市長の教育への権限が増すが
市長 よりよい教育に
進んでいきたい！

「不足」が５６ ５％となっ

の活性化にどう活かして

が６３ ８％と最も高くなっ

ており、理由は「採用が困難」

青少 年や 若者 の声 を 市

いくのか。

.

画後期基本計画策定のための

を対象として、第５次総合計

の取り組みで市内の中・高生

企画財政課副参事 今年度

ております。本市の民間介護

がきつい」が４８ ６％となっ

低い」が５５ ４％、「仕事

ている。その原因は「賃金が

若者の声を市の活性化にどう活かしていくのか

企画財政課副参事 意識調査を今後の計画に

員会を代表することになる。

員会の会務を総理し、教育委

市長 公の場で教育委員会

ことについての考えは。

綱を作成する権限が増す
二問目 若者の声を市の活

鳥羽市社会福祉協議会

じめ等の問題に迅速に対応で

責任者かわかりにくい。②い

育委員長と教育長のどちらが

については、経過措置により

市における教育委員会の組織

教育委員会総務課長 鳥羽

いつ変わるのか。

場を預かる小中校長会へ、充

◎今回の改正内容を教育現

んでいきたい。

い鳥羽市の教育に向かって進

治には一人ひとりの行動が、

て希望を持ちにくい。特に政

低下については、将来に対し

総務課長 若者の投票率の

策定に反映してまいりたい。

見を十分考慮し、今後の計画

いきたいかなど、出された意

思い、将来どんなまちにして

鳥羽市社会福祉協議会へ確認

態の把握はしておりませんが、

県なので、市内の事業所の実

健康福祉課長 指定権者が

意識調査を行ったところです。 導をしている。

度の給料を上げるよう指

四つ目には、市長は、市長・

これらの意識調査の結果を

四月から新地方教育行

性化にどう活かしていくのか。

教育委員会により構成される

向性を決めていくことで、そ

と協議をして、教育行政の方

政法が施行されるがねら

総合教育会議（教育大綱を作

きていない。③地域の民意が

したところ、平成 年度から

分説明するよう教育長に要請。 政治を変化させることにつな

教育委員会総務課長 一つ

改正の内容は。

これらの課題を解消するため。

責任を果たせるようにする。

地方教育行政に国が最終的に

現教育長の任期の満了日であ

認識しているのか。

の職員の改善については、

いは何か。
成）を設けること。

通して、今、青少年を含む若

当たり１万５０００円程

る賃金を、常勤職員１人

国は現場職員の懐に入

ないかと考えています。

職員は不足傾向にあるのでは

事業所におきましても、介護

.

若者の政治離れをどう

反映していきたい

.

がっているという実感が持ち

三問目 介護職員の処遇改善

ると聞いています。

処遇改善の制度は活用してい

処遇改善は

が７５歳以上となる２０２５

健康福祉課長 団塊の世代

に進めていくのか。

介護職員の育成をどの様

離島を抱える鳥羽市で、

について

来年から選挙権年齢が
歳に引き下げられるが、
投票率向上への策は 。
総務課長 青少年全体の投
票率向上のためには、新たに

への広報と以前開催したこど

うに把握しているのか。

介護現場の実態をどのよ

地域包括ケアを確実に進めて

れています。本市においても、

の介護職員が必要であるとさ

年度には、最大約２５０万人

も議会のような取り組みを通

健康福祉課長 介護労働実

いくために、国・県の動向を

健康福祉課長 進められている

じて、青少年が政治にかかわ

態調査によると、介護サービ
とも考えられます。

る身近な体験を積んでいくこ

選挙権を持つ 歳、 歳の方

社会福祉協議会の

にくい状況になっている。

21

注視しつつ検討していきたい。

19

目は 教育委員長と教育長を

18

スに従事する従業員の状況は

18

一本化して、新たな責任者、
新教育長を置く（新教育長の
任期は三年）。
二つ目には、教育長は市長
が議会の同意を得て、直接任
命・罷免を行うこと。
三つ目に、教育長が教育委

（上の写真は昨年12月に行なわれた総選
挙の年代別投票率。20歳代は32、6％。
30歳代は42、1％と低い。４月12日付
け中日新聞の記事より）

十分に反映されていない。④

教育委員会総務課長 ①教

.

