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  皆様にはいつも、ご支援、ご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

４市町村合併後、初の市議会議員選挙（平成

１７年１１月２７日）で、初当選をさせていただいて

から、早、８年が経とうとしています。（平成２５年

８月３１日現在） 

この２期８年間で、本会議場における発言は、 

議案質疑 ＝  ７回 

一般質問 ＝ １８回 

賛否討論 ＝  ４回 

の計２９回に及びます。 

この間に皆様から受けた市民相談は１,５００

件を超えます。市民相談をもとに一般質問をす
ることも多く、皆様からの声を市政に反映させる

議員活動をさせていただいています。 

これかも、「大衆とともに」という公明党の結
党精神で３期目に挑戦させて頂きたいと思いま

す。 

伊勢市の発展のため、力の限り動き働かせて

頂きたいと思います。どうか、皆様の温かいご支

援を賜りますようお願い申し上げます。 

政治は結果であり、言論の府である議会での

質問は大変大事なものと受け止めています。 

小さな声を市政や県政・国政へと繋いでいけ

るのが公明党の議員であると実感しています。

小さな声も大きな声も市民の生命と財産を守る

ため、公平性を持って取り組ませていただきたい

と考えています。 

今回の「辻たかき通信第１５号」は、２期８年間

に取り組んできた私の提言や実現された主なも

のを簡単に紹介させて頂きます。 

新伊勢市になって、３回目の市議会議員選挙

が行われます。是非、皆さん投票に行って、伊勢

市政に参加してください。 
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≪災害に強いまちづくり≫から 

① 耐震シェルター設置に補助金制度 

昭和５６年６月以前の木造住宅の耐震

診断結果（評点 0.7 以下）で耐震シェルタ

ーを設置に対して補助金（工事費×2/3

で上限２５万円 ※三重県型は４０万円） 

② 除却（解体）工事に補助金制度 

昭和５６年６月以前の木造住宅の耐震

診断結果（評点 0.7以下）で住宅の建て替

えのために解体する費用に対して補助金

（工事費×2/3で上限３０万円） 

③ 標高表示を電柱などに貼付 

旧市町村で貼付されていた標高表示を

全自治会で表示された。特に、沿岸部に

は多く表示されるよう取り組んだ。 

④ 避難タワー設置や避難ビルの指定を 

避難タワーの設置に尽力伊勢市内の

沿岸部を中心に避難タワーを建設予定。

沿岸部７ヶ所に避難タワーを建設。 

避難ビルとして協力を提携したところ４

か所程度。 

⑤ 避難所の備蓄物資を高い階に保管 

津波浸水が予測される避難所になる公

立小・中学校での備蓄物資を高層階へ保

管＝必要と認める学校は平成２４・２５年度

で完了となる。 

⑥ 非構造部材（天井等）の耐震化を推進 

小・中学校の体育館で吊り天井につい

て耐震化を図る。（修道小・早修小・佐八

小・城田小・小俣小・御薗小・北浜中・二

見中・御薗中）９校を平成２５年度に予算

化。 

⑦ 公共施設に飛散防止フィルムの貼付 

本会議の一般質問で公立小中学校等

の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付すこ

とを提案。平成２５年度に予算には公共施

設に予算が組まれ、学校は、適正配置を

もとに、空調設備から取組。その後飛散防

止フィルムを順次実施していく。 

⑧ インフラの長寿命化の推進 

市内にある橋梁等のインフラの長寿命

化のための調査と改善等を一般質問で糺

した。落橋防止や錆や腐食の修理等。 

≪医療・福祉対策≫から 

① ３ワクチン（子宮頸がん予防・ヒブ・小

児用肺炎球菌）接種の無料化 

伊勢市では、東海地区でいち早く子宮

頸がん予防ワクチン接種に取り組みました。

これは、平成２２年度予算特別委員会で

提案し、６月議会で予算化されました。ヒ

ブ・小児用肺炎球菌は、髄膜炎を起こす

原因とされていた。 

② 肺炎球菌ワクチン接種（６５歳以上）に

助成制度 

高齢者の死亡原因として高い肺炎。そ

の高齢者に対して、ワクチン接種費用の
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半額助成（限度額 ５,０００円）。  

③ 現在流行している風しん対策でワクチ

ン接種者に助成制度 

今年都市部で流行している風しんに予

防接種費用の助成を１回 ５,０００円決定。

対象者は妊娠を予定・希望している女性。

妊婦の夫及び同居する家族。  

④ 認知症サポーターの推進 (ｵﾚﾝｼﾞﾘﾝｸﾞ) 

