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1983年 3月 創価大学法学部卒業
2002年 12月 三井住友銀行退職 (約 20年 在職 )
2003年 4月 声屋市会選挙で初 当選 、現在 4期 目
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ひきこもりについて
声屋市 には、ひきこもりについて、オ
晰炎でき
「アサガオ」
るセンター
があります。

この質問を受け、さつそく室内と事務所を
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つなぐ防犯ブザーがつきました。これからも
「アサガオ」
がさらに充実するように応援して

ます。田原俊彦は、市の情報や、日頃の活

いきます。

田原俊彦 が訴えてきたことが実り5年 前

遠「扇教育 :こ ついて

に設置されました。開設当初の相談件数

メールマガジンを開始 してから7年 目になり
田原
動などを、SNSで も発信しています。【
俊 彦 メール・LINEマ ガジン】は、もうすぐ

500号 を数えます。みなさま、上のQRコ ー
｀
ださい。
ドからぜひごそ旨
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最く

は 58件 でしたが毎年増加しており、昨年

文部科学省が方針を示 した遠 隔教育・

度は 865イ 牛です。

授業についての見解を聞きました。

しかし本
目言
炎までつながつている方は、l脳 んで

人間関係で悩 んでいたり、病 気の治療を

「アサガ
いる方の一 部 だと考 えています。

続けていたりして学校 にいくことが困難な子

オ」をもつと周矢口するようり
六幸
展やホームペー

どもたちの学習について分身ロボットなどを

声屋 市 長 に声屋 市議会 公 明党として政

ジのコニ
夫などを1是 案したところ、このたびホ

使 い、支援する取り組みが一 部の学校で

鉢諄要望を行 いました。

ームページがリニューアルされました。

は始まつています。

次年度 の予算 に反 映していただきたいこと

また相 談 室 内の防 犯 対 策 の強 化 を要

質問に対し教育委員会は、重要性がある

もあり、毎年提 出しています。

望。相談室では相談員と相談に来られた

と答えました。引き続き取り組んでいきたい

市長をはじめ市幹部の方と要望 内容 につ

方が一対 一になることが多いためです。

と思います。

いて、不
重々烈ス
言
炎をさせていただきました。

市長 へ政策要望 を提出

、会 派 として市 の政 策 の中

‥避難所・情報発信 の強化を
防災 につしヽ
て豊

に盛り)丞 んでいただきたいI員 目をまとめたも
のです。

県立学校の避難所指定について

ことが大切だと訴えました。

市 内には、3つ の県立高校がありますが、

要望項 目は福祉 、健康 、教育 、子ども施

防災情報 の発 信 について

2校 は、避難所に

防災無線が聞き取 りにくいときなどに利

指 定されていません。特 に県 立特 別 支援

用 できる自動応 答 電 話 。市 民 への周

学校 は、さきの台風被害があつた南声屋浜

知 を要望 しました。

県立声屋高校以外の

地域 にあり、早急に県立

2校 を避難所指

定するように要望をしました。
福祉避難所について
市内

16か 所ある福祉避難所 。ほとんどが

策 、高齢者対策 、まちづくりな脚冨広く、市
民 相 談 でいただいた項 目も数 多 くありま
す。31年 度の予算反 映に向けがんばつて
まいります。

また市 からの1青 幸辰は、防災 無線 、ホー
ムページ、SNSな どのさまざまなプテ,去
で発 言されます。ひとつひとつ手 乍:業 で
,イ

:イ

イ
テつているため、1青 幸隈が,星 れたり、言
呉つ

民間の高齢介護施設です。

たりすることも心 配 されます。国が進 め

普段からの防災訓練 などの実施状 況を尋

ている災 害 1青 幸隈一 斉 送 イ
言システムの

ねました。市としても日頃から連携していく

導入をま
是案 しました。
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市内の公園について

公国のベンチや1時 計に
寄贈制度が始まります

議会報告会 を開催しました
今 回の質 問から

:

数ある公園の中には、古くなり取替えが必要になつたベンチや
時計があります。また新たに設置が必要な公園もあります。
な琴ヽ ︑

取替えや新設の時にかかる費用を負担 していただく寄贈者
(個 人や団体など)を 募集してはどうか。そこに、寄贈者の名

前やメッセージプレートを付けてはどうか、と一般質問で提案を

,̀,

しました。この質問は、以前いただいた市民相談がきつかけで
す。

声屋市役所で議会 報告会を行 いました。今 回で フ 回目で

公園のベンチも古くなり、更新が必要な箇所もいくつか見受けら

す。常任委員会ごとに 3つ の班で開催 し、私が所属 している

れます。また未
斤たにベンチを設置する公:園 もあるでしよう。

建設公営企業常任 委員会 は、決算審査 の報告のあと、無

31年 度からベンチや時計について、市民等から寄贈者の募集

電柱化についての意見交換会を実施 しました。

を始めたいとの答弁がありました。優しさがあふれる公園になつて

無 電柱化推進条例 が施行 されたり、メディアでも取 り上 げら

ほしいと思います。

れることも多いこともあり、参加 者から多くの意見や要望をい
前 々回の質問から

公 園での受動 喫煙 について
昨年 6月 議会の一 般質問で、公 園の受動喫煙対策について

ただき、活発 に意見交換が出来た、と考えています。
いただいたご意見を参考 に、これからも取 り組んでいきたいと
思います。

質 問しました。タバコによる受動 喫煙の健康被 害については、
特に子どもは大人以上に深刻です。

簸睡畿わ筵轟膠卜∫曹 ⑬

モーグルシフト

声屋市でも受動喫煙から子どもを守るという視点で、子どもの
利用が多い公園、少なくとも保育 園の園庭利用されている公
園については、禁煙 にすべきではないか、と訴えました。
このたび、私の提案を受け、市内
ードが掲示されました。

(月

5つ の公園・広場に啓発ボ

若公園、茶屋公 園、楠公園、公

トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷 の
小さい鉄道や船舶の利用 へと転換すること。JRな どを使 うこ
とによって、一度 に大量の輸送が可能であり、時間通 りに運
べ、環境 にやさしく、全 国にネットワークが広 がつているなど利

光公園、打出広場 )
一歩進みましたが、これからも受動喫煙の対策に取り組んでい

点が多い。国土交通省の政策のひとつです。

きたいと思います。 (写 真は茶屋公園)
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き !」 誰だつて、人からこんな
言葉を言われたくないですよね。でも、悪質

業者 には、声 を大 にして言いましょう !「 う」まい話を信用 しな
い !「 そ」うだん
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すぐに契約しない !「 き」つぱり !は つきり !断 る !・ ・。
これが、
『う。
つ。
悪質業者対策の言葉です。悪質業者は
そ。
き』lこ の
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言葉を頭の片 隅に置いてもらい、被害を防ぎましょう。相談は
声屋市地域経済振興課 (0797‑38… 2033)ま で。
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