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マイ ナンバーの通 知 始 ま る
情 報の 管 理 も 強 化
日まで開かれまし

26

Ｃカードであり、希望者
のみ取得できます。希望
者は、事前に交付申請書
を提出し、窓口で受け取
るという手続きが必要と
なります。交付手数料は
無料です。
本制度の導入に伴い、
市はさまざまな業務にお
いて個人番号を含む個人
情報（特定個人情報）を
取り扱うことになります。

石出身の若手演奏家たちにより

来年１月から個人番号カード交付
月

た。マイナンバー制度施行に伴う明石市戸籍・住民票関係手数料

第３回定例会９月議会が９月４日から
15

徴収条例の一部を改正する条例や、教育長任命の人事案件など、
年度決算

１月から交付の個人番号カード（イメージ）

10

件を可決・同意、報告６件を了承、また、平成

明石浦漁協で開かれた漁師魚市。たこ釣りや魚のタッチプールのほか、明石の鮮魚販売でにぎわった。
今年度の巻頭写真は「あかしの食」をテーマにしています。

議案
件を認定しました。

など 3 曲が演奏されました。

8 議案の賛否一覧

3 議員よもやま話

今まで以上に情報の保護
を強化するため、情報の
漏えいがないか、情報が
確実に保護される仕組み
となっているかを事前に
自己評価する特定個人情
報保護評価を実施してお
り、順次、評価内容を公
開しています。
今後は、特定個人情報
を一層適正に取り扱うた
め、個人番号の利用や特
定個人情報の提供に関す
る条例案を 月議会に提
出する予定です。
委員からは、個人番号
の管理には、さまざまな
リスクや問題が発生する
のではないかとの質問が
あり、市からは、重要な
課題であり、一層の管理
強化に取り組んでいくと
の説明がありました。

「Let It Go ～ありのままで～」

各議員の議案に対する賛否を掲載

９月４日に本会議場において明

今年度の重点課題は

レ・ビジュー・サンティヨンテ 木管六重奏

市議会としての意見や要望
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む地域の安全・安心のた
めの取り組みが進められ
ています。事業経費も１
校あたり年間１０２万円
の削減効果が見込まれて
います。
市は、モデル事業の検
証結果を踏まえ、 年度
から２年間で全校実施を
行い、経費の削減分につ
いては教育施策の充実に
活用するとしています。

決算について５会派の代表者が質問

5 委員長に聞く

3 決算の認定にあたり出された附帯意見

市政を問う

15人が登壇

議場コンサートを開催

4 一般質問・質疑

2 平成26年度決算を認定

議案

18

15 11

さわってみる？
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名の警備員を配置してい
ましたが、 年度からモ
デル事業として一部の小
学校で警備員の配置を１
名にして防犯カメラとモ
ニターによる監視を行っ
てきました。
モデル事 業の検 証では、
職員室から校門等の状況
把握が可能となり監視機
能が向上したことや、モ
ニターを意識して見るな
ど学校職員の安全意識の
向上が図られたこと、警
備員が不在となる夜間や
夏休みなどでも犯罪の抑
止効果が向上したことな
どの効果があるとしてい
ます。また、地域やＰＴ
Ａとの連携が進み、地域
安全マップの作成や巡回
等の見守り活動の充実が
図られるなど、モデル事
業を契機として学校を含

28

総務常任委員会では、
社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）の
導入について報告があり
ました。本制度では、住
民票を有する全員に個人
番号が付き、まず各世帯
へ個人番号を記載した通
知カードが送付されます。
また、平成 年１月から
は個人番号カードの交付
が始まります。個人番号
カードは、紙製の通知カ
ードとは異なり、顔写真
付きのプラスチック製Ｉ

警備員は１名に

28

防犯カメラとモニターで監視

文教厚生常任委員会で
は、学校の安全対策モデ
ル事業の実施状況につい
て報告があり、全ての小
学校で警備員の配置を１
名にし、校門付近への防
犯カメラと職員室やコミ
セン事務室へのモニター
設置を行う方向性が示さ
れました。
市では平成 年度から
全小学校と養護学校に２

みんなで見守る子どもの安全

学校の安全対策

第３回定例会
９

年度決算全般

あき子 議員
26

75

変わるとともに、広報紙の発行
やまちづくり計画の作成が進む
など、確実に効果が表れてきて
いると認識している。今後、校
区まちづくり組織がさらに発展
していくためには、専門の知識
を持ったスタッフにより中間支
援を行うことが不可欠であり、
協会と市が支援していくことは
大切であると考えている。

〇臨時福祉給付金・子育て世帯臨
時特例給付金
〇生活困窮者自立支援事業

78

その他の項目
〇観光施策
〇市のＰＲ
〇こども医療費助成

辻本

達也 議員

26

○土地改良事業におけるいなみ野
ため池ミュージアム運営協議会
への負担金

50 25

日本共産党

制度拡充前の 年度は４億８３
００万円だったが、拡充後の
年度は７億２７００万円で約
％増加しており、 年度は７億
６４００万円で 年度からは約
５％増加となっている。
こども医療費助成事業
コンビニ受診については、夜
問 平成 年７月から中学生まで
間休日応急診療所の受診者数が
の医療費を所得制限を設けずに
横ばいで、医師会からの意見も
無 料にした。制 度 拡 充にあたり、 ないことから、医療現場での混
財政への負担やコンビニ受診な
乱は生 じていないと考 えている。
どの懸念の声があったが、実態
今後も引き続き、適正な受診を
について聞く。
促す啓発に取り組んでいく。
答 こども医療費助成事業による その他の項目

助 成 額は、
同 期 間で比 較 すると、 ○秘書事務事業
○和坂公園整備事業

○火葬場運営事業
○中学校給食導入事業
○海岸利用マナーアップ推進事業

利治 議員

民主連合
尾仲

学校エレベーター設置状況

問 平成 年度の学校エレベータ
ー設置の経緯と今後の課題につ
いて、市の見解を聞く。
答 学校エレベーターは、必要と
する児童生徒が在籍、入学する
学校に対し優先的に設置してい
る。 年度は、野々池中学校と
明石商業高校に整備し、これま
でに高校１校、中学校４校、小
学校８校、養護学校１校への設
置を完了している。なお、 年
度は、衣川中学校、望海中学校
のほか、改築工事中の錦城中学
校への設置を予定している。
今後の課題としては、エレベ