今では、大分認知されてきた「認知症サ

ポーター」ですが、私が質問した時は

（H20/12）、市内には２７人でした。 

現在は、延べ人数で３,６８８人（６/３０現

在）のサポーター数に。 

⑤ 救急車に「対話カード」常備を 

聾者・聾唖者・難聴者・中途失聴者など

会話が困難な方が救急搬送される場合

「対話カード」が必要。外国人の方のため

に必要。全救急車に常備している。 

≪障がい者に優しいまち≫から 

① オストメイトトイレの充実 

人工肛門を付けている人など汚物処理

に必要な設備が、公共施設の多目的トイ

レ等に設置されてきた。民間にも推進を。 

② 思いやり駐車場の推進 

障がい者用の駐車スペースはよく見か

けるが、外見では分からない内部障がい

者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難

な方の外出を支援する。公共施設や商業

施設など。 

③ 障がい者等の外出支援事業の充実 

障がい者の社会参加の機会の確保の

ため、障がいのある人にタクシー料金や

重度の障がいで車椅子しか移動できない

人のリフトタクシー料金の一部を助成する

制度の充実を図る。 

④ バリアフリーの推進 

≪環境問題≫から 

① エコキャップ運動の推進 

横浜の女子高校生から始まったエコキ

ャップ運動。発展途上国の子どもにワクチ

ンを送る運動を市として取り組むようにした。

（８/１現在）伊勢市役所６,２１２,９４０個の

回収実績。 

（伊勢ごみ問題を考える会は８２,２５３個） 

② 空き家・空き地対策の条例推進 

一般質問で、空家・空地対策として管

理の行き届いていないものをどうするのか

市民から多数の要望があり、市として、条

例を作るべきと提案。現在、条例制定に向

けて調査から始められている。 

③ 鳥獣害対策で県事業の予算の確保 

三重県は「野生鳥獣の生息環境創出事

業」を発表。市として取り組むよう（２４年６

月議会）提案。２４年９月議会で予算化。

横輪町で実施し、２５年度に完成した。 

④ 太陽光発電設置補助金申請の簡素化 

新築工事の場合申請書が国の補助金

申請とは別に、市独自の書類が必要だっ

たが、簡素化を図るよう２４年３月議会で質

問し実現。 
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⑤ グリーカーテンの推進 

予算・決算特別委員会でグリーンカー

テンを提案。伊勢市の庁舎においてもグリ

ーンカーテンを実施している。 

≪教育関係≫から 

① 電子黒板・デジタル教科書の配備 

党としてデイジー教科書を推進していま

したが、今回予算化されたデジタル教科

書についてはデイジー教科書を含む機能

があるとのことで評価。電子黒板は全校に

配置されました。 

② 理科教材の充実 

公明党が、国の政策としての取組。京

都大学の山中教授のノーベル賞受賞をき

っかけに、理科教材の充実を図る予算が

盛り込まれました。 

③ 学校図書館の充実 

私は、長年、学校図書館の充実を訴え、

子どもたちが本に親しめる環境や図書配

列などを専門にできる司書教諭の配置を

推進してきました。 

≪中小零細企業対策≫から 

① プレミアム優待セールを実施した 

単年度の取り組みでしたが、商店街連

合会や商工会議所とともに事業推進に尽

力した。 

② 「新産業創出事業」の補助金の確保 

伊勢市では、以前から「新産業創出事

業」の補助金が予算化されていたが、不要

論もあったが産業の活性化も含め必要と訴

え確保している。 

≪その他≫ 

① 広告事業の開始 

自主財源確保のために広告事業の展

開を推進。 

② 伊勢病院に緩和ケア病棟設置を推進 

伊勢日赤病院には新病院開院時に緩

和ケア病棟２０床を設置。伊勢病院にお

いても２０床の緩和病棟を新病院に設置

予定。 

③ 伊勢病院に院内保育園設置を推進 

平成２０年９月議会の決算特別委員会

で医師・看護師確保のため院内保育所の

必要性を訴え、平成２１年４月から病院内

に「さくらんぼ保育所」が開所されました。 

④ 放課後児童クラブを全小学校区に設

置を推進 

全小学校区へ放課後児童クラブ設置さ

れるよう推進。放課後児童クラブの環境改

善等推進。 

⑤ 議会改革の推進 

議会基本条例制定に向けて、１期目か

ら「議会改革検討会」委員として、２期目に

発足した「議会改革特別委員会」委員とし

て昨年１２月まで就任。以降も会議にはオ

ブザーバーとしてほとんどの会議に出席。 

小俣図書館で行なわれた（５月２７日

(月)）議会報告会では報告者として登壇し

ました。 

市民とともに歩む議会を目指し頑張っ

て行きます。 
 


