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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 芦屋市会選挙で初当選、現在 5期 目

防災士・ひょうご防災リーダー・全国手話検定 5級・ユニバーサルマナー検定
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消鷲者教育!手ついて

成年年齢引き下げ (18才成人)に向

けての取り1組みについて

市民をねらう悪質商法の被害は、年々

巧妙になり、その被害はなかなか減ってい

ません。今和 4年からは、成年年齢が、18

オに引き下げられます。つまり、子どもたち

は親の同意を得なくても、18オ になると

自分の意思で様々な契約ができるように

なるということです。子どもの時から消費

者教育が必要だと考えます。現場の取り

組みはどうなっているのか質問し、学校で

のさらなる取り組みを要望しました。

消費生活サポ…ター養成講座の改善

とサポーター活動への支援を

現在行われているサポーター講座

は、平 日昼間の開催です。平 日だけで

は、講座に参加しにくい方もおられます。

講座開催を上日や夜間にも広げ、幅広

い方に受講できるよう改善を求めまし

た。また、現在登録しているサポーター

にもっと啓発活動しやすいよう行政から

の支援の必要性を訴えました。

ほかに、芦屋消費者協会の再構築、

悪質商法撃退のための啓発などの情

報発信についても取り上げました。
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条例ができても具体的な取り組み

を進めなければ意味はありません。手

話施策推進方針をつくり、具体的な

施策の必要性を訴えました。

障害者手帳のカード化について

現在の手帳は紙製で、サイズも大

きく、持ち運んでいると傷んでしまいま

す。そこで、国が今春から進めている

カード型に改定すべきと兵庫県に要

請するように求めました。(芦 屋市の

場合、兵庫県が手帳を発行します)

阪急バスの運賃には、障がい者に

対する割引制度がありますが、身体障

がい者。知的障がい者を対象としてお

り、精神障がい者は入っていません。

障がい者の自立や社会参加の促

進のためには、公共交通機関などの

移動手段の確保が必要です。

芦屋市議会は、交通事業者に対

し、公共交通機関の運賃割引制度に

ついて精神障がい者も適用対象とす

るよう求める決議を行いました。

定例議会の事報告
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心がつながる手話言語条例について
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小学校区単位での防災会議の開催を

災害は、一つの町や地域だけで起こる

ことは少なく、範囲が大きく広がる可能性

があります。学校は避難所にもなることか

ら、学区内の町や団体を巻き込んで、ふ

だんから「顔のみえる関係づくり」が

“

要

と考えています。学区内の防災会議立ち

上げを訴えています。

災害時情報一斉送信システムの導入を

災害情報の手段は多様化していますが

発信 ごとに、方法がそれぞれ違うた

め、情報を漏れることなく、速やかな

情報発信ができるように、一斉送信

システムの導入を求めました。

集合住宅に認定制度を

市 内住 民の多くは集合住 宅に住

んでいます。集合住宅単位での防災

の取 り組 み強化 を訴 えました。認 定

制 度 を設 けて、集合住 宅へ 支援 の

必要性 を取 り上げました。

精神障がい者に対する公共交通機関

の運賃割引の適用を



鶴鶴

市長へ政策要望を提出 !

芦屋市議会公明党は、伊藤市長に、来年度の予算

編成に対する政策提言を提出しました。毎年秋に行っ

ています。提言は 10の重点政策からなり、市全般の事

業にかかわります。これまでいただいた市民相談や要

望を踏まえたものもあります。実現に向けて、これから

も取り組んでいきます。

インフルエンザ予防接種を。

芦屋市は、高齢者インフルエンザ予防接種を行って

います。

●対象は、接種当日65オ以上の方●接種の期間は、

今和元年 10月 15日 から今和 2年 1月 31日 まで

●接種回数は原則 1回。●自己負担額は |,500円

です。

ワクチンの効果が期待できるのは接種後 2週間後か

ら 5か 月程度ですので、インフルエンザが流行する前

に受けることをお勧めします。

【市保健センター TEL 0797-31-1586】

ひょうご防災ネット"アプリ版始まりました。

これまでも活用されていた「ひょうご防災ネット」の

アプリ版が登場しました。兵庫県および県内の市・町

から「避難に関する情報」などの緊急情報や、地震、津

波、気象警報などの防災に関する様々な情報を提供す

るサービスです。ぜひご登録を。

【兵庫県災害対策課 TEL 078-362-9811】

議会意見交換会を開催します!

芦屋市議会は、意見交換会を開催します。テーマご

とに 3つの会場で行います。

市民の方と議員とでテーマに沿って意見交換をしま

す。申し込みは不要。ぜひご参加ください。

① ll月 14日 (木)10:00～ ||:40

市役所南館 4階 テーマ「芦屋の将来像について」

② ll月 16日 (上)10:00～ ||:40

福祉センター3階 テーマ「公園と衛路樹について」

③ ll月 16日 (土)14:00～ 15:40

福祉センター3階 テーマ「こどもが輝く小学校 !!」

【市議会事務局 TEL 0797-38-2001】

4)芦屋市議会 令和元年度

議会意見交換会

見交換 会 ,て何?
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先日、ある新聞に、81オ のご婦人が書

いた投稿記事に目が留まりました。記事

のタイトルは「認め合える社会へ」。ご婦人は、地域でボラ

ンティア活動に励んでおられるようです。ふだんだがけてい

ることは、誰もが持っているだの働き「3匹のタイ」を尊重す

ることだとか。「 1匹 日は、認められタイ」「2匹 日は、誉めら

れタイ」「3匹 目は、役に立ちタイ」だそうです。周りの誰も

が持っている3匹のタイ。大切にしていこうと感じました。

田原 俊彦

www. komei.or.j pikmiashiya-tahara/
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日略●11′11(本 )10100～ 11:40

場所0●役所 南驚 4階 大会議奎

公因 と街路樹について
日時,11/16(■ )10:00～ 11:40

場所●
‐
福祉センター 3鮨 会議宝 1

こどもが輝 く小学校 !!

日時●11/16(■ ),4:0● ～ 15:40

場・ r● 振笙センター 3確 会議織
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