24

25

25

26

63

公明党
尾倉

答  年度末の基金残高は 億円
で、 年度末に比べ１億円増加
している。また、 年度の決算
剰余金の積み立てにより 年度
末では 億円に増え、同計画の
億円より 億円改善する。し
かし、社会保障関係経費の増加
などにより、何も対策をしなけ
れば収支不足の状況が続くと見
込まれており、限りある財源の
中で施策や事業の優先度を見極
めるとともに、市役所内部の取
り組みや公有財産の有効活用な
どを継続して進めていきたい。
これらにより 年後の基金残高
の確保と市民サービスの向上が
両立する財政運営に努めていく。
その他の項目
〇決算状況
15

10

基金残高
問 平成 年度からの 年間を計
画期間とする財政健全化推進計
画では、市の貯金である財政基
金など３つの基金を 年度末で
億円確保することを目標とし
ているが、今後の見通しについ
て聞く。

礼皇 議員

問 市は、コミュニティ創造協会
への補助金および委託金として
約３千万円を支出するとともに、
職員も派遣している。その効果
と協会の役割について聞く。
答 協会は、市から組織運営に関
する補助と、協働のまちづくり
推進への中間支援および市民活
動コーナー管理運営に関する業
務委託を受けており、校区まち
づくり組織やテーマ型市民活動
の支援、協働の意識啓発などの
事業を行っている。平成 年度
事業においては、校区まちづく
り組織における会議の進め方が

コミュニティ施策

中西

未来創造明石

26

市の収入支出をチェック

企業会計決算

年度決算を認定
※歳入歳出の差額から翌年度に繰り越す財源を差し引いたもの。

名の議員が決算について質問しました。

特別会計 739億1557万円 656億 458万円 82億7307万円

これからも市内外を問わず、住
みたい住み続けたいまち明石、
選ばれるまち明石と思われる施
策を展開する必要があると考え
る。さらに、子育てや老後の不
安に対しても、しっかりと配慮
し、今後、市として何ができる
のか議論していく。

70

平成
９月 日に決算審査特
別委員会を設置し、一般
会計などの決算議案を詳
細に審査した後、 月
日の本会議で認定しまし
た。
一般会計の実質収支は
約６億３千 万 円の黒 字で、
ある特別会計は国民健
康保険事業など８会計が
実質収支で黒字となりま
した。企業会計は水道事
業が 年連続黒字、大蔵
海岸整備事業が 年連続
黒字となりました。

真誠会
山崎
平成

雄史 議員

会派を代表して

各会派からの代表質問

一般会計・特別会計決算

その他の項目
○庁舎建設基金
○教育費
○観光振興対策事業
○明石市葬祭事業特別会計
○明石市大蔵海岸整備事業会計

10

35

9664万円
1億 975万円
2億 640万円
大蔵海岸整備事業

7億6161万円
68億4306万円 60億1735万円

純利益
事業費用
事業収益

6億3315万円
一般会計 988億4593万円 976億 376万円

実質収支※
出
歳
入
歳

26
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問 平成 年度の一般会計決算は、
実質収支は黒字であったが単年
度収支では３年ぶりに赤字であ
った。今後の財政運営と歳入確
保の方策について聞く。
答 人口減少社会といわれる中、
本市では、２年前から人口が増
加傾向にあり、商業地や住宅地
の地価についても下落が止まり
上昇に転じている。人口が増加
し人が集まれば、まちに活気が
生まれ、まちの将来にも大きな
意味を持つ。また、市の歳入の
根幹となる税収確保の観点から
も人口の増加は重要であるため、

医療費無料で安心

27

ーター設置はユニバーサル社会
づくりの考え方からも進めてい
くものではあるが、施設の老朽
化対策やトイレの改修などにも
多額の予算が必要なため、優先
順位を十分に精査することが重
要であると考える。そのため、
期限を決めて計画を示すことは
難しいが、できるだけ早期に整
備できるよう努めていく。
その他の項目
○決算における財政指標
○保育事業
○農業に係る各種事業
○漁業に係る各種事業

エレベーターは順次設置中

25

26

26

15

5

27

協働のまちづくりを推進

健全な財政運営を
26

29

10

26
26

水道事業

選ばれるまち明石の実現へ

12
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出された附帯意見

決算を認定するにあたり

一般会計

整備や人材確保の推進、
幼稚園預かり保育の拡
充などにより、待機児
童の早期解消に努めら
れたい。

附帯意見は決算を認定するに
あたり、市議会の意見などを
表明するものです。審査の結
果を来年度予算をはじめ今後
の行財政運営に役立てること
を求めています。

⑵契約事務事業
各事業の入札不調が
増えているため、発生
原因を十分に調査・研
究し、今後の改善に努
められたい。
⑶協働のまちづくり推進
事業
中間支援組織と市の
それぞれの役割につい
ては、効果的な役割分
担の在り方を検証し、
相互の連携により協働
のまちづくりの推進に
努められたい。

⑶環境衛生・ごみ処理に
関する諸事業
再資源化の促進、収
集車の火災事故予防、
適切な焼却施設の運営
の観点から、引き続き
市民との協働によるリ
サイクル率の向上、分
別の徹底、生ごみの水
切りや堆肥化によるご
み減量化の啓発などに
取り組まれたい。

【商工費】
⑴産業交流センター管理
運営事業
産業交流センターの
貸館業務については、
今後、市全体の施設配
置適正化の検討におい
て、当初の設置目的に
とらわれず、本施設用
途の見直しも視野に入
れ、有効利用を図られ
たい。
【土木費】
⑴海岸利用マナーアップ
推進事業
大切な資源のひとつ
である海岸を魅力ある
ものにするため、林 崎・
松江海岸の利用者マナ
ー向上と適正管理を行
い、利用者増につなが
るよう努められたい。
⑵海岸施設維持管理事業
大蔵海岸多目的広場
の平日昼間の利用が少
ないため、柔軟な料金
設定など、稼働率を向
上させる具体的な取り
組みを検討されたい。

【教育費】
⑴学校安全管理事業

安全対策モデル事業
の実施校を拡大するに
あたり、各学校の実情
に応じて関係者と十分
に協議したうえで、慎
重に進められたい。
⑵放課後児童健全育成事
業
待機児童の解消に取
り組むとともに、指導
員の資格要件や処遇面
の課題の検討などによ
り、指導員確保に努め
られたい。

