老朽化した橋は

問 国の今年度予算には
学校図書館司書を配置
するための交付税が措
置されている。この予
算を活用し、司書の配
置や空調設備の導入な
ど、学校図書館の充実
を図るべきと考えるが、
本市の見解は。
答 現在、国の緊急雇用
事業を活用して、図書
整理などを行うブック
サポーターを各小学校
に一名ずつ配置してい

引き続き配置

こまめに修 繕

る。この事業は今年度
で終了するが、開館時
間の拡大や図書整理な
ど、図書担当教職員な
どと連携した取り組み
が学校図書館の充実に
つながっていることに
加えて、国の交付税措
置を活用できることか
らも、引き続きブック
サポーターを配置した
いと考えている。
また、中学校図書館
の空調設備導入につい
ては、学校施設の整備
全体の中で検討したい
と考えている。

防火や防災、治安など
の面で問題があるほか、
地域の活性化を阻害す
る要因にもなるなど問
題点については十分認
識している。
空き家を含めた危険
な建物に対しては、関
係部局と連携して所有
者に対し適正な管理を
行うよう、指導の強化
を図っていく。空き家
対策のための条例につ
いては、今年度内の制
定に向けて、先進市の
条例の効果を精査する
など、実効性の高い制
度の設計に取り組んで
いく。

入場無料
定員75席

演 奏 曲 目 アイネ･クライネ･ナハトムジーク第１楽章ほか
会
場 議会棟３階本会議場
お申し込み ８月10日（金）まで ※当日消印有効

明石市議会

お申し込み・お問い合わせ先

続きを経て、策定する
予定だ。そのため、現
時点では施設の設備や
運営に要する費用など
は未確定だが、基本計
画策定後に試算し報告
したい。

農業委員会
委員を推薦

契約期間満了となる公
はやしこう じ
益監察員に林晃史氏（五
十二歳・西宮市）を引き
続き選任することに同意
しました。
同氏は弁護士として活
躍され、兵庫県弁護士会
会長、日本弁護士連合会
常務理事などを務められ
ています。なお、公益監
察契約の期間は３年です。

公益監察員
選任に同意
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明石フィルハーモニー管弦楽団

平成2
4
年９月４日（火）
1
0時～10時30分（開場９時30分）

空 き家 対 策

今年度内に
条例を制定
問 空き家の適正な管理
のための条例制定につ
いて市の考えを聞く。
答 本市の空き家率は、
平成二十年十月現在で
・７％となっており、
全国平均の ・１％に
比べて高い水準となっ
ている。空き家住宅は、

デッキ整備で新たに６億円

この先どれだけ費用が必要か
施設整備基本計画の素
案をまとめ、市議会に
報告後、市民参画の手

明石市議会事務局コンサート係 電話（078）911－2600
〒6738686 明石市中崎１丁目５番１号

議会選出の農業委員会
委員の補欠委員として、
さ かいしんきち
左海新 氏（六十五歳・
二見町東二見）の推薦を
決めました。
同氏の任期は前任者の
残任期間で平成二十六年
七月十九日までとなりま
す。

▽採択された請願
○三十人以下学級実現、義務教育費国庫負担
制度拡充に係る意見書の提出を求める請願
○学校給食の放射線測定を求める請願
▽継続審査となった請願
が れき
○明石市は瓦礫の広域処理を受け入れないこ
とを求める請願

五月二十三日に開催された全国市議会議長会
定期総会において、二名の議員が表彰されまし
た。これは長年にわたる市政発展への貢献が認
められたものです。
議員在職二十五年特別表彰
尾仲 利治議員（民主連合）
冨田 賢治議員（民主連合）

意見書一件を可決し、政府・関係機関に送
付しました。以下はその要旨です。

◎三十人以下学級実現と義務教育費国庫負担制
度拡充を
日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて一学級当たり
の児童生徒数が多く、ＧＤＰに占める教育費の
割合も最下位となっている。よって、豊かな教
育環境を整備するため、学級規模を三十人以下
にするとともに、教育の機会均等と水準の維持
向上のため、義務教育費国庫負担制度の国の負
担割合を二分の一に復元するよう強く要望する。

