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･･･後援会員の皆様へ･･･
暑さ厳しい日々が続いておりますが、皆様におかれましては、如何お
過ごしでしょうか。
さて、２００７年４月に行われた豊田市議会議員選挙において、皆様の
暖かいご支援・ご声援のもと、豊田市議会議員に初当選させていただき、
早いもので任期の折り返しとなる２年が経過いたしました。

豊田市議会議員

こたま 義和

この間には、アメリカのリーマン・ブラザーズの経営破綻に端を発する
１００年に一度の経済危機に陥るなど、豊田市を取り巻く環境は激変し、
豊田市政は過去に例の無い厳しい舵取りが必要となりました。

この様な状況にあって、市議会といたしましては、初の議員提出条例として『豊田市議会基本条例』を全
会一致で制定すると共に、議会で決議すべき事項の拡大等を調査検討する『
『議会条例検討特別委員会』や、
限られた経営資源の活用・歳出のスリム化・長期にわたる都市基盤整備のあり方等について調査研究する
『行財政運営検討特別委員会』、更には次期豊田市議会議員選挙における議員定数等について調査研究
する『
『議員定数検討特別委員会』を設置するなど、議会改革に向けての取組みを強化いたしました。
今後は各委員会等における協議の中から、市民の皆様にとって『住み易いまち』実現に向けての具体策を
模索して行く事となりますが、私も『行財政運営検討特別委員会』の一委員として、行政のムリ・ムラ・ムダの
排除を目指し、更に積極的に取組んでまいる所存でありますので、変わらぬご支援・ご指導をよろしく御願い
申しあげます。
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市役所内の一部の部署が移転しました！！
豊田市の第７次総合計画にも盛り込まれております、健康づくり
支援・子育て支援の拠点となる（仮称）中央保健センター（新東庁
舎）整備事業に伴い、市役所内の一部の部署が旧加茂病院跡地に
建設した仮庁舎等へ移転いたしました。
なお、（仮称）中央保健センター整備事業は、当初は今年度内に
現東庁舎を解体し、建設工事に着工予定でありましたが、景気悪化
を受けて、次年度以降に延期いたしました。
従って、しばらくの間は現東庁舎を解体せず、閉鎖する事となりま
したので、市役所へお越しの際はお間違えの無い様ご注意くださ
▲ （仮称）中央保健センター完成後の市役所イメージ
い。
移転先
都市整備部 都市再開発課
上下水道局
元城仮庁舎
監査委員事務局
（旧加茂病院） 都市整備公社
地域福祉サービスセンター
保健センター
分庁舎
総務部 技術管理課
（旧消防署） 土地開発公社

移転部署

詳細について
は、広報とよ
た・豊田市の
ホームページ
等をご参照く
ださい。

５月市議会臨時会 ＆ ６月市議会定例会について
平成２１年５月１４日（木）・２９日（金）、及び、６月１２日（金）〜２９日（月）にかけて、豊田市議会が開催され、
慎重審議の結果、次の通り決定いたしました。

主な案件について

１. 『豊田市議会基本条例』の制定について
豊田市議会は、平成１０年度から議会活性化への取組
みの気運が高まり、その後、毎年度特別委員会を設置し、
市民に開かれた判り易い議会を目指して、これまで議会
の活性化に努めてまいりました。
その結果、『豊田市まちづくり基本条例』に規定する「議
会の責務」及び「議員の責務」に基づき、昨年度設置の
『議会基本条例検討特別委員会』調査研究結果を受け、
議会運営の基本的な事柄に関する条例を、豊
豊 田 市議会
初の議員提出条例として、全会一致で制定いたしました。
（前文抜粋）

議会は二元代表制の下で、市長その他執行機関との
立場及び機能の違いを踏まえ、緊張ある関係を保ちな
がら、市政に対する市民の意思の反映に全力を尽くす
ことを決意し、ここに議会の最高規範としてこの条例を
制定する。
第０１章
第０２章
第０３章
第０４章
第０５章
第０６章
第０７章
第０８章
第０９章
第１０章

総則 （第１条〜第３条）
議員の責務及び活動原則 （第４条・第５条）
議会運営の原則等 （第６条・第７条）
議会と市長等の関係 （第８条〜第１１条）
議会機能の強化 （第１２条〜第１４条）
市民と議会の関係 （第１５条〜第１８条）
議員の政治倫理 （第１９条）
事務局機能の強化 （第２０条）
最高規範性 （第２１条）
補則 （第２２条）

