まちづくりの主役は市民一人ひとりです。
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めざしたいものは
保育園の土曜日の給食の有無
横浜市の保育園では、土曜日の給食を提供
することになっていたのに、提供していなか

田中 保護者にも、事業者にも不公平。保育
園の子どもも保育認定ではないか。

には、国が根本的に土曜日の保育や給食の

市

位置づけを明確にすべきと考える。

弁当持参の保育園の土曜日の登園割合

は 20％である。

ったことが 4 月に報道された。保護者からの

田中 これは、保育園も土曜日の

問い合わせで調べて議会で質問した(表参照)。

登園割合が多くなれば、市として

*********以下、議会で質問*********

利用実態から、保育認定のこども

田中

土曜日に弁当持参と給食の保育園が

ある。民間保育園への委託料は土曜日の給食
関連費用も含むか。
田中 認定こども園は土曜も給食の理由は。

配にまかされている。
しないこども園は公定価格を減額される。

弁当

園

保護者

×

●

0歳1歳

2歳～

ふくた保育園

×

●

長須賀保育園

●

×

岩根保育園

×

●

ゆりかご保育園

●

×

木更津むつみ保育園

×

●

さとの保育園

●

×

認定こども園 木更津みらい

●

×

公
立
保
育
園

ども園とは別の算出方法で、給食の有無は関

の子どもに給食の提供が必要。

係ない仕組みが浮き彫りになった。

桜井保育園・吾妻保育
園・中郷保育園・わか
ば 保 育 園・ 祇園 保育
園・久津間保育園・鎌
足保育園・請西保育園
木更津社会館保育園

私
立

厚生労働省管轄の保育園の委託料は、子

市 自前の給食施設の設置が原則。保育認定

「子どもが健やかに育つまちに
関する要望書」を市長に届ける

給食

園名

に給食が必要と考えるということで市の采
内閣府管轄のこども園は、土曜日保育を

市 土曜日給食の有無により影響しない。

保護者や事業者の不公平感を、是正する

むと、心豊かに育ちます。つらい気持ちになっ

1. 虐待などの市民からの通報は、市民が気軽

たり、困ったとき、周りの人に伝えてたすけて

に通報できるようによびかけを行う。時間

もらえると、自分は大切にされる存在なんだと

外・休日の場合は 24 時間対応の連絡先も

昨今、子どもを取り巻く環境は、変化してお

思うことができ、自己肯定感が育ちます。自分

併用してよびかけること。

り、子どもが巻き込まれる痛ましい事件もよく

の考えや意見が大切にされると、自分の意見を

2. 準要保護児童・生徒に対する就学援助の新

耳にします。いのちが守られ、大切にされるこ

表すことができます。自分の意見が理解される

入学用品費の支給日を入学前に行うこと。

とで安心して生きることができます。いじめら

と、ほっとします。そうすると、困ったときも

3. 子どもの声を騒音と感じる方への配慮も必

れたり、乱暴されたりしたら助けてもらえると

また話しやすい関係性が築けます。これらの相

要だが、過度に子どもの活動を委縮させた

安心して生きることができます。自分らしさが

乗効果で子どもの自己肯定感が育ちます。

り、また保育士

大切にされたり、心や体を休ませる時間を持て

そこで、子どもが健やかに育つよう、木更津

に過大な負担を

ると、自分らしく生きることができます。

市の今後の行政運営をすすめるうえで、次のよ

かけないように

学んだり、遊んだり、スポーツや自然に親し

うに要望します。

すること。

木更津市民ネットワーク会員 年会費 1000 円です。 随時加入受付中です。

暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク
【報告】デイサービスウォッチングバスツアー
地域包括支援センターの職員から“いまど

