
 

 

 

放課後児童クラブ

保護者から切実な声をいただき、何人かの方と懇談会を持ちみ

なさんの声を受け、公明党市議団で市に対して、緊急要望書を

保護者代表と提出しました。

短期間であるにも関わらず代表の方が献身的に動いてくださ

り１００名弱の貴重な声も一緒に届けることができました。

この間保護者と寄り添いながら担当課と何度も懇談し、解決策の道を開いてきました。

 

 

 

 

障がい者が参加できる

から

介助が必要な方が参加できるスポーツの場がなかなかありません。

重く受け止めていただき、

就労促進

移行支援が開始する予定です

の方に

答弁：

就労促進は、企業担当者の施設見学などの機会を提供していきたいと思います。
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答弁：スポーツの場については、他市の状況などを調査、研究していきます。

就労促進は、企業担当者の施設見学などの機会を提供していきたいと思います。

その他の質問

・児童虐待の学校と福祉の連携について

・地方創生戦略の推進について

・植樹帯のあり方

・公園の防犯について
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放課後児童緊急保育事業を実施することといたしました。

内容は余裕のある児童クラブに児童を移送して保育を行ない
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【復興支援活動】

主催は

鮮やかな色彩で元気なると好評

私はボランティアスタッフとして

３日間活動してきました。

宿泊は

生活の厳しさを痛感しました。

 

 

多くの方に登録いただき、毎月楽しみです！
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答弁：今後、子どもの生命と安全を確保

できるよう、子どもシェルターの情報を

収集してまいります。
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