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あかし教 育 会 議は抜 本 的な見 直しを

りました。市長からは、
あかし教育会議の委員全
員の了承を得るまで提出
できないとの答弁があり、
委員会は中断しましたが、
後日資料は提出されまし
た。
二十六日に再開された
同委員会では、提出され
た資料の説明の後、委員
から、会議は公開すべき、
市長は介入すべきでない、
会議を解散してはどうか
などの意見が続出し、市
長からは会議の座長と委
員を辞任するとの発言が
ありました。これを受け

７月臨時会

副市長に

高橋氏と和田氏

七月九日に開かれた七
月臨時市議会において、
泉市長就任以来空席とな
たかはし
っていた副市長に、高橋
し ろう
嗣郎氏（六十四歳・樽屋
わ だ みつる
町）と和田満氏（五十七
歳・貴崎三丁目）を選任
することに同意しました。
高橋氏は昭和四十七年
から明石市に奉職され、
政策部長、コミュニティ
推進部長などを歴任。平
成二十一年から理事を務
められていました。
和田氏は昭和五十三年
から明石市に奉職され、
市立市民病院事務局次長、
政策部長などを歴任。平
成二十三年から理事を務
められていました。
本市の副市長は二人制
で、任期は平成二十四年
七月十日から四年間です。

て、二十八日の同委員会
では、あかし教育会議は
抜本的に改組せざるを得
ないとの考えを示し、今
後は教育委員会において
改めて議会とも協議をし
ながら、設置目的、検討
項目、委員構成、日程等
を定め、明石市全体とし
て取り組むとともに、会
議を公開にするよう求め
ました。

６月定例会・
７月臨時会の動き
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文教厚生常任委員会が意見表明

関わることは教育委員会
の独立性を脅かす危険性
があること、会議が非公
開であること、教育現場
の担い手が委員に入って
いないこと、他の事業の
予算を流用して検討項目
の基本計画案の策定等を
業務委託していたことな
どについて複数の議員か
ら質問がありました。市
からは、あかし教育会議
は懇話会的な組織であり、
施策や方針などを決定す
るものではなく、教育委
員会で決定する、業務委
託については会議の開催
を急ぐ必要から予算執行
権の範囲内で行ったが、
議会への報告を怠ったと
の答弁がありました。
さらに二十日に開かれ
た文教厚生常任委員会で、
委員からさまざまな質問
が出る中、非公開である
会議資料の提出要求があ

時に開催予定。
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市長は会議の座長と委員を辞任
六月二十九日の本会議
で、文教厚生常任委員会
から、あかし教育会議の
抜本的な改組を求める意
見の表明がありました。
あかし教育会議は長期
的な観点で明石の教育の
在り方について検討する
目的で本年六月に設置さ
れました。市長を座長と
して、教育委員や公募市
民など十五人の委員で構
成され、率直な意見を得
る等の理由で会議を原則
非公開としていました。
六月十五日、十八日、
十九日に開かれた本会議
では、市長が座長として

議会活性化特別委員会
会 議は公 開 ぜひご意 見を

日（金）午前

●議会基本条例や議員定数などを検討
明石市議会活性化特別委員会では、議会基本
条例や議員定数・報酬等について検討を進めて
います。委員会は月二回程度開催しており、議
会基本条例は平成二十五年度中の施行を目指し、
議員定数の見直しについては本年度中に結論を
出す予定です。
●特設ホームページも開設
特別委員会は公開しており、傍聴者には意見、
提案等を記入いただけるよう自由意見欄を設け
た用紙を配付しています。また、特別委員会や
市議会全般に関する意見等はメールやファクス
等でも随時受け付けています。これらの意見等
は今後の議論の参考にさせていただきます。
なお、開催日程や検討内容などの特別委員会
に関する情報は特設ホームページ（市議会のホ
ームページからアクセスできます）でお知らせ
しています。
※次回の特別委員会は７月
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六月定例市議会が六月八日から二十九日までの二十二日間
の会期で開かれました。
明石市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正す
る条例や三十人以下学級実現と義務教育費国庫負担制度拡充
を求める意見書など、議案十二件を可決・同意、報告九件を
了承、請願二件を採択しました。
また、七月臨時市議会が七月九日に開かれ、副市長二名の
選任について同意しました。

