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若手議員有志による中田島海岸視察

若手議員有志5人で、9月13日に中田島海岸

砂浜の河原化が一層進み、浜松市指定文化財

視 察とアカウミガメの保 護 活 動に参 加しまし

である「ウミガメの産卵地」は完全に失われて

た。1990年に浜松市の文化財に指定された

しまいます。すでに置かれている土砂からのレ

「ウミガメとその産卵地」には、
この日も県内外

キの流出を防ぐと共に、砂浜からレキを取り出

から多くの人が訪れていました。
まず、保護団体

す作業をする事が急がれます。早急な対応を求

からアカウミガメの生態や保護活動の進捗状

め、関係各所に働きかけていきたいと思います。

況や多くの課題についての説明を受けた後、子
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●発行責任者/馬塚さやか

この度、台風18号に伴う豪雨が、各地で大きな被害をもたらしました。
亡くなられた方々のご冥福と、被災された皆様が1日も早く元の生活を取り戻されますよう
心よりお祈り申し上げます。

ガメを放流するため中田島海岸に向かいまし
た。そこには風紋の美しい砂浜はなく、
まるで河

報告

原と化していました。若手議員達も、課題の一

REPORT

つでもある海岸のレキ化を目の当たりにして、

浜松市においても、9月7日の大雨及び台風18

一様にショックを受けていました。

号の影響で多くの被害が報告されました。被害を

レキ化の原因は、静岡県がアカウミガメの産

受けられた方々には、心よりお見舞申し上げます。

卵地保護を目指して海岸に砂を入れた養浜工
事でした。
しかし、砂の供給は最初だけで、
レキ
の多い天竜川の浚渫土（しゅんせつど）を入れ

全国ニュースでも報道されましたが、可美地区
が 広 範 囲で冠 水し、南 区 新 橋 町・増 楽 町・高 塚

河原化した現在の中田島海岸

報告
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馬塚さやかの活動報告

遅くなりましたが、皆様に馬塚さやかの議員活
動をご報告させていただきます。
初めての議員活動は、浜松まつりへの参加でし
た。浜松市のマークの法被を着て、
「 浜松市の凧」
の 凧 上 げ に 立ち会 いました 。会 場 では 、多くの

町・小沢渡町、東区北島町では21軒が床上浸水、 方々のお話しを聞くことが出来たので、市民の声

るようになると砂だけが流失し、その結果レキ
化が進んでしまいました。その影響で、年々中
田島海岸での産卵が減り続け、ついに今年は

92軒が床下浸水の被害を受けました。道路も83

として、
また、浜松への観光客誘致のためにも、参

箇所で通行止めになり、バスも運休し多くの人が

加者・観光客のみなさんの立場に立って、市政へ

影 響を受 けました 。可 美 公 園 総 合センター は 、 反映するために働きかけていきたいと思います。

一頭も産卵しませんでした。
この問題は、浜松市議会でも小沢明美元市
議が度々取り上げてこられましたが、改善策が
示されないまま現状は悪化の一途を辿っていま

ホールや機械室への浸水被害により休館となりま

私は、
「 市民サポート浜松」の名称で、一人会派

した。現在、屋外施設と弓道場は利用可能となり

として活動していくこととしました。議員控室の場

ましたが、他の屋内施設は早期の復旧が見込め

所は、浜松市役所本館7階で、同じく一人会派の鈴

ない状況です。可美地区の浸水対策については、 木めぐみ議員（浜松市政向上委員会）
と同室です。

す。砂浜のレキ化はさらに深刻さを増し、西に
10キロ地点まで広がっています。
このままでは、

浜松市における
被害状況の報告

砂の中のレキが邪魔で産卵出来ずに帰った親ガメの足跡

現 在 河 川 課で調 整 中とのことですが、早 期の改
善に向け出来る限り尽力したいと思います。

議員になって一番驚いたことは、毎日各部署か
ら届く書類や資料の多さです。私は、これまでに
行政に携わったことがないので、日々新しく知る

皆様の地域でイベントや会合などありま
したら、お声をかけて下さい。
馬塚さやかが、市政のご報告やご意見ご
要望を伺います。一緒に考え、市政に活
かしていきましょう。

浜松市議会

ことが沢山あります。山ほど届く書類や資料を正

市民相談について

馬塚さやかにお声をかけてください

しく理解するために、昨年度の議事録を借りて読

○ ○ってどうなってるの？○ ○した
いけど 、どうしたらいいの？○ ○に
困っている…身近な問題や疑問等、
ご相談などありましたら下記までご
連絡ください。

市民サポート浜松

み込み、議員図書室で本や辞書を借りて勉強と、
新たな世界で毎日奮闘しています。

053-457-2491

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 浜松市役所7階
E-mail sayaka.m@hamamatsu-shigikai.jp

FAX 053-457-2490
市民サポート浜松の馬塚さやかです

浜松市議会報告

その
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市議会からの積極的な情報発信で、
市民の皆様に市議会の活動を身近に感じていただけるようにします。
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話題 《理想の未来への挑戦！》
TOPICS

中学生の「夏休み夢会議」

その

話題
TOPICS

2

浜松女性議員の会を発足！

「夏休み夢会議」
が、8月19日に浜松市議会本会
議場で行われました。市内57校の中学校に通う生
徒が《理想の未来への挑戦！》
をテーマに、浜松市が
抱える問題とその解決策について議場で発表をし

