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朝ドラ「とと姉ちゃん」のとと（父）のふるさと
上石津町の郷土資料館に行ってみた

ガンバロウで応える駅前街頭演説参加者

７・２大垣駅前街頭演説

市民＋野党共闘に希望の光
小見山よしはる氏(統一候補)、自公候補を追いつめる
戦後はじめて市民と野党で共闘
して安倍改憲勢力とたたかった参
議院選挙でした。皆さまの熱いご
支援ありがとうございました。
「野党共闘の１１選挙区の勝利す
ごいね」「共産党の議席、もう少
しとれると思ったのに残念」と、
参院選の選挙結果について、いろ

いろな声が寄せられました。改憲
勢力が３分の２を占める結果とな
りましたが、市民と野党共闘のは 「安倍政治やめさせよう」と訴えた女性
メガホン隊
じめての挑戦としては成功ではな
いでしょうか。「安倍政治をやめ
私たち共産党は、この市民と野
させる」取り組みは“道なかば” 党の共闘をより発展させ、安倍政
ですが、この道しかないと思って 権から平和憲法を取り戻すため全
います。
力を上げて頑張ります。

「普段からメイクしない君 薄
化粧する朝…」という宇多田ヒカ
ルの声が聞こえてきたら、朝８時
を感じる日々です。中田です。
ＮＨＫ朝ドラのヒロインのモチー
フは、人気生活雑誌「暮しの手帖」
郷土資料館 入館料１００円
の創刊者である大橋鎭子さんです。
そして、ドラマにも登場する彼女 京に暮らす鎮子さんを心配した上
の父親(とと)大橋武雄さんは、岐 石津の親戚が鎮子さんを呼び、持
阜県大垣市上石津町時地区の出身。ちきれないほどのおにぎり・米・
残念ながら劇中では早々に病で帰 野菜を土産に持たせるも、帰りの
らぬ人となった「とと」ですが、 電車が空襲の影響で止まってしま
大垣市は上石津郷土資料館で「と い、流れる川を眼下に線路の橋の
と姉ちゃんと上石津」と題し、企 上を歩いたエピソードは必見。
画展を開催しておりますので行っ
企画展は期間を８月末まで延長
てきました。
に。夏のぶらり散歩にぜひ。
(企画展は８月３１日まで開催。
毎週火曜と7/20・8/12は休館)
企画展は、時尋常小学校卒業ま
でこの地で暮らした武雄さんの年
表や、当時の風景に始まり、鎮子
さんの自伝や暮らしの手帳の記事
から上石津関連部分をピックアッ
時公民館の看板。参院選ではここで宣
プしたものでした。
伝させて頂きました
中でも、食糧難の終戦間際、東

( ２ ) トヨ子＆としやの市政報告(１２号)

６月議会報告
笹田市議

公設市場再生への
取り組み強化を

大垣市公設市場の取扱高は、こ
の25年間で10分の１に減っており、
その存続が問題になっている一方
で、ヤナゲンの閉鎖で中心市街地
で生鮮食料品を売るスーパーが無
くなるとか、周辺の地域では運転
免許証を返上した高齢者の買い物
難民が増えています。
そこで生鮮食料品を扱う市場が、
買い物困難地域に出向き、生鮮食
料品やお惣菜を販売するといった
新しい試みを行なってはいかがか
と提案しました。
これに対して、上石津など「買
い物難民」地域の対策として、地
区社協の「買い物支援事業」の実

践例が出されましたが、高齢者の
デイサービスとしての役割はあっ
ても、地域の日常の食生活を支え
る事業ではありません。
また、公設市場の常時一般開放
や買い物難民地域への出店や移動
生鮮食料販売車の導入の提案につ
いては、「小売店に及ぼす影響が
大きいと考えられ、実施は困難で
ある」との答弁でしたが、これで
は、小売店が無いため買い物難民
に陥っている地域の問題解決には
ならず、本来公設市場の役割であ
る「消費者の食生活の安定」を果
たすことにならず、公設市場の活
性化にもつながりません。

来年度予算要望
国・県に提出
毎年この時期に、岐阜県下の
共産党議員団でまとめて国及び
県に対して、来年度予算要望を
行なっています。
大垣市議団として、①子ども
の貧困実態調査、②こどもの医
療費助成の拡充、③保育の充実、
④養老鉄道関連等の要望書を提
出しました。
なお、大垣市に向けての「２
０１７年度予算要望書」は現在
作成中です。市民の皆さんの要
望がありましたら、８月２０日
までに、
共産党地区事務所
（☎７８－６８６５）
まで要望をお寄せください。

回の再生協議会の内容を聞いてい
る限りではその保証はありません。
養老鉄道沿線にはその地域のま
ます。利用者・住民も協議会の構 ちづくりとかかわり様々な要望が
成員ですが、協議会の開催は三回 あります。このような声を集約す
程度しか開かれず、実質的にはそ るには駅ごとに（又は沿線の地区
の下に設置される幹事会や部会で 単位で）住民参加の「地域公共交
検討されます。
通会議」を設けてはいかがでしょ
地域公共交通活性化再生法では、うか。再生協議会では委託業者に
地域のふさわしい公共交通をつく よるアンケート調査を行うようで
りあげるため、住民、交通事業者、すが、住民と交通事業者・行政等
行政など関係者が話し合って決め と一緒に議論する場が大切と考え
ていくとされています。しかし今 ます。

養老鉄道 法定協議会が設立される
７月６日、大垣市スイトピアセ
ンターにおいて養老線地域公共交
通再生協議会の設立が行われまし
た。
この協議会では、地域公共交通
活性化及び再生に関する法律に基
づき、地域公共交通網形成計画や
鉄道事業再構築実施計画の策定お
よび第三種鉄道事業者となるため
の新法人の設立準備などが行われ
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議会改革

開かれた市議会へさらなる努力を
市議会の模様が大垣ケーブルテ
レビで録画放送されるようになり
ました。一般質問が行われた週の
土・日曜日に放映されるものです。
わざわざ議場に出かけなくても、
家でゆっくり見られることで、議
会・市政が市民に近づいた感があ
ります。
ただ、心がけてその日を待たね
ばなりません。岐阜市や各務原市
などはインターネットのホームペー
ジで録画配信しています。配信期
間は市によって違いますが、これ
ならば見たい時に過去の議会の質

問を見ることができます。
議員の質問日時・件名も決まり
次第、事前にホームページに発表
される市もあります。質問数日前
ですが、わかれば議会傍聴にも心
が動きます。
パソコン・スマホの利用者も拡
大している中で、他の市に学んで
開かれた市政・議会へのいっそう
の努力をお願いします。
国民の立場で真実を伝え続ける
しんぶん赤旗をお読みください。
日刊紙…3497円 日曜版…823円

トヨ子＆としやの６・７月活動日誌
笹田トヨ子
【６月】
２日 議員団会議
6日 ６月議会本会議（１日目）
11日 共産党演説会
13日 一般質問
15～17日 各委員会
20日 本会議
21日 地区センター運営会議
22日 参院選 公示
【7月】
10日 参院選 投票日
13日 編集委員会
19日 西濃議員団会議
23日 県議員研修会（国保について）

中田としや
【6月】
３日 西濃日韓親善協会総会
４日 子ども食堂、学習支援
５日 ２分の３成人式実行委員会
11日 共産党演説会
18日 藤田たかのり氏講演会
19日 発達保障セミナー
26日 東高野球部ＯＢ会総会
【7月】
２日 スタートアップおむすび博
14日 かがやきライフカレッジ
22日 南地域街宣
25日 地域活性化セミナー
26日 ２分の３成人式実行委員会