６月 日に明石公園で開催された「時のウィーク２０１２」での武者行列
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六月十五日、十八日、
十九日の本会議では、十
九人の議員が質問に立ち、
あかし教育会議や明石川
の水質保全などについて
なお、発言者と質問項

市の見解を求めました。
目の一覧は下段に、主な

悪化が進むと、必要な
取水量が確保できなく
なる恐れもあるため、
規制や指導などを行う
神戸市と協議を行って
いるところだ。今後も
明石川の安全性の確保
に努めていく。

砂場は子どもの
大 事な遊び場

衛生面の対策は

温で熱することやオゾ
ン水等を散布して滅菌
する方法、ネットで覆
うことやフェンスで囲
んで犬や猫の侵入を防
ぐ方法が考えられるが、
近隣市町の対策状況や
費用対効果を考え、適
切な対策を検討する。
最善策は手洗いやうが
いの励行であるため、
砂を口に入れないこと
や砂遊びの
後は手を洗
う等の注意
を喚起する
看板を砂場
周辺に設置
し、子ども
が安全に遊
べるよう努
める。

カラー化については、
議会の意見を重く受け
止めているが、印刷費
用は二色刷りとほとん
ど差がなく、減額され
た予算の範囲内でも十
分対応できることから、
見やすさ、分かりやす
さという観点に立ち、
実施したものである。

問 東日本大震災から一
年以上が経過したが、
今も被災地では災害廃
棄物の処理に苦慮する
状態が続いている。こ
のため処理能力がある
全国の自治体による広
域的な協力が欠かせな
いと考える。本市の災
害廃棄物受け入れに対
する考えを聞く。

市民の安全が最優先

内容は二面から四面に掲

答 本市の水道は、処理
過程で有機物を分解除
去する高度浄水処理や
危険性のある原水は取
水しないよう常時監視
を行うことなどにより、
安全・安心で良質な水
道水を市民に届けてい
る。しかし、将来的に
産業廃棄物処分場の増
加などで明石川の水質

問 市内十カ所の公園の
砂場をサンプル調査と
して検査したところ、
二カ所で回虫卵の反応
が出た。子どもの安全
のため早急な対策が必
要ではないか。
答 汚染された二
カ所の砂は入れ
替える予定で、
今後は市内すべ
ての砂場につい
ても検査を行っ
ていきたい。汚
染が確認された
場合は、砂を高

可能な限り支援をしたいが

載しています。

水 道 水の安 全は確 保
明石川の水質保全に向け
問 明石川上流の神戸市
にある産業廃棄物最終
処分場から浸出水が流
れ出ている。明石川は
本市の水道水源である
ため、神戸市に対策を
講じるよう申し入れを
行ったとの報道があっ
たが、明石の水道水は
大丈夫か。明石川の水
質保全について聞く。
業務に専従しているこ
とから、会費の減免の
要請を弁護士会に行っ
ているところだ。

議会の議決をどのよう
に認識しているのか。
答 五月一日号の特集に
ついては、本市の教育
改革にかける強い思い
を伝えるために企画し
たものだ。市民からは
評価する意見がある一
方で、議員が指摘する
ような意見もあるとこ
ろだ。

答 被災地では多量の廃
棄物が処理されておら
ず、本市としても可能
な限り支援をしたいと
考えている。受け入れ
に対するさまざまな考
え方がある中で、
国が定めた基準や
移送保管方法等の
安全性の確認を進
めている。また、
関西広域連合が大
阪湾広域臨海環境
整備センターに要
請している焼却灰

生活保護の

不正受給を防げ

実態調査の強化へ

問 生活保護の不正受給
が社会問題となってい
る。積極的に実態調査
を行い、指導していく
必要があると思うが、
市の考えを聞く。
答 本年五月現在の被保
護世帯数は三千九百五
十一世帯、人数は五千
八百七十六人で、市民
百人当たり二人が受給
者という状況だ。不正

