土 岐 市 議 会 だ よ り

◆地場産業振興と観光客が市内の
施設を訪ねる動線づくりについて
ぎふ清流国体による地域への費用
対効果への評価を教えてください︒
民間のコンサルタント会社にて算
出された結果をもとにご報告致しま

たセラトピア土岐を中心に市内の施
設への案内を行うことについては今
後研究させて頂きます︒
土岐市観光振興計画を進めて頂く
と同時に︑日常的に陶器の販売を行
うＰＲセンターの設置の検討を行っ

下を走行しますが︑運転手は乗車せ

ず遠隔操縦での運行になります︒本

体建設だけでも９兆３００億円と︑

完済までには 年間かかります︒国

内のリニア建設は︑海外への高速鉄

道システムを輸出するための戦略の

やウラン鉱床︑電磁場による健康へ

一つとも言われています︒

◆男女共同参画社会の推進につい
て

の影響など市民の心配︑乗車需要見

て頂くことは可能でしょうか︒

一九九九年六月に施行された男女

込みに狂いが生じて︑ＪＲ東海が経

のあるイベント開催︑それぞれの施

で育て︑地域に還元できる大人へ成

を行い︑地域で子どもを守り︑地域

育成推進委員の方々とタイアップ

なっているのでしょうか︒

現行のプランの達成状況や成果な

今年の秋以降に予定されている﹁環

境影響評価準備書﹂の公告の段階で︑

具体的なルート及び駅の位置が公表

だきながら︑市民意識調査などによ

男女共同参画懇話会﹂の提言をいた

幹線活用戦略研究会﹂を立ち上げ︑

りを検討するため︑﹁リニア中央新

県は︑リニアを活用した地域づく

されることになっています︒

りつかんでいる市民の考えを反映さ

途にリニア

今年度を目
やすいプランの策定に努める︒

活用戦略を

従来の新幹線の３倍以上の電力を使

走行する﹁超電導磁気浮上式﹂で︑

と吸引力で車体を浮かせたまま浮上

リニア新幹線は︑電磁石の反発力

して検討を

分担を意識

含めた役割

費用負担を

究会では︑

定です︒研

まとめる予

％以上がト

スの直下を突っ切り︑

用します︒そのルートは︑南アルプ

撤回について

◆ 無駄・危険なリニア新幹線の凍結︑

せつつ︑新しい時代に沿ったわかり

どに関する評価を踏まえ︑﹁土岐市

そこで土岐市として︑シデコブシ

年度の間に整備していこうと

情報の拠点的な施設の設置を 年度

共同参画社会基本法に基づき︑十年

営破たんすると公的資金を投入する

っております︒

観光振興計画にも記載して計画を行

から

前の二〇〇四年三月に﹁土岐市男女

ようなことになったら︑建設を中止

深刻ないじめやいじめが原因で不登

設の魅力を高めていく方向に尽力し

長させる環境づくりを行ってはいか

評価と次の計画策定は︑どのように

せよと言っていただけるのか︒

プラズマリサーチパーク内に観光
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共同参画プラン﹂が策定され︑今年
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は最終年となります︒そこで︑その

校になっている等問題はありますか︒

現在の市内の小・中学校において

◆ いじめ︑不登校への対策について

国体公式グッズの売り上げを始め︑

また︑問題への対応について現状を
教えてください︒
本市は大変多くの予算をつけてい
ただいており︑非常に手厚いサポー
ト体制を整え︑専門家も交えながら
様々なニーズに幾重にもサポートが

ていこうと考えております︒今年度

できるようにしております︒

は︑どんぶり会館が 周年︑伝統産

がでしょうか︒
を育み︑子どもだけではなくみんな

入場料無料化︑美濃焼伝統工芸品ま

が育つ社会づくりを目指していきた

月開催︶第 回の記念の年

ということもあり︑新たな企画を準

生涯学習社会の中で︑豊かな情操

業会館ではスマートインター開通と

りませんが︑魅力ある企画や誘客力

大規模な改修計画は今のところあ

いてどのようにお考えですか︒

﹁どんぶり会館﹂など︶のあり方につ

伝統産業会館︑道の駅﹁志野・織部﹂
︑

美濃焼関連施設︵セラトピア土岐︑

あったと考えております︒

周辺の飲食店︑コンビニ等も盛況で

す︒陶磁器販売︑ミナモマグカップ︑
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乳幼児健康相談の内容は︒

