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Sakaso

号 は、 前号と 内

地域

建築

【建築】市民・保護者・職員・
子育て団体などたくさん
の皆さんの意見を聞

子育 て

して「阪南市の誇
れる子育て施設」
となること。
やさしい素材・
デザイン・空間。

“子育てナンバー
ワン阪南”を作る。

【地域とのつながり】
【３歳未満児送迎】
地域と子ども達のつ
通園はもちろんのこと、自宅からの距離が
遠くなる３歳未満児の送迎をサポート必要。

【交通】鳥取中学校前は今でも朝夕渋滞が
発生しています。こども園の送迎により渋
滞が悪化しないよう、十分に配慮された
インフラ整備が必要。

総合 こども館

３歳児以上のバス

ながり、小中学生と
就学前児童の日頃のつながり・
交流をより充実させる。

【子育て世代サポート】安心し
て子育てができるように、積極
的に保護者間交流・ＰＴＡ活動
に参加できるように支援。

こんにちは。市議会議員の上甲です。

今回 のさか そう 通信

容が同じですが「（仮称）阪南市立総合こ

ども館」
「和歌山市の産業廃棄物最終処分

場 」共 に、去 年末 から の動 きに ついて 解

号で はプ ロジ ェクト の概 要説 明

説 と今 後につ いて の説 明を した いと思 い

ます。

前号

と 当時 のＱ＆ Ａを 掲載 させ てい ただき ま

した。まだご覧になったことのない方は、

安全

交通

しっかり連携し
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き、しっかり議論

の両立が必要。
家庭とこども園が

私 のブ ログに も添 付し てお りま すし、 必

要 な方に は郵 送させ ていた だきま すの で、

本紙裏面の事務所にお申しつけ下さい。

送迎

「子どもが自由に育つ環境」

去 年末 から 阪南 市各 地で幼 稚園 ＰＴ Ａ

を守ることが第一です。

や 保育 所の保 護者 会、 また 市民 皆様に 対

教育

【安全・安心】何より子どもの安全

【教育環境】「しつけ」と

し ての 説明会 が開 催さ れ、 多く の質問 ・

意 見が 寄せら れて いる とこ ろで す。ま た

「広報はんなん」においても複数ページ

に 渡っ て説明 が行 われ てお りま す。そ の

可 否に ついて 我々 市議 会が 判断 をする ３

名に 寄せ てい ただ きます よ

月 議会 に向け て、 市民 皆様 より 一層の ご

意 見を 議員

う、よろしくお願いします。

事 業計 画の 細か い説 明や財 政な どは 阪

南 市が 広報や イン ター ネッ トで 発信し て

い ます のでそ ちら に任 せて 、今 回は３ 月

議会に向けて 「総合こども館のあり方」

について私の意見を書きます。
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総合こども館、阪南市の将来
がかかった大きなプロジェクト

「ともにさかそう 笑顔とお互いさまのまち 阪南」～ 自分を取り巻く人や自然などの環境と繋がり、互いに慈しみ、思いやり、感謝し、
自らができる役割を担いながら【お互いさま】、市民や各種団体、事業者、市役所が協働して【ともに】、市内に花を咲き誇らせ、緑を
大切にして自然を守る【花を咲かせる】、産業や地域資源を活かしてまちを発展させる【まちを栄かせる】、人（人財）を大切にする
【人を咲かせる】ことにより、市民みんなから笑顔がこぼれる【笑顔を咲かせる】まちにしていこう ～ 「さかそう通信」お届けします。

厚生文教常任委員会で視察
認定こども園＆産廃施設
去 る２ 月９ 日、 私が 委員長 をさ せて い

和歌山市 ・
産 廃処 理場問題

前号に引き続き、産業廃棄物処分場

事業者

事前調査における関係機関・各課と

の協議・調整を抜いたことによって一

月 ８日に 事業 計画書 提出 。

て２月 日に 「滝畑地区」に限り 「関

本年２月３日に周知計画書提出。そし

去年の

導してもらわないと困ります。

るのですから、和歌山市もしっかり指

え、上記のような手続きのフローがあ

く、のちの手続き簡略化が目的とは言

に事前調査に関して法的強制力はな

の意見・要望が出ておりました。確か

市民も含んでくださいよ」などの多数

から計画に対して「関係住民には阪南

気に事業が進みだしました。というの
設置計画に動きがありましたので、ご
報告いたします。左図をご覧ください。 も阪南市や大阪府、そして我々市議会

和歌山市の手続きフロー図と事業者
の動きです。手続きが途中で
抜けている事が分かると思い
ます。
事前調査用 「事業計画書」
書類審査

含まない。（含めるよう

た だい ており ます 厚生 文教 常任 委員会 で

行政視察をさせていただきました。
年 ４月 開園、 定

１ つ目 は泉 大津 市立 かみじ ょう 認定 こ

ど も園 。こち らは 平成

員 ４０ ０名の 公立 認定 こど も園 です。 公

立 認定 こども 園の 留意 点、 問題 点など 、
各委員からも積極的な質疑が出ました。
２ つ目 は同 じく 泉大 津市に あり ます 産

関係機関・各課に照会
関係機関・各課より意見
協議・調整
事前調査終了
事業計画書を提出
周知計画書提出・広告
関係住民へ説明会

現在

12

業廃棄物最終処分場、通称 「大阪湾フェ
ニックス」
。現在、阪南市の男里川・山中
川 の上 流、水 源地 に計 画さ れて いる産 廃
処 分場 の参考 に視 察さ せて いた だきま し
た 。廃 プラス チッ クや ガラ スゴ ミの処 分
場 に溜 まった 池の 様な 水た まり を見ま す
と 、水 の色が 真っ 赤で した 。色 素のあ る
プ ラン クトン なの か、 有害 物質 なのか は
調査していないとの事でしたが、
「結局ゴ
ミ はゴ ミで隅 々ま で中 身を チェ ックす る

関係住民から意見書
説明会実施報告書を提出
市から指導・助言
協定の締結
設置許可申請
設置許可 ★

阪南市議会議員 上甲 誠

今後ともよろしくお願いします。

ブ ログ・ 後援 会も含 めて 、上甲 誠 を

これからも一生懸命頑張ります。

て、ありがとうございました。

最後までお付き合いいただきまし

しっかり取り組んで参ります。

我々市議会としても今できる事を

は無いと考えられます。

て和歌山市が指導したりということ

を出したり、その説明会の中身に対し

かれていますが、阪南市民から意見書

阪南方面に対して説明会をすると書

画 には、 条例 に基づ く周 知とは 別に 、

係住民」として説明会を実施。周知計
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のは難しい」との事でした。
これら２か所の
視察、近いうち
に詳細をまとめ、
発表させていた
だくと共に議員
一同、市政に役
立てていく所存

★

明らかに抜けています！

意見・要望済みですが。
）

大阪府阪南市舞 4-30-2
電話 072-474-9211
メール mac@j.zaq.jp
でございます。

関係住民に阪南市民は

さかそう通信
郵便配達
http://mac-joe.net/

、

上甲誠市政相談所

いたします！
右記までお問い合わせ
お願いします。

阪南市のお得情報、イベント、
こんなこと知りたかった、満載！！

市政相談・お問い合わせ
お気軽に
ご希望の方には