報告
R EP OR T

報告

新人議員、がんばります。

RE PORT

厚生保健委員会と
危機管理委員会の活動

ました。発表では、浜松市の状況や問題点について
よく把握され自由な発想が盛り込まれており、鈴木
市長が「早速採用したい」
とコメントしている提案も

今年度の初議会（５月定例会）では、
まず、議長

私が所属する厚生保健委員会では、健康福祉

ありました。この経 験を、彼らから友 人や周 囲の

と副議長の選出や各常任・特別委員会委員の選

部とこども家庭部の所管する高齢者福祉や障害

人々に話して貰うことで、市政に関心を持つ人が増

任を行いました。馬塚さやかは、常任委員会は厚

者福祉、幼児教育や保育等子育てに関すること

えて欲しいと思います。

生保健委員会、特別委員会は危機管理委員会と

などを協議します。6月23日には、所管の「浜松リ

また、選挙権が18歳に引き下がりますので、
この

決まりました。各委員会ともに任期は２年です。次

ハビリテーション病院」
「 初生なかよし会」
「 発達医

ような事業は、未来の担い手育成のためにも非常

今回の選挙で、浜松市の議員定数46人中女性

に、今年度の議会の運営方針を始め、平成27年

療総合センター」
を視察してきました。
どの施設で

に重要だと思います。
しかし、夏休みに、選抜された

議 員 は 3 人 から9 人 に 増 えて 女 性 議 員 比 率 は

度の一般会計補正予算として小中学校給食事業

も、それぞれに問題を抱えていることを知り、要望

子どもたちだけが体験するのではなく、市内のすべ

19.6％となり、昨年まで政令指定都市の中では

や市民安全対策事業（空家対策）についての予算

を伺うことができました。やはり、現場を見ること

ての子どもが社会科等の授業などで市議会見学や

最下位でしたが一気に上位5番目に、県内市町村

案、浜松市における税条例や介護保険条例等の

はとても大切だと感じました。

１日市議会議員の体験など、市議会が身近に感じ

の中でも上位6番目となりました。そこで、
「 女性

られるような提案をしていきたいと考えています。

ならではの視点で行動を起こそう！」
と、女性議員

浜松女性議員の会9名と鈴木康友浜松市長

条 例 一 部 改 正 の 議 案について審 議しました。ま

危機管理委員会では、危機管理課と健康福祉

た、議会改革検討会議で審議し、
「 市議会のこと

部（保健所）の所管する事項を話し合います。災害

全員の思いが集結し、党、会派を超えて7月に「浜

を多様な手段で広報する第一歩」
として採用され

対策や新型インフルエンザ等の新型感染症対策

松女性議員の会」が発足しました。

た正副議長の記者会見が今期からスタートし、本

などが調査研究対象です。

8月26日には、浜松市長との昼食会「チャット！

会 議 終了後に初めての会 見が行われました。今

いずれの委員会も、市民生活に密接な関わり

やらまいか」で意 見 交 換しました。鈴 木 市 長から

後、市議会からもっと積極的に情報発信して、市

がある部署の担当なので、しっかりと勉強しなが

は、
「 今後の社会は、女性の活躍がキーポイントに

民の皆様に市議会の活動を身近に感じて理解し

ら務めていきます。

なる。議会の体質や雰囲気も変わると思う。」
と激
励されました。女性ならではの視点で市民と市政

ていただけるように心がけていきます。

●市民安全対策事業の補正予算
〜空家対策〜

もうちょ
っと
詳しく

？

はてな

ワード

一定期間開かれる議会のこと。
会期中には、議場で行う本会議や委員会等を行う。

特定空家等…って？

をつなぎ、市政をより身近に感じてもらえるように
浜松市議会本会議場で行われた「夏休み夢会議」
で発表する皆さん

していきたいです。

高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担額が変

全国的に問題になっている空家ですが、浜松では地域
の実情を反映した特定空家等の判断基準を作成するた
め、モデル地区などで実態調査を行うための予算を追
加しました。

定例会…って？

お知らせ 厚生保健委員会よりお知らせ
INFORMATION

保安上とても危険で、不衛生、景観を損なっているなど、
周辺の生活環境を保全するためには放置するべきでは
ないと認められる建築物またはこれに附属する工作物
で、使用されていないもの及びその敷地のこと。

更されます。国が今年度から、従来の3種類のインフル
エンザに効く
（3価）
ワクチンから、新しく4種類のイン
フルエンザに効く
（4価）
ワクチンへの変更を決定した
ため、今年度からの自己負担額は1600円になります。
●接種期間／10月1日〜1月31日
●対 象 者／65歳以上の方、
または、60〜65歳

その

話題
TOPICS

3

静岡新聞「こち女」コーナーに
取り上げていただきました。

静岡新聞6月26日夕刊で、
「こち女」
というコー
ナーの「まだまだ少ない女性政治家増加への課題

未満で心臓・腎臓・呼吸器機能や

は」の特集記事に取り上げていただきました。
この

免疫機能に障害のある方

ような記事に取り上げていただくことで、もっと女

皆様が健康で生活出来ますように、
インフルエン
ザにかかって重症化して苦しい思いなどされないよ
うに、ぜひお早めに予防接種を受けてください。

性や若い世代の人々に関心を持って貰うことが
出来るのではと、期待しています。
見開き一面に載りました

