鈴鹿市議会会派「市民クラブ」市政報告

令和3年度

あなたとともに目指す、会派の取り組み

鈴鹿市議会 会派

高齢者に優しい街

災害・震災に強い街

地場産業の推進

子育て環境の充実

安心の医療体制
私たちは、生活者の目線で議会活動に取り組んで
いる会派です。一人ひとりの生命と尊厳を守り、誰
もが安心できる共生社会その実現に向けて全力で
取り組んでおります。
市 長 の 提 案 に 対 し て は 、皆 様 の 声 に 耳 を 傾 け
「是々非々」の態度でのぞみ、健全な二元代表制に
向けた議会の役割を果たしてまいります。
私たち市議会議員は、皆様からの負託を受けて
議会で発言する「代弁者」であると同時に鈴鹿市で
暮らし、皆様とともに地域社会を支える「地域の一
員」でもあります。どうぞ、気軽にお声がけいただ
き、皆様の声をお聞かせください。
私たちはこれからも、皆様から寄せられた一つひ
とつの声を議会に届けるとともに、その実現に向け
て地道にひたむきに取り組んでまいります。
市民クラブ会派長

子どもの問題に地方自治体でできること

講師 辻 由起子 氏

子ども・若者・ひとり親支援・現場最前線から見えた課題
● 子どもだけでは救えない

・社会で守っていたはずの「子ども」は数
年後「大人」になる。
「親」になる子もいる。
・縦割りを解消しても課題は解決しない。
役所の時間軸、階層も壁
・児童虐待・DV・子どもの貧困は年度末で
終わらない。年度替りの予算
・子どもには必ず親がいる。親を救えば子
も救われる。
「子どもの貧困」
は
「親の貧困」
・
「子ども・子育て」
「子ども・家庭」
の視点が必要。
さらに言うと
「子ども・若者」
まで視点を広げないとサポートできない。
＊子どもを核にした家族、
暮らしを課題ごとに見える化し、
制度のはざまの
福祉政策に全力で取り組むことが必要。

閉塞したコロナ社会の扉を開く

講師 小林 春彦 氏

東京大学先端科学技術センターの小林
春彦氏のセミナーに参加しました。小林
氏は脳梗塞を発症しその後視覚障害と重
複した障がい者です。クローン病や視野
狭窄症など外観ではわかりにくい障害に
おいて白杖を使用すると周囲が配慮をし
てくれます。しかしながら今回のコロナ
禍においてはすべての健常者を障がい者
にしてしまったような一面があります。
新しい生活様式においては「家から出られない」
「学校へ行けない」
「会
社へ行けない」
「在宅」
「リモートワーク」
「テークアウト」などで健常者と
の不自由の分かち合いと連携がありました。また、生きづらさは障がい者
だけの問題ではなく性的マイノリティー・国籍・所得・見た目・年齢・社会
生活への不適応・価値観や宗教など多くの生きづらさが存在します。
変えられないもの（障害）と変えられるもの（配慮）の必要性を強く受け
た研修でした。
令和3年11月21日 長崎市

教育環境の充実

永戸 孝之

視察研修報告 詳しくは会派ホームページでご覧ください

令和3年10月28日 京都産業センター

3月号

活動報告 鈴鹿市のまちづくりに真剣に取り組みます
鈴鹿四日市道路

鈴鹿四日市道路は、
中勢バイパスと北勢バ
イパスを結ぶ道路で、
四日市市釆女町から鈴
鹿市稲生町までの全長
7.5kmの主要幹線道路
です。
国道23号線や国道1号線では、慢性的な渋滞が発生していることから早
期の整備が必要です。会派としても、がんばって完成に向け、整備推進の力
添えをしていきたいと思います。

旧白江保留地

旧白江（しろえ）保留地は、交流とに
ぎわいを図るための公共施設用地と
して設けられた土地であり、現在、市
において、鈴鹿市土地開発公社から事
業用地の買戻しが進められています。
また、複合施設の核となる施設の位
置づけや市の公共施設等総合管理計
画との整合、民間活力の導入など事業
方式の検討について研究が進められ
ています。

汲川原橋徳田線道路改良事業（2期）

汲川原橋徳田線の平野町から国府
町までの1,280メートルの区間を2期
事業として、車道の4車線化と歩道整
備が計画されており、現在、用地買収
が進んでいます。沿線は工場が多く立
地しており、歩行者や自転車の安全性
の向上や大型車両の利便性の確保が
重要です。
市に対しても要望を行っており、
今後
も取り組んでいきます。

