中学校給食

どのように進めているのか

二見地域のまちづくり

二見駅周辺の整備や南
二見人工島の特色ある
都市づくり、道路ネッ
トワークの強化と沿道
の景観づくりなどを地
域づくりの目標と定め
ている。これまでにも
東二見駅や駅周辺の道
路整備に取り組んでき
たが、今後も目標の実
現に向け、地域と協働
して進めていきたい。

委 員長に 聞 く

文教厚生

文教厚生常任委員会の担当する分野
教育や福祉、介護保険、また、子育て支援
や児童の健全育成など市民の暮らしに関わる
分野を審査します。

Ａ 本市のまちづくりの中心と位置付けられ
ている「こども」を担当する委員会として、
子育てや教育環境の整備など、明石の未来
を担う子どもたちの心身ともに健やかな育
ちのために、また、高齢者や障害者等の福
祉の向上のために、議論を尽くし、住み続
けたいと思えるまちづくりに取り組んでい
きたいと思います。

Ｑ 委員長としての決意や思いは。

Ａ 昨年度に引き続き、中学校給食の実施に
向けた議論を行っています。
一方、今後の明石の教育について全市的、
長期的な視点で話し合うために今年度当初
に設置されたあかし教育会議（現在はあか
し教育懇話会に名称変更）については、そ
の設置方法や委員構成、進め方等について、
教育委員会の独立性が損なわれる懸念があ
ったことから、６月の委員会において疑義
をただし、全会一致で改組を求める意見を
出し、その結果、会議の在り方が抜本的に
見直されることとなったところです。
当委員会としては、子どもたちにより良
い教育環境が整えられるよう、また、生徒
たちにとって本当に喜ばれる給食とは何な
のかをしっかりと話し合っていく必要があ
ると考えています。

Ｑ 今年度、重点的に取り組むべき事項は。

明石の未来を担うこどもたちのために

長、議会運営委員長など

地 域と協 働して推 進
問 明石市都市計画マス
タープランには二見地
域のまちづくりの目標
として、近隣商業地域
の活性化や海辺の景観
を生かしたレクリエー
ション機能の強化、歴
史ある景観を生かした
沿道整備などを掲げて
いるが、どのように進
めていくのか。
答 都市計画マスタープ
ランでは、豊かな地域
資源を生かし、いつま
でも住み続けたいと思
える豊かで活力ある都
市を目指しており、二
見地域でも山陽電鉄東

在職４期。議長、副議

年春の

問 本市の不登校児童・
生徒数の現状と不登校
防止に向けての取り組
みについて聞く。
答 平成 年度の不登校
児童・生徒の状況は、
中学校では３０８人で

前年度より 人の減少、
小学校では 人で７人
の減少となっている。
不登校未然防止の取
り組みとしては、児童・
生徒が連続３日の欠席
または断続７日の欠席
の時点で学校から児童
生徒支援課に状況を報
告し、臨床心理士の資
格を持つ生徒支援アド
バイザーが対応方法等
について助言するシス
テムを活用している。
また、再登校支援に
ついては、市内 中学
校に校内適応教室を設
置するとともに、中崎
小学校には適応指導教
室を開設している。今
後も再登校に向けて家
庭と学校との連絡を円
滑に進めるなど、地道
な活動を続けていく。

適正な制度運用

不正は許さず

生活保護

11

問 生活保護の不正受給
が社会的な問題となっ
ており、より適正な制
度運用に努める必要が
ある。本市の生活保護
の現状について聞く。

井藤 圭湍

平成

され、熱心な議論が行
われており、 月には
最終報告をまとめる予
定だ。
しかし、給食の実施
方式については今なお
検討中であり、方式決
定後も実施設計のため
の予算計上や施設の設
計、入札や議会の議決
などの手続きにかなり
の時間を要することが
予想される。これらを
考慮すると 年春の実
施は厳しい状況だが、
できるだけ早期に中学
校給食の実施ができる
よう取り組んでいく。

家庭と学校の連携強化

また、ため池周辺で
子どもを見かけた場合
は、地域で連携し、学
校や自治会へ情報提供
することも確認した。
一方、環境学習など
の場としては、ため池
協議会と協力し、小学
生のかいぼ
り体験など、
引き続きた
め池の多面
的機能を活
用した取り
組みを積極
的に展開し
ていく。

文教厚生常任委員長

実施は厳しい
問 中学校給食検討委員
会は、数回開催されて
きたが、平行線の議論
が続き進展がないよう
に思われる。予定して
いる平成 年春の実施
は可能なのか。
答 本委員会は検討内容
が多岐にわたり、多角
的な観点からの検討が
必要なため、さまざま
な立場の委員から構成

水難事故防止に向け
ため池の安全点検を実施
答 本市では、水難事故
を受けて市内１０７カ
所あるため
池の緊急点
検を実施し、
危険啓発の
看板設置や
啓発ポスタ
ーの掲示、
フェンスの
補修などを
行った。

環境学習の場としても活用
問 ため池は地域住民の
生活に重要な役割を果
たす反面、水難事故の
危険もある。子どもた
ちをため池から遠ざけ
ることが良い対策とは
思わないが、昨年の事
故後の安全点検の結果、
どのような対応を行っ
たのか。また、親水空
間や環境学習の場とし
ての活用方針は。

雇用政策
市内企業など

を歴任。67歳。

けい ずい

い とう

27
連携が重要

6
245

トの開設などに取り組
んでいるが、こうした
雇用政策の実効性を高
めるためにも、ハロー
ワーク明石や商工会議
所、産業振興財団、市
内企業と連携していく
ことが重要であると考
えている。

整備が進む東二見駅周辺

答 不正受給は被保護者
が就労収入や年金収入
を申告せずに保護費を
受給している場合が多
教育委員会委員
い。平成 年度には１
１９件が判明し、法に
任命に同意
基づき全額返還を求め
教育委員会委員（任期
ている。防止策として
く げ ゆたか
４年）として、公家裕氏
は、収入申告義務の周
知を図るなど、収入状 （ 歳・大蔵八幡町）と、
た なかようぞう
田中陽三氏（ 歳・魚住
況調査の徹底に努めて
町）を任命することに同
いく。一方、 年以降
意しました。
の厳しい雇用経済情勢
公家氏は再任で、平成
の影響で保護の相談や
年から同委員に就任さ
申請受理件数は急増し
れており、現在、教育委
ているが、保護が必要
員会教育長を務められて
な人には漏れがないよ
います。
うに努めている。今後
田中氏は初めての就任
も不正を許さず、必要
で、高校教員を長年務め
な人には支援し、市民
られ、現在は環太平洋大
の信頼に応える適正な
制度運用を図っていく。 学教育学部特任教授とし
て活躍されています。
64

平成23年度の不登校
必要である。これらを
総合的に展開すること
で、労働者が安心して
働き、豊かな生活を営
むことができると考え
る。本市では、中小企
業への融資や合同就職
面接会の開催、市内企
業の求人情報を提供す
るインターネットサイ

63

20

12

27

して地域ニーズに合っ
た具体的な施策を展開
する役割を担っている。
本市の雇用政策に対す
る認識は。
答 雇用政策は直接雇用
を創出する取り組みだ
けではなく、市内企業
の活性化や企業と求職
者をつなぐ事業なども

2
1

27

問 雇用政策として、国
や県は補助メニューの
提供や基盤整備を行い、
市町村はそれらを活用

23

小中学校ともに減少
23

どろんこになってかいぼり体験
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