社会活
動に参加し自己実現が出来るよう、建築物や交通
機関はバリアフリー化が進められ、それらに関す
る法律が整えられてきた。本市では、西春駅の駅
前広場は平成 4年に東口が、平成26年に西口が完
成した。西口においては、点字ブロックや障害者
用乗降口、タクシーや一般車用乗降口などの車道
や歩道の段差に勾配があり乗降しやすくなってい
る等の配慮がなされているが、東口は不便な状態
のままである。生活弱者が安全で快適な生活が送
ることが出来るよう、車道と歩道の段差解消や身
障者用車両の乗降スペース、点字ブロックや身障
者トイレ設置等のバリアフリー化を促進すべきと
考えるが。
　建設部長　
　本市の玄関口である西春駅周辺の都市整備は、
東口では平成 3年から 5年にかけて、西口では平
成11年から28年にかけて行われた。西口での事業
実施中であった平成12年に交通バリアフリー法、
平成18年にバリアフリー新法が施行されたことに
伴い、西口のバリアフリー化が進められた経緯が
あり、東口の整備が遅れている。今後は、高齢者
や障害者などの自立した社会生活を確保するため
にも、西春駅東口・駅前広場においてもバリアフ
リー化の内容を検討していきたい。

その他の質問
◦生活道路の安全確保について

片場交差点

西春駅東口

県道春日井稲沢線の完全右折帯の設
置について 大原　久直（日本共産党）

西春駅東口のバリアフリー化について
松田　功（市民民進クラブ）
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　人口減少社会の到来とともに、平成27年の結婚
件数は戦後最少を記録するなど、若者の未婚率が
問題視されている。男女の結婚に対する価値観の
違いや、出会いの場が少なくなっていること、結
婚したくても経済的な理由で今一つ踏み出せない
でいる若者も多いと感じる。そんな若者に、結婚
や住宅に対する新生活の支援を行うことで、北名
古屋市に住み続けられるようになれば、定住人口
の確保につながると考える。新婚世帯の経済的支
援への取り組みについて、どのように考えている
か。また、今後未婚者のニーズ把握を行うことは
可能か。
　児童課長　
　若い世代が安心して結婚・妊娠・出産・子育て
の希望を叶える為の結婚支援、低所得者支援とし
て、内閣府は平成29年度予算概算要求で 6億円を
計上している。この結婚新生活支援事業費補助金
については、我が国の少子化に歯止めをかけ、少
子化対策に繋がるものかが検証できていない。
　補助金の在り方等を再度検証するとともに、未
婚者のニーズ把握も含めて、国等の動向を見なが
ら検討していく。

その他の質問
◦ごみの分別と出し方の多言語対応について
◦窓口の多言語対応について

　プレーパークとは、固定遊具はなく自然の原っ
ぱを想定した公園で、専門的な研修を受けたプ
レーリーダーのもと、子どもたちが「やりたい」
と思ったことに何でもチャレンジをすることがで
きる。副次的な効果は、子どもの豊かな育ちだけ
でなく、コミュニティの醸成や市民協働のまちづ
くりのほか、困難を抱えた子どもとつながる入口
ができる。
①�身近な場所で外遊びができ、自然とふれあえる
まちづくりは子育て支援の重要な施策となるた
め公園整備計画にプレーパークを導入してみて
は。
②�地域で育む子どもの居場所づくりについての考
えは。

　統括参事　
①�プレーパークの運営には、専門指導員である「プ
レーリーダー」や管理運営を担う団体、子育て
支援や家庭支援等との連携、近隣住民からの理
解を得る等の課題があるため、先ずは関係課が
連携しハード・ソフト両面から先進地視察や調
査・研究が必要と考える。
②�現在、子どもの居場所づくりは児童館が地域活
動の拠点となり様々な支援事業を行っている。
児童遊園や児童館等のように大人の考えで設置
した遊具や施設で遊ぶだけでなく、プレーパー
クのような自然の中で自分の考えで自由に遊ぶ
ことができることも子どもの居場所づくりとし
て意味があると感じている。本市での運用が可
能か人材確保を含め今後検討していきたい。