2017.5.23

バスツアーに参加して

きのデイサービスは「新しくてカフェ風」
「こ
じんまりと家庭風」「リハビリ系スポーツジ ◆

近い将来お世話になる可能性があるの

ム風」
「大きくて近くて」などいろいろありま

で前々から一度見学できたらと思っていた ①「ケアパートナー」 ②「さとの」

す”と聴いて企画したバスツアー。目標 20

ところ、タイミング良く４か所も見学でき 広い部屋で、ぬりえ、 開放的な窓、里山の自

人。参加希望者には、旅行のように当日の行

た。商店の近く、保育園の隣、病院のそばな 読書、器具を使っての 然、隣接の保育園の園

程や集合場所などの案内を届け、食事の希望

ど特徴があり、職員の対応も丁寧、自分なら 運動、将棋など各々し 児 と の 交 流 が で き ま

もとった。行き先だけは秘密のちょっとワク

ここかなとひそかに思った施設もあった。見 ていました。

す。ビデオをみながら

ワクドキドキのミステリーツアーに 17 人参

学させていただき少し安心。体に十分気を付

体操中でした。

加。バス内では、介護保険クイズをした。

けてゆっくり生きていきたい。

デイサービスってどんなところ

◆

【菅原】

８１歳の私より若くお元気そうな方々

が通われていることに驚きました。スタッフ

要介護認定された方が利用できます。家ま

さんたちに見守られてここに通われてるか

で送迎があり、写真➀②④は食事、入浴、お

らかと思いました。まだ少し元気が残ってい

昼寝もできます。食事代は実費ですが、介護

るうちに、自分の人生の週末に向けて準備を ③「イオンスマイル」

保険適用のサービス費用は、1 割（または 2

整え、いろんな意味で覚悟して生きなくて スポーツジム風。器具 喫茶店風。ちょうどコ

割）の自己負担です。まずは、お近くの地域

は。老いに甘んじず、考えたり、感じたりし を使って筋力アップに ーヒーの香りが漂って

包括支援センターで、要介護認定のご相談を

て有意義な一日でした。

しましょう。

【ＨＳ】 最適。

④「いわね潮の香園」

いました。

（そよかぜ）

今後の広域行政（木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市

「人生がときめく片付けの魔法」

）

市町村合併をせずに、個々の市町村はそのままで連携調整して取り組むことを

近藤麻里恵著

広域行政といいます。より効率的で、かつ質的にも向上した事務処理が可能とな

このタイトルを広告でみた時、
「自分ちの片付けを

ります。新火葬場整備事業も四市で進めています。

他人に教わる」というのがピンとこなかった。とこ
ろがこの本を夫がアマゾンで間違って買ったので読

上水道は今後単独ですすめると、老朽化対策などで水道料金は

んでみたら、なんと今では私のバイブル。そしてこ

高額になります。この状況を回避するため、水道は４市で広域連

れ、何回でも読みたくなる。前半はもっぱら片づけ

合を立ち上げ、Ｈ31 年４月の統合をめざします。現在、統合か

方だが後半が好き。とても精神的な内容なのだ。自

ら 20 年間（Ｈ31～50 年度）の基本計画を策定しています。

分の不用品をひとにあげてはいけないと言う。でも、
ものにはいのちがあると信じている私は、ものをゴ

ゴミ処理をしている木更津市にある㈱かずさクリーンシステ

ミ箱に捨てるのが嫌い。不要になったものも私には

ムは、４市で出資金を出しています。現施設の使用は、期間延

いらないけど、誰かが使ってくれたらいいなと、お

長したのでＨ38 年度までです。Ｈ30 年度までに、君津市、富

茶会の時などに、「これ使ってくれない？」と出し

津市、袖ヶ浦市のいずれかを次の候補地に選定する予定です。

ていた。
ところがこの本を何回も読み返しているうちにだ

木更津市の「へぇ～」クイズ

んだん染まってきた。先日は本をおいてすぐ、若かり

- 子ども虐待 -

し頃の皮のハンドバッグを 3 個捨てた。
「お世話にな

木更津市の 18 歳未満の子どもが受けている虐待は、今年度 4～6 月現在をみ

りました、ありがとう」と心をこめて。

宮下芳子

て例年と比較すると一ケ月あたり 47 人と急増しています(グラフ参照)。
虐待で、一番件数が多いのは、どれでしょうか。
①身体的虐待

②性的虐待

③心理的虐待

④ネグレクト

【答え】③心理的虐待 全体の 50%を占めます。
言葉の暴力や DV が日常的な環境で過ごすと、心

【つぶやき】毎月一回横浜の兄が電話をくれる「どうや、

木更津市
一ケ月あたりの虐待件数
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度

28
30
22
33

皆元気にしてるか。たまには連絡しろよ。心配してるか
ら。体にはきをつけろよ。大阪の兄も元気や。心配せん
でいいぞ」と教えてくれる■ただそれだけの会話だけ
47

れど、気にかけてくれている■私は電話をもらうと“あ

理的虐待を受けます。虐待件数が多いのは、5 月 GW 明け、8 月夏休み明けです。

ー、もう一カ月たったんだ”と自分が連絡しないことを

地域の気づきが早期発見につながります。虐待かと思ったら電話を！

反省している。わたしたち三兄弟だから、いつも気遣っ

子育て支援課☎23-7249 児童相談所全国共通ダイヤル☎189（24 時間対応）

てくれる。兄さん、ありがとう。感謝してます。(K.K)

☎36-0677 留守でも着信履歴により、のちほどお電話いたします) ＦＡＸ・メール 24 時間対応