令和3年度

鈴鹿市議会会派「市民クラブ」市政報告

3月号

市民ニーズ向上を目的に、私たちはあなたの声を議会に！
議会活動報告 定例議会一般質問・代表質問

会派各議員のQRコードを読み取っていただくと質問内容の録画をご覧いただけます
令和3年6月定例議会一般質問
１ 水道料金等軽減（免除）について

（1）水道料金の軽減又は免除取扱規程
第8条第2項の規定について…など

令和3年9月定例議会一般質問

中村

浩

令和3年6月定例議会
一般質問録画

１ 土地開発公社について

（1）今昔に思う…など

2 子どもの医療費について パート2

１ Cバスについての28回目

（1）鈴鹿市地域公共交通計画について…など

2 高岡水管橋についての2回目

（1）職員の点検について…など
令和3年12月定例議会
一般質問録画

令和4年2月定例議会一般質問
令和3年12月定例議会一般質問
１ 鈴鹿ポイントゲッターズに対する市の対応について

（1）現状について（2）課題について（3）今後について

2 高岡水管橋についての3回目

（1）現状について（2）今後について

令和3年6月定例議会一般質問

１ 届かない支援への取り組み（新たな仕組みづくり）について
(1) ヤングケアラー支援 (2) 孤独・孤立対策について

２ 公共事業の民間活用について

(1) 公共事業民間活用実績とリスクについて

永戸 孝之
令和3年6月定例議会
一般質問録画

令和3年9月定例議会一般質問

１ 人口減少抑止策（地方創生総合戦略）の重要性について
(1) 人口減少抑止策の具体的推進戦略部署等について…など

令和3年12月定例議会一般質問

１ 将来を担う子どもたちの届かない支援について
令和3年9月定例議会
一般質問録画

(1) 学校で生きづらさを感じている子どもたちの未来、不登校対策…など

令和4年2月定例議会代表質問及び一般質問

代表質問

１ 令和4年度鈴鹿市施政方針（将来都市像の視点）
令和3年12月定例議会
一般質問録画

(1) 自治体経営の柱「行財政改革」実効性ある見直し
(2) 総合計画2023の将来展望を踏まえた課題解決
子どもの核としたまちづくり…など
一般質問

１ サッカースタジアム建設への市民対応について

市民クラブ会派議員紹介

２ 災害時の情報伝達について

（1）防災スピーカー予備バッテリーについて
（2）問い合わせ火災情報の提供について…など

令和3年9月定例議会一般質問

浩

【議会役職】

地域福祉委員会委員
予算決算委員会委員
土地開発公社監事

【主な経歴】
平成28年

鈴鹿亀山地区広域連合議会議長

〒513-0042 長太旭町3-3-24
TEL.FAX.059-385-6084

令和3年6月定例議会
一般質問録画

（1）新しい「危険空き家」の指定について…など

２ 土地開発公社の解散について

（1）
公社解散自治体は県内・全国でどのくらいなのか
（2）保有地、借入金の清算について…など

令和3年12月定例議会一般質問

１ 排水機場の耐震調査と建替えについて

令和3年9月定例議会
一般質問録画

令和3年12月定例議会
一般質問録画

（1）市内排水機場の耐震調査状況について
（2）白子中央雨水ポンプ場の建替えについて…など

令和3年6月定例議会一般質問

１ 新型コロナウイルス感染症対策について
(1) 新型コロナワクチン接種について
(2) 生活支援の取り組みについて…など

令和3年9月定例議会一般質問

１ 行政情報の発信について

薮田 啓介

(1) 新型コロナワクチンについて
(2) 現場での情報発信について…など

令和3年6月定例議会
一般質問録画

令和3年12月定例議会一般質問

１ コロナ禍の学校運営について

(1) 学校運営における課題について
① オンライン授業について
② 特別支援学級での対応について
③ 給食と食育について…など

令和4年2月定例議会一般質問

１ コロナウイルス感染症対策について

令和3年9月定例議会
一般質問録画

令和3年12月定例議会
一般質問録画

(1) 自宅療養・自宅待機について
(2) 幼稚園・保育園の休園について…など

２期

永戸 孝之

大西 克美

市民クラブ会派長

【議会役職】

文教環境委員会委員
予算決算委員会委員

【主な経歴】
平成30年

地域福祉委員会 副委員長
令和3年

６期

【議会役職】

産業建設委員会委員
予算決算委員会委員
都市計画審議会委員

【主な経歴】
平成17年

Yabuta Keisuke

中村

大西 克美

１ 空き家対策について

Onishi Katumi

【連絡先】

（1）
トイレ洋式化と待合室等バリアフリー化について
（2）老朽化問題について…など

皆様の声を私たちにお聞かせください。会派全員で安心・安全な暮らしの実現のため取り組みます。

Nagato Takayuki

Nakamura Hiroshi
８期

１ 斎苑のバリアフリー化について

（1）なぜ出来ないのか

令和3年12月定例議会一般質問

令和3年9月定例議会
一般質問録画

令和3年6月定例議会一般質問

4期

薮田 啓介
【議会役職】

議会運営委員会委員
総務委員会委員
予算決算委員会委員

【主な経歴】
平成30年

鈴鹿市議会副議長
鈴鹿市議会副議長
鈴鹿亀山地区広域連合議会監査
平成19年
【連絡先】 〒510-0263 郡山町600-26
鈴鹿市議会第65代議長 【連絡先】 〒510-0809 西条2-2-21
TEL.FAX.059-372-1525
TEL.FAX.059-381-5057
【連絡先】〒510-0243 白子1-15-9
HP:nagatotakayuki.com
mail:yabuta-k@beige.plala.or.jp
TEL.FAX.059-386-6951
mail:nagato-f1@mecha.ne.jp