の海面埋め立て処理の
安全性の確認なども支
援に向けた検討項目の
一つと考えている。こ
れからも市民の安全を
最優先に検討していく。

受給対策については、
受給者に対し収入申告
義務の周知徹底を図る
とともに、毎年収入状
況調査を実施し、ケー
スワーカーの家庭訪問
による調査活動の強化
にも努めている。さら
に今年度は生活実態の
把握のため、民生委員
との連携の強化や就労
支援のための相談員を
一名増員するなど、体
制の整備も図っている。
今後も国の制度改正の
動向に留意しながら、
適正な制度運営に努め
ていく。

いまだに処理が進まない

神戸市と対策を協議

職員の弁護士会費
市が負担するのは
適切なのか

５月１日号の広報あかし
議員は市長の私物化を指摘
議会で広報あかしの増
ページ、カラー化のた
めの予算を減額したに
もかかわらず、カラー
化が実施されているが、

市 民の反 応はいかに
問 広報あかし五月一日
号は、市長自身の宣伝
のために広報紙を利用
しているのではないか
と思われる。また三月

災害廃棄物の受け入れ

覧
一
者
言

格が必要とされている
ため、強制加入団体で
ある弁護士会に登録す
る必要がある。また、
市職員は公務に専念す
る義務があり、任期付
職員弁護士は他の弁護
士業務を行えない。従
ってその間の弁護士会
費は公務を行うためだ
けの費用と考えるので、
公費負担することは適
切である。
なお、市の財政状況
が厳しいことや任期付
職員弁護士は公益的な

高度浄水処理で安全（明石川浄水場）

一般質問・質疑
問 任期付職員として採
用した五名の弁護士の
弁護士会費は個人で負
担すべきと考えるが、
なぜ市が負担するのか。
答 任期付職員弁護士が
行う業務の一つである
市民法律相談を行うた
めには、弁護士法第七
十二条により弁護士資

遊んだら手洗いうがい

―発言順―（ ）は会派名
新 田 正 彦（次世代明石）
①あかし教育会議の設置 ②教育委員会の活性化
宮 坂 祐 太（民 主 連 合）
①景観法に基づく景観行政団体への移行
辻 本 達 也（日本共産党）
①大阪都への参加 ②弁護士資格を持った職員の
採用 ③職員数と人事 ④あかし教育会議 ⑤学
校施設及び幼稚園・保育所等の耐震改修 ⑥地域
自決権による新たな条例の制定
辰 巳 浩 司（政 和 会）
①中心市街地活性化に関する具体的な取り組み
②明石市耐震改修促進計画 ③こども未来部の取
り組み
尾 倉 あき子（公 明 党）
①乳幼児等医療費助成制度（通院）を中学３年生
まで無料化拡大を ②本市の水道水源である明石
川の水質保全 ③人工呼吸器を使用する在宅患者
の災害時の対応
寺 井 吉 広（真 誠 会）
①インフラの老朽化対策と今後の計画 ②エネル
ギー政策 ③東日本大震災の復興支援 ④空き家
対策
永 井 俊 作（市民クラブ）
①広報あかしのあり方 ②明石駅前南地区市街地
再開発事業の抜本的見直し ③「明石市を大阪都
の飛び地に」の発言 ④あかし教育会議の設置及
び教育の機会均等
中 西 礼 皇（次世代明石）
①人事交流による職員のレベルアップ ②行政改革
の取り組み ③市立図書館及び学校図書館の充実
冨 田 賢 治（民 主 連 合）
①毎日新聞（４月15日朝刊）の市長発言 ②被災
地の災害廃棄物処理の受け入れ
西 川 あゆみ（日本共産党）
①放課後児童クラブの充実 ②中学校給食 ③ご
み減量化の推進
樽 谷 彰 人（政 和 会）
①明石市土地開発公社 ②建設工事にかかる一般
競争入札 ③市長が実施した部長等に求めたアン
ケート ④泉市長の市政運営、言動と行動
松 井 久美子（公 明 党）
①明石市の防災・減災ニューディール（新規まき
直し） ②あかし教育会議のあり方と今後の展開
③今年３月から４月にかけて行われたまちづくり
市民意識調査 ④明石市の胃がん検診にピロリ菌
検診の導入を
遠 藤 恒 司（市民クラブ）
①副市長人事 ②幸福度日本一達成への布石は
③本市の重要事業 ④幼保一元化 ⑤生活保護事
業 ⑥中学校給食実施
木 下 康 子（次世代明石）
①住民投票 ②弁護士資格を有する職員の弁護士
会登録会費の公費負担 ③市立幼稚園における預
かり保育 ④認知症高齢者の財産・金銭管理
⑤空き家対策
楠 本 美 紀（日本共産党）
①中心市街地活性化基本計画と明石駅前南地区再
開発事業 ②広報あかし
井 藤 圭 湍（政 和 会）
①気仙沼市への防災支援と防災施策によるまちづ
くり ②明石のにぎわいのあるまちづくり ③明
石の教育の展望 ④トライやるウィーク
国 出 拓 志（公 明 党）
①二輪消防車の導入 ②葬祭事業 ③自治会施設
である公民館や会館等の耐震化促進 ④通学路の
安全対策 ⑤市庁舎のバリアフリー化
北 川 貴 則（市民クラブ）
①2012明石のウミガメ ②財政状況 ③保育所待
機児童ゼロ策 ④その後の（通称）犬のフン害防
止条例の取り組み ⑤日本一安全なまち明石の実
現のための危機管理 ⑥その後の中学校のクラブ活
動支援 ⑦弁護士会費の公費負担と（仮称）法律
専門チーム
千 住 啓 介（日本創新党明石）
①本市の道徳教育 ②子どもの安全な環境整備
③東日本大震災において発生した災害廃棄物の広
域処理 ④幸福度日本一を掲げた明石市長として
の価値観
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明石公園で日曜市開催を提案