特別会計

◎石ヶ谷墓園整備事業特
別会計
⑴墓園の維持管理
使用者の住所等が不
明な墓地の状況把握に
努めるとともに、管理
料徴収の見直しを含め
た管理運営方法の方向
性を示すなど、財源の
確保に努められたい。

▽不採択となった請願△
○２０１６年度地方財政確立にかかる意見
書採択の請願
○明石市議会基本条例の遵守を求める第２
次請願
▽取り下げとなった請願△
○国に対して、安保法案（戦争法案）の廃
案を求める意見書提出の請願
○安全保障関連法案を慎重に審議する意見
書を国に提出していただくよう求める請
願
○「平和安全法制整備法案」と「国際平和
支援法案」の慎重審議を尽くすよう求め
る意見書を国に提出していただくよう求
める請願
○安全保障関連法案について慎重審議を求
める請願

民衆の力で開港させた先輩方に誇りを感じます
国生み神話の地、淡路を対岸に明石は海峡都市
として古くから栄えてきました。明石には、
流通の拠
点として不可欠な港が各地にありますが、このたび
は、
二見港の歴史を紹介いたします。
安 政２年（１８５５年 ）、
二見の商 人がこの地を豊
かにするためには港の建設が必要であると、領主や
村 人 を 説 得 し、
お金 を工面して港 の 建 設に着 手し
ました。当時の土木技術では数多くの苦労があった
と想像されます。また、
この商人の熱い誠意から、
地
元の漁 師 も手 弁 当で労 力 奉 仕したそ う で す。こう
して４年 目の安 政６年に民 衆の力 と汗で港 が 完 成
ほ しか
し、 東 播 地 域の産 物が活 発に出 荷され、また干 鰯
等も多く入荷でき、にぎわいを見せた港を中心に
二見が栄 えてきました。行 政 主 導でなく、まちの繁
栄を願う民衆の力で成し遂げてきた先輩方の偉業
に誇りを感じます。

市政に要望や
意見があるときは

〈歳入〉
⑴歳入確保の取り組み
歳入の根幹となる市
税収入を増やすことが
重要であり、長期総合
計画に沿った人口維持
を目指すためにも、積
極的な施策の方向性を
早期に示されたい。
⑵明石クリーンセンター
における歳入確保
電力売却、メガソー
ラー発電等の歳入確保
の取 り 組みについては、
事業拡大を検討するな
ど、さらなる歳入確保
に向けて取り組まれた
い。
⑶生活保護における医療
扶助
受診内容による指導
基準の精査や適切なレ
セプト点検、医師会と
の連携などにより、扶
助費の適正な執行に努
められたい。

◎下水道事業特別会計
⑴下水道処理施設のネッ
トワーク化

事業化へ向けて取り
組んだ成果を無駄にす
ることがないよう、さ
まざまな意見を聞きな
がら、引き続き検討さ
れたい。

市政への要望や意見
があるときは、文書に
して市議会に提出する
ことができます。
議員を通して出すと「請願」、
直接出すと「陳情」といいます。
請願は委員会で審査し、本会
議で採択されると関係機関等へ
対応を求めることになります。
書式例などについては、市議
会ホームページをご覧下さい。

!!

【衛生費】
⑴各種がん検診事業

【農林水産業費】
⑴農漁業振興に関する諸
事業
関係機関との緊密な
連携の下、資源の増進
や生産性向上の効果が
実感できるような施策
となるよう、引き続き
積極的な支援策を講じ
るとともに、担い手の
確保の方策についても
検討されたい。

⑶中心市街地回遊性維持
・向 上（ 緊 急 雇 用 ）事 業
明石おもてなしコン
シェルジュ等の緊急雇
用事業と観光協会の観
光案内所との役割分担
を踏まえ、今後の回遊
性や賑わいの維持・向
上に関する施策の方向
性を検討されたい。

適切な管理運営を

安心できる子育て環境を
がん予防の取り組み
については、早期発見
が重要であることから、
さらなる検診受診率の
向上を目指した市民へ
の啓発に努められたい。
⑵食用油・小型家電リサ
イクル事業
回収量の増加により
費用対効果の向上も見
込まれることから、回
収拠点の増設や市民へ
の啓発に努め、環境保
全とコストのバランス
に配慮した再資源化の
推進に取り組まれたい。

フットサルやグラウンドゴルフに

ごみと資源物を正しく分別
質の高い明石の食材

コミュニティ創造協会との打ち合わせ

【民生費】
⑴民生委員・児童委員活
動事業
民生委員・児童委員
は行政と市民をつなぐ
〈歳出〉
重要な役割を担ってい
【総務費】
ることから、より充足
⑴地域防犯事務事業
率が向上するよう努め
られたい。
市民が安心して暮ら
せるまちをつくるため、 ⑵保育所の待機児童対策
明石警察署とのさらな
潜在的なニーズの把
る連携強化に取り組み、
握に努めるとともに、
地域防犯力の向上に努
公立、私立保育所の地

められたい。
域の実情に応じた施設

明石クリーンセンター内メガソーラー
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業アイデアを事例案と
して提示することを考
えている。
１００周年事業の検
討にあたっては、明石
城築城４００年との相
乗効果も盛り込み、全
国に明石を発信する契
機にしていく考えだ。

地方創生へ総合戦略を年内に策定
万５千人を目標
を策定することになっ
ているが、市の考 えは。
答 本市の人口は、市区
町村将来推計によると、

２０６０年の人口
問 国の地方創生の方針
のもと、明石市の人口
ビジョンとまち・ひと
・しごと創生総合戦略
持ってもらうことで
人や企業の誘致や定
着を図り、将来にわ
たりまちの活力を得
ることにつなげる活
動と認識している。
シティセールス推
進室としては、明石
だこのＰＲについて
は観光振興課や農水
産課と、転入促進キ
ャンペーンについては
政策室と連携し情報交
換を行いながら取り組
むなど、さまざまな部
署や関係団体等と協力
していく 考 えだ。また、
この活動を一過性のも
のとしないためには、
市民や企業等も巻き込
み、オール明石で取り
組むことが必要不可欠

今後何も対策を行わな
ければ、現在の 万人
から急速に減少し、２
０６０年には 万７千
人になると予測されて
いる。しかし、市では
人口ビジョンの策定に
あたり、２０６０年の
人口目標を、国や県の
想定を上回る 万５千
人とする考えだ。
明石市まち・ひと・
しごと創生総合戦略は、
人口ビジョンの実現に
向け、今年度からの５
カ年のまちづくりの方

