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「活動報告」
交差点の安全対策

街頭募金を実施

太田町小見殿交差

台風第 7 号及び前線等に伴う大雨災害に

点は照明が無く暗

より、西日本を中心に甚大な被害が出まし

いので設置して欲

た。岐阜県は津保川が氾濫し関市でも甚大

しいとの要望をお

な被害が出ました。私たちは 8 月 11 日に

受けしました。土

アピタ美濃加茂店の好意で入口をお借り

木課と協議してこ

して平成３０年 7 月豪雨災害の被災者救

の度、設置してい

援募金を行いました。大勢の皆様に真心の

ただきました。

募金を頂き感謝申し上げます。この義援金
を日本赤十字社岐阜支部に寄託しました。
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ごあいさつ

３Ｐ 一般質問と返答・ワード

２Ｐ

一般質問と返答

４Ｐ 活動報告・法律相談

《ごあいさつ》

小山地内の市道は幅員が狭いうえに勾
配があり朝晩のラッシュ時は通り抜け
危険だとのご相談
を受け防災安全課
に相談しました。
ドライバーに注意
喚起のための看板
を設置していただ
きました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

法

律

公明党岐阜県本部では、毎月無料法

相

談

９月３０日に行われた美濃加茂

今回の選挙は、７日間の選挙期間中に

市議会議員選挙におきまして４

市内６２か所で街頭演説を行いまし

期目の当選をさせていただきました。本

た。大勢の皆様が雨の日も傘をさして

当にありがとうございました。１，８８

応援にかけつけていただきました。私

３票という得票は、皆様の一票一票の積

が今回の選挙で訴えたことは、①安心

み上げで勝ち取りました。台風２４号の

安全なまちづくりの推進②健康増進

影響もあり投票率が４９．５６％と前回

施策の推進③高齢者対策の推進④環

より１０．２３％も下がりました。それ

境にやさしいまちづくりの推進です。

にも関わらず得票率は９．１９％となり

地域の絆を大切にすることで明日に

４年前より０．５９％プラスとなりまし

夢の叶う美濃加茂市を目指します。皆

た。２回連続のトップ当選という大勝利

様方のご指導ご鞭撻を宜しくお願い

で飾ることができました。

申し上げます。

向こう 3 か月の日程

律相談を各会場で行っています。悩み

岐阜会場（ハートフルスクエア G）

事がありましたらご相談ください。

１０月２日（火）
・１６日（火）

金井：０９０－３４６７－３２４３

昭和 51 年 3 月県立加茂農林高等学校卒業

１Ｐ

（８８，８７５円）

る車が多くとても

第 37 号（１ ）

１１月６日（火）
・２０日（火）

時間は午後６時より９時までです。

１２月４日（火）
・１８日（火）

相談時間は２０分です。

多治見会場（バロー文化ホール）

法律事務所

１０月５日（金）

旭合同法律事務所

１１月２日（金）

電話０５２－２３１－４３１１

１２月７日（金）

★皆さまのご意見をお聞かせください。 ★ ホームページ http://kanai-fumitoshi.info

★メール info@kanai-fumitoshi.info ●発行 金井ふみとし後援会 〒５０５－０００７ 美濃加茂市蜂屋町下蜂屋 215－2 TEL 0574－25－7164 ●発行責任者/金井文敏

（２）2018 年 10 月 4 日

金井ふみとし通信

第 37 号

金井ふみとし通信

2018 年 10 月 4 日

第 37 号（３ ）

問： 安全な学校給食提供の考え方

平成 30 年 美濃加茂市議会第３回定例会報告
会期：8 月 20 日（月）から 9 月 12 日（火）まで

返答：学校給食センターでは、
「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」
の食物アレルギー対応の基本となるレベル１の対応を行っている。その目標は、献立の
詳細な内容を保護者と学級担任に提示し、児童生徒が各自で除去対応を行うもの。