性においては全国と同じレベルか︑
あるいはそれを上回っている︒下回
っているのは投力︑跳力︒
全国値を下回るものを中心に要因
を分析し︑保健主事会で交流し︑抽
出校の実態に合わせた課題を明確化

おり︑市の自殺防止策の具体的な取

り組みについて答弁がありました︒

それらの答弁をよく見ますと︑土岐

市の取り組みの殆どが県の事業ばか

りです︒これで土岐市は自殺対策に

本気に取り組んでいると言えるので

多くの自殺は︑死を選ばざるを得

◆土岐市の自殺防止対策について

市民に密着し︑市独自の自殺防止策

ている︑一番身近な土岐市行政が︑

守るため︑市民のことが一番わかっ

しょうか︒強いられた死から市民を

公表については﹁あすの子どもを

ないところまで追い詰められ︑生き

して対応している︒
育てるために﹂という刊行物で公表

乳幼児健康相談は毎月２回︑子ど
している︒関係者に情報を十分提供

を︑実効的な対策を講ずることが︑

もの身長︑体重などの発育状況や子

る権利という究極の基本的人権が︑

育てにおける心配事相談を保健師︑

して共有してもらい︑指導に生かし

緊急の土岐市政の課題であります︒

ていただいている︒ホームページな

社会の構造と要因に侵害された︑強

栄養士︑歯科衛生士が相談に応じて

が行われ︑その結果に基づいた 年

年度

として市民体育館での軽スポーツの

クウォーキングのコースを設定して

全国の 万人当たりの自殺死亡率

は二三・四人であります︒土岐市内

せていただいているところですが︑

県の事業等について︑それを活用さ

平成 年度には︑市民が簡単にメン

タルヘルスチェックできる﹁こころ

上多いです︒土岐市で特有な原因が

土岐市の場合は︑明らかに一割以

配布などを行い︑啓発を図る予定で

間に合わせ︑広報やリーフレットの

９月 日から 日までの自殺防止週

運用しております︒また︑本年度は

の体温計﹂を導入し︑昨年８月から

分析してないというところが土岐

あるのかを分析しておられますか︒

六人で少し増えております︒

土岐市は全国平均を上回る二六・

か少ないのかを教えて下さい︒

の自殺死亡率は︑全国と比べ多いの

土岐市の自殺防止の取り組みで︑

るのか︑ご答弁をお願いします︒

県に丸投げすることなく︑市独自の

度と 年度の施策と効果は︒

ない案件は家庭訪問の実施や東濃保

無料開放事業を行っている︒肥田体

運動実施率の向上のために１つめ

健所︑子育て支援センターなど関係

育館と西部体育館を中心として週１

動実施率の低い方が関心を持ってい

区の公民館と連携し︑公民館の講座

普及に努めている︒ 年度調査は９

緊急な行政の課題だと考えます︒

視点から自殺防止に取り組む気があ

小関 恒雄
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いられた死だとも言えます︒市民を
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守るため実効的な対応をすることが

どの公開は考えていない︒

養に関する相談が主なものとなって

平成 年度に市民の運動率の調査

いるもの︒相談の内容は︑発育・発

いる︒不安を抱えてみえる時は︑そ
実施の概要は︒

達に関する相談︑また食事などの栄

の不安を聞き︑親身になって相談に

機関と連携をとりながらお母さんや

応じている︒相談だけでは解決でき

家族の方の不安を取り除くようにし

回︑スポーツ推進委員が中心となっ

るウォーキング︒これはノルディッ

て進めてもらっている︒２つめは運

小中学校の児童生徒の体力運動能

ている︒
力調査は３種類あるが︑その内容・

として開催をしてきた︒特に肥田町

クウォーキング教室を実施した︒地

８種目あり︑握力︑上体起こし︑

では︑体育協会が独自にノルディッ

結果・課題・公開は︒

トルラン︑ ｍ 走︑立ち幅跳び︑ソ

長座体前屈︑反復横跳び︑ ｍ シャ
フトボール投げ︒抽出校調査結果に

る材料等︑そういうものがございま

市の今の現状でございます︒分析す

る無料法律相談︑家庭児童相談など

ように︑市民相談︑また弁護士によ

まな悩み事を解決する手助けとなる

ございます︒それと︑市ではさまざ

同じ趣旨の質問をさせていただいて

いるものと思っております︒

で︑これらも自殺防止には役立って

の各種相談窓口を設けておりますの

せん︒分析することが不可能ではな

平成 年３月定例会においても︑

でございます︒

いかというふうに思っているところ
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