29

来年１月から利用開始

マイナンバー

転入促進キャンペーン（ＪＲ大阪駅）

である。まずは、行政
万全の体制を
がその先導役として、
シティセールスの方針 問 個人情報を 桁の番
号で管理するマイナン
および計画の策定など
バー制度の導入につい
を 進めていく 。さらに、
て、
本市の対応を聞く。
客観的な指標設定やア
ンケート等による効果 答 マイナンバー制度に
ついては、国が実施す
測定も行い、事業の精
るテレビや新聞等によ
度や効果の向上を図っ
る周知活動と連携しな
ていく。
がら、市の広報紙やホ

向性や施策、成果目標
を取りまとめるもので、
市民をはじめ、産 業 界、
教育機関、金融機関、
労働団体など幅広い意
見を反映するこ
とが重要である。
本年９月には
市長を本部長と
して本部会議を
設置し、人口ビ
ジョンと総合戦
略の素案の検討
を行ったところ
だ。
今後は、素案

ームページ等でも広報
している。制度導入に
かかる初期費用は６億
３００万円で、そのう
ち国の補助金等は１億
６３００万円と見込ん
でいる。本市では、マ
イナンバー通知カード
発送後は問い合わせの
増加が見込まれるため、

研修を受けた職員が対
応することとしている。

また、来年１月の個人
番号カード交付時には
窓口の混雑が予想され

に対する意見公募を実
施するなど広く意見を
聞きながら、年内の策
定に向けて取り組んで
いきたい。

るため特設窓口を設置
するとともに、交付申
請した人に後日送付さ
れる交付通知書の発送
時期を調整するつもり
だ。さらに、カード交
付時の成り済ましの危
険を回避するため、通
知カード、本人確認書
類、交付通知書で本人
確認を行う予定だ。国
では情報漏えい等に対
する罰則を強化してい
るが、市もさらなる安
全対策を行っていく。

まち・ひと・しごと創生本部会議

25

14

覧
一
者
言
発

15

15

交換や、先進地の視察
等を実施し、マラソン
をはじめとしたスポー
ツに関する提案など、
２００近い事業アイデ
アを盛り込んだ素案を
取りまとめた。
今年度は、検討チー
ムを中心に政策部にお
いて、事業の具体化に
向けた事業計画案や推
進組織の検討およびス
ケジュール作成等を行
っているところだ。ま
た、今後は市民からも
事業アイデアの募集を
予定しており、それに
併せて検討チームの事

まずは行政が先導
問 本年７月、政策部に
シティセールス推進室
が新設されたが、シテ
ィセールスの定義と今
後の推進体制について
聞く。
答 シティセールスとは、
まちの魅力を市内外に
広く売り込み、関心を

オール明石で取り組み

９月 日、 日、
日の本会議では、 人
の議員が質問に立ち、
市制施行１００周年
に向けた取り組みや、
マイナンバー制度、シ
ティセールス事業など
について、市の見解を
求めました。
なお、発言者と質問
項目の一覧は下段に、
主な内容は４面から７
面に掲載しています。

問 平成 年は、市制施
行１００周年と明石城
築城４００年にあたる
が、その記念事業への
取り組み状況を聞く。
答 市制施行１０
０周年に向けた
取り組みとして
は、 年度に副
市長直轄のプロ
ジェクトチーム
として、若手職
員を中心とした
明石市制施行１
００周年記念夢
事業検討チーム
を立ち上げ、庁
内のみならず民
間団体との意見

シティセールスの推進

18

25

12

31
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―発言順―（ ）は会派名
梅 田 宏 希（公明党）
①市制100周年記念事業と庁舎 ②大久保北部の
交通計画 ③高年福祉
丸 谷 聡 子（未来創造明石）
①明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略
②明石市一般廃棄物処理基本計画みんなでつく
る循環型のまち・あかしプラン ③明石市のた
め池に関する施策 ④全小中学校へのエアコン
の設置
楠 本 美 紀（日本共産党）
①マイナンバー制度 ②本のまち明石
久 枝 陽 一（民主連合）
①高齢者介護施設 ②人口問題
深 山 昌 明（真誠会）
①市立高齢者大学校あかねが丘学園の移転後の
土地活用 ②社会保障・税番号制度の本市の対
応 ③自転車保険 ④国道２号和坂交差点拡幅
道路改良事業
国 出 拓 志（公明党）
①防災
出 雲 晶 三（未来創造明石）
①山陽電鉄連続立体交差第２期事業 ②明石川
の治水とJR橋梁 ③あかし斎場旅立ちの丘火葬
場棟
宮 坂 祐 太（民主連合）
①コンパクト・プラス・ネットワーク
坂 口 光 男（真誠会）
①明石市のまち・ひと・しごと創生総合戦略の
取り組み ②西明石活性化プロジェクトへの取
り組み
松 井 久美子（公明党）
①明石駅前は時のまち明石として、ふさわしい
整備を ②女性から選ばれるまち・明石の実現
に向けた女性の活躍推進のための取り組みを
③国道２号土山交差点の右折車線の設置を
井 藤 圭 湍（真誠会）
①市制施行100周年に向けた取り組み ②明石市
地方卸売市場の活性化 ③シティセールスの取
り組み
寺 井 吉 広（真誠会）
①公共施設マネジメント ②障害者差別解消条例
③障害者の就労支援
永 井 俊 作（市民クラブ）
①明石市立保育所の給食 ②国勢調査の取り組み
③中学校給食の親子方式の実施 ④泉市政と自治
基本条例
遠 藤 恒 司（自由民主党）
①決算に見る明石市の将来 ②市の組織に技術
部門の責任者が必要と考える ③シティセール
スとまちの活性化 ④今後の大蔵海岸整備事業
家根谷 敦 子（スマイル会）
①災害弱者といわれる障害者、高齢者、乳幼児
への対応 ②障害者の職員採用 ③手話言語・
障害者コミュニケーション条例施行の成果
1619 年小笠原忠政公が築城（明石城）

11

市民からもアイデア募集

一 般 質 問・質 疑
市制100年と明石城400年
記念事業を検討
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問 災害弱者といわれる
障害者、高齢者、乳幼
児に対する支援につい
て聞く。
答 災害時には、必要に
応じて市内 小中学校
および朝霧コミセンの

