Ｉユーススペース」の
運用などを行っている。
明石こどもセンター
では、子どもからのさ
まざまな相談を受けて
おり、その背景には不
登校のほか、貧困や虐
待などの課題があると
認識している。このよ
うな状況下の子どもに
対し、多様な居場所や
学びを保障する支援が
必 要 と 考 えている 。そ
のため、関係者から安
全・安心が確 約され、あ
りのままの自分でいら
れる場所が必要との意

見を参考に、取り組み
をさらに充実させてい
く考えだ。
今後は、柔軟な支援
が行える民間が運営す
る施設とも連携し、公
設民営の子どもの居場
所づくりも前向きに検
討していく。
のＧＩＧＡスクール構
想が今春から動き出す
予定だが、準備は万全
か。

子どもの個性に合わせた教育を

ＧＩＧＡスクール構想始まる

問 子どもたち一人一人
の個性に合わせた教育
を目指し、１人１台の
学習端末を整備する国

答 タブレット端末の配
備は令和３年２月末、
各学校の無線ＬＡＮ工
事は３月末までに完了
する予定だ。なお、昨
年のコロナ禍における
臨時休校などの際は、
児童生徒にタブレット
端末を持ち帰らせ、イ
ンターネット経由によ
る遠隔での家庭学習に
活 用 することも想 定し
ている 。そ の 際 、 Ｗ ｉ
Ｆｉ環境がない家庭
には貸出用として、９



ＳＮＳも活用

自殺防止対策

若年層への

景観のよい海岸線を走る
の設定や、自転車で淡
路島一周をする人のた
めに明石駅周辺を整備
するなど、サイクリス
トの受け入れ体制を調
査研究し、さらなるま
ちの好循環につなげて
いきたい。

問 自
 殺防止対策のうち、
特に若年層の対策につ
いて聞く。
答 本市は、平成 年度
に明石市自殺対策計画
を策定し、市全体で対
策を行っている。新型
コロナウイルス感染症

００台のモバイルルー
ターを準備する。
教員に対しては、少
しでも早くＩＣＴ環境
に慣れ、授業
で活用できる
よう、２年
月からタブレ
ット端末を活
用した研修を
行い、 月か
らは学校現場
で中心となる
人材を育成す
るリーダー研

の影響による雇用不安
や生活困窮、孤立等を
背景に全国的に自殺者
が増加している。本市
も令和２年 月末時点
で前年を上回り、取り
組み強化の必要性を認
識している。
本市の傾向としては、
行政等に相談せず、１
人で深刻な悩みを抱え
ている人が多いため、
きめ細やかな対応が必
要と考える。心の悩み

修を行う。このような
実践事例を積み上げ、
全校で共有できるよう
にしていきたい。

で困っている人とその
家族を対象に心のケア
相談を実施してきたが、
コロナ禍の影響で新た
にこころの相談ダイヤ
ルを開設した。若年層
の対策としては、相談
の入口にＳＮＳやメー
ル等も活用し、その後
に面接や訪問を行うな
ど実効性のある対策を
検討していく。

推薦に同意

人権擁護委員



31

12

基本計画策定において
もＳＤＧｓの理念を踏
まえ、公園整備や緑化
を推進していく。

69

69

69

65

自転車は、人にも環
境にもやさしい乗り
物であり、活用の推
進はＳＤＧｓ未来都
市・明石の実現に寄
与すると考える。
サイクリングロー
ドは、大観橋西詰（南
王子町）から姫路市
までの約 キロメー
トルあり、市域内の
ルートは、明石海峡や
淡路島を望むことがで
きる景観の良さや多く
の休憩施設が設置され
ていることから、県が
選定したモデルルート
の一つとなっている。
今後は、大蔵海岸に
向かう市独自のルート

よる整備などにより約
１ヘクタール増加して
いる。住宅開発と併せ
た公園整備のほか、誰
もが安心して
利用できるイ
ンクルーシブ
遊具を設置す
る（仮称）
号池公園の整
備を進めるな
ど、身近で利
用しやすい公
園を増やす取
り組みを進め
ている。

１人１台のタブレットを配備

今年３月 日をもって
任期満了となる人権擁護
委員の次期候補者として、
再任２人、新任２人の４
人を法務大臣に推薦する
ことに同意しました。再
ます もと よし ひで
任は、増 本 賀 英 氏（ 歳・
やす だ まさ
二見町東二見）、安田政
よし
義 氏（ 歳・西 明 石 町 ３
おくずみ き
丁目）、新任は、奥住貴
み こ
美 子 氏（ 歳・松 が 丘 北
うえ だ ひさ よ
町 ）、上 田 久 代 氏（ 歳・
大久保町高丘７丁目）で
す。本市の人権擁護委員
は 人で任期は３年です。

13

30

11

10

－

新たな緑の

17

明石の魅力を存分に

問 海岸線のサイクリン
グロードを生かした自
転車を活用したにぎわ
いづくりについて、市
の認識を問う。
答 本市は、平成 年度
に自転車利用環境向上
計画を策定し、自転車
専用レーンや駐輪場の
整備などを行ってきた。

91

自転車でにぎわいづくり

が市内であれば使用で
きる。また、車いすで
公園整備や緑化の推進
乗車できる介護タクシ
市内の公園面積は増加も
ーも利用することがで
きる。ただし、使用枚
緑の基本計画の目標に届かず

数の上限があるため、
トルへ増やす目標であ
利用者のさらなる利便 問 ２０１１年に策定し

ったが、昨年４月時点
性の向上を図ることが
た緑の基本計画で目標
で６・ 平方メートル
課題となっている。
に掲げている市民１人
に減少した。その原因
当たりの都市公園面積
今後、高齢者等の移
は、予想以上の人口増
動支援のあり方検討会
の達成状況について、
加と４・３ヘクタール
において、障害者も安
市の考えを聞く。
あった県立明石西公園
心して外出できるよう、 答 市民 人当たりの都

が都市公園でなくなっ
移動手段の確保や優待
市公園面積は、２０１
たことなどがある。た
乗車券制度の改善に向
１年の７・ 平方メー
だし、市内の公園全体
けた検討を進めていく
トルから２０２０年度
の面積は、区画整理に
考えだ。
までに７・５平方メー

（仮称）17 号池公園（完成イメージ）

問 子どもたちが生きて
いるだけで素晴らしい
と感じられる、フリー
スクールのような地域
で育ち合う居場
所づくりが必要
だと考えるが、
市の見解を問う。
答 本市は、学校
でも家庭でもな
い、第３の子ど
もの居場所づく
りを行うため、
こども食堂や地
域学習支援、中
高生世代交流施
設「ＡＫＡＳＨ
問う。
答 同制度の目的は、障
害者の外出機会を増や
すことにより、自立の
援助や社会参加を促進
することだ。福祉タク
シー利用券は、身体障
害者１・２級、療育手
帳Ａ判定、精神障害者
１級の人が対象で、５
００円の割引券を年間
枚交付している。利
用券は、指定タクシー
事業者を利用した場合
に１乗車に付き２枚ま
で使用でき、タクシー
の乗り降りのどちらか

07

35

1

サイクリングロード
28

公設民営の居場所づくりを検討
利便性向上へ検討進める

AKASHI ユーススペース

多様な居場所や学びの保障
福祉タクシー利用券

問 障害者優待乗車券制
度のうち、福祉タクシ
ー利用券について、利
用方法の改善が必要と
考えるが、市の見解を

48

子どもがありのままでいられる

障害者の移動支援

第250号
あ か し 市 議 会 だ よ り
2021年（令和３年）１月10日
（5）

