福祉避難所の開設訓練
 今後は要配慮者本人も参加して実施

災害発生時の課題等を
確認した。
今後は要配慮者本人
が参加し、当事者目線
の課題を明らかにする
訓練に移行するととも

ひとり親家庭に
生活の安定と
自
 立のための支援
問 ひとり親家庭の生活
の安定と自立のために
は、きめ細やかな支援
が必要と考えるが、本
市の取り組みを聞く。
答 本市では、全ての子
どもを対象とした総合
的な支援を推進してお
り、ひとり親家庭への
支援についても充実を
図っている。自立支援
員による相談のほか、弁
暮らしについて学習す
る。文化博物館の常設
展示等とともに平和資
料室の見学を授業に組
み込むことで、戦争の
悲惨さや平和の尊さの
理解を深めてもらう啓
発の機会としたい。

に、各小学校区で実施
している防災訓練への
参加も合わせて、要配
慮者の安全確保に向け
た取り組みを進めてい
く。

問 昨年 月に開催した
高校生議会の中で、Ｓ
ＤＧｓのゴール５「ジ
ェンダー平等を実現し
よう」をテーマに話し
合った高校生議員から、
学校の名簿を男女混合
にしてはどうか 。また 、
男女の区分を問わず制
服を自由に選
択できるよう
にしてはどう
かと提言があ
った。市の見
解を問う。
答 明
 石商業高
校では、男女
別名簿をこれ
まで指導上の
利便性から使
用してきたと

大型化する台風による被害

護士職員らによる専門
相談も実施し、相談や
情報提供の充実を図る
とともにセミナーや親
子クッキングなどによ
り親同士や親子の交流
を図り孤立防止につな
げている。また、就労
支援員を配置し、ハロ
ーワークと連携して就
労につなげるほか、児
童扶養手当の実質毎月
支給や家事育児の負担
を軽減し、自立を促す
ために支援員を派遣す
る事 業を行っている。さ
らに、税法上の控除が
適用されない未婚のひ
とり親に対しても婚姻
歴のあるひとり親と同
等の支援を行い、家庭
環境に左右されること
なく安心して生活でき
るよう努めている。

男女混合名簿に変更

水や電源の確保策を検討

ころである。多様性を
尊重する現代社会に対
応し、当事者である生
徒の内面を重視するこ
とが必要であることか
ら、今後は男女混合名
簿の使用に向けて取り
組んでいく考えだ。
また、男女の区分が
ない制服を含め、本人
が自由に制服を選択で
きることに対しては、
教員や生徒など、周囲
の理解を得られるため
の研 修 等を行い、周 知・
啓発に取り組む必要が
ある。その方法につい
ては、今後、調査・研
究していきたい。

蓄電池の配備や太陽光
発電設備の設置ができ
ないか調査している状
況だ。また、小中学校
にはアルファ化米など
の食料、毛布や簡易ト
イレなどを備蓄してい
るが、今年度末までに
はさらに飲料水も配備
する予定だ。
今後も停電対策の調
査・研究を進めるとと
もに気候変動問題に対
しては、気候非常事態
宣言の表明も含め検討
したい。

総務常任委員会では、
議案第 号「あかし市民
広場に係る指定管理者の
指定のこと」について審
査を行いました。
市は、平成 年 月の
開設時より、同広場の管
理運営に指定管理者制度
を導入しました。このた
び、現指定管理者である
明石観光協会の指定期間
が今年３月末で満了する
ため、次の４月１日から
３年間の指定管理者に明
石コミュニティ創造協会
を指定するとの提案があ

十分に検討し指定を

りました。
委員からは、公募によ
り透明性を担保し広く提
案を受け、次期指定管理
者の選定理由を客観的に
示すべきである。現指定
管理者を変更する理由が
明確ではない。同広場は
さまざまな利用方法があ
り、人気も高く市民等か
ら予約が難しいという声
を多く聞くため、まずは
市が利用に係る課題を整
理するなど、もう少し時
間をかけて議論を重ねる
ことも必要ではないかな
ど、選定方法等を疑問視
する意見が相次ぎ、採決
の結果、全会一致で否決
しました。
市からは、議会の理解
を得る努力を継続し、今
年４月時点で市民に迷惑
をかけることがないよう
にしたいと答弁がありま
した。

子どもの活字離れが言われて久しい。つ
い先日も、経済協力開発機構が発表した国
際的な学力調査で、日本の 歳の読解力の
低下が示された。私は子どもの時から本が
好きで、小学生の頃は、友達と図書貸出カ
ードの欄が埋まっていくのを競い合って本
を読んでいた。年を重ねた今も相変わらず
本好きで、あかし市民図書館には、何冊も
予 約 待 ちを 入れるほどお 世 話になっている 。
本市は、図書館を核とした本のまちづく
りを進めており、明石市出身の芥川賞作家
である上田岳弘さんが「あかし本のまち大
使」に就任されるなど、読書環境が整って
いる。もし、あまり本を読む機会がないと
いう方がいらっしゃれば、この機会に何か
冊を手にしてみてはいかがでしょうか。
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高校生から提言
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難生活が問題となって
いる。本市は災害時の
停電に備え、ガソリン
を燃料とする小型発電
機を備蓄している。し
かし、燃料の取り扱い
に注意が必要で、屋内
では使用できないなど
の問題があるため、避
難所となる小中学校に

指定管理者の選定
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ジェンダー平等の実現

停電や避難所生活が長期化


問 気候変動により大型
化する台風被害などの
災害に対する本市の認
識と対策について聞く。
答 気候変動による地球
環境への影響が懸念さ
れる中、豪雨や大型台
風などによる風水害が
頻発し、被害地域での
長期にわたる停電や避

11 月に開催した高校生議会

後、協定を締結した法
人と意見交換を行い、
福祉避難所設置運営マ
ニュアルを作成した。
その検証と課題抽出の
ため法人が避難所を開
設する想定の訓練を行
い、施設職員を中心に

周年となる令和２年、
本市において最大の空
襲があった７月７日を
予定している。

避難所開設の手順を確認
開設当初には、太平
洋戦全国空爆犠牲者慰
霊協会が所蔵するパネ
ルの展示や小学生等を
対象とした平和フィー
ルドワークを実
施する予定だ。
なお、本市が受
けた空襲の被害
や太平洋戦争時
の資料などを中
心に展示し、来
館者が平和につ
いて考えるよう
な工夫もしたい。
また、小学３
年生は国語の授
業で戦争当時の
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あかし市民広場

65
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問 昨年 月に実施した
福祉避難所開設訓練は、
要配慮者本人が参加せ
ず代役で行われた。避
難 の 手 順等の確認は必
要だが、実 際 の 災 害 時
に要配慮者がどう行動
すべきかを訓練する必
要がある。市の
考えを聞く。
答 本市は平成
年に民間施設と
福祉避難所設置
運営に関する協
定を締結し、円
滑な避難所開設
のため、市職員
を中心に手順等
の確認を行う訓
練をした。その

令和２年７月開設予定

問 平和資料室設置の準
備状況と展示内容につ
いて聞く。
答 平和の大切さを後世
に伝えるため、文化博
物館２階の国際交流室
を改装し、平和資料室
を設置する準備を進め
ている。開設日は啓発
効果等を考慮し、終戦

終戦 75 周年を機に設置
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文化博物館２階に設置
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平和の尊さを伝える資料室
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