問 本市の新型コロナウ
イルス感染症に対する
医療体制とＰＣＲ検査
体制を問う。

クの少ない無症状者や
軽症者を宿泊療養施設
が受け入れている。
今後、さらに患者数
の増加が見込まれるた
め、重症患者治療の基
幹病院である加古川医
療センターの病床をひ
っ迫させないよう、中
軽症化した患者を市民
病院等が適切に受け入
れることや、無症状の
陽性患者を速やかに宿
泊療養施設へ移すこと

で診療ネットワークを
維持していく。
また、あかし保健所
では１日１００件以上
のＰＣＲ検査に対応し

問 コロナ禍における密
を避けるための少人数
学級として、小学６年
生と中学３年生から段
階的な 人学級の実施
を検討できないか。
答 学級編制と教職員の
定数は、法律で児童生
敷地内に園庭を確保す
るなど、児童の生活環
境に配慮した施設を予
定している。なお、市
は事業者に新園を開設
する際には、できる限
り地上園庭を確保する
よう求めている。

ているほか、感染予防
策を講じた上で相談・
外来診療・検査ができ
る医療機関を市内に
カ所以上整備している。
徒数に応じ標準が定め
られ、兵庫県は、小学
４年生までを 人学級、
小学５年生から中学３
年生までを 人学級と
している。本市は、市 問 高丘小中一貫教育校
費で教職員を追加配置
について、市民への情
し、小学１年生を 人
報発信が不足している
学級としている。
のではないか。
 人学級の実施には、 答 高丘東・西小学校、
教室の確保等の環境整
高丘中学校は、３校の
備と市費の教職員を確
施設をそのまま残す併
保することに大きな課
設型小中一貫教育校と
題があり、特に中学校
して開設する。
は教科担任制のため、
目的は統廃合で
学級数以上の教職員が
はなく、９年間
必要となる。
を通じた特色あ
る学びにより、
少人数学級について
は、全国市長会等から
子どもたちの学
強く要望しており、国
力向上をより効
の会議においても、そ
果的に行うこと
の推進が中間答申で出
であり、つまず
されている。今後も子
きやすい学習へ
どもたちへの教育環境
のきめ細やかな
が充実するよう努めて
指導や中一ギャ
いきたい。
ップへの対応が

積極的な情報発信を

歳までのこども医療費無償化

期待できる。
しかし、施設がその
まま残ることから小中
一貫教育校への移行が
伝わりにくい。市は昨
年度末に学校運営協議
会で説明を行ったが、
新型コロナウイルス感
染症の影響で、ＰＴＡ
総会での説明が行えな
かったため、令和２年
９月から高丘校区の小
中学校の保護者などに
向けて、高丘小中一貫
教育校通信を月に１回
配 付している。今 後も、
要望があれば説明に出
向くなど、積極的な情
報発信に努める。

月３日に２人の議員が
兵庫県功労者表彰を授与

これは長年にわたり地方自治の振興と発展に
尽くした功績によるものです。
出雲 晶三 議員
大西 洋紀 議員




▽採択された請願△
〇工場立地法による緑地面積率等の緩和に関
する請願
〇ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をは
かるための２０２１年度政府予算に係る意
見書採択に関する請願
〇精神保健医療福祉の改善を求める意見書の
提出を求める請願
〇ＳＤＧｓ未来都市に選ばれた明石市として
持続可能なまちづくりを求める請願

▽不採択となった請願△

件を可決し、政府・関係機関に送

○国に
 対し「再審法 刑
(事訴訟法の再審規定 の)
改正を求める意見書」の提出を求める請願
〇子ども一人一人を大切にする少人数学級の
実現を求める意見書を国に提出することを
求める請願
〇日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を
求める請願
〇核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准
を求める意見書の提出を求める請願
〇次期・長期総合計画の策定に、市民参画の
プロセス重視を求める請願

意見書

〇精神保健医療福祉の改善を求める意見書

見書

〇ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をは
かるための２０２１年度政府予算に係る意

書

○不妊治療への保険適用の拡大を求める意見

る推進を求める意見書

○激甚化する自然災害への対応と地域の安全・
安心を確保するための社会資本整備の更な

ムページでご覧いただけます。

付しました。なお、内容は明石市議会のホー

4

国へ強く要望

11

願

請

高丘小中一貫教育校

 条例改正前にシステム改修費を計上

18

教室と教員の確保が課題

50

30

12

令和３年４月に小中一貫教育校を開設

次の医療費受給者証
の切り替え時期である
３年７月からの制度開
始に向け、３月議会に
当初予算案と条例改正
案を提案する準備をし
ていたが、 歳まで拡
充するためのシステム
改修に時間を要するこ
とが判明した。そのた
め 、改 修 費については 、
条例改正案の提案に先
行して 月議会に補正
予算として計上したと
ころだ。
18

特色ある学びの９年間
るため、中学生までの
医療費無償化を実施し
ている。しかし、高校
生世代がいる家庭につ
いても、医療費や教育
費などの経済的負担は
大きく、コロナ禍でさ
らに負担は増えている
ため、医療費無償化を
歳まで拡充したい。

12

35

40

問  歳までのこども医
療費無償化を令和３年
度から実施するための
システム改修費につい
て、なぜ３年度当初予
算案ではなく２年 月
議会に補正予算として
計上したのか。
答 本市は、子育て世帯
の経済的負担を軽減す
18

答 現在、同ウイ
ルス感染症患者
は、県が一元的
に病床の確保と
患者の受け入れ
調整を行い、重
症者を県立加古
川医療センター、
中軽症者を明石
市民病院、リス
月時点で３６５人の待
機児童がいる状況だ。
今年度は、１５００人
の受入枠拡充に取り組
むことで、３年４月の
待機児童数は大幅に減
少すると見込まれる。
このたび鉄道の高架
下に整備予定の保育施
設は、山陽電鉄
明石駅と西新町
駅付近の２カ所
で、定員 人以
下の小規模保育
事業所である。
いずれも高架ま
で一定の空間を
設け、防音や振
動対策を行い、
大型の窓を複数
設置して採光基
準を満たすほか、

西新町駅高架下に建設中の小規模保育事業所

35

18

少人数学級
35

医療・検査体制の充実を
環境面への配慮も求める
28

感染症患者を受け入れている市民病院

市民の生命を守る
待機児童は大幅減の見込み

問 本市の待機児童解消
に向けた見通しと、新
設される保育施設の環
境整備について聞く。
答 本市は、平成 年度
からの４年間で約４１
００人の受入枠を確保
したが、就学前児童や
利用希望者の大幅な増
加により、令和２年４

19

新型コロナ感染拡大
進む保育施設の整備
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