進められているのか。

総合教育会議を主宰。大

市長は教育長を任命し、

平成 年３月６日の本会議で、「鳥羽市の教育について 」 る平成 年９月 日まで現行
「青少年の声を鳥羽市の活性化にどう活かしていくのか」 のまま存続します。

一問目 鳥羽市の教育につ

30

の責任を感じながら、よりよ

いて

28

い年代が鳥羽市をどのように

「介護職員の処遇改善について」の三件を一般質問しました。

27
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だより

佐田浜発 答志和具行き
午後八時台の最終便を提案
文教産業常任委員会で提案

市営定期船答志航路で
佐田浜発午後八時台で答
志和具までの最終便の要
望はあるのか。

たいと要望しました。

いいね！
新年度予算

畔蛸町 分 秒→
相差町 分 秒→

分 秒、
2843133702413012

歳未満の子供が 人以上い

分 秒、 る世帯に経済的負担軽減や地

2 1411 7 7 5 4 3

者からの要望はあります。

が、高校へ通学している保護

での町内会からはありません

の整備をするという観点でも

道路と同じであり、社会基盤

定期船は公共の交通機関で

島外へ共働きの家庭もある。

近に開所。 現在の消防署か

平成 年４月から相坂峠付

５，１６１万７０００円

新築工事及び備品購入費

政府の地方創生の事業で、

６，０００円

鳥羽市全体で７６１万

れます 。やったね。

事業で「珠光」等が贈ら

②とばっ子多子世帯支援

の勝利です。

◎教育環境の向上と子育て支援に努めます。

伊勢エビ 万円相当

円分の商品が買えます。

地方創成の国庫支出金を活用

⑥「漁業と観光の

連携事業」

海女さん応援基金（仮称）

物の高付加価値化および６時

の従事体験を通して、農水産

保護に活用する仕組みを作る。

海の環境保護及び水産資源

５００万円

付き宿泊 プラ ンを創 設

産業化を推進し、地域に定住・

漁業振興と観光魅力アップを

地域の課題支援、農林水産業

就労することを目指します。

て、高齢化・後継者不足が深

刻な漁業集落に、隊員１名を

募集します。隊員には、海女

の見習いを中心に、地域の課

題支援、海女振興協議会など

の活動を通した海女文化の情

報発信を行い、地域に根ざし

た活動を経て、地域に定住・

就労することを目指します。

④集落支援員事業

５２０万円 二地区

鳥羽市内の地区と長岡地区

（国崎、相差、畔蛸、千賀、

堅子）の活性化を図るため、

国の集落支援員制度を活用し、

集落点検などを通して地域の

課題を共有し解決策や活性化

に向けた事業を行います。

⑤緊急経済対策 プレミ

アム商品券発行事業

２６１２万３０００円

市内での消費需要を起こす

ため、 割のプレミアムがつ

いた商品券を発行します。

万円の商品券で 万２０００

ないことにつながりませんか？

すことはみなさんの声が届か

も必要です。議員定数を減ら

ためには、多くの目と耳と口

市民の声を行政に反映させる

様々な視点からより多くの

議会、議員の大きな役割です。

行政のチェックをするのが

めざすべきであると思います。

減でなく、議員の質の向上を

です。議会は定数や報酬の削

表者である議会の大きな役割

仕分けをできるのは市民の代

仕分けをすることです。事業

「何をガマンするか」は事業

た方が経費削減できます。

「何をガマンするか」を考え

議員一人削減するよりも、

選択」が必要になってきます。。

を維持するために「ガマンの

ません。必要な公共サービス

いてもらう」事では済まされ

これまでの「ちょっと待って