指定避難所に福祉避難
室を設置するほか、市
内２カ所に福祉避難所
を設置する。また、災
害弱者の視点から哺乳
瓶、粉ミルク、紙おむ
つ、段ボールベッド、
車いす対応仮設トイレ
等の避難生活を支える
備蓄物資の充実を図る
ほか、明石地区タクシ
ー協会と災害時の輸送
業務に関する協定の締
結や、避難行動要支援
者名簿の整備などに取
り 組んでいる。さらに、
災害弱者に対応したマ
ニュアル等を作成して
おり、避難支援や避難
生活支援に活用するほ
か、地域での取り組み
や個々の特性に応じた
支援のポイントも記載
し、市ホームページで
も公開している。
定だ。その後、素案を
基に新庁舎の場所やス
ケジュールなどの基本
的事項について、 年
度末を目途に一定の方
向性を示す考えだ。
現時点では 年での
新庁舎竣工は非常に難
しいと考えるが、市制
施行１００周年と庁舎
建て替えについて、何
らかの関連付けが図れ
ないか１００周年記念
事業検討チームと共に
検討していきたい。

うめ

てら

梅田 宏希

寺井 吉広

在職６期。議長、副議長、監査委員、建設企業
常任委員長などを歴任。63歳。

在職２期。監査委員、中心市街地再整備等特別
副委員長などを歴任。51歳。

よし

い

き

常任委員長に聞く

総務

問 防災士の育成により
防災・減災の市民力向
上を図っていくべきで
あると考えるが、市の
認識を聞く。
年の記念事業と関連
付けできないか。
答 市役所庁舎は、市民
サービスとまちづくり
の中枢拠点として重要
な施設であり、建設後
年は使用すると見込
んでいる。現在、若手
職員で構成するワーキ
ンググループが、 年
後の都市ビジョンとそ
れを踏まえた新庁舎の
在り方などについて検
討しており、年内を目
途に素案をまとめる予

総務常任委員会とは
政策、総務、財政など市政の運営に重要な部門
や防災、消防など市民の安全安心を保つための
部門を担当している委員会

こう

援を行っており、それ
を活用することで防災
士育成に対する支援に
もつながっていると考
えている。
また、県が実施して
いるひょうご防災リー
ダー講座は、約半年間
の受講後、最終日に防
災士試験を受けること
ができるが、市民がよ
り受講しやすいものと
なるよう県に要望も行
っていく。
さらに、今後は各小
学校区で実施される防
災研修や訓練に、市内
在住の防災士や防災士
会にも参加を求め、防
災に関する市民の意識
啓発を図っていく。

問 市役所庁舎建て替え
について、市制施行１
００周年と明石城築城
４００年を迎える平成

える。
今後、市内
人口の推移や
他都市の取り
組み状況等を
踏まえ、関係
部署と連携し、
本市ならでは
の効率的な都
市の形成に向
け、引き続き
慎重に検討し
ていきたい。

31

ひろ

文教厚生常任委員会とは
市民の福祉や介護に関すること、子育てや学
校、教育に関することなどを担当している委
員会

だ

答 防災士とは、日本防
災士機構による民間資
格であり、多
くの市民が取
得することで、
地域における
防災・減災の
力が向上して
いくものと考
えている。
現在、市で
は地域の自主
防災組織の活
動に対し、助
成金などの支

生活サービス機能の集約と
公共交通の整備で

してさまざまな都市施
設が整備され、以前か
らも公共交通や道路網
の整備が進んでおり、
利便性の高いコンパク
トな都市構造を形成し
てきた。そのため、さ
らなる都市機能の集約
が本市にどのような影
響を与えるかを検証し、
制度の目的や効果を市
民に十分説明し、理解
を得ることが必要と考

50

福祉避難室を適宜設置
市制100周年の竣工は困難

災害弱者を守るために
28
市民の移動手段の確保が重要

31

50

備蓄物資の充実

来年度中に一定の方向性示す

41

災害弱者に対応した
市役所建て替え

防災士の育成を

利便性の高いまちづくり

49

常任委員長に聞く

文教厚生

防災士会による啓発活動（明石高専）

防災・減災の
市民力向上へ
問 一定の地域に福祉や
ンパクト・プラス・ネ

ットワーク構想につい
医療、商業等の生活サ
て、
本市の考えを聞く。
ービス機能を集約し、
その周辺や公共交通沿 答 本市の面積は約 平
線に居住地を集中させ、
方キロメートルと比較
それらの区域を結ぶ公
的コンパクトでありな

共交通等を再編するコ
がら、人口 万都市と
29
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――重点的に取り組む事項
本市では、２年前より子育て世代を
中心に人口が増加に転じていますが、
シティセールスを推進し、さらなる人
口増加の促進に取り組んでいきます。
また、税収面では、引き続き厳しい財
政状況が予想されるため、総人件費の
削減や事務事業の見直し、公共施設の
適正配置を進めるなど、財政健全化の
取り組みを一層進めていきます。
さらに、防災面では災害発生直後か
ら避難所などで迅速な支援を行うため、
備蓄物資の充実を図るとともに、東日
本大震災の被災地復興支援についても、
引き続き職員を派遣していきたいと考
えています。
その他 、中 核 市への移 行に係る調 査・
研究や住民投票条例の制定についての
議論を進めていきます。
――委員長から一言
さまざまな課題がある中、委員会で
はしっかりと議論を尽くし、審査する
ことができるよう委員長としての務め
を果たしたいと思っています。

――重点的に取り組む事項
教育に関しては、質の高い教育環境
の整備として、学校施設にある照明器
具などの非構造部材の耐震化を進めて
いきます。また、中学校給食は、来年
度２学期から大蔵、高丘、魚住の３校
での先行実施を目指します。
子育てに関しては、保育所の待機児
童を解消するため、今年度受け入れ枠
を約１２０名拡大しました。また、来
年４月には、市立二見幼稚園と二見保
育所を一体化して認定こども園を開園
するため、準備を行っていきます。
福祉に関しては、総合福祉センター
内に明石市後見支援センターなどを集
約した高齢者・障害者の総合相談窓口
を開設し、利便性の向上や福祉施策の
さらなる充実に向け取り組んでいます。
――委員長から一言
市民から「明石に住み続けたい」と
思っていただけるように、委員会でし
っかりと議論を深めていきたいと思っ
ています。委員会は、公開しています
ので、ぜひ傍聴にお越しください。