結婚新生活支援事業について
齊藤　裕美（公明党）

子どもの居場所 「プレーパーク」 に
ついて 渡邉　麻衣子（日本共産党）
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　ひとり親家庭で子どもの利益が守られるための
養育支援は、最も生活に身近である基礎自治体だ
からこそできる支援だと考える。
①�北名古屋市におけるひとり親家庭、未成年の子
どものいる離婚家庭の現状と支援は。

②�離婚時の養育費や面会交流等の養育支援の重要
性について、どの様に認識しているか。

③�離婚時の養育支援について、相談体制の充実や、
合意書や養育手帳等の参考書式の配布や説明等
行えないか。また養育費や面会交流等について、
母子父子自立支援員の研修に取り入れてはどう
か。

④�ひとり親家庭の支援策の拡充と情報提供につい
て、今後の取り組みは。

　福祉部長　
①�4 月 1 日現在母子・父子世帯が773世帯。経済
的支援では、児童扶養手当等各種手当、保険料
や医療費等の軽減、相談支援等がある。

②�養育支援は、子ども自身が愛されていることを
感じられる親子の大切な絆であると認識してい
る。

③�相談体制の充実を図るとともに、研修等研鑚を
重ねていく。合意書や養育手帳等は法的支援が
必要なため慎重に考えていく。

④�支援策については効果的な施策を研究していく
とともに、制度の分かり易い説明に心がけてい
く。また、HPにおいても国の資料等へのリン
クを検討していく。
その他の質問
◦児童扶養手当について

　現在、第二次北名古屋市総合計画の審議・策定
が進められており「協働」の考え方が、市民と行
政が対等にまちづくりを進める柱となる。協働と
連携のまちづくりを実現するためには、世代や性
別を問わず様々な市民の参加の「きっかけ」が必
要となる。これからの行政は、市民参加へ導くた
めの環境をつくることが求められる。
①�市民協働をとりまく「市民」側の現状と課題は。
②�市民協働をとりまく「行政」側の現状と課題は。
　市民活動推進課長　
①�市民活動団体の中心的な役割を担っていたリー
ダーの高齢化による世代交代や担い手不足が課
題。退職後の方や埋もれた人材を市民活動に結
びつけることができるよう、市民活動の現状を
SNS等でPRし、交流会、市民協働カフェ等を
開催し参加のきっかけづくりを進めていく。
②�市民協働の必要性は浸透してきたが、具体的に
協働で行える仕事に関する視点が足らない。今
後、業務改善や組織改革に市民協働の視点を持
ち、市民が参加するワークショップへの参加を
促し、協働に関わる職員を増やしていきたい。
その他の質問
◦市民ファシリテーター制度の導入について
◦�「地域」と「企業」と「学校」との市民協働に
ついて
◦�デジタルサイネージを利用した地域づくりにつ
いて
◦ケント・モリ氏による盆踊りソングについて
◦「幸せな記憶を生み出す」まちづくりについて

まちづくりワークショップ

離婚時の養育支援とひとり親家庭支援
について 上野　雅美（市民民進クラブ）

本市における市民協働をとりまく現状
と課題について 阿部　武史（無会派）
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平成29年 第 3回 定例会の予定

　日本は本格的な人口減少社会に突入し、社会の
経済活動規模を確保するため、労働生産性の向上
が待ったなしに迫られている。国が働き方改革を
推し進めている現在、女性の社会進出がますます
進み、平日昼間に不在ということが大変多くなっ
ているなか、宅配における再配達率は約20％と言
われている。大変な労働力の損失であるとともに、
受取に行く手間もかかる。また、再配達に伴う燃
料の浪費等の環境問題も懸念材料となる。問題は
これが今後も深刻化していく可能性があることで
ある。
①�宅配便の増加と再配達の問題を市はどのように
認識しているのか。

②�この問題解決に向けた市の取り組みは。
③�例えば、今後新築される大きなマンションには、
できる限り宅配ボックスを設置するようお願い
する等の考えは。

　総務部副参事　
①�少子化による生産年齢人口の減少により、運送
業に限らず今後深刻化する人手不足の問題は、
企業活動を支える社会全体の問題として捉える
べきと考える。

