問 明石市公設卸売市場
の現状と将来展望につ
いて、市の認識を問う。
答 同市場は、平成
年度に指定管 理
者制度を導入し、
海
外販路の開拓や給
食食材の提供など、
積極的に取り組ん
でいる。現 在 、市 場
全体の取扱高は２
２０億円を超え、
地方卸売市場では

将来を展望した方針を

西日本２位となってい
る。一方、同市場施設
は、建設から 年以上
が経過し、老朽化が著
しく、修繕費に年間約
８００万円を必要とし、
耐震基準も満たしてい
ない状況だ。
このような中、加古
川市公設地方卸売市場
が令和３年度末に廃止
する予定であるため、そ
の業者を積極的に受け
入れていくことにより
取扱高は数十億円の大

さらなる市民サービスの向上を
ＬＩＮＥの活用も検討

補聴器購入の助成を

ことが期待できる。
市は、市場を取り巻
く状況や将来性などを
精査し、今後の方針を
定める考えだ。

が懸念される。また、
ごみ置き場は住宅地に
隣接しているため、現
在の収集と比べ、騒音
などの苦情が増えると
予想される。さらに、
収集は特定の時間や場
所で行うことから、防
犯上の効果は限定的な
ものと考えられる。
これらを総合的に検
討した結果、費用対効
果の面で、本市におけ
る深夜のごみ収集は困
難と認識している。
今後も引き続き、よ
り効率的な収集体制に
ついて、研究していき
たい。

答 市内には現在、特養
と利用者を市民に限定
した地域密着型特養が
合わせて 施設、１２
０７床ある。第７期介
護保険事業計画期間に
は、地域密着型特養を
整備するため、事業者

問 特別養護老人ホーム
（以下、特養）への入
所待機者の解消に向け、
来年度からの第８期介
護保険事業計画では、
どのような取り組みを
考えているのか。

特別養護老人ホームを整備

の公募を行ったが、応
募者はなく未整備のま
まであり、令和２年４
月時点で１７４人の入
所待機者がいる状況だ。

第８期介護保険事業
計画では、団塊の世代
が 歳以上になる２０
２５年を見据え、地域
密着型特養にこだわら
ず整備を進めていく。
その際は、建設地の確
保に向け公共用地の活
用も前向きに検討する。
また、新たな施設整
備に伴い、より多くの
介護人材が必要となる
ため、資格取得に向け
た費用の助成や介護資
格を持つ 歳以上の人
が介護現場に就職した
場合の奨励金の交付を
引き続き行う。
今後も、介護人材の
確保策を検討するとと
もに市独自の新たな取
り組みを行いたい。

近年の日本サッカーの発展は目覚ましい。正確
には、強豪国のみならず、弱小国と呼ばれていた
国においても技術や戦術が発展している。トップ
レベルのチームとそれ以外のチームの力の差が縮
まっているとも言える。その理由は、指導者のグ
ローバル化やインターネットなどの情報技術の革
新にある。敵 味 方 人が入り 乱れる戦いにおいて、
勝つ戦術は誇張なしに無限にある。
では、体格的、体力的にも劣る日本人が勝つた
めにはどうしたらいいか。私は逆 説 的ではあるが、
負け方の合意が必要と考える。決定力不足、体格
や体力で負けたなどは局所的勝ち負けで、根本的
な 原 因ではない。日 本サッカー 、日 本 人の特 徴は、
勤 勉さと粘り 強さにある。
つまり 、規 律を守らず 、
持久力が劣っていたならば、勝てなくて当然だ。
負けないためにはどうすればよいかという共通認
識が生まれたときに、日本は強豪国の仲間入りが
できるのではないだろうか 。私 が 生 きている 間に、
日本がワールドカップのトロフィーを掲げるの
を目にしたい。
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幅な増加となる。東播
磨地域における生鮮食
材の供給圏と消費圏の
拡大も見込め、地域経
済活性化の一助となる

聴力低下に早期対応

問 高齢者に対する補聴
器購入費用の助成と高
齢 者や障 害 者 が 、安 心
して暮らし続けること
ができる特別養護老人
ホーム（以下、特養）
などの施設整備の必要
性について、市の考え
を聞く。

