LED照明による防犯対策も

全ての人が

インクルーシブ条例

問 市内には子どもが思
い切り体を動かして遊
べる大きな公園が少な
い。また、不審者情報
も増えており、子ども
が一人でも安心して遊
ぶことのできる公園の
整備が必要ではないか。
答 市内の公園は、約４
６０カ所あるが、その
約半数は面積が千平方
メートル未満の比較的
小さな公園である。子
どもが伸び伸びと遊べ
る大きな公園は、明石



北わんぱく広場や中尾
親水公園などがあるが、
十分ではないと認識し
ている。市が新たに土
地を取得して公園を整
備することは難しいが、
土地の寄付や無償借地
等があった場合には整
備を検討する。
安全対策として、公
園施設の安全点検を年
４回実施し、修繕など
の維持管理に努めると
ともに公園内が見渡せ
るよう生け垣を低くす
るなど、地域の人に見
守ってもらえるような

対策を行う。今後はＬ
ＥＤ照明に更新し、公

園内を明るくする等の
防犯対策も進めていく。

どの外部有識者を加え
た生活保護行政のあり
方検討チームを設置し、
これまで３回の会議を
行った。今後、市長へ
報告・提言する予定だ。
また、ケースワーク
業務を適切に行うため、
今年度から育児休業者
等を除く実働人数が、
世帯ごとに１人の配
置となるよう人員体制
を整える。
紛失した約２０３万
円は、盗難の可能性が
高く、明石警察署に被
害届を提出し、現在も
捜査中である。金庫に
ついては、開閉が自由
にできないよう取り扱
いを改め、厳重に管理
している。

委員会行政視察



（ 令和２年１月

日～ 日）

市議会では、議員の見識を深め、市の施策や審議、議会
運営の参考とするため、先進自治体への行政視察を行っ
ています。詳しくは市議会ホームページをご覧ください。

議会運営委員会

●１月 日
（金）
／東京都国分寺市議会
■視察概要
国分寺市では、市議会災害対応規程および
災害対応マニュアルを策定している。昨年、台
風 号が接近した際には、実際に議会におい
て災害対策支援本部を設置しており、市の災
害対策本部からの情報伝達の方法、時系列で
の対 応 経 過やその検 証・考 察 、当 時の緊 迫し
た状況などについて説明を受けた。
このほか、大 災 害の発 生を想 定し 、徒 歩で
の参 集 訓 練や災 害 対 応マニュアルについての
小テストを行うなど、ユニークな取り組みも
行っている。
その他の視察
●１月 日
（木）
／東京都豊島区議会
議会における災害時の対応、障害者に配慮
した議会体制等
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食品ロス削減

信頼の回復を目指す

問 昨年、本市の生活保
護行政で相次いで不祥
事が発覚した。再発防
止策の検討状況を聞く。
答 本市では、ケースワ
ーカーによる記録の虚
偽記載と課室の金庫か
ら生活保護費等の金銭
が紛失する事案が発生
した。再発防止策を検
討するため、弁護士な

生活保護行政

まちづくりに関する包
括連携協定を締結し、
西明石駅周辺のさらに
広い地域を対象とした
再 開 発についての検 討・
協議を進めている。
今後も引き続き西明
石駅周辺地域全体のま
ちづくりについて検討
を重ねて、具体的な案
を取りまとめたい。
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入費を計上した。
フェーズフリーの商
品やサービスが浸透す
る こ とにより対 応 力が
向 上し、災 害 に 強 い ま
ちづくりにつながるこ
とから、今後はこの考
え方を市民に周知・啓
発していくため、地域
の防災訓練や小中学生
対象の防災学習など、
さまざまな場面での活
用を検討していく。
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学校給食も含め

している家庭で余った
食品を福祉施設等に寄
付するフードドライブ
活動を支援する広報も
行っている。
平成 年度の学校給
食の残食状況は、小学
校で約２・７％、中学
校で約８・７％となっ
ている。午前９時に警
報が発令されている場
合は学校給食を中止し
ている。主食のパンと
米飯は、その時点です
でに加工済みのため廃
棄処分になるが、副食
材料は原則、使用可能
なものは後日に使用し
ている。