②�先進地の実験経過や国の動向を見据えながら、
行政としてできる人手不足解消の企業支援に取
り組んでいきたいと考える。

③�家主の意向や個人資産の維持という部分で強要
はできないが、社会全体の動向を見ながら検討
する。

8 月30日㈬ 本会議（初日）

【請願書・陳情書の提出
について】
第 3回定例会の審査対象
となる請願書・陳情書の
提出期限は、 8月21日㈪
の午後 5時（予定）です。
詳しくは、議会事務局ま
でお問い合わせください。

9 月 7 日㈭ 本会議（一般質問）
9 月 8 日㈮ 本会議（予備日）
9 月11日㈪ 予算決算常任委員会
9 月12日㈫ 予算決算常任委員会
9 月13日㈬ 予算決算常任委員会
9 月19日㈫ 福祉教育常任委員会
9 月20日㈬ 建設常任委員会
9 月21日㈭ 総務常任委員会
9 月22日㈮ 鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会
9 月27日㈬ 本会議（最終日）

宅配ボックス

宅配ボックス

ネット通販の増加と再配達について
梅村　真史（無会派）
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福祉教育常任委員会

議案第32号　北名古屋市保育所条例の一部改正について

県と協議した上で、事務が効率的に図れる方を選択した。

園児や保護者が不安にならないように、日々の保育活動を
通じて両園の園児同士が触れ合う機会を多く作り、子ども
たちが期待を持って新園舎に移ることができるようにする。

保育園の統廃合にあたって、九之坪南保育園の
名称を削り、九之坪北保育園を九之坪保育園に
名称変更した理由は。

新園舎に早く慣れる為にも、事前の見学や子ど
も同士の交流などの配慮はできないか。

委員会における

大野委員 渡邉麻衣子委員猶木委員長 松田委員 梅村委員永津委員渡邉幸子副委員長

議　員

議　員

議　員

議　員

建設中の九之坪保育園（ 6月末現在）

福祉部

福祉部

12 議会だより　Vol.57



建設常任委員会

議案第31号　北名古屋市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

議案第33号　北名古屋市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について

家族構成によって有利不利が分かれる。 1日当たりの加算
補償額について、配偶者は100円の減額、子どもは50円の増
額となる。例えば配偶者がいて子どもが 1人だと差引き50
円の減額、子どもが 2人だと差引きゼロに、子どもが 3人
だと50円増えることになる。

この改正は政令の改正に伴うもの。昨年度国家公務員の給
与の改定があり、扶養手当の基準と金額が変わったためこ
うなった。その背景としては、女性の社会進出や子育てに
配慮したものだと聞いている。

少なくとも北名古屋市発足以来は事例はない。

相談内容は多岐に渡る。統計上の数値は、多重債務や通販
関係の問題が中心である。

10月より開設日が倍になるため、広報に載せると共に、民
間の冊子等への掲載も考えていく。

この改正により消防団員にとって何が変わる
のか。

今回減額するケースがあるとのことだが、どう
してこうなったのか。

過去に公務災害補償が適用された事例はあるか。

どのような相談内容が想定されるか。

市民は市役所に消費生活センターがあることを
知らないと思うが、周知については何か考えて
いるか。

審査報告 〜主な議案質疑内容を
紹介します〜

沢田委員 大原委員桂川委員牧野委員長 間宮副委員長 山下委員 阿部委員

議　員

議　員

議　員

議　員

議　員

議　員

議　員

議　員

議　員

議　員

防災環境部

防災環境部

防災環境部

建設部

建設部
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総務常任委員会

議案第28号　北名古屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
議案第29号　北名古屋市基本構想の議会の議決に関する条例の制定について
議案第30号　北名古屋市市税条例の一部改正について
上記議案について審査し、質疑は特にありませんでした。

委員会における審査報告
〜主な議案質疑内容を紹介します〜

　北名古屋市議会では開かれた議会への推進を
図るため、議会だより『きたしる』がスマートフォ
ンのアプリ【マチイロ】でも閲覧できるように
しました。

【利用方法】
1 �．下のQRコードから、またはApp�StoreやGoogle�playにて「マチイロ」と検索して、アプリをダウ
ンロードしてください。
2 �．インストールした後、性別、生年月日、お住いの地域などの個人設定を行ってください。

