豊田市議会

自 民 ク ラ ブ だ より

視 察 報 告 ［視察期間］H24.10／16〜18

1 神奈川県「屋根貸しによる太陽光発電事業」
視察概要
◆事業の概要について
◆取組までの経緯
◆業者の選定
◆現在の課題と今後の展望

豊

住む人が主役の
政治を目指して …

環境福祉部会 より

参 考となった点
民間事業者に学校の校舎、団地などの県有施設の屋根を貸し出し、
太陽光発電パネルを設置させます。神奈川県は
「屋根貸し料」
を事業者
から徴収。事業者は借りた屋根の上に設置した太陽光発電パネルで発
電した電気を売電して利益を得ます。
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自 民クラブだより
発 行：豊田市議会自民クラブ議員団 広報委員会 http://www.toyota-jimin.jp/
発行日：2013年1月1日

第４号

2 茨城県 土浦市

（高齢者見守りキーホルダー事業）」
「高齢者２４時間見守り事業」

視察概要
◆事業の概要について
◆システム導入までの経緯
◆現在の課題と今後の展望

参 考となった点
（高齢者見守りキーホルダーの活用例）
出先で倒れたり、道に迷い自宅が分からない等で保護された場合は、発見者
が担当課に連絡
（２４時間３６５日対応）
をします。担当課はキーホルダーの番
号をもとに登録状況を確認、警察や消防署に通報要請や緊急連絡先等の情
報提供をおこないます。

高齢者見守りキーホルダー

3 東京都 中央区「園芸土の回収と再生」
視察概要
◆事業の概要について

◆取組までの経緯

◆再生土の配布実績、評判

◆現在の課題と今後の展望

部会要望

参 考となった点
家庭で不要になった鉢植えなどの園芸土を
回収し、堆肥を加えて園芸土を再生します。再
生した園芸土は、
イベント等で区民に無料で配
布しています。

● ラムサール条約登録湿地保全活動の推進 ● 産業廃棄物等の監視体制の強化
● 再生可能エネルギー導入への取り組み ● 障がい者の自立支援に向けた体制の強化

再生した園芸土
● 介護施設のさらなる充実

産業建設部会 より
視 察 報 告 ［視察期間］H24. 8／7〜9

1 茨城県 古河市「都市再生整備計画」
視察概要
◆まちづくりの経過と概要について
◆都市基盤整備（低未利用地）について

参 考となった点
区画整理は時間と費用がかかり、地価の下降状況を考えると
慎重を要するが、土地利用を考えると区画整理は必要である。地
権者・地域との合意形成のもと、将来のまちづくりを進めるための
低未利用地の整備計画が進められている。

2 栃木県 茂木町「間伐材の有効活用」
視察概要
◆間伐材の有効利用の経過について
◆茂木町立中学校の施設概要について

参 考となった点
「町有林を活用した町の歴史と町民の心に残る学舎づくり」
を
コンセプトに、住民・地元業者・行政が連携して、間伐・集積・皮む
きなど町を挙げて地域の活性化に取り組まれている。

間伐材を利用した茂木町立茂木中学校

理 念

3 東京都 港区「コミュニティバス「ちいばす」」
視察概要
◆利用状況について
◆課題と展望について

参 考となった点

私たち豊田市議会自民クラブ議員団は、

都心に位置し、公共交通機関の発達している港区においても、
2年毎の実証運行期間を設け、採算性・運行ルート・地域ニーズな
どを検討されている。
また、企業の社会貢献による企業メセナによ
り、広告収入など多角的な経営体質の導入に取り組まれている。

