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平山光子活動報告

各地で相次ぐ自然災害

７月 末から 殆ど雨 らしい 雨は降 らず、 ８月は 、連

日最 高 気温 が３ ７度超 え・・ 、９月 になる と相次 ぐ

台風接近に戦々恐々とする日々が続いています。

これ まで 災 害が少 ないと 言われ ていた 大牟田 市で

した が、 今年 にな って、 凍結に よる断 水、大 きな地

災害の備えは自助が基本

・非常食 ３日分
インスタント食品、乾パン
クラッカー、缶詰など
・飲料水 ３日分
一人１日３リットル
・懐中電灯 ・救急用品 ・電池
・携帯用ラジオ ・洗面用具
・現金・健康保険証・常備薬
・衣類 ・貴重品 など

リュックサックなどにまとめて
おくと良い

～ 防災対策室 ～

大 規 模な 災害 時 、公 助は す ぐに
は届きません。まず備えを！

震 、 ゲリ ラ豪 雨、 そして 酷暑と 、大変 な状況 が続き

ました。

自然 の厳 しさ や 、災 害の リス

ク と 隣り 合 わせ に暮 らし て いる

こ と を改 めて 認 識し なけ れば な

りません。

市 では 、今 回の 災 害か ら得 た

様 々な 教訓 を もと に、 避難 所 設

置 の条 件や 、広 報 、支 援の あり

方など見直しが

行われました。

各家庭でも、

安全対策、備え

の見直しが必要

ですね。

№58

「ＦＭたんと」
（地域放送局）が開局
～ ラジオを ＦＭの７９．３メガヘルツに～

大牟 田市 、み やま 市、 荒尾 市を エリアと するコミ ュニティ 放送
局が ７月 に開局 して います 。役所の 取り組み 、イベン ト等、地 域
の 情報 が満 載で す。 私は、車 のラジオ をＦＭ７ ９．３に 設定して
聞いています。災害時には、なかなか届きにくい市からの情報を、
いち早く届けることが出来るとして期待されています。

「がんばらない生き方」って？

大牟田市健康づくり市民大会
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光 子 の 部 屋
２０１６

2016 秋号

前期の活動から

みんなの学校（大阪市住吉区立大空小学校）
昨年観た映画「みんなの学校」が、９月22日、大牟田文化会館で上映されました。
この映画の舞台大阪市住吉区の公立大空小学校は、どんな障がいがあっても普通教
室で共に学び、不登校も０の学校です。１月には、県下の仲間の議員と共に大空小学
校を訪れ、飾らないありのままの子ども達や先生方の姿を拝見してきました。また、
７月に、荒尾市の講演会で、初代校長木村泰子先生（昨年３月ご退職）のお話を
伺いました。「どの子も安心して来れるのが地域の学校のはず」と全教職員や地域
に訴え、共に厳しい子どもの現実に向き合いそれを実現されてきた取り組みです。
多くの不登校の児童生徒がいる本市はしっかりと学ぶ必要があると思います。

９月議会 ９月５日～２９日

2016 秋号

９月２４日

鎌田實先生の講演 「がんばらないという生き方」

諏訪中央病院の医師として、長野県の健康づくりの土台を作っ
てこられ 、チェル ノブイリや福島、最近は紛争地域の難民支援に
も取り組んでおられる鎌田先生のお話を聞きました。
「健 康はその こと自体が目的ではなく、幸せに生きることが目
的、そのために健康を目指したい。健康長寿のためには、
○食事は、減塩、野菜、魚、発酵食品を摂る。
○少しだけ人のために生きる（幸せホルモン
が出る）
」
がんばらない生き方とは、時々がんばらな
い時間を持ち、副交感神経を高め（リラック
スして）免疫力を高める生き方上手のことで、
鎌田先生の生き方そのものだと思いました。

講演後サインされる鎌田先生

大牟田市議会議員 平山光子 活動報告

昨年度の決算審査（２０日～２６日）を挟みますので９月は長丁場です。
13日一般質問を行いました。（詳細は裏面に）当日は、たくさん傍聴に駆
けつけていただきました。本当にありがとうございました。

大牟田市母と女性教職員の会 講演会
平山光子後援会
事務所
大牟田市原山町1-5
0944-53-1661

自宅
大牟田市倉永1651
0944-58-1252

9月17日、大牟田市母と女性教職員の会市大会が開催され、講演会が行われました。
講師は吉村春生先生（臨床心理士）演題は「心がかぜをひくとき」
いじめや不登校、引きこもりなど子どもの厳しい状況がなぜ増えているのか。背景は心のエネルギー
（安心感）不足。容量には個人差があり、感性が鋭い子ほど周りの空気や評

携帯

価を敏感に感じて負の感情をため込み、ある時、いっぱいいっぱいになる。

090-9077-0226
メールアドレス

子どもの安心の支柱である母親も安心できる環境が減っている、など、佐賀

mitsuko2007@tng.bbiq.jp

の「きみまろ」と言われておられる吉村先生の講演は、笑って、泣いて、と

ホームページ

ても心にしみるお話です。（詳しい講演内容はぜひネットで検索を）

www.mitsuko-hirayama.net

フェイスブック

※ 母と女性教職員の会の活動の一環として、今年も１１月には市長と教育長に陳情を行います。

wwwf.acebookc
. om/mtisukoh
. riayama7
.