議会関係例規の体系図

国

豊田市

２. 『豊田市職員給与条例』の一部改正について
１００年に一度の経済危機に伴う急激な景気後退により、５月
の人事院勧告に準じて、世間一般の『夏のボーナス』に相当す
る市職員の期末手当・勤勉手当の支給割合等を暫定的に引き
下げます。
なお、本来であれば８月の人事院勧告で、『年間ボーナス』の
増減が勧告されますが、今年の下げ幅は過去に例の無い大き
さとなる事が予想されるため、異例の５月に人事院勧告が成さ
れ、それに基づき暫定的に『夏のボーナス』について決定いたし
ましたが、正式には８月の勧告を受けて、『年間ボーナス』につ
いて再度協議する事となります。
また、職員給与条例の一部改正に合わせて、市長をはじめと
した特別職職員・市議会議員の『夏のボーナス（期末手当）』も
暫定的に引き下げる事を決定し、総額としては平成２１年度当
初予算に対し２億４,４７４万円の減額となりました。
現行

改正後
（暫定）

差

２．１５ヶ月

１．９５ヶ月

△０．２０ヶ月

特別職職員
（市長等）

１．６０ヶ月

１．４５ヶ月

△０．１５ヶ月

市議会議員

１．６０ヶ月

１．４５ヶ月

△０．１５ヶ月

職

員

（平均：△０８万円）
（市長：△２７万円）
（議員：△１３万円）

人事院勧告とは？
公務員は団体交渉権や団体行動
権（ストライキ権）などの労働基本権
が制限されており、その為に労使交
渉による給与決定ができません。
従って、民間企業に勤める労働者
と国家公務員（一般職）の給与水準を
比較検討し、双方の給与水準の格差
を無くす事を目標に、人事院が給与
の改定を内閣と国会に提出する 事
を、『人事院勧告』と呼称しています。
な お、人事院勧告は国家公務員
（一般職）を対象としていますが、地
方自治体の殆
どが、人事院勧
告に準拠して、
職員の給与を
決定していま
す。

３. 『平成２１年度 一般会計補正予算』について
長引く経済不況により、資金繰りに苦しむ中小企業者の経営の安定化を図ると共に、働く場所を失った方
の雇用確保を図るため、各種事業の拡充を行います。
また、豊田市は本年１月に『環境モデル都市』に選定されましたが、環境先進都市として、プラグインハイ
ブリッド車２０台・太陽光発電による充電施設１１箇所での自動車共同利用を実施すると共に、低公害車＆
住宅用太陽光発電システムの普及促進強化も併せて実施いたします。
その結果、総額としては１０億１４百万円の一般会計増額補正を実施いたしました。
（単位：千円）

歳入
補正前の一般会計 ①
国庫支出金

歳出
164,500,000
230,000

39,000

補正

※

繰入金
小計 ②

合計（①+②）

81,616

【低公害車普及促進費補助金（４５０台⇒１,１５０台）】

低公害車普及促進費
【事業者向低公害車普及促進費補助金（０台⇒５００台）】

702,384

24,973

緊急雇用創出費

56,643

ふるさと雇用再生特別基金事業費

労働費

1,014,000
165,514,000

【住宅用太陽光発電システム設置費補助金（６５０件⇒８５０件）】

低公害車普及促進費

衛生費

144,000
県支出金

環境対策啓発費

商工費

500,000

【まちなかおもてなし事業等（７４名⇒８３名）】
【中山間地域の産業育成・定住事業等（再編で計２１名）】

信用保証料補助金
【中小企業向け融資制度の信用保証料１００％補助】

38,150 道路橋りょう費過年度国庫支出金返還金

※

財政調整基金のうち、約７億円を取崩して
一般会計に繰入れた結果、平成２１年度
末の財政調整基金残高は、約１２３億円と
なる見込みです。

土木費

211,234
合計

交通まちづくり推進費
【プラグインハイブリッド車共同利用推進費】

1,014,000

４. その他の主な議案について
（１） 財産の取得・処分について
① 財産の取得
・高岡公園用地【豊田市高丘新町】 （１０,０７３.９２㎡） ３０９,７２７千円
② 財産の処分
・市営高橋住宅跡地【豊田市高橋町】 （０９,８５３.６６㎡） ６１１,０００千円
・市営東山住宅跡地【豊田市東山町】 （０８,０２８.７４㎡） ５６３,０００千円

今回の処分により、
将来的には高橋住
宅跡地：３９戸、東
山住宅跡地：３０戸
の住宅が民間会社
から売り出される予
定です。

（２） 特定事業契約の締結について
東部給食センター（豊田市東山町）の改築整備・運営事業を、民間資金を利用して民間に施設整備
と公共サービスの提供を委ねる『ＰＦＩ事業』として契約を締結します。
なお、豊田市での『ＰＦＩ事業』による契約締結は、（仮称）豊田市交通安全教育施設に続く２事例目と
なり、今後も民間活力の活用を目指し、順次拡大してまいります。