あかねが丘学園移転

を生涯学習センターに
順次移転しているとこ
ろであり、来年３月に
は完了する
予定だ。
同学園は
災害時の避
難施設とし
て機能して
おり、
文化・
スポーツ活
動等の拠点
としても活

発に利用されているこ
とから、跡地利用の在
り方については、地元
住民と市職員をメンバ
ーとする検討会を設置
し、意見交換を行いな
がら丁寧に検討を進め
ていく。
また、体育館は築後
年が経過
しており、
耐震化を施
しても耐用
年数の延長
が見込めな
いことから、
耐震工事の
実施は難し
い。
問 あかし斎場「旅立ち
の丘」火葬場棟の壁の
ひび割れと雨漏りにつ
いて、
市の対応を聞く。
答 鉄筋コンクリート造
の壁に発生しているひ
び割れの多くは、火葬
炉機械室がある２階東
面に集中し、幅
は から ミリ
メートル程 度で、
漏水している箇
所は約 カ所で
ある。
ひび割れの原
因については、
壁の形状や構造、
火葬炉の稼働に
よる高温環境、
内外温度差など

環境の変化が繰り返し
加わったことなど多く
の要因が重なった可能
性がある。また、漏水
の原因については、炉
の稼働に伴う内外の気
圧・温度差等が影響し
ている可能性があると
考えている。
現在、施工や設計に
問題があったとは確認
していないが、建物内
部や施工管理資料等だ
けでなく、新たに外部
からの調査も行い原因
の特定を進めていく。
さらに、有識者等の専
門家の意見を求めるこ
とも検 討していきたい。

はる

坂口 光男

尾仲 利治

在職３期。監査委員、総務常任委員長、中心市
街地再整備等特別委員長などを歴任。64歳。

在職８期。議長、副議長、監査委員、建設企業
常任委員長などを歴任。68歳。

とし

体育館の耐震化は困難
跡地利用は地元住民と検討へ
問 あかねが丘学園本校
の学習拠点が生涯学習
センターに移転した後
の跡地利用と、避難所
である同学園体育館の
耐震化について聞く。
答 あかねが丘学園校舎
は老朽化が進んでいる
ことに加え、市の東端
に位置し、駅から遠く
利便性が悪いという課
題がある。この解決を
図るために、学習拠点
めていく。また、市内
の事業所等にも協力を
得るため、女性の活躍
推進に積極的に取り組
む企業を適切に評価す
るための仕組みづくり
などを調査・研究する
とともに、推進体制の
中心となる男女共同参
画センターの機能強化
も図っていく。

全小中学校にエアコン設置

――重点的に取り組む事項
コミュニティの推進については、協
働のまちづくりを一層進めるため（仮
称）明石市協働のまちづくり推進条例
の制定に向けた検討を行っており、今
年度には条例検討委員会からの提言を
踏まえ、条例案の提出が予定されてい
ます。
産業振興の分野では、今年度から卸
売市場は指定管理者制度を導入し、こ
れまでどおり生鮮食料品の迅速かつ安
定的な供給と適正価格に設定できるよ
う取り組んでいきます。また、今年の
Ｂ １グランプリで６位に入賞した明
石焼をＰＲするなど、引き続き明石の
魅力を全国に発信します。
――委員長から一言
健康で安心して暮らせるまちづくり、
明石のにぎわいづくりに向け、充実し
た審査ができるよう委員会の進行に努
めていきます。また、市民が選ぶ明石
のたからもの第１位である天文科学館
が今年で開館 周年を迎えました。こ
の機会にぜひ足をお運びください。

－

――重点的に取り組む事項
まちづくりでは、西明石地域の活性
化を目的とした交流拠点や駅周辺整備
などの課題解決に向けた議論を進める
ほか、生産緑地制度の導入を具体化し
ていきたいと考えています。また、長
年工事が進められてきた山陽電鉄連続
立体交差事業については、本年６月
日から西新町駅付近の線路が高架に切
り替わり、西新町駅はエレベーター等
を設置したバリアフリー対応の高架駅
として供用が開始されました。さらに、
本年度は、合同供養墓地について基本
計画の策定を行い、建設に向けた取り
組みを進めていく予定です。
その他の課題としては、昭和 年代
に多く建設された公共施設や上下水道
管などが更新時期を迎えるため、その
対応策が重要な課題と考えています。
――委員長から一言
明石のまちが安全で安心な住みよい
まちと感じていただけるよう、しっか
りと議論を進めていきたいと思ってい
ます。

20

43

まず来年度に中学校で工事
環境教育にも取り組む

年間で ４００万円程
度を見込んでいる。
本市では、これまで
も環境に配慮した生活
について学び考える環
境教育に取り組んでき
た。エアコン導入で子
どもたちの学習環境を
快適にし学習効率を上
げるとともに、これを
契機として、エネルギ
ー問題や地球温暖化な
ど子どもたちの環境へ
の意識がより高まるよ
う、取り組んでいきた
い。

55

壁のひび割れと雨漏り
原因の特定進める

期間に実施したいが、
財政的な観点から複数
年での整備を考えてい
る。来年度は中学校で
の設置工事を行い、そ
の後、小学校へも設置
を進めていく考えだ。
整備費用としては小中
学校合わせて 億 千
万円程度、運転経費は

40

生活文化常任委員会とは
コミュニティや健康づくり、文化・スポーツ、
環境、産業、そして観光振興などの分野を担当
している委員会

建設企業常任委員会とは
道路や公園などの設備、住宅建築や開発などま
ちづくりに関すること、上下水道、交通政策な
どの分野を担当している委員会

0.4

30

なか

お

お

みつ

ぐち

さか

動計画を策定すること
が義務付けられた。本
市としても、自らが規
範となるよう率先して
取り組み、本年度中に
は計画を策定したいと
考えている。なお、計
画には女性の管理職の
割合などの数値目標を
定めることが求められ
るが、現状では国の掲
げる目標の ％には届
かないことから、今後
とも管理職にふさわし
い女性職員を育成でき
る職場環境づくりに努
30

常任委員長に聞く

生活文化
常任委員長に聞く

建設企業

火葬場棟の壁のひび割れ

あかし斎場火葬場棟

8

職場の環境づくりに努める

跡地利用の検討は住民参加で

問 全小中学校の教室に
エアコンを設置する計
画および予算等につい
て聞く。また、エアコ
ン設置に伴い、環境教
育にどう取り組むのか
を聞く。
答 エアコンの整備は、
学校間の不均衡が生じ
ないようできるだけ短