自 慢の名 産 物で
ど、まちのにぎわいづ
くりの拠点としてきた。
一方、明石の海産物や
農産物の品質は全国に
自慢できるものであり、

今後はブランド化を図
るとともに観光ＰＲに
も力を入れ、本市への
来訪者や観光客を増や
したいと考えている。
提案のあった明石公
園を活用した日曜市な
どの開催については、
日時や場所、出店者の
確保や公園との調整な
ど、解決すべき課題も
多くあるが、明石の魅
力を全国に発信する一
つの手段として検討し
ていきたい。

非 公 開の話し合いは妥 当か

明石の海岸で
待ち望まれる

卵にすぐ対応できるよ
う体制を整えるととも
に、日頃海岸を利用し
ている人から速やかに
情報が得られるように
看板での呼びかけを行
い、漁業関係者にも情
報の提供を依頼してい
る。また、ウミガメは
静かで明かりの少ない
海岸を好むため、海岸
での花火の夜間規制や
砂浜清掃など、上陸の
環境を整えている。
ウミガメの産卵は本

ウミガメの産卵
問 明石の海岸で今年こ
そ産卵が期待されるウ
ミガメ保護の取り組み
について聞く。
答 ウミガメの産卵時期
を迎え、平成二十年以
来、四年ぶりとなる本
市での産卵が期待され
ている。本市では、産

問 大阪都が実現すれば
明石市は飛び地として
参加し、兵庫県からは
抜けるという趣旨の泉
市長の発言が新聞に掲
載された。このような
報道がされると、県と
の関係に影響がないか
心配である。どのよう
な考えで発言したのか。
答 現在、地域主権改革
が進められる中で、自
治体の在り方が活発に
議論されているところ
ことや、非公開対象と
なる発言があった場合
にも議論を止めること
なく進めたいとの考え
から原則非公開として
いるが、その内容は後
日、非公開事項を除き
ホームページに掲載す
るなど、市民との情報
共有に努めていく。

泉市長

市にとって大変明るい
話題であり、明石の海
岸の良さを市の内外に
しっかりと発信できる
よう積極的に取り組ん
でいく。

であるが、市で決めら
れることは市で決めて
いくことが望ましいと
考えている。
新聞報道については、
橋下大阪市長に関して
取材を受けた際に語っ

発言の真意は

新 聞 報 道における

明石市を大阪都の飛び地へ

えるが、取り組みにつ
いて聞く。
答 本市は今年度、就学
前児童の子育て環境の
整備を一体的に進めて
いくため、こども未来
部を創設した。今後は
就学前児童を支援する
拠点としての幼稚園や
保育所の在り方、連携
や一体化、公立と民間
の役割分担など、国の
動向を注視しつつ検討
していく。また、保護
者を対象にアンケート
調査を行い、さまざま
な意見を踏まえて就学
前児童の保育や教育の
在り方を取りまとめて
いきたい。
題への対応策や、将来
を見据えた教育の在り
方などについて自由な
市民感覚の意見を聴く
ことを目的としており、
教職員等の意見はさま
ざまな機会を通じて聴
くことができるため、
委員とはしていない。
また、公開の会議では
率直な意見が出にくい

