長与町議会議員
笑顔で暮らせる長与のまちづくりを目指します
ごあいさつ

あいばあつ子の活動報告
1巡回カウンセリング

空は深く澄み渡り、さわやかな季節となりまし
皆さまの悩みを聞かせて頂いてます。スト
た。長与町でも体育祭、文化祭、高田中学校20
レスフルになりメンタル不調になる前の予防
周年記念行事と続いておりますが、如何お過ごし
に力を入れています。悩みをみんなで解決で
きるような町の風土を作って行きます。
でしょうか。
9月定例会も9月18日最終
２よりよい子育て支援
本会議を開き一般会計決算
ひとり親家庭の現状、厳しい社会
など２０議案を全議案可決
でどう生きて行くか、子育て支援の
し請願１件を採択しました
一層の強化が重要 な課題で ありま
す。小１の壁、待機児童問題などに
今後とも行政の施策には厳
積極的に取り組み、親御さんが安心して働け
しい監視の目を持ちながら、町民皆さまの声を聞
るように行政へ提案して行きます。
く大きな耳をもち、声を発していきたいと思いま
放課後児童クラブに行きたくても経済的な
す。更なるご支援・ご指導をよろしくお願い申し
事情で行けない子どもたちの居場所も考えて
上げます。
対策を講じていくよう行政へ訴えていき、子
ども達の多くの可能性を広げ、大人の事情で
差別されることなく明るい未来へつなぐため
議会運営委員会 調査報告
の政策を作って行きます。
平成2７年８月３日（月）～５日（水）
滋賀県大津市議会・
兵庫県宝塚市議会・三田市議会
★情報公開、議会ＩＣＴ化、自由討議など調査
①タブレット端末を使用した一般質問及び質疑
では、補足資料等の大型スクリーン投影によ
り、傍聴者やインターネット視聴者には分か
りやすい議論が展開できる。
②情報公開、情報の共有化に積極的に取り組み
たい。
③自由討議は議会基
本条例でも定めて
おり、議決責任を
明確にするために
も、議論をするこ
とは重要であり、実施して行きたい。

３ストレスチック制度導入
ストレスチック制度が12月1日から導入さ
れることになりました。 ストレスを感じな
が ら、働 い て い る 方 々 が 60％ 以 上 と の こ
と。何らかのストレスを感じておられます。
早期発見、早期治療です。イライラ感が２週
間以上続いたら危険信号です。ひとやすみし
て、じっくりと自分と向き合ってみましょ
う！また人に話を聞いてもらいましょう。

一般質問 行政に問う

｢

９月議会 に 少人数学級 の推進 のた
め の教 職 員定 数改善 と義 務教育 国庫
負 担 制 度 ２分 の１復 元を 求 め る意 見
書」が提出され全会 一致 で採択

饗庭 敦子

【私 の考え 】
近年、教育現場では、児童 ・生徒 の多様
化、 いじめ、 不登校、自殺事件など様々な
課題が 山積 しており、児童生徒 一人ひとり
に対応 した教育実践が求められ ています。
このような問題を解決するも のとして、少
人数学級 の実現が求められ ています。
長与町は、 長崎県独自 の取り組みとし
て、小学校 ６年生 の３５人学級を導 入し、
現場 の先生方に大変喜ば れ ています。現在
は、小学校 １年生、 ２年生と続 いてきた３
５人以下学級が そ の後拡充 しておりません
ので、 ３５人学級を小学校 ３ ・４ ・５年生
ま でに広げ、小学校全体に３５人学級を実
現させ てほしいと考えます。
学級 の人数だけ の問題ではな いと思いま
すが、私達が 過ご した子ども の頃とは、社
会情勢が 大きく変化し、家庭だけ でなく学
校 でも 一人ひとりに対するきめ細かな対応
が必要とな っています。
長与町 の子供たちが健全 に育 つ環境に配
慮 していく ことは、私たち
大人 の責任 でもあります。
子供たち の健全な成長を保
障するため、また次世代を
担う人材 の育成に向け ても
必要な ことと考えます。

あつ子

あいば

９月議会 災害対策を強化せよ

○
問各 地 で甚 大な河 川被害が 増 え ている。
気象 情報や情報伝達 手段は格 段 に進歩 し
ているが 一人 ひと りが 防災、減災 へ の意
識を持ち 日頃か ら備 える ことが 大 切 であ
る。風 ・水 ・土砂災 害 危 険箇 所 の周知 は
でき ているか。
○
答土砂災害 ハザ ード マ ップ を作成 し広報
誌、ホ ーム ページ など で周知 し ている。
今後 わか り 易く追 加修 正し、来年全 戸配
布 予定 である。
○
問命 を守 る為、防災意 識を向 上す るため
の町全体 での防災訓練は行 っているか。
○
答行 ってな いが 近 い将来 でき るよ うに検
討する。
○
問災害 弱者 へ の取り組 みと し て、避難 誘
導 等 に必 要な ３月作成さ れた 要支援者名
簿 の提供はどうな っているか。
○
答安 否確 認に使 う のが 目的 であ り、 運 用
のルール作りがまだ でき ていな い。
介護保険大丈夫か
○
問介護 の担 い手 不足を 見越 し て国は介護
保険 サ ービ スに ついて掃除など簡単な生
活支援をボ ラ ンテ ィアや ＮＰＯに担 って
も らうように市 町村 に求め ている。 こ の
マンパ ワー の確 保はど のように考 え てい
るか。
○
答今 活 躍さ れ ているボ ラ ンテ ィア、 民生
委 員団塊 世代 の元気 な高齢 者、自 治会 な
どと連携 していく。
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12月1日
より義務化
です。
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メンタルヘ
ルス研修の
1コマで
す。