6

0.1

18

平成27年度中に行動計画策定

問 本年８月に女性活躍
推進法が成立したが、
本市における女
性の活躍推進の
ための取り組み
について聞く。
答 女性活躍推進
法の成立により、
国や地方公共団
体、労働者３０
１人以上の企業
は、来年４月ま
でに女性の活躍
推進に向けた行

県立男女共同参画センターでは職業紹介も

女性の活躍推進へ

（6）
平成27年（2015年）11月１日
第224号

問 市立保育所の給食に
おける食の安全や
食育などの現状は。
また、栄養士の役
割について聞く。
答 市立保育所の給
食では、栄養士を
中心に保育所長、
調理員からなる献
立委員会で統一献
立を作成しており、
食材は生産元が明
らかな明石近郊産
や県内産をできる

ゆたか

また、これまでの献立
の検証や新献立のため 教育長
の研修会の実施など、
任命に同意
安全安心な給食の実施
く げ
に取り組んでいる。
教育長として、公家裕
氏（ 歳・大蔵八幡町）
めることはできないか。
を任命することに同意し
答 高齢化がピークを迎 ました。

える平成 年度には、
法改正によりこれまで
１５００人程度が特別 教育委員会委員の中から
養護老人ホームへの入 選ばれていた教育長は市
所が必要であると見込 長が議会の同意を得て任
んでいる。現在１１２ 命することになりました。
０床の施設が整備済み
公家氏は、教育委員会
であり、あと３８０床 事務局教育次長、人丸小
程度の整備が必要であ 学校長などを歴任し、平
ると考 えている。また、 成 年から教育長を務め
ています。
また新制度では教育委
員会を代表していた教育
委員長は廃止され、その
業務は教育長が行います。
任期は４年から３年に変
わりました。

選挙管理委員会

松井 久美子

穐原 成人

在職５期。議長、副議長、建設企業常任委員長
などを歴任。62歳。

在職３期。監査委員、建設企業常任委員長、生
活文化常任副委員長などを歴任。56歳。

なり

はら

であると認識しており、
平成 年度から１名増
員し、衛生管理やアレ
ルギー対策などの巡回
指導を強化している。

高齢化のピークは平成37年度
計画に沿って施設を整備

問 特別養護老人ホーム
について、今後の必要
な施設数を聞く。また、
現在でも要介護３以上
の入所待機者が２４９
人いることから、施設
整備を計画より早く進

委員を選出

あき

こ

限り使用している。ま
た、食 育 計 画に基づき、
心身ともに健やかに育
つよう発達に応じた食
事の取り方や望ましい
食習慣の定着を図ると
ともに、食育活動とし
て地元産の食材を使っ
た体験講座の開催や、
給食だよりによる食と
保健衛生の情報を発信
している。
栄養士の役割は重要

障害者の就労支援

従来の特別養護老人ホ
ームでは用地の確保が
困難であることから、
定員 人以下の小規模
で市民が優先的に利用
できる地域密着型介護
老人福祉施設の整備を
計画している。
施設の早急な整備に
ついては、介護サービ
ス給付が増大し、その
結果、介護保険料の値
上げにつながるため、
計画に沿った施設整備
を行っていきたい。

まつ

み

専門の相談員を増員
就労後のフォローも

教育委員会委員

中心市街地再整備等特別委員会とは
明石駅前再開発事業や再開発ビルの整備内容な
ど、明石のまちづくりの総合調整に関すること
を担当している委員会

く

26

特別養護老人ホーム
障害者の支援に向けた
取り組みを充実させて
いく。働くことは人生
の生きがいにつながる
ことから、今後も関係
機関と連携しながら支
援を引き続き行ってい
く。

任命に同意
い づつのりひさ

いち

ひと

議会運営委員会とは
議会の円滑な運営に必要な協議や意見の調整、
法定の事項に関する調査などを担当している委
員会

い

37

教育委員会委員の任期

74

食の安全と食育を

問 明石市障害福祉計画
（第４期）の目標であ
る福祉施設等から一般
就労への移行者を平成
年度に 人とするこ
とを達成するためには、
より一層の支援強化が
必要と考える。市の今
後の取り組みについて
聞く。

たちばな

選挙管理委員会委員お
よび同補充員を選出しま
した。
もり た ひさとし
委員は森田尚敏氏（
歳・大久保町江井島）、
お ぞのひさあき
尾園久明氏（ 歳・松が
かわ き きくまさ
丘４丁目）、川木菊正氏
（ 歳・魚住町西岡）、
とみ た けん じ
冨田賢治氏（ 歳・鷹匠
町）の４名です。同補充
み よし かず ひこ
員 は、三 好 和 彦 氏（ 歳・
えの
大久保町高丘３丁目）
、
榎
もとかず お
本和夫氏（ 歳・大久保
ふな つ けん
町高丘６丁目）、船津憲
じ
二氏（ 歳・西明石町２
けん
丁 目 ）、橘 賢一氏（ 歳・
魚 住 町西岡 ）
の４名です。
なお、選挙管理委員会委
員の任期は４年です。

79

67

20

80

地元の食材を使用し
20

特別委員長に聞く

中心市街地再整備等
委員長に聞く

議会運営

75

68

59

29

23

満了に伴い、井筒典久氏
（ 歳・上ノ丸１丁目）
を引き続き任命すること
に同意しました。同氏は
明石市連合ＰＴＡ会計監
査などを歴任し、同委員
には平成 年から就任し、
今 回で３期 目です。なお、
本市の教育委員は４人で
任期は４年です。

73

72

明石市障害者就労・生
活支援センター「あく
と」を設置し、専門の
相談員が障害者か
らの相談に応じ、
企業との調整に努
めている 。さ らに、
雇用された企業に
訪問するなど、就
労後のフォローに
も力を入れている。
今年度は、精神
障害者への支援実
績のある相談員を
１名増員するなど、

