市内の小規模事業所の振興は
副市長 商工会議所との
連携を強化します！
平成 年９月本会議では 一問目 鳥羽市の「企業誘置」策 事業拡大や既存企業への支援

があるのかを、把握する

ういうビジネスチャンス

みを持っているのか、ど

何か。

ていますが、その成果は

をして、活動を進めてき

市は全国の大学と連携

人口減少のなかで若者
置の拡充等を行いました。１

年間賃料を無料とする優遇措

業者で７７・７％です。

経済センサスでは１０６６事

浜口農水商工課長 ２４年の

数と割合は。

援を含めて、情報の共有を図

興法の定めに基づき、財政支

木下副市長 小規模企業振

いくのか。

者への支援をどう進めて

いたが、今後小規模事業

や学生と共同研究による提案

見識者としての政策への提言

す。いろいろな分野における

好協力協定を締結しておりま

成１６年３月に三重大学と友

との連携につきましては、平

の知の拠点であります大学等

はどのようなものか。

皇學館大學との連携内容

新たに進められている

添えになっています。

化への施策展開には大きな力

はもちろんのこと、地域活性

計画の立案、推進、調査研究

教育長 積極的に進めていきたい

での学習支援は

皇學館大学との連携

浜口企画財政課副参事 地域

ことが必要ではないか。
そこで、その事業者に
対して、鳥羽市が何を支
援できるのか、どういう
手助けができるのかとい
うことを示すことが大事
だと思います。
これまで企業振興は商

が働く場所の確保が大き

８年度以降、市長のトップセー

小規模企業を振興する

り、商工会議所との連携を一

工会議所まかせになって

な課題です。第二工業団

ルスや東京在住職員の訪問な

上で市内の各事業所が抱

など、市の施策推進に大きな

鳥羽市の小規模事業者

地への企業誘致活動はど

ど延べ１１４件を実施しまし

層強化しながら取り組んでま

ついて、一般質問を行ないました。

のように進めてきたか。

えている問題、悩み、そ

で、

月

日に加

に文化、教育、学術等の分野

で連携のほか、地域の活性化

と人材育成を図る内容になり

ます。

皇學館大學とは距離が

メリットである 。学生の

委員会が文部科学

茂小学校環境美化

浜口企画財政課副参事 既

た。

浜口農水商工課長 平成 年

役割を果たしているとともに、 に締結している伊勢市と同様

島の旅社 総務大臣賞、加茂小学校 文部科学大臣賞

コンクール秋花壇

いりたい。

た要因は何か。

企業誘致ができなかっ

貸方式も併用して、企業の選

浜口農水商工課長 スラグ問

況変化で現在に至っています。

素の土壌問題などや景気の状

題、アクセス条件の不利、フッ

択肢をふやすとともに、１０

より分譲を開始して以来、賃

11

（早期に企業誘致と活用が望
まれる松尾第二工業団地）

した。

教育研修として、市内小

近いということが一番の

☆鳥羽磯部漁協浦

中学校の学習支援に協力

大臣賞に選ばれま

族館など地域と連

村支所アサリ研究

してもらうことができな

浦村アサリ研究会 秋の園遊会招待
化優良事例の総務

携し、交流人口の

会が昨年農林水産

いか。

今後の企業誘致策は。

大臣賞を受賞しま

増加や島の経済効

大臣賞を受賞。浅

き続いて努力してまいります。

日に三重
県営サンアリーナ

した。この日は代

果を生んだことが

月

で行われた、「全

表で浜口加奈子さ

☆

現在ある市内の企業を

国過疎問題シンポ

企業誘致の話があるので、引

育てて、事業拡大や支援

われた秋の園遊会

日赤坂御苑で行

積極的に進めていきたい。

４名来ています。これからも

學の学生ボランテアが４校に

斉藤教育長 現在皇學館大

評価されました。

月

んが賞状を受けま

てはどう考えるか。

に招待されました。

尾大輔代表が

する「企業誘置」につい

した。

の教育に役立てる

☆花壇作りを学校

ジウム 2014
年」
で、鳥羽市の島の

立され、海女小屋
浜口農水商工課長 企業がそ

年前に設
旅社推進協議会が

フラワー・ブラボー・

10

9

9

体験、浮島自然水

28

10

10

過疎地域自立活性
こで事業を継続していくため、

10

木田市長 現在大企業関連の

やったね！おめでとう！

この事業者がどういう強

について。二問目は鳥羽市と皇學館大学との地域連携協定に も大切と認識しています。
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規律化を各家庭で実践してい