不祥事の再発防止
はどうか。
答 本市はフェーズフリ
ーの観点から、避難所
となる小中学校に蓄電
池を置き、平常時には
学校現場で、災害時に
は避難所で活用するこ
とを検討している。ま
た、災害時の通信手段
として無料通信アプリ
ＬＩＮＥの活用を検討
しており、今年度予算
にスマートフォンの購

新庁舎整備事業

●２月５日
（水）
／広島県三原市
■視察概要
三 原 市の庁 舎は、各 階 ごとにシャッターや
扉でセキュリティ区画を設定しており、各フロ
アの中心に執務スペース、各階のセキュリティ
区画外に階段と会議室を配置している。庁舎
スペースの需要が低下してもフロア単位の転
用や貸し出しができる構造にすることで、市
民への会議室の貸し出しにも対応できるよう
にしている。
また、サイン
（看板）
は来庁者に分かりやす
い色を使い、総 合 案 内サイン等はレイアウト
変 更 時にも対 応しやすいよう、マグネット式
にしている。
その他の視察
●２月４日
（火）
／山口県周南市

新庁舎整備検討特別委員会（令 和２年２月４日～５日）
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有 効活用の検討を
問 食品ロス削減の取り
組みと学校給食の残食
状況や気象警報発令時
の対応を聞く。
答 本市の家庭ごみの約
３割が食品廃棄物であ
る。昨年５月に食品ロ
スの削減の推進に関す
る法律が公布されたこ
とを受け、出前講座で
自治会等への普及啓発
に努めている。また、
市内小売事業者が実施

いつもの物を
もしもの時に
フ
 ェーズフリー

る土地を所有している
ＪＲ西日本との協議を
進めてきた。このよう
な中、ＪＲ西日本とは、
昨年９月に鉄道沿線の

西明石の活性化に向けて
駅周辺地域のまちづくり
ＪＲ西日本と協議中


30

問 平常時と災害時の垣
根を取り払い、普段か
ら利用している商品や
サービスを災害時にも
適切に使えるようにす
るという考え方（フェ
ーズフリー）を広めて
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安全点検と維持管理に努め

暮
 らしやすい社会

Ｇｓの基本理念のもと、 問 西明石活性化のこれ
までの取り組みと今後
各分野の計画策定や制
の見通しを聞く。
度設計を行い、事業を
答 西明石活性化プロジ
推進していく。
ェクト協議会が取りま
また、地域に根差し
たインクルーシブ社会
とめたまちづくりの姿
の実現には、市民の理
では、西明石駅および
解と意見の反映が重要
駅周辺の安全性と利便
であるため、市民フォ
性が低いことや、行政
ーラムや体験交流イベ
サービスの機能および
ントの実施、出前講座
地域交流拠点が不足し
や高齢者大学など、地
ていることが課題とし
域に出向き、対話を意
て示されている。
識した啓発を行ってい
市は、これらの課題
解決に向けて、西明石
る。今後もさまざまな
駅南側の旧国鉄清算事
交流の場を対話する機
業団用地に公共施設と
会と捉え、幅広い手法
住宅が入る複合ビルの
で市民参画を図りたい。
建設を検討し、隣接す

西明石駅南側の旧国鉄清算事業団用地

子どもが伸び伸び遊べる公園
問 本市が目指すインク
ルーシブ社会の概念と
条例の検討に係る市民
参画について聞く。
答 本市は、障害者だけ
でなく、全ての人が暮
らしやすいインクルー
シブ社会を目指してい
る。（仮称）あかしイ
ンクルーシブ条例を市
政全般にわたる指針と
して制定し、誰一人取
り残さないというＳＤ

議会における災害時の対応

新庁舎整備事業

中尾親水公園

第246号
あ か し 市 議 会 だ よ り
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