42

安全な給食おいしいな

市立保育所の給食
29

答 本市では、障害者総
合支援法に基づく就労
移行や就労継続支援施
設での就労に向けた支
援 を 行っている 。ま た 、

生きがいにつながるように

第224号
平成 27 年（2015 年）11 月１日
（7）

――重点的に取り組む事項
中心市街地再整備の中で最も大きな
プロジェクトである明石駅前再開発に
向けた再開発ビルの建設工事が進行し
ています。そのため、工事期間中の安
全対策や利便性が低下しないよう議論
を行っていきます。
また、明石海峡大橋の開通に伴い、
明石の海の玄関口である明石港は、淡
路島側から本市への人の流れの減少が
著しく、活気を失いつつあります。
委員会では、再び明石のまちに活気
を取り戻すためには、明石港を再整備
することが大きな課題であると考えて
います。
――委員長から一言
中心市街地の再整備事業では、建物
整備や道路・歩道などの整備を行い、
利便性や回遊性の向上を図っていきま
す。しかし、明石のまちに活気を取り
戻し、元気なまちを作り上げるために
は、皆様のご理解とご協力が必要不可
欠ですので、今後ともよろしくお願い
します。

――重点的に取り組む事項
昨年９月に明石市議会として手話言
語法制定を求める意見書を国に提出し、
本年４月からは手話言語を確立すると
ともに要約筆記・点字・音訳等障害者
のコミュニケーション手段の利用を促
進する条例が施行されました。また、
聴覚に障害のある議員が当選したこと
で、市議会も５月の本会議から手話通
訳者を配置しています。今後は、さま
ざまな障害者への対応を検討する必要
があると感じています。
その他、決算議案をより的確に審査
するため、これまで決算審査特別委員
会で行っていた各会派の総括質問を、
今年度からは本会議において、各会派
の代表者による代表質問として行いま
した。
――委員長から一言
議会運営委員会として円滑な議会運
営を進めることはもとより、本年度設
置した明石市議会活性化推進委員会と
も連携し、議会改革の歩みを進めてい
きたいと考えています。

第224号

平成27年（2015年）11月１日

（8）

第３回定例会

９月議会

永井

貴則

俊作

家根谷敦子

北川

利治

恒司

尾仲

祐太

自 由
スマイル会
民主党

遠藤

宮坂

達也

陽一

辻本

美紀

民主連合 市民クラブ
久枝

楠本

晶三

西川あゆみ

出雲

洋紀

礼皇

大西

中西

宏希

聡子

未来創造明石 日本共産党
丸谷

梅田

和之

松井久美子

絹川

圭湍

敏

井藤

光男

佐々木

坂口

昌明

公明党

拓志

深山

雄史

国出

山崎

成人

尾倉あき子

穐原

浩司

宏

辰巳

啓介

三好

千住

吉広

健太

寺井

林

議案

真誠会

採決結果

議案第72号～同第74号、同第
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
76号、同第78号～同第80号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第75号、同第77号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ 退 退 ○ ○ 原案可決

議案第81号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案認定

議案第82号～同第95号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案認定

議案第96号、同第97号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案同意

請願受理第12号

× × × × × × × × × × × × ×

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 不 採 択

請願受理第13号

× × × × × × × × × × × × ×

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × 不 採 択

※ 絹川和之議員は議長のため、採決には加わりません。
議案 第 72 号

明石市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務
の特例に関する条例制定のこと

〃 第 73 号

明石市教育長の給与等に関する条例を廃止する条例制定のこと

〃 第 74 号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定のこと

〃 第 75 号

明石市戸籍・住民票関係手数料徴収条例の一部を改正する
条例制定のこと

〃 第 76 号

明石市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する
条例の一部を改正する条例制定のこと

第３回定例会９月議会で可決した議案内容を一部紹介します。

〃 第 77 号

平成27年度明石市一般会計補正予算（第２号）

〃 第 78 号

平成27年度明石市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

〃 第 79 号

訴えの提起のこと

（議案第77号

〃 第 80 号

訴えの提起のこと

〃 第 81 ～

平成26年度明石市一般会計歳入歳出決算ほか12件につき監

中学校の空調設備設置へ向け設計委託
費の予算が可決されました。学力向上推
進策の一環として、小中学校の普通教室
に空調設備を設置し、学習環境の向上を
図るとともに、子どもたちの健康面をサ
ポートします。平成28年度から３年間で
設置する予定です。

		

93 号

〃 第 94 号

査委員の意見を付し、議会の認定を求めること
平成26年度明石市水道事業会計決算につき監査委員の意見
を付し、議会の認定を求めること

〃 第 95 号

平成26年度明石市大蔵海岸整備事業会計決算につき監査委
員の意見を付し、議会の認定を求めること

〃 第 96 号

教育長任命につき同意を求めること

〃 第 97 号

教育委員会委員任命につき同意を求めること

請願受理第12号
〃

第13号

2016年度地方財政確立にかかる意見書採択の請願
明石市議会基本条例の遵守を求める第２次請願

食 欲の秋、読 書の秋、
スポーツの秋、芸術の
秋と、秋は何をするに
もいいシーズンです。
皆さんにとってはど
れでしょうか？私は、
健康のために９月から

第３回定例会
12月議会の予定

ランニングを始めたの
でスポーツの秋です。
今月はマラソン大会も
あるので練習にも熱が
入ってきましたが、最
近、膝に痛みが…。本
番も近いので焦ってま
す。
スポーツを始める際
はほどほどに。（ほ）

12月１日（火）午前10時
８日（火）午前10時※
９日（水）午前10時※
10日（木）午前10時※
22日（火）午後３時
※は議案質疑および一般質問日

本会議は明石ケーブルテレビ717ch（ミルル
チャンネル）で生中継されます。
放送に関するお問い合わせは、
明石ケーブルテレビ

市立小中学校普通教室に空調設備設置へ
平成27年度明石市一般会計補正予算（第２号））

聴覚障害者向けテレビ電話システムなどを導入
（議案第77号

平成27年度明石市一般会計補正予算（第２号））

障害のある人に必要なコミュニケーション環境を実現するため、テレビ電
話をはじめとした各種システムなどを導入します。
○聴覚障害者向けテレビ電話システム
手話通訳者が配置されていない窓口での聴覚障害者応対の際、テレビ電話
を通じて手話でコミュニケーション支援を行います。
市役所本庁に２カ所、総合福祉センター、３つの市民センターにモニター
を設置します。
市民センター

聴覚障害者の応対

手話通訳者

○聴覚障害者向け音声同時通訳システム
障害福祉課窓口に、音声を認識し文字変換して表示するためのタブレット
を設置します。
○視覚障害者向け点字対応
点字対応を希望する人に市政情報等の文書を点字に翻訳します。
その他、市が後援する行事の手話通訳や要約筆記の経費助成、市立図書館
での障害に応じたサービスの拡充などを行います。