【注意事項】
※�アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。（通
信機器のご利用プランごとに異なります。）
※�アプリ画面上に表示される広告は、株式会社ホープが募集
し掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関
係ありません。

ios版 Android版

議会だよりがアプリで読めるようになりました。

議会だよりをリニューアルして 2年が経過しました。
より充実させるため、皆様からのご意見ご感想を
お聞かせください。

●メール　giji@city.kitanagoya.lg.jp
●ＦＡＸ　（0568）23-3140

《皆さんの声をお聞かせください》

上野副委員長 長瀬委員神田委員長 平野委員 齊藤委員黒川委員
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市議会モニター意見箱
〜第 2 回 定例会〜

◦�傍聴人が徐々に増えているように感じる。
◦�一般質問をされない議員が多い。積極的に質問をしてほしい。
◦�若者の考えを市政に取り入れる機会として中高生を中心にし
た議会の開催を希望する。
◦�直近の課題も大切だが、10年後をもっと議論してほしい。
◦�議会だよりの「委員会における審査報告」について発言者を
表記してほしい。（今号より一部修正しました。）

　平成29年度の市議会モニターは 8名の方が活躍しています。
ここでは、いただいたご意見を紹介します。

インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果等が見られます
　北名古屋市議会では、インターネットで議会に関する様々な
情報をご覧いただくことができます。

　是非、この機会に市民の皆様の
アクセスをお待ちしております。

その他沢山の
貴重なご意見、ご提案を
いただきました。今後の
議会運営に役立てて
いきたいと思います。

本会議・委員会を傍聴してみませんか
　本会議・委員会開催日（P11「定例会の予定」）

に、市役所東庁舎 4階東エレベーター前で傍聴受

付を行います。本会議の受付時間は午前 9時30分

から、委員会は会議開

始30分前からとなりま

す。

※委員会の傍聴は先着10名となりますのでご了

承ください。

ホームページはこちらから

※通信料等はご利用者負担となります。

全員協議会室

第 1委員会室

北名古屋市議会
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編集後記
　北名古屋市議会では『市民に開かれた市議会』を推進しています。その大きな役割を果
たしているのが、この議会だよりとホームページになります。大切な情報をより多くの方
に、より分かりやすく伝える。それはとても重要でありとても難しいことです。
　市議会では、5月よりホームページ等で政務活動費の領収書等の公開を始めるとともに、
役員改選を機に、今号より新たな編集委員会メンバーで議会だよりを作成しています。開
かれた市議会の推進のために、知っていただく努力を、今後も重ねてまいります。これか
らも何卒よろしくお願いいたします。

もっと身近に！ 20名リレー
議員自己紹介

　現在20名の議員で市議会を運営しています。議会を身近に！
を目指し、毎号リレー形式で議員が自己紹介をしていきます。
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作者本人イラスト
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平
ひら

　野
の

　弘
ひろ

　康
やす

◦議席番号／17
◦市政クラブ
◦3期目　

牧
まき

　野
の

　孝
たか

　治
はる

◦議席番号／18
◦市政クラブ
◦3期目

趣　　味　

　ガーデニング、ゴルフ、旅行、料理

好きな言葉

　�「有言実行」「念願は人格を決定す継続は

力なり」

尊敬する人・好きな芸能人

　父母、ポール・ハリス

市民へメッセージを

　日々感謝

　�備えあれば憂い無し、家具固定、硝子の飛

散防止等で減災

趣　　味　
　　�ショートテニスでいい汗を流しています
　　�読書（百田尚樹の著書『海賊とよばれた
男』は感動の1冊です）

好きな言葉
　�「縁ありて花開き、恩ありて実を結ぶ」（故
松下幸之助さんのお言葉）
尊敬する人・好きな芸能人
　�「一つ失敗するごとに、一つ進歩する」と励
ましてくださったサラリーマン20代当時の上
司。歌手の高橋真梨子
市民へメッセージを
�　 �今後もほうれんそう（報告・連絡・相談）を
心がけてまいります

表紙紹介
島田　夏帆さん

　この作品は、「平和夏まつり（風船と
ばし）」というテーマで名古屋芸術大学
の学生さんに描いていただきました。
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