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ごあいさつ
日頃のご支援いつもありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の影
響が深刻な状況になっております。罹患された方のご快復を願うとともに、医
療関係者のみなさま、社会生活でつながっている全てのみなさまに感謝申し上
げます。
市民のみなさまの現場の声を行政に届けることが大切であると実感していま
す。どうか活動報告をお読みいただき、ご指導、ご意見をいただけたら嬉しく
思います。
感染症対策は「睡眠と食事」で免疫力を上げることを基本に、
「うがい、手洗い、
密をさける」が肝心ですね。みなさまの笑顔を願って私もがんばって参ります！

暮らしに笑顔

（仮称）

長生認定こども園 の
早期実現と具体的な計画を求める請願が
3 月定例市議会で採択されました。

3,976 名の署名とともに阿南市議会奥田議長に提出
令和 3 年 2 月 22 日

提出者

長生保育を守る会会長

長生振興会会長

岡久

建設用地選定委員会会長

照夫氏

私

勝瀬

仁木

有城氏

他、保護者代表

修平氏

渡部友子は紹介議員として同席いたしました

幼い子供たちの安心安全のために、多くの市民の皆さまが署名活動をはじめ、様々にご尽力

されていること、お心を寄せて下さっていることを胸に刻みました。市民の声を代弁する市

議会議員として、長生認定こども園（仮称）の実現に向けてこれからも活動を続けてまいります。

令和 3 年 3

月 定例会 一般質問より（抜粋）
質問要旨
１市長の政治姿勢について
市民の声への対応
２保育行政について
長生認定こども園（仮称）に係る市に寄付された土地の
寄付について
３防災行政について
（１）自主防災組織の無い地域の把握
（２）その地域の傾向と課題
（３）今後の推進の方針
４学校給食の改善
（１）残食率もしくは残食量の全国平均との比較
（２）残食率の処理方法と経費
（３）残食改善の取り組み
（４）有機野菜の学校給食への導入
５足育について
（１）分析結果と周知方法
（２）来年度以降の取組の方針
６その他
コロナ禍におけるオンライン面会整備等への支援について

阿南市議会ホームページより
議会録画中継を
ご覧いただけけます。

保育行政について

Q「子育て支援施策の推進」を目的として寄付された土地：
「サンダイヤ株式会社工

場跡地」は土砂災害危険区域及び地滑り防止区域に指定されているが、これらの規
制に対して今後どのような対策をするのか？

A改正都市計画法により認定こども園の開発は原則禁止となり、現時点では困難で
ある。例外として認められる場合、国からの技術的助言を注視する必要がある。法

的な開発規制についてはわかりやすく表現を工夫し、チラシなどで保護者をはじめ
関係者に周知する。
Q都市計画法の改正により、地滑り防止区域を懸念するのであれば、土地の寄付者、
保護者、地元に説明をし、別の場所での用地を選定する責任があるのでは？万が一

設備の老朽化、浸水により子どもたちの身に大変なことが起こった場合の責任の所
コメント

請願の目的は「子ども

たちの安全な環境下での
保育」です。

「寄付された土地」で

のこども園の開発が困難

ならば、行政には「困難
を解消する対策」か「別

の場所での検討」の判断
が求められます。

在は？

A用地については法に基づく開発規制についての整理が必要であり、対応方針を見
極めていく。施設での管理等に瑕疵（かし）があり、万が一ケガなどがあった場合

は阿南市に責任が生じると認識。子どもの安全に不安がある箇所は適切に修繕をし
ている。浸水の恐れがあると判断した場合は、保護者に早めの迎えをお願いするな
ど子どもの安全を第一とした対応を今後もしていく。

防災行政について
Q自主防災組織の無い地域の把握とその地域の傾向と課題について。また今後の自
主防災組織率の 100％達成にむけての推進方針は？

A自主防災組織に属していないのは 450 世帯余り。傾向としては自治会や町内会が

存在していない地域、新興住宅、集合住宅、社宅など。課題は災害発生時の避難誘導、
安否確認、情報の収集と伝達、避難所運営などの不安が危惧される。
さらに地域の公民館の協力のもと、助け合いの重要性を理解してもらえるよう広
報啓発に取り組む。