答 国は、加齢による難
聴を認知症の危険因子
としている。令和２年
月から認知症あんし
んプロジェクトを開始
し た 本 市 と しても 、聴 問 深夜のごみ収集は、
力低下への早期の適切
地域の防犯パトロール
な対応が、難聴の発症
などにつながると考え
や進行を遅らせる重要
る。実施することはで
な要素と認識している。
きないか。
そのため、
高齢者に対す 答 深夜のごみ収集を導
入している自治体では、
る補聴器購入費用の助
防犯上の効果や日中に
成に向けて検討してい
ごみ袋が置かれな
く。
いことによる景観
施設整備については、
介護保険や障害福祉の
の向上、収集時の
次期計画に基づき、特
交通渋滞が緩和す
養の整備やグループホ
るなどの利点があ
ームの設置を積極的に
ると聞いている。
推進する。加えて、障
一方、深夜の収
害の特性に合わせた対
集は、労働基準法
応ができるよう、専門
により ％以上の
的な知識や技能を有す
割増賃金を支払う
る職員の確保・養成と
必要があり、収集
いうソフト面の取り組
費用の大部分を占
みも進めていく。
める人件費の高騰

認知症に
やさしいまち
 家族もサポート

知症サポート給付金の
申請は約 ％の２０３
０件だった。
認知症の診断費用の
無償化は、対象年齢を
歳まで引き下げ、若
年性認知症の疑いのあ
る人も含めた。さらに
給付金受給者には、認
知症手帳とサポート無
料券を３年１月から送
付する。

業で養成講座を開催す
るなど 、積 極 的 な 養 成
に取り組んでいる。来
年度からは、名称をオ
レンジサポーターに変
更し、より専門性を高
め、ステップアップを
図るため、シルバー・
ゴールドサポーターも
創 設する。将 来 的には、
サポーターを中心にチ
ームオレンジを整 備し、
認知症の人やその家族
のニーズに合った支援
につなげていきたい。
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公共用地の活用も検討

18

近隣市場の動向も踏まえ

情報通信技術により



本市での導入は困難

本市の認知症サポー
ターは現在、１万２６
８９人おり、学校や企

より効率的な収集体制を

認知症の予防
受け付けや被災情報の
収集・発信など、さま
ざまな場面でＬＩＮＥ
が活用されている。
今後、本市のＬＩＮ
Ｅの活用成果や課題、
先進自治体の取り組み
などを検証し、有効な
活用を図っていく。

人件費と騒音に課題

25

20

入所待機者の解消が課題

22

深夜のごみ収集

65

10

問 認知症の人にやさし
いまち明石の推進につ
いて、取り 組みを聞 く 。
答 本市は、令和２年
月から認知症あんしん
プロジェクトを開始し
た。 月末時点で在宅
介護支援金の申請は９
９３２件、そのうち認

10

40

システム）を用いた税
務業務、オンラインの
会議や研修など、業務
の効 率 化も行っている。
ＬＩＮＥは、定住・
移住に向けての市の
魅力、保育士総合サ
ポートセンターの研
修やイベント等の情
報発信ツールとして
活用できる。さらに
市税の納付は、今年
度からＬＩＮＥＰａ
ｙに対応している。
なお、他の自治体で
は、粗大ごみの収集

11

西日本２位の取扱高

老朽化進む卸売市場
27

問 ８４００万人の利用
者がいると言われるＬ
ＩＮＥを活用し、行政
手続きサービス等の利
便性を高める必要があ
るのではないか。
答 本市は、情報通信技
術を活用し、子育て情
報を手軽に得られるあ
かし子育て応援アプリ
の提供や遠隔手話通訳
などで市民サービスの
向上を図るとともに、
市議会におけるタブレ
ット端末の活用やＲＰ
Ａ（業務を自動化する

市税の納付に LINE Pay 開始

第250号
あ か し 市 議 会 だ よ り
2021年（令和３年）１月10日
（3）