者である保護者や地域の考え

れない形での公表も一考に値

く必要があると考えられる。

現在長岡診療所横にある教

文教産業常任委員会では昨
援員制度をこれまで以上に拡

て、市単独予算による学習支

争を生むことも考えられるた

おいても、序列化や過度な競

各小中学校長のヒアリングに

公表については、市教育長や

るのかといったプロセス自体、

どのように改善が図られてい

学力・学習状況調査を受けて

の学力に対する関心や、全国

とは控えたい。しかし、本市

表の是非に対して立ち入るこ

全国学力・学習状況調査の公

力を向上させる最大の要因は、

本委員会としては、基礎学

顕著となってきている。

グループと低位グループ）が

タコブラクダ型…学力の高位

近年は基礎学力の二極化（フ

これまでの調査において、

④各家庭や地域へお願い

ては調査終了後も継続して研

そのためにも本委員会とし

ことについての議論をしてい

礎学力向上の鍵と言え、この

つことが本市の児童生徒の基

はもちろん、地域も関心を持

今後、当事者である保護者

また相差老人クラブから事

で住める家をさがしています。

たいという希望があり、町内

る人が市外から家族で移住し

相差鰤大敷組合に勤めてい

の政治的中立を保つ観点から、 高めてもらうよう要請する。

年６月から「鳥羽市の児童生
充し、子ども達の学びをサポー
め、性質上馴染まないとの意

市民や市議会があまり関心を

家庭学習への保護者の目配り

ついて政策提言をしました。
供を実施されたい。

し、より良質な読書環境の提
差が有り、危機感を共有する

する保護者や地域間の意識の

見が出された一方、学力に対

仕方については、市教育委員

今後、公表の有無や公表の

ては、反省すべき点である。

している、「早寝早起き朝ご

する。また、先進県でも実施

強化が必要ではないかと考察

らご覧いただけます）

は、市議会のホームページか

（調査報告書の詳細について

究していく所存である。

早く何とかして欲しい。

かどうかを検討中とのこと。

各課で定住促進で活用できる

担当課では県や庁内の関係

要望書も出ています。

（政策提言を抜粋）

②教育ＩＣＴの利活用促

飯」を目標とする家庭環境の

いて、その費用も負担してい

鳥羽市の介護施設に入所して

昼食には玄米ごはん、鮭のチャンちゃ

高取保育園の基本方針
ている大分県の下之郷農業協同組合か
、伝統の食べ物（身土不二）を摂る。 ら購入しているとのことです。

今回のたよりは、「鳥羽市

羽市の負担になるとのこと。

る前に鳥羽に住所を移せば鳥
土によく合ったものを食べる。

の児童生徒の基礎学力向上を

への政策提言を掲載。硬い文

章ですが、決意も固いですよ。

「世古やすひで」ホームページを開設しています。市議会や市政、たよりへのご意見はメール sekoyasuhide＠gmail.com へどうぞ。

鳥羽羽市の児童生徒の基礎学力向上を

するのではとの意見もあった。 方も広く聴いたうえで検討し

以上は各家庭での自助努力で

員住宅の活用を教育委員会に

相差教員住宅の
活用を要望

て頂き、学力に対する関心を

あるため、あくまでお願いと

要望しました。

本委員会としては、教育へ

いう形にはなる。

徒の基礎学力向上を推進する
トする体制の構築を早急に実
見が出された。市教育委員会

寄せていなかったことについ

推進するための政策提言を
教育委員長と市長に提出！

た。委員会では去る十月二日、 施されたい。

ための調査」を進めてきまし
また、学校図書館の充実や
との懇談においても同様の意

務所に使わせてほしいという

調査結果報告書を教育委員長
図書館司書（整理員）を補充

①教育予算の拡充による

会の判断だけではなく、当事

魚なら頭からしっぽまで、野菜は根

るからなのか」という質問を

番高いのは、鳥羽市外の人が

市の介護保険料が三重県で一

編集後記 市民から「鳥羽

という点では、個人が特定さ

きびなど）を摂る。

国内産の穀物（米・麦・粟・ひえ、

進について

どもも男性の保育士も本気になってジャ
ンプやブリッジをしています。子供た
きっぱなしで、大きな息づかいもなく

も葉も丸ごと食べる。皮を捨てず、あ

、一物全体（丸ごと食べる）

「ここでは園庭でも子供たちは裸足で

集中して演技。遊戯でなく運動がここ

いただきました。担当課に問

ちの体も柔らかい。一時間びっしり動

遊んでいるんですよ。日本の和食を取

く抜き、ゆでこぼしせず料理する。

とり）保育園を行政視察しました。

月 日に福岡市にある高取（たか

福岡市高取保育園を見学

各種支援について
力向上には不利な事情が存在

本市は地理的条件から、学

教職員の本来業務である児童
段の一つとして、情報通信技

する。この状況を解消する手

ていくためには、第一に人的
術（ＩＣＴ）を用いた教育支

生徒の基礎学力向上を目指し
支援が必要不可欠と考える。

ろと身体を鍛えるという。

の費用は元住んでいた市が負

担するという「住所地特例」

ん焼き、自家製の味噌汁などを試食。

推進するための調査」で文教

という制度があります。しか

、 季節のものを摂る。
四時間にわたる見学を終えて、以前
旬のものを食べるのが一番。自然は、 私が実践していた「自然卵養鶏」を思

産業常任委員長として執行部

し、市外の人が施設に入所す

いおこしました。給食の地産地消やリ

先祖伝来の食べ物、日本の季節、風

冬は体を温め、夏は体を冷やす食べ物

ズム運動、男性の保育士増員の考え方
、主食は玄米。

など学ぶことが多い視察でした。

を与えてくれる。

食材は有機無農薬野菜等を生産し

い合わせたところ、介護保険

り戻すことが大事です。給食は玄米菜

、正しい食べ方

、感謝の心でいただく。

腹八分目で、一口 ０～１００回噛む。

6

援の積極的な導入を検討され

食にしてから

年になります。それに こ ど も の 健 康 な 心
と体は食生活から
より落ち着いて、きれない子供が育っ

ています。肥満児はいない。」と話す

歳児のリズム運動を見学。これが

のは園長の西 福江さん（ ）。
すごい。太鼓のリズムにあわせて、子

5

このことについて本市とし
たい。また、併せて研修によ
る教職員の情報化リテラシー
（情報や知識の活用能力）の
向上や、校務管理の活用によ
る負担軽減等も促進されたい。

③全国学力・学習状況調
査（通称 全
：国学力テス

84

6

20

で

ト）結果公表について

８月２６日に公表された平
成２６年度調査では、三重県
と全国平均の正答率（％）は、

22

4
1

2

3

小学校、中学校で依然、全国
平均を下回っている。
全国学力・学習状況調査の

10

5

各小中学校の学校現場では、

ひ

く必要がある。

り
と市長に提出し、次の四点に
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