学校給食の改善について
Q阿南市の残食率もしくは残食量の全国平均との比較について。残食
の処理方法とその経費は？食品ロス削減として学校給食の残食の改善
取組の方針は？有機野菜の学校給食への導入は？

A市内の年間児童生徒一人当たりの残食量は 7.2㎏で全国平均の 7.1㎏とほぼ同じで

ある。残食は調理くず等とあわせて契約業者が毎日収集し、エコパーク阿南で焼却
している。令和 2 年度の経費は 582 万１200 円である。
市の食品ロス削減として取組むには学校や給食センターだけでなく、関連する部
署や保護者など多方面からの取組が必要である。残食改善の取組としては、給食セ
ンターでは栄養教諭や調理員のスキルアップ研修、子どもの意見を取り入れた献立
作り、徳島県学校食育推進パワーアップ作戦が実施されている。
有機野菜の導入については、流通量が少なく給食に必要量の安定供給が難しいこ
とやコスト増加など課題があり、導入は困難だが、より安全な給食を提供する観点
から、先進地の取組を調査研究していく。

足育について
Q日本教育シューズ協議会から寄贈された計測器を活用し、計測データを協議会に
分析してもらったが、その結果と周知方法、来年度以降の取組は？

A令和 2 年度小６と中１を対象に足の長さと幅の測定を実施、適切なサイズの靴を

履いている子どもの割合が高い、女子は大きめの靴を履いている割合が高いなどの
結果が出た。児童生徒と保護者に判定結果や足に合った靴のサイズやワイズ（幅）
を周知し、協議会の指導資料を配布する。
来年度は保育研究課題として保育所 4 園が足育に取組む。子どもたちが正しい靴
選びや正しい靴の履き方についての知識技能を身につけられるよう、健康教育の推
進と足育についての周知や啓発に努める。

靴の履き方、選び方はこちらも参考にしてください
日本学校体育研究連合会

足育

http://www.gakutairen.jp/kenkyu/ashiiku/

地域の声をまちづくりに活かす
長生認定こども園（仮称）請願の審議流れと報告
請願書の提出
議長が受理
担当委員会に付託
委員会で審査

長生認定こども園（仮称）の
早期実現と具体的な計画を求める請願書
令和 3 年 2 月 22 日

文教厚生委員会での審査

令和 3 年 3 月 19 日

「施設の老朽化等による不安から、一日も早く安心できる施設で
の保育を地元の方、保護者など多くの方々が望んでいる。早期実
現に向け進めてほしい。
」と委員の意見あり。

委員会での採決により

審査結果を
本会議に報告

本会議で審議・決定
（採択・不採択）
採択の場合
送付

本会議での審議
●報告
●討論

令和 3 年 3 月 24 日

文教厚生委員長から委員会での採択の報告
反対討論
賛成討論

1件

２件

賛成多数で請願採択
〇採択に賛成の議員

18 名

会派（阿南至誠会・経政会・市民クラブ・公明党・日本共産党・
子どもと未来の会・友の会）

会派（新生阿南）

（執行機関）

〇プロフィール

渡部友子（わたなべ

ともこ）

麗澤大学卒業（千葉県柏市）
2013 年

こども 4 人と阿南 市に住み

審議の様子は
阿南市議会ホームページの
議会録画中継より
ご覧いただけけます。

●起立採決

〇採択に賛成ではない議員

市長

全会一致で採択

9名

阿南市議会議員一般選挙日程が決まりました。
任期満了による市議会議員一般選挙は、現議員定数 28 名より 2 名
削減の 26 名となります。

選挙期日 令和３年 11 月 14 日（日）
告 示 日 令和３年 11 月 ７日（日）

始め夫の実家の花屋
「グリー
ンショップ

つのみね」を

手伝う
2015 年

長生保育所 PTA 会長

2018 年

阿南第一中学校 PTA 会長

2019 年

阿南市議会議員

2020 年

長生小学校 PTA 会長

2020 年

12 月定例会より文教厚生委
員会

副委員長

わたなべ友子まで声をお寄せください
みなさんからの声を頂くことが、まちづくりのスタートになります！
阿南市の行政に限らず、知りたいこと、取り組んでほしいことがありましたら
お気軽にご連絡ください。

☎ 090-8737-6539
mail : wattomo8225@gmail.com

☜

わたなべ友子の
メールアドレスです。

