とき

ゆるキャラ 時のわらしと
２人のふるさと大使で
明 石を全 国にＰ Ｒ

明石の時間を守る時のわらし

し、時のまち・食のま
ち明石をＰＲしたとこ
ろである。今後も明石
をＰＲする絶好の機会
と捉え、取り組んでい
きたい。また、ふるさ

と大使は、明石にゆか
りのある著名人として、
たいらあい
明石出身で女優の平愛
り
うら
梨さんと、料理人の浦
かみゆたか
上浩さんの２人に無報
酬で就任してもらって
いる。今後、機会ある
ごとに情報を広く発信
してもらい、明石のイ
メージアップ、観光客
の誘致につなげていき
たい。

生活保護制度
不正受給の防止は
重 要な責 務
問 近年、生活保護受給
世帯の増加が社会問題
となっているが、本市
では不正受給撲滅のた
めにどのような取り組
みをしているのか。

障害者の基幹相談支援センター

答 不正受給の防止は、
生活保護制度を運営す
るための重要な責務と
考えている。受給者に
対しては年２回の収入
申告義務の徹底を図る
周知文書の送付や家庭
訪問など調査活動の強
化に努めているほか、
生活費の浪費など日常
生活上の問題について
も事実が確認できた場
ターを市役所１階に設
置した。センターには
相談員を６名配置し、
窓口のみならず、家庭
訪問による相談にも対
応している。さらに、
相談業務には高い能力
が求められるため、社
会福祉士などの専門的
な資格と経験を有する
相談員３名を追加配置
したところだ。今後も

合は指導を行っている。
さらに今年度からは、
受給するにあたり守る
べき義務を記した文書
を年１回ケースワーカ
ーが面談時に手渡しし
ている。今後も支援を
必要とする人には漏れ
がないよう努めるとと
もに、市民の信頼に応
えられる適正な制度運
営を進めていく。

関係機関との連携を図
るとともに、利用者の
意見を聞く中で、相談
支援の質の向上に努め
ていきたい。

待 機 児 童 ゼロへ

保育所の分園設置

受け入れ枠を拡大

また、目標の一つに協
同の精神を養うとあり、
地産地消を通して地域
に愛着を持つ子どもた
ちを育てることは大変
重要だと考えている。
このことから教育委員
会としても全員喫食が
望ましく、全ての生徒
に栄養バランスのとれ
た安全安心な昼食を提
供し、給食を通じた食
育を推進したい。また、
実施方式に関わらずほ
とんどの自治体が全員
喫食を実施しているこ
とから本市でも実施は
可能と考える。

中学校給食

問 中学校給食の基本理
念として、全ての生徒
が給食を食べる全員喫
食を掲げているが、実
施は可能なのか。
答 学校給食は生きた教
材として食育の推進に
活用するものであり、
国の学校給食実施基準
では在学する全ての児
童、生徒に実施される
ものと規定している。

所の新設や分園の開園、
既存保育所の増改築な
どあらゆる取り組みを
積極的に進めていきた
いと考えている。

全員喫食が基本

方式にかかわらず

大久保地区で１カ所を
開園し、新たに約 人
の児童を受け入れた。
また、平成 年度はこ
の３園とも入所定員の
増員を検討しているほ
か、４月には民間施設
を活用して、市東部地
区に公立保育所の分園、
大久保地区に私立保育
所の分園をそれぞれ開
園し、合わせて約 人
程度の受け入れ枠の拡
大を図る予定だ。
今後も引き続き保育

た。しかし、通常学級
に在籍する特別な配慮
や支援を要する児童生
徒の割合は年々増加し
ており、対応する教職
員の資質向上と専門性
がますます必要となっ
てきている。また、保

専門性を重視し雇用年限を撤廃

問 本市における特別支
援教育指導員の任期に
ついて聞く。
答 これまで特別支援教
育指導員の任期は、市
の臨時的任用職員の雇
用期間の取り扱いに準
じ、最長５年としてい

護者からのさらなる支
援の要望もあり、雇用
期間、条件等について
検討を重ねた結果、児
童生徒に対する専門性
と継続性などを考慮し、
平成 年４月より５年
の雇用年限を撤廃し、
雇用限度も 歳までに
改正した。今後も専門
家による研修会を実施
するなど教職員の資質
向上も図っていく。

平成25年４月開設の分園予定地

市 役 所 １ 階に開 設
相談支援を行ってきた
が、件数の増加と事例
の複合化に対応すると
ともに、機能強化を図
るため、３障害への支
援を統合した窓口とし
て、基幹相談支援セン

問 保育所待機児童ゼロ
の実現に向けた取り組
みはどのように進めて
いるのか。
答 今年度は待機児童対
策として市立幼稚園の
余裕教室を活用し、
月に私立保育所の分園
を西明石地区で２カ所、
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特別支援教育指導員の任期
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問 障害者自立支援法に
基づき、平成 年 月
１日に本市に設置され
た基幹相談支援センタ
ーについて聞く。
答 本市はこれまで身体、
知的、精神の障害別に

とは、広く子育て家庭
の経済的負担を軽減し、
子どもの健やかな育ち
に寄与することができ
る子育て支援の重要な
施策であると考える。
課題は財源の確保で
ある。厳しい財政状況
だが、子どもを核とし
たまちづくりを進める
ためにも、知恵を絞り
財源を捻出し、中学生
までの医療費の完全無
料化が図られるよう努
力しているところだ。
また、子どもや子育て
を応援するという趣旨
から、所得制限を設け
ることなく、制度の拡
充を図ることが望まし
いと考えている。

1
1

2
4

４７３件の応募があり、
年々増加傾向となって
いる。今後も、太陽光
発電以外の再生可能エ
ネルギーの活用につい
ても引き続き検討を進
めていきたい。

完全無料化めざす
問 乳幼児等医療費助成
制度の拡充は子育て支
援施策の柱である。中
学３年生までの通院医
療費の無料化について、
検討状況を聞く。
答 本市は平成 年度を
こども・まちづくり元
年としており、子ども
の医療費を助成するこ

もを核としたまちづくり
ど
子

問 明石のマスコットで
ある時のわらしと、今
年度に新設したふるさ
と大使を活用した観光
振興や、明石をＰＲす
る取り組みについて聞
く。
答 近年、ゆる
キャラを新し
い広報宣伝媒
体として利用
したまちおこ
しが全国で盛
んになってい
る。昨年 月
には、時のわ
らしが初めて
ゆるキャラサ
ミットに参加

2
2

は、明石クリーンセン
ター内の２カ所で計画
しており、その発電規
模は約２・７メガワッ
トで、一般家庭約７９
０戸分の消費電力に相
当し、先進事例から見
てもかなりの
収益が見込ま
れる。
住宅用太陽
光発電に対す
る補助は、平
成 年度から
国の補助に上
乗せして実施
しており、２
年間で６９１
件の応募があ
り、３７４件
の補助を行っ
た。今年度も
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市有地を活用し収益も

1
0

メガソーラー完成予想図（明石クリーンセンター）

1
1

７９０戸分の電力創出

問 市有地を活用した大
規模太陽光発電（メガ
ソーラー）事業につい
て聞く。また、住宅用
太陽光発電に対する補
助の応募状況はどうな
っているのか。
答 市有地を活用した大
規模太陽光発電として

2
4

中学生までの医療費
24

メガソーラーを 設 置

第209号
あ か し 市 議 会 だ よ り
平成25年（2
013年）１月６日
（ 3）