部会要望
● 企業誘致の推進 ● 利便性の高い高速道路ネットワークの構築
● 環境に配慮した水と緑の拠点づくり ● 市街地再生開発の推進

港区よりコミュニティバス
「ちいばす」の説
明風景

住む人が主役の政治を推進する政策集団

政策大網

として、地域の歴史と伝統を大切にしなが

1 地域住民の目線に立ったまちづくり

5 快適居住のまちづくり

ら、全ての社会行動の原点である家族が幸

2 安全・安心のまちづくり

6 活力ある産業都市

せに暮らしていける潤いと安らぎのある豊

3 次世代の確かな育成

7 自立できる自治体の確立

かな豊田市を創ることに邁進する。

4 都市部と農山村地域の共生

豊田市議会自民クラブ 議員紹介 総勢28名
①住所

四役会 団長 都築 繁雄（つづき しげお）【3期】
① 桝塚東町

② 企画総務、予算決算、議会運営

② 教育次世代、予算決算、議会活性化推進特別、議会運営

光岡 保之（みつおか やすゆき）

【7期】

① 西岡町

①宝町②環境福祉、予算決算

河合 芳弘（かわい よしひろ）

松井 正衛（まつい せいえ）

【4期】

① 西町

①御幸本町②企画総務、予算決算、議会活性化推進特別

①保見ケ丘②教育次世代、予算決算

梅村 憲夫（うめむら のりお）

杉浦 弘髙（すぎうら ひろたか）

【3期】

①吉原町②議長

② 生活社会、予算決算、議会運営

②環境福祉、予算決算、都市活力向上特別、議会運営

【5期】

【3期】

稲垣 幸保（いながき ゆきやす）

【5期】

①小坂本町②生活社会、予算決算、都市活力向上特別
【4期】

加藤 昭孝（かとう あきたか）

【4期】

①今町②環境福祉、予算決算
【3期】

①四郷町②企画総務、予算決算、議会運営

太田 博康（おおた ひろやす）

加茂 みきお（かも みきお）

【3期】

杉浦

昇（すぎうら のぼる）

【3期】

①梅坪町②副議長、産業建設、予算決算

三江 弘海（みえ ひろみ）

【3期】

①浅谷町②教育次世代、予算決算、議会活性化推進特別

①武節町②企画総務、予算決算、議会運営

鈴木

牛田 朝見（うした あさみ）

加藤 和男（かとう かずお）

【3期】

【2期】

①足助町②産業建設、予算決算、議会運営

①下仁木町②生活社会、予算決算、都市活力向上特別

①樹木町②産業建設、予算決算

清水 郁夫（しみず いくお）

山口 光岳（やまぐち こうがく）

深津 眞一（ふかつ しんいち）

【2期】

①上郷町②企画総務、予算決算

伊井 房夫（いい ふさお）

【1期】

①藤岡飯野町②環境福祉、予算決算

木本 文也（きもと ふみや）

【1期】

①青木町②教育次世代、予算決算

【1期】

①羽布町②教育次世代、予算決算、議会活性化推進特別

①渡刈町②生活社会、予算決算

山田 主成（やまだ しゅせい）

板垣 清志（いたがき きよし）

【1期】

①西中山町②産業建設、予算決算、都市活力向上特別

①松平志賀町②生活社会、予算決算

原田 勇司（はらだ ゆうじ）

羽根田 利明（はねだ としあき）

【1期】

①坂上町②企画総務、予算決算、都市活力向上特別

視察報告 ［視察期間］H24. 10／16〜18

1 東京都三鷹市 「防犯カメラの設置及び運用に関する条例について」
「生活安全条例について」

視察概要
◆条例制定による効果、成果
◆現在の課題と今後の展望

2 群馬県桐生市「防犯カメラの設置の推進施策について」

【2期】

【1期】

参考となった点

◆安全なまちづくり推進基本計画に
平成16年「安全なまちづくり推進条例」制定、
「安全なまちづくり推
防犯カメラの設置を盛り込んだ経緯、背景 進計画」作成。
「防犯カメラ設置」
などを文章化し、3年単位で活動・諸
◆防犯カメラの設置推進状況と実際の設置状況
情勢等の内容を見直した。平成21年大学関係者・ＮＰＯが開発した
◆防犯カメラの設置推進による効果、成果
「e自警カメラ」
を設置し犯罪が大幅に減少。平成23年「新川公園防
◆現在の課題と今後の展望
犯カメラの管理及び運用に関する要綱」作成し犯罪を大幅に減少。
◆防犯カメラ設置現場（新川公園）の状況（現場視察）

視察概要

【1期】

【1期】

①加納町②環境福祉、予算決算、議会活性化推進特別

◆条例の経緯と概要
◆同条例に基づく防犯に関する取組
◆同条例に基づくその他の取組
◆現在の課題と今後の展望

参考となった点
吉祥寺地区は昭和49年頃より環境浄化活動に早くから取組み、
昭和54年には要所にテレビカメラを設置し始めました。平成14年
「生活安全条例」施行、平成19年に
「生活安全計画」策定。
これらに
影響をうけた市民の活動も活発になり刑法犯の発生件数も減少。