「格差と貧困のないデンマーク」
９月１９日 北欧デンマークから学ぶセミナー
〜女性の政治参加が住みよい社会をつくる〜 （熊本 パレアホール)
国民の幸福度世界一の国デンマークの市議アンニャロン.クリステンセンさ
んと、デンマーク在住約５０年、研修施設なども設立され、デンマークと日
本を繋ぐ活動しておられる千葉忠夫さんの講演、そして、地元議員や弁護士
によるシンポジウムが開催されました。社会福祉国家、真の民主主義は早い時期からの女性の政治参画
で実現しています。経済大国ではないけど、安心して生きられる幸せ大国。「こんな国を子や孫には伝
えたい」フィンランドやオランダについての研修をした時もそうでしたが、今回も、強く思いました。
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９月議会
平山光子 一般質問報告
一主権者意識の現状と

要望 ２ あらゆる世代が、政治的リテラシーや主権者意識を 高めるため
の 学習 の場 とし て、 公共 施 設の 役割 は重 要。 政治 的 テー マでの 学習会
に は使 えな い とい った 誤解 がな いよ う 、規 則に 沿っ て適 切な 運用を。

校 教育 の中 で過 度の 抑制 が働 き 、必 要な 政治 教育 が行 われてこ な

事業のあり方等研究会」の最終報告書「主権者教育へ」には、
「学

昨 年 ６月 の 代表 質問 でも 取り 上げ ま した が、 総務 省「 常時 啓 発

の 比率や、就労環境、賃 金格差を見ても明らかなように 、日本は、女

市で も条例が作られ、取り組みが 進められています。しかし、管 理職

９９年、男 女共同参画社会推進法が制定さ れ、２００６年には大牟田

男 女 共 同参 画 社会 の 実 現は 、 国 の緊 急 重要 な 課 題で あ ると して １９

二 第２次大牟田男女共同参画プランについて

か った こと が 若者 の政 治離 れに つな が って いる 」と 繰り返し 指摘
性が個性や能力 に応じて十分力を発揮できる社 会環境が十分ではあり

求められる主権者教育について

されています。この指摘を中心に質問しました。
ません 。世界経済フォーラムの男女平 等指数でも１４５カ国中、１０
役割意識が未だ根強く、意識啓発が大きな課題です。

１位 という大変低い評価です 。本市でも、男は、女は、とい う固定的

１．参議院議員選挙の結果と今後の常時啓発
「１８歳選挙権」が導入された参議院選挙、本市の２０歳代の投
票率が３３．０２％、１９歳が３７．３６％だったのに対し、１８
現 状や 展望 と 、意 識啓 発の 取り 組み の成 果 と課 題に つい て尋ね 、市