高齢化と人口の減少により、

編集後記 「議会の役割は？」

図ります。

人以上の世帯は精米 キロ
と あわび６，０００円相当、
伊勢エビ 万円相当、加茂牛
キロ

③地域おこし協力隊事業
全体で２，０００万円
◎離島答志地区
都市部から移住し、「島
の旅社」を拠点に体験メニュー
のコーディネートや新しいメ
ニュー開発、民泊等のモニター
ツアーなどを実施することで
島の魅力発信を目指します。
◎神島地区
地域おこし協力隊を神島
町に 名常駐させ、グループ
ハウスの利用促進、サービス
の開発、生活支援の担い手の
養成を行う。
◎加茂地区・浦村地区
地域おこし協力隊を農業分
野・水産業分野で 名ずつ募
集します。隊員には、地域の
生産物の調査や掘り起こし、

海女漁業の後継者対策とし

◎石鏡地区

千賀町 分 秒→ 分 秒、 域消費、地産地消の推進を目
的として鳥羽の特産品を贈呈
堅子町 分 秒→ 分 秒、
財政的に非常に厳しい中、
します。
国崎町 分 秒→ 分 秒、
定期船課 現在の経営状況 各職員の努力により、様々な
人以上の世帯は精米 キロ
石鏡町 分 秒→ 分 秒、
は厳しい。国からは料金を上 交付金、補助金を獲得してい
（特別栽培米 珠光）
本浦
分 秒→ 分 秒、
げるよう言われている。今後 ます。それについては大いに
３人以上の世帯は精米 キロ
道仏
分 秒→ 分 秒、
引き続き課内や運営航路審議 評価を致したいと思います。
とあわび６，０００円相当
南鳥羽住民の長年の願いが
会のなかで検討していきたい。 多くの新規事業のなかから
人以上の世帯は精米 キロ
クリーンヒットをあげました。 実現します。これは地域住民
とあわび６，０００円相当、

答志地区から高校へ通学し
利便性の向上は必要である。

ら各町までの到着時間が、次

高校生の通学だけでなく、

ている学生が、クラブ活動を
新造船の建造に合わせてダ

のように大幅に短縮されます。

はないか。鳥羽市に定住して

◎女性・若者・中高生の声を市政にとり入れます。

10

10

定期船課 運営航路審議会

終えてから帰宅するには現在
イヤの改正を検討をして頂き

鳥羽の「ひと・しごと・まち」

を創ります！

もらうと言う観点から検討が

◎健康で元気に暮らすため、介護予防を推進します。

ひ と！ やっぱり、鳥羽の人材育成。

必要ではないか。

しごと！ そうだ、経済が第一。
◎「漁業と観光の連携」を深め、地産地消をすすめます。
◎付加価値をつけた「鳥羽ブランド」の開発に努めます。
◎中小企業を支援し、働く場所の確保に努めます。

ま ち！ 鳥羽が好き、好き。
◎災害に強いまちづくりをすすめ、安心して住めるまちをめざします。

1

①消防署南鳥羽出張所

桃取まで保護者が迎えに行か
それにより伊勢へ下宿する

なければならない状況である。
学生も出てくる。一度伊勢へ
下宿した学生はまた鳥羽へ戻

3455372621004931

◎郷土の歴史・伝統文化を守り、ふるさとに誇りをもてるまちづくりをすすめます。

初心に帰り、発想を変えて活動をすすめます！
いつもこころあたたまるご声援に感謝申し上げます。

2

へどうぞ。

「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Ｇメール sekoyasuhide＠gmail.com

2

1

ると言う事は少なくなるので

1217212121201817

市民の声を行政に届け、チェック機関としての議会の役割を果たすよう活動します。

1

1

10

1

18

2

4

5

10

2

1
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