「一般質問と返答」

３．聴覚障害者への行政サービス

１．防災無線の難聴対策
提案理由

提案理由 普通の行政サービスを受けることが障害のある市民にとっては、とてもハードルの

防災無線の難聴対策は喫緊の問題である。６月末の断水時に各地を回り市

高い作業になる場合がある。

民から一様に言われたことは防災無線が聞きづらいとのことだった。以前より相談を

問：市役所窓口や自宅での行政サービスの適切な受け方について

受けて個別に対応していたが防災無線はやはり聞きづらかった。

返答： 窓口では、手話通訳者を１名配置している。市からのお知らせや同報無線の内容

問：すぐメールみのかもは防災無線を補完するもので登録者が１万人を超えた。防災

等については「すぐメール」に登録又は、ファックスによる方法で情報伝達を行ってい

無線の難聴対策として登録を推進することについて

る。在宅で相談したいことは、メールもしくは、ファックスにて対応する。

返答：毎月の「広報みのかも」の最終ページに掲載しホームページでも PR に努めてい

４．西中学校の通学区域について

る。登録方法の案内は、防災安全課の窓口にて行っている。
問：テレホンサービスは聞き逃した防災無線の内容をあとで聞くことができるサービ

提案理由 組合立の双葉中学校に蜂屋小学校と加茂野小学校から通うようになった｡今

スだが、市民への周知徹底ついて

までは、自転車にて西中に通っていた地域から双葉中に通っている。数年が経ち生徒た

返答：ハザードマップに掲載し PR する。案内チラシは機会をとらえて利用し PR につ

ちも慣れ親しんできたのではないかと感じていたが、保護者から「うちの子はどちらの

なげたい。提案のフリーダイヤル化については今後の検討課題とする。また、ホーム

学校に行くことになるのか」 と言う相談があった。

ページに「テレホンサービス」の電話番号を表示する。

問： 来年度からのスケジュールについて
返答：①区域外申請は２０２１年３月末までの入学者には認める。②部活の選択は２０１９年３月

２．児童の側に立った学校給食のアレルギー対策
提案理由

食物アレルギー対応について、保護者から、さまざまなご意見ご要望を今ま

末まで。加茂野小で西中学校の通学区域である市橋の一部について、通学距離が遠い場合
は、区域外就学申請を行うことにより双葉中学校への就学を２０２１年３月３１日まで認める。

でにいただいている。食物アレルギーの対策として取り除くことばかりに目が行き当

＜ワード＞

事者（児童生徒）の視点が欠けているのではないかとの疑問がある。
問： 学校での食物アレルギーの現状について

すぐメールみのかも（美濃加茂市メール配信サービス）

返答： 今年度の調査で、給食を提供している１０小学校と３中学校で８９種類の食品

市民の皆さんが安全で安心な生活を過ごすことができるように、緊急災害情報、防犯・防災情報、子

に対して延べ８８７人がアレルギーを示している。割合は１番目卵（９２人）２番目キ

育て情報、健康情報など、暮らしに直接結びつく情報をお手持ちの携帯電話にメールで配信するサー

ウイフルーツ（８７人）３番目乳・乳製品（６３人）である。

ビス。

問： 学校でのアレルギー対応委員会の状況について

テレホンサービス

返答： 各学校には、学校保健安全委員会があり食物アレルギーの対応をしている。学

（広報みのかも 電話０１８０－９９－５５０１）
・
（火災情報 電話０１８０－９９－５５００）

校給食センターでは、レベル１（詳細な献立表対応）の対応を行っており物資選定委員

防災行政無線（広報みのかも）で放送した内容を、放送終了後に電話で確認することができるサービ

会ではできるだけ少ないものを優先している。その委員は保護者にもお願いしている。

ス。他に救急医療サービスは岐阜県内の病院を２４時間紹介しています。

問： 委員の構成について

（電話０５７４－２５－３７９９）

返答：委員は、学校の規模にもよるが、校長・教頭・保健主事・給食主任・体育主任・

食物アレルギー対応指針（文部科学省）

養護教諭・栄養教諭等のほか、学校医（内科・歯科・眼科）
・学校薬剤師・PTA の役員等

レベル１（詳細な献立表対応）レベル２（弁当対応）レベル３（除去食対応）レベル４（代替食対応）

保護者によって構成されている。
★皆さまのご意見をお聞かせください。 ★ ホームページ http://kanai-fumitoshi.info
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