１．取り組みの進捗と課題

成果と言えます。選挙管理委員会には、今後も主権者教育に力を入
長か らの 積極 的な 発信 と 、市 民が 広く 目に する 広報 お おむた を使っ た

歳は４７．７３％でした。高校での出前授業や模擬投票が行われた
れること、また、最終報告書に指摘されている「明るい選挙推進協

２．男女混合名簿の実施状況

啓発など、当局の一層の取り組みを要望しました。

２． 常時啓発事業のあり方等研究会最終報告書が求める方向
質問 公簿 （出 席簿等 ）で性別 によら ない名簿 （男女混 合名簿） を使用

議会」の組織や取り組みの活性化を図ることについて要望しました。

質問 最終報告書には、「若者の政治離れが学校教 育と深く関わって
している学校数は。

答弁 小・中、特別支援学校３０校のうち２３校。

いる。政治的テーマを取り扱うこと自体が政治的中立性に触れると
してタブー視されてきた」と指摘し、新たな主権者教育の展開を求

質問 本市 で混 合名 簿が進ま ない中、 推進委員 から、意 識の問題 が指摘

もし、 診断結果で建て替えが必要とな った時は少なくとも約６０億

なりました。
（９月の補正予算で約３６００万円）

平成３１年度に実施 予定だった耐震診断が前倒しで実 施されることに

壊し、大牟田市の庁内でも、 また市民の方からも不安の声が 上がり、

すが 老朽化が進んでいます。熊本地 震では宇土市等、各地で庁舎が 崩

大牟田市役 所は、昭和十一年に建設され文 化財にも指定されていま

大牟田市庁舎の耐震診断に補正予算

９月議会・決算特別委員会報告

名 簿未 実 施校 には 、実 施校 の評 価 を届 ける 等、 積極 的な 指導 助言を。

が 触れ ただ け等 、研 修 や教 職員 の意 識に つい て大 き な差 がある 。混合

要 望 講師 を招 いて 研修を 行った学 校もあれ ば、わず かな時間 で管理職

答弁 男女共同参画教育について職員研修を深めるよう指導している。

され 、学 校で 研 修を 深め るよ う意 見が 出 され てい る。 研修 の状況 は。

めている。教育委員会の見解は。

答弁 教育基本法を遵守し、発達段階や学校の実情に応じて、具体的
な実践、体験活動等の授業を工夫するよう指導していきたい。

要望１ 学校では、過度の抑制が働いたままで、政治的テーマを取り
扱うことは中立性を逸脱しているといった認識が広がっている。教
職員を萎縮させることなく、求められている新たな主権者教育の創
意工夫ある実践が進むような指導を要望する。

三 教育環境の諸課題について
１．学校トイレの改修
学校トイレは、全国的に整備が遅れており、５ｋ（臭い、汚い、
暗い、怖い、壊れている）と言われます。子ども達が一日の大半を
過ごす学校施設は適切な環境を保つことが必要で、改善を求めまし
た。本市の学校トイレ洋式化率は昨年度、全体で５１．６％、まだ、
５０％未満の学校が６７％あり、今後は学校の要望意見を受け各学
校で５０％以上になるよう取り組んでいきたいとの答えでした。
質問準備の中で県全体で改修が遅れており、大牟田市は進んでい
る方だとわかりました。
（全２８市の中で６位でした）

円の財源が必要との試算ですが 、本市の庁舎建設積み立て基金 は昨年
末現在１６億９千万円 ほどしかありません。市は、最 低でも２０億円
は積み立てたい として、今年度から毎年１億円 ずつ４年間積み立てる
予定です。

決算特別委員会での平山光子の意見要望
○学 童保育 所（クラブ）の整備 ＝夏休み期間中も含めて、希望 する児童
全員 が入所 できるよう整備を。
（保健福祉部へ）
○住 基カー ドによる証明書のコ ンビニ交付＝市民の利便性と事 務の効率
化を 目指す として導入されたが、交付 件数は当初の目標を大きく下回
っ て いる 。（ マ イナ ン バ ーカ ード での 交付 を進 めて いる が） 高齢 化の
進む本市に合わせた市民サービスの向上に努められたい。
（市民部へ）
○特 別支援 教育支援員につい て＝学校からの要望に応え必要 な配置がで
きるよう、支援員の配置数や勤務時間等の充実を。 （教育委員会へ）
○本市児童生徒の不登校について＝大変厳しい状況が続い
ており、本市の将来に関わる問題でもある。学校現場の
教職員の声もしっかり把握し、改善に向けさらに努力を。
（教育委員会へ）
○男女共同参画施策の推進について＝広報おおむたでの更
なる周知や、イベント企画の工夫等を通して、市民意識
の更なる啓発を。
（市民協働部へ）
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２．就学援助
２０１４年１２月議会で質問した対象品目の拡大や修学旅行費キ
ャンセル料についてのその後の検討、福岡市などで実施している新
入学児童生徒学用品費（入学準備金）を前倒しすること、修学旅行
費の上限額が文科省の基準額よりもかなり低いこと（他市は上限を
基準額、又は実費）等について質問し、改善を求めました。キャン
セル料については事情に応じて検討するという回答がありました。

３．不登校の現状と支援
質問 本市の不登校の現状と現状についての見解は。
答 弁 平 成２ ７ 年 度は 小学 校 ５６ 名 （ １５ 名増 ）、中 学
校１３１名（２ ２名減）が不登校。 中学校は改善傾向
だが、厳しい状況にあると認識している。

質問 全体の人数も減っている。出現率ではどうか。
答弁 小学校が１．０４％、中学校は４．８６％
要望 ２０１２年の中学校出現率は４．８３％で改善
傾向とは言えない。２００７年から調べているが、
５％前後が続いている。本市の不登校の出現率（割
合）は全国や福岡県平均に比べて倍近く深刻。
本市は、特徴的な取り組みが進められているが、
やり過ぎるとマイナスでは。子供に関わる教師の時
間を奪ってはいないか。現場の意見を聞き、安心し
て学べる楽しい学校づくりを進めていただきたい。

2014（Ｈ26）年 不登校出現率（復帰率）
大牟田市
福岡県
全国平均
小学校 0.76(29.3) 0.37(41.2) 0.4 (33.2)
中学校 5.48(19.6) 3.05(33.2) 2.88(31.0)