部会要望

ホワイトイーグルの巡回
● 過疎・定住対策の促進

● 消防力の強化・充実

教育次世代部会 より

企画総務部会 より

視察報告 ［視察期間］H24.10／16〜18

［視察期間］H24. 8／7〜9

1 福岡県春日市「少額契約登録制度」

1 埼玉県北本市「放課後子ども教室推進事業」

視察概要

視察概要

◆制度の概要
◆評価と効果検証
◆課題と今後の展開

参 考となった点
業者登録してない市内零細業者を対象に、市が発注する少額な物品・
工事等の契約を希望する事業者が、業者登録をする際にその手続きを簡
素化した、制度の導入により、事業者の受注機会の拡大がはかれ、市内経
済の活性化につながることができる。

◆事業の目的及び概要
◆取組の経過と事業内容
◆事業の成果と今後の課題

◆産学官連携調査研究事業に至るまでの経緯
◆産学官連携調査研究事業の概要
◆産業界(企業)、大学、行政の関係性
◆事業における評価・検証方法、課題と今後の展開

◆事業の概要
◆市民の評価と効果検証
◆事業の課題と今後の展開

学校との連携を密にし、学校施設を有効に活用。
また、電子メールなどを使い、安心して帰宅できる環境
つくりに取り組んでいます。

参考となった点

視察概要

参 考となった点
市内の大学、高専間の連携を強化し、地域と一体となった人材育成など
の推進、
また、大学、高専、行政の連携をさらに深めることで、地元企業の研
究能力・経営能力の向上や新事業の創出などにつなげていけば、地域産
業の活性化、活力あるまちづくりを進めることができる。

◆3つの柱と事業概要
・どの子にもわかる授業の実現

福山市立大学

・地域の力、市民の力を生かした教育の推進

楽しい放課後子ども教室

・熱中・感動体験の活用

3 石川県 金沢市「市民に開かれた美術館運営」

参 考となった点

視察概要

「市民の声集約活用システム」の導入により、市民の
問い合わせ等にワンストップで答える。
コールセンターの利点は、市民ニーズの適切かつタイム
リーな把握と市政運営への活用が進むことができる。

◆美術館の目的と概要
◆事業概要と予算及び利用状況
◆魅力ある美術館事業の重点的な展開

部会要望
● 本市の特製を活かした、再生可能エネルギーの地産地消の研究
● 財政状況が厳しく続く中、市内経済を考慮した財政運営を図ること

教員の教科指導力の向上や人間性を高める
マンツーマンの研修。また、市民総がかりでの
教育推進事業をおこなっています。

◆熱中！感動！夢づくり教育の経緯

3 神戸市「神戸市総合コールセンター」
視察概要

参考となった点

2 新潟県長岡市「熱中！感動！夢づくり教育」

2 福山市立大学「産学官連携調査研究事業」
視察概要

新川公園の防犯カメラ

3 東京都武蔵野市「生活安全条例について」

● 安全・安心なまちづくりの推進

視察報告

参考となった点
平成14年「生活安全条例」制定「生活安全推進協議会」設置。平成18年市
議会提言を受け「防犯カメラの設置及び運用に関する条例」
を施行。施行後は随
所に設けた防犯カメラのおかげで刑法犯の発生件数が大幅に減少。成果が出た。

◆条例の概要と条例制定までの経緯、背景

視察概要

①若林西町②生活社会、予算決算、都市活力向上特別

章（すずき あきら）

自 民 ク ラ ブ だ より

生活社会部会 より

政務調査会長 日惠野 雅俊（ひえの まさとし）【3期】

岩月 幸雄（いわつき ゆきお）

①本新町②産業建設、予算決算、議会活性化推進特別

②所属委員会等

幹事長 近藤 光良（こんどう みつよし）【3期】

総務会長 神谷 和利（かみや かずとし）【3期】
① 柿本町

豊田市議会

神戸市総合コールセンターの説明風景

参考となった点

周辺の商店街や大学、工房と連携して事業を行う
など、
まちのにぎわい創出への工夫を積極的に取り
組んでいます。

部会要望
● 放課後児童の安心・安全な居場所づくり整備の推進
● スポーツの振興と施設設備の充実

市民総がかりでの教育推進