議員の寄付行為の禁止

公職選挙法では、議員による
時候のあいさつ状、お中元・お
歳暮、祭りや会合への寄付や差
し入れ等を禁止しています。
皆さまのご理解とご協力をお
願いします。

１３５

０８４

９月４日
（火）
午前 時
日（火）～
日（木） 午前 時（質疑・一般質問）
日（火）
午前 時
月 日（火）
午後３時
※明石ケーブルテレビのミルルチャン
ネルで生中継。放送に関するお問い
合わせは、明石ケーブルテレビへ。

０１２０

－

になって、お菓子もガ
マンしている私にはダ
イエット効果も期待で
きて一石二鳥か。しか
し、何事も無理は禁物。
節電も大切だけど、皆
さま熱中症にはくれぐ
れもご注意を。 （な）

－

節電の夏がやってき
た。冷房を入れない自
宅の部屋は自然にサウ
ナ状態。もうすぐ健康
診断がある。体重が気

明石市議会のホームページアドレスはht
t
p:
//www.
c
i
t
y.
akas
hi
.
l
g.
j
p/gi
kai
/です。ぜひご覧ください。

弦楽四重奏

議場コンサート開催

のうち二十七カ所が耐
震化が必要となる可能
性がある。本市では災
害発生時の避難施設の
開設順位として、はじ
めに小中学校、次に市
の施設、最後に自治会
施設としていることか
ら、学校や市の施設の
耐震化を優先している。
現在、自治会館等の
集会施設の増改築をす
る場合には、四百万円
を上限として費用の二
分の一を助成する制度
があり、耐震化工事を
行う場合は、この制度
を活用するよう案内し
ている。
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地 域の拠 点
自治会施設の
耐震化は
問 学校の耐震化は進ん
でいるが、地域の拠点
であり、災害時の避難
場所にもなる自治会施
設も耐震化が必要と考
える。市の方針につい
て聞く。
答 自治会や町内会が管
理する会館や集会所は
約二百七十カ所あるが、
地域防災計画において
避難施設とされている
のは三十九カ所で、こ

1
3

ブックサポーターを

計画的な維持管理

問 明石駅前南地区再開
発事業にかかる市民負
担は約九十三億円とさ
れているが、山陽電車
と再開発ビルを結ぶデ
ッキや再開発ビルに入
る図書館の設備など、
今後新たにかかる費用
はいくらなのか。
答 本年五月の権利者説
明会で駅前広場のデッ
キを約六億円で整備す
ることが示された。そ
の後はアスピアまで結
ぶ予定だが、接続方法
は検討中のため、その
費用は未確定だ。また、
再開発ビル内に整備す
る市民図書館などの施
設については、有識者
などによる検討委員会
を立ち上げて検討を重
ねており、今年度中に

1
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1
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永年在職表彰
２議員が受賞

1
0
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請 願

意見書を提出

9月定例会の予定

15

駅前再開発

・往復はがきに、①氏名（よみがな）②住所③電話番号④同伴
者氏名（１名まで）を記入して下記あて先まで申し込んでく
ださい。（小学生以下は不可）
・車いす席（定員５席）を希望する場合は、その旨を記入して
ください。
・申し込みが多数の場合は抽選になります。
・抽選結果は８月20日ごろ返信はがきでお知らせします。
・申し込みが少ない場合は当日も受付します。



読書は楽しいよ

全体の ％を占めるこ
とになる。老朽化した
橋の修繕については、
きょうりょう
平成二十三年度に橋梁
長寿命化修繕計画を策
定し、五年ごとに橋の
点検を行い、その結果
によって順次修繕を行
っていくことにしてい
る。この計画は、傷ん
でから架け替えや補修
を実施するのではなく、
損傷が軽度なうちにこ
まめに修繕し、計画的
に維持管理を行う予防
保全を目的としており、
限られた予算で効率よ
く橋の維持管理を行う
ものだ。
なお、国や県の管理
する橋においても同様
の考え方と聞いている。

6
0

学校図書館の充実
問 本市における橋の老
朽化の現状と対策につ
いて聞く。
答 本市の百八十二本の
橋のうち、二十年後に
建設後五十年を経過す
る橋は百十一本あり、

危険な箇所はないか

（ 4）
平成24年（2012年）7月15日
あ か し 市 議 会 だ よ り
第207号

