と 位 置 づ け て い ま す。 親 子 が と も
に過ごせる時間をつくり、対話やふ
れあいの中で家族の一員としての役
割意識や責任感を育てる機会にしま
しょう。

り、子ども自身にとって有害かどう
虐待が子どもに与える影響
かで判断することが大切です。
子どもへの虐待は、子どもの心身
の成長と人格の形成に大きな影響を 『子どもの人権』を
みんなで守ろう！
与える、子どもに対する最も重大な
権利侵害です。また、虐待は、次の世
私たちが毎日の生活を送っている
代に引き継がれる恐れもあります。
なかで、虐待を受けている子どもを
よく し
｢ つけ ｣であるか 虐
｢ 待 ｣ 見かけたり何か様子が変だなと感じ
であるかが議論されますが、たとえ、
たりしたら、下記の機関までご相談、
しつけのつもりであっても、なぜ叱
またはご連絡ください。
られたのかが理解されないままに、
相談者や連絡者の秘密は守られま
恐怖感だけを与えてしまっている場
す。また、調査をした結果、虐待の
合などは、親の思いや意図とは関係
事実がなかったとしても、責任を問
なく虐待となってしまいます。つま
われることもありません。まず、
子ど

彦根市では、彦根市青少年育成市
民会議が中心となり、青少年育成関
係団体などと連携して「地域の子ど
もは地域で守る」をスローガンに青
少年の健全育成に取り組んでいます。

豊かな心をはぐくむ家庭づくり

▼１歳以上６歳未満 ６歳以上の同伴
者一人につき２人までは無料、３人
目から小児運賃。１歳未満は無料。
▼障害者とその介護者 普通運賃の半
額
乗合タクシーの利用方法
予約から乗車までの流れを左の図で
紹介します。
①時刻表、路線図を見て、乗車予定時
間の１時間前までに、近江タクシー

･

もの安全を最優先に考え行動する。
それが大きな支援の輪へとつながる
第一歩です。
わたしたち大人が、子どもが本来
持っている 生｢きる権利 ｣保｢護され
る権利 を
｣ 守り、子どもの笑顔であ
ふれる明るいまちをつくっていきま
しょう。
相談・連絡・問い合わせ先 ▼ 子
ど も 青 少 年 課☎
９
- ５ ９ ０ 番、
ＦＡＸ
１７６８番、
▼ 家庭児
童相談室☎
７
▼ 彦
- ８３８番、
根子ども家庭相談センター☎
-

青少年を犯罪から守る活動

３７４１番、▼虐待ホットライン
（ 時間対応）
☎０７７ ５
- ６２ ８
９９６番、▼お近くの民生委員・
児童委員

有害環境の浄化活動

利用する時の注意

㈱に予約の電話をかけ、「愛のりの予
約です」と伝えてください。
②オペレーターが氏名、乗車時間やご
利用の停留所などをお聞きします。
③受付が完了したら、予約時間より少
し早めに停留所でお待ちください。
④ひこにゃんのマグネットが貼ってあ
るタクシーが来ます。
⑤運賃は、降車時に運転手にお支払い
ください。
⑥最初の利用予約時に、帰りの便を予
約した場合は、予約した時間までに、
指定された停留所でお待ちください。

市内駅などに設置している白ポス
トを中心に、露骨な性描写や粗暴性
を助長する内容の雑誌・書籍、ビデ
オ・ＤＶＤなど、青少年にとって有
害な図書などを回収しています。ま
た、販売店やレンタル店などでの区
分陳列や、青少年に販売しないこと
などを少年センターが中心になって
調査 指
･ 導しています。現在、市内
の有害図書等自動販売機は撤去され
ましたが、今後も地域ぐるみで設置
させない、管理者にならない取組み
に力を入れていきます。
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「子ども１１０番の家」は、登下
校時や外出時の子どもに万が一危険
が迫ったときに、逃げ込むことがで
き保護をしてもらえる家のことです。
「子ども１１０番の家」のロゴ入り
シールまたはプレートを子どもの目
につきやすいところに設置してご協
力いただいています。現在約１、７
２０件の設置協力者があり、子ども
の安全確保や犯罪の抑止に役立って
います。
問い合わせ先
子ども青少年課☎
９
１
- ５９ ０ 番、ＦＡ Ｘ
-７
６８番
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▼午前９時 分までの便を利用する場
合は、前日の午後９時までに予約し
てください。
▼完全予約制です。予約のない停留所
には停まりません。また、予約のな
い便は運行しません。
▼複数の人との乗合制になります。目
的地の停留所の到着時間は目安で、
予約状況などによって変わります。
▼予約後に利用を中止する場合は、速
やかに、近江タクシー㈱に連絡して
ください。
▼車いすを使用している人も利用でき
ますが、折りたためない車いす （電

路線バス

河瀬線運行内容

▼ 月 日㈪から１日の運行本数が
増えます。
▼稲枝地区の１、５００円運賃が１、０
００円になります。
▼事前登録が不要になります。
１日の運行本数
稲枝地区 新海浜線・石寺線 平日
往復
鳥居本地区 宮田線・山手線 平日
往復、小野線 右回り・左回り平日
各６便

愛のりタクシーいなえ・愛のり
タクシーとりいもとの改正
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家族ふれあいサンデー 絵画
ポスターの作品展を開催します
入賞作品展
場所 市役所ロビー
期間
月９日㈪～同 日㈮
作品展
場所 子どもセンター
期間
月 日㈬～同 日㈬

河瀬南彦根線を彦根駅まで延ばし、

青少年の健全な人格形成にとって、
家庭はもっとも基礎的な役割を果た
します。家族が何でも自由に話し合
え、親子が愛情と信頼の絆で結ばれ
た明るい家庭づくりが大切です。
滋賀県では毎月第３日曜日の「家
庭の日」を「家族ふれあいサンデー」

路線バス

運行を開始する路線
河瀬駅周辺地域 河瀬東線、亀山線、
日夏線
１日の運行本数 各線 往復
運行日 月〜金曜日 （祝日、年末年始を
除く）
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23

動車いすなど）は対応できません。
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愛のりタクシーかわせを運行開始します
路線バス「河瀬南彦根線」を彦根駅
まで延長し、「河瀬線」として運行しま
す。なお、ＪＲ線の東側を通る系統は
１往復だけ運行し休止状態となります。
また、路線バスを休止状態とした河
瀬地域やバス路線のない亀山地域を中
心として河瀬駅周辺の地域で愛のりタ
クシーかわせ （予約型乗合タクシー）の
実証運行を始めます（ 月 日㈪近畿運
。愛のりタクシーは、
輸局運行許可予定）
路線バスのように運行時刻やルートを
設定、予約があった場合のみ、一般の
タクシー車両を使用して運行します。
問い合わせ先
交通対策課☎
６
１３４番、ＦＡＸ
８
- ５１７番
30

愛のりタクシーかわせの運行内容

16

10
広報ひこね 平成21年1 1月１日
広報ひこね 平成21年11月１日
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運賃 普通運賃 （中学生以上） ４００
円。ただし、彦根市立病院、豊郷町
などへは、エリアに応じて４００円、
７００円の２段階。
▼６歳以上 歳未満 （小児運賃） 普通
運賃の半額
12

