長与町議会議員
笑顔で暮らせる長与のまちづくりを目指します

ごあいさつ
やわらかな日差しに春の訪れを感じます。
皆さまの日頃からのご支援に心から感謝申し上げ
ます。
この季節は異動・転勤・お引越し・入社・入
学・卒業・退職など、新しい生活が始まった方も
たくさんおられます。また地域では、小さい体に
真新しいランドセルや駅などではスーツ姿のフ
レッュマンの皆さ
まの姿も見られ、
まさに息吹を感じ
ワクワクした気持
ちになります。

あいばあつ子の活動報告
１第4回議会報告会
平成29年１月２８日（土）
14：00～15：30
上長与地区公民館 、北部地区多目的研修集会
施設 、長与南交流センター の3カ所で実施
①予算、決算について議会報告
②地域の課題について意見交換
私が参加した南交流センターでは
「長崎都市計画道路 西高田線と高田南土地
区画整理事業の進捗状況と見通し」

「人の一生は人の出会いを通して、心を養い、考
えを深め、生き方を探る」と言われます。私も議
員2期目になってから、はやくも2年が経過した
こととなり、マラソンで言えば「折り返し地点」
ということになります。行政の持つ情報を町民の
方とともに有効に使って課題解決をしていくため
に、皆さんの声を聞く大きな耳を一層研ぎ澄ま
し、代弁者としての声を発していきたいと思いま
す。これからもしっかり頑張っていきます。

議会運営委員会 調査報告
平成２９年１月６日 県立シーボルト大学にて
★『町の活性化に向けて! ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学と意見交換』

その中で「公共施設等の料金改定」について
の質問がほとんどでした。
問
答

４月１日から公共施設の使用料が有料になっ
た。その経緯を聞きたい。
税負担の公平性の確保の観点から改定とな
る。又、施設の老朽化の問題。行政サービス
も継続していくためには、町民の皆さまに負
担をしていただきたい。等

スポーツ団体や⽼⼈会関係者から声が上った
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３月議会

西彼杵郡長与町まなび野3-16-13

メンタルヘルス対策は組織
の重要課題です

○
問 職 場 の高度化、煩雑 化 により職 員 の負
担は大きくなり、大変な ストレスを感 じる
ことも少なくありません。メンタル ヘルス
対策として、労働者がプ ライバシーを守ら
れた環境 の中 で、気兼ねなくカウ ンセラー
に相談 でき る体制や、自分 のメンタル ヘル
ス不調に早く気が つく ことが でき る環境が
必要です。メンタル ヘルス問題は、職員個
人 の資 質 の問 題 では な く、住 民に良 質 な
サービ スを提供するためにも、組織として
重要な課題であると考えます。そ こでスト
レスチ ェックを実施 した結果を伺 います。
○
答 ストレスが 高 い職員は 人 です。
○
問 高 スト レ ス者 へ の対 応 に つい ては、
今後どうや っていく のかお伺 いします。
○
答 医療機関 への受診を勧奨する文書配布
産業医による面談、 電話相談等を受けやす
い環境を つくり、相談 の機会を拡充 してい
きます。

饗庭 敦子

あつ子

あいば

３月議会町民への説明と周知は十分
ですか
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住民の皆さんには、公共施設
等の料金改定につきまして12月
の議決後、賛否両論多くのご意
見を頂きました。
その後減免措置を拡大したこ
とは評価できます。一方では相
反しますが、財源確保、財政健
全化の面では、目的にそぐわな
い所もあり、非常に悩ましい問
題だと思います。住民の方への
負担を考えながらも断腸の思い
で12月議会で賛成しました条例
であり、財源確保と減免のバラ
ンスを考え、これからも長与町
の未来に向けて何が大切か真剣
に議論していきます。

○
問 公 民館 ・スポ ー ツ施 設など の使 用料は、
月議会定例会 で可決 し４月１日から改 正に
なります。使 用料に つきま しては、 「
税負担
の公平性 の確保」 の観点と、
町 の厳 しい財政状況 の中 で、
公共施設 の管理運営費 の 一部
負担をお願いする見直 しであ
ります。説 明を受け、議会 の
中 で審議 し議案に賛成 しま し
た が、そ の後 の議 会 報 告 会
や、住 民の方々から多く の賛 否両論 のご意 見
を頂きま した。そ の中 で、突然 の料金見直 し
への不信や、皆さん の声を聞いていな い状況
が 浮き彫りとなりま した。そ こで、お尋ね し
ま すが、 町は 住 民 へど のよ うな 方 法 で周知
し、十分な説明を行 ってきた のでし ょうか。
○
答 １月 日にホ ーム ページ、 日に、各自
治会 へ回覧配布、 ２月から４月号広報なが よ
へ随時掲載を予定。また、関係団体 への説明
は、 ２月１日に町体育協会 の単位協会長 へ、
２月 日全 員協議会、 日に町 のスポ ーツ振
興審議会、 町体育協会 の単位協会長 へ、 ３月
２日に体育施設等登録団体 へ説明しま した。
○
問 減免措 置が 拡 大 しているが 対象 団体はど
れくらいですか。
１２

○
答 ２３９団体 のうち に、 歳 以上 の団体が
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、中学生以下の団体が 団体 です。
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電話 095-887-5245
FAX 095-887-5245
携帯090ｰ2085ｰ8358
ホームページ http://aatsuko.jp
メールアドレスaaiba@aatsuko.jp

ストレス
チェックの
結果は如何
でしたか？
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長与町議会議員

メンタルヘルス
研修の1コマ
です。

一般質問 行政に問う