◎ 契約金額
９,７２９,６１２千円と金利・物価変動を基に算定した増減額等の合計額

◎ 運営期間
平成２３年４月 〜 平成３８年３月３１日

◎ 提供食数
１３,０００食/日 （アレルギー対応食：１２０食/日）

豊田市議会の議員定数について
冒頭のご挨拶でも触れさせていただきましたが、６月市議会定例会において、『
『議員定数検討
特別委員会』が設置されました。
本来、豊田市議会の議員定数は、条例で４０名（地方自治法による法定上限数は４６名）と定められて
いますが、平成１７年の７市町村合併時の特例により、現在は４７名にて議会を運営しております。
しかしながら、合併特例は前回（平成１９年４月）の市議会議員選挙までであり、次回（平成２３年）の選挙では改め
て定数を定めた上で、選挙を行う事が義務付けられているため、今年度１年間を掛けて、『
『議員定数検討特別
委員会』を中心に、議会内において豊田市に相応しい議員定数を議論してまいりますので、ご理解・ご協力をお
願い申しあげます。

『一般質問』について
６月市議会定例会において、『子どもにやさしいまちづくり』と『水道事業
の今後』の大項目２点について、一般質問の場を通じて市側の姿勢を問い
ました。なお、市側とのやりとりは以下の通りです。

【子どもにやさしいまちづくり】
豊田市議会は、平成１９年９月市議会定例会において、全会一致で
『子ども条例』を制定したが、『子ども条例』に基づく『子ども総合計画』の
策定に向け、これまでの活動内容を踏まえての考えを問う。
主な質問内容

こ
れ
ま
で
の
主
な
事
業
に
つ
い
て

市側回答

『放課後の子どもたちの居場所づ
くり』に対するこれまでの課題と今
後の方向性は？

昨年実施のアンケート結果から、放課後児童クラ ブの対象年齢枠の 拡大
など、放課後の居場所を求める保護者等のニーズは高いと認識している。
今後は、学校を含めた地域の既存施設で実施してい
る、高齢者とのふれあいやスポーツ活動等と関連を
持たせるなど、地域の実情に即した子どもの居場所
づくりの展開を図る。

犯罪等から子 どもを守 る活 動に
ついて、今後の活動方針は？

これまで、地域安全指導員等による巡回パトロール
や、自主防犯活動団体の支援、新入生への防犯ブ
ザーの支給等を行い、防犯意識の向上を図ってきた。
今後も、警察など関係機関と連携し、迅速な情報提供に努め 、全市域で子
どもの安全確保が図れるように万全を期す。

障がい児の放課後支援策の一環
で ある 『 障 が い 児 タイム ケ ア事
業』の充実は？
働きたくても働く場が無い現況に
おいて、若年層の就業支援に関
する対策は？

『子ども総合計画』策定に向けた、新
たな方針は？

平成２３年度には、平成１９年度実績の約３倍の利用が見込まれる事から、
サービス提供事業所数の拡大を図るため に、サービス提供が可能な事業
所に対し、積極的に働きかけていく。
就労支援セミナーや若者サポートステーションセミナーを開催すると共に、
キャリアカウンセリ ング事業の開催を、県共催分と市単独分を合わせて、
前年度の３倍の９回計画し、よりきめ細かい相談の充実を図る。
これまでは、『子育て支援』に重点を置いて取組みを行ってきたが、今後は
子どもが自ら 育ち、主体性を発揮する『 子育ち』の視点と、行政・市民・学
校・地域・事業者などが、それぞれの役割と責任を担う『共働』の 視点を重
視した取組みを進める。

【水道事業の今後】
『安くて安全・安心・おいしい水』は誰もが望む事であるが、環境に配慮した市民行動の変化・環境配慮型電
化製品の普及により、全国的に一人あたりの使用水量が減少傾向にあり、水道料金への影響が懸念されるた
め、『安くて安全・安心・おいしい水』の維持・向上に関する考えを問う。
主な質問内容

市側回答

災害時の水道の早期復旧に向 けた
取組み状況と、災害時給水拠点施設
の整備状況は？

災害時の早期復旧を図るため、基幹施設の耐震化に取組んできたが、平
成２０年度の省令改正により、新たな水道事業耐震化計画の策定が必要と
なり、今年度より着手している。
災害時に飲料水が提供できる災害時拠点給水施設は１３箇所あり、県水を
利用した応急給水支援施設を学校等避難場所に１０箇所確保しており、今
後は簡易水道区域においても必要性を検討し、拠点
給水施設の確保に努める。

昨今の景気動向の変化や水需要の
低下により、水道料金への影響が懸
念されるが、今後の見通 しと 対策
は？

今年度、次期水道料金算定期間である平成２３年度
から２６年度までの４年間の水道事業経営計画を策
定し、来年度に審議会に諮問する予定である。
水道料金については、内部留保資金の有効活用・ 経費抑制・市一般会計
からの補助金＆出資金等の協議を進め、値上げを回避する方向で検討中
である。

『こたま 義和』

に対するご意見・ご要望をお待ちしております。

また、日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させていただくため、ホームページ
を開設いたしております。是非一度アクセスしてください。
こたま 豊田市

http://www.kotama.net