明石に来てね

本市の魅力を全国へ発信
問 四季折々の特長があ
る県立明石公園を活用
して、明石名産の海産
物や農産物などを販売
する日曜市などを定期
的に開催し、に
ぎわいのあるま
ちづくりを推進
してはどうか。
答 明石公園は本
市を代表する観
光名所であり、
これまでにも市
民まつりや菊花
展を開催するな

もっと検討すべき

中学校給食の

ンテナの活用等により
適温提供するなどの創
意工夫で解決できると
考えている。
校舎の改築等に併せ
て調理室を整備するこ
とについては、全校実
施するまでに時間がか
かる。公平性の観点か
らも中学校給食は可能
な限り同時期に実施す
ることが望ましいと考
えている。

こども未来部を創設

問 国は本年三月に子ど
も・子育て新システム
の基本制度を取りまと
めたが、本市も今年度
をこども・まちづくり
元年として、子どもへ
の施策の充実を図ろう
としている。国より先
に就学前児童の子育て
環境を整備すべきと考

先進的な子育て環境を整備

あかし 教 育 会 議

教育課題を議論

こども・まちづくり元年
委員となっていないこ
とや会議が非公開であ
ることの妥当性を問う。
答 あかし教育会議は、
明石の教育が抱える課

問 本市には東西に長く
続く海岸線と明石海峡
大橋、豊かな田園風景
やため池、歴史的建造
物など誇るべき景観が
多数ある。この良好な
景観を守り育てるため
に、景観法に基づく景

課題と利点

おいしいものがいっぱい

問 あかし教育会議は将
来を見据えた明石の教
育を話し合うことを目
的に設置されたが、現
場の教職員や保護者が

景観行政団体移行への

実施方式
問 中学校給食の実施に
ついて、センター方式
は欠点が多いと思われ
るが、市の見解は。
また、全校一斉実施
にこだわらず、学校施
設の改築や建て替えに
併せて調理室を整備す
るなど、自校方式の可
能性を検討すべきでは
ないか。
答 センター方式につい
ては、運営費用や学校
教育環境への影響など
において利点がある一
方、大量調理に伴う問
題や調理から食べるま
での時間が長いなどの
欠点がある。しかし、
これらの欠点は保温コ

血液検査で危険性を判定

導入に向けて検討

た内容の一部が記事に
されたものであるが、
発言の真意はあくまで
も大阪都への参加など
という形式的なことで
はなく、地域主権改革
の動きに遅れないよう
に明石のことは明石で、
地域のことは地域で決
めるという自己決定権
を確立していく必要が
あるということだ。

問 日本人が発症するが
んの中では胃がんが最
も多く、ほとんどは胃
粘膜へのピロリ菌の感

胃がんの主な原因はピロリ菌

観行政団体へ移行すべ
きと考えるが、課題と
利点について聞く。
答 移行への課題は、本
市の都市景観形成基本
計画において、良好な
景観の形成に向けた大
枠の基本方
針はあるが、
具体的な内
容等が示せ
ていないこ
と、市民や
事業者の景
観に対する
意識が十分
に高揚して
いないこと

染が原因と考えられて
いる。胃がん検診にピ
ロリ菌とペプシノゲン
の二種類の血液検査を
組み合わせて行う胃が
んリスク検診を導入し
てはどうか。市の見解
を聞く。
答 本市の胃がん検診は、
国の指針に基づき、バ
リウムを飲むレントゲ
ン検査を実施している
が、受診しにくいと思
われる人も多く、受診
率が低い要因の一つと
されている。胃がんリ
スク検診は、胃がんに
なる危険度を血液検査
により判定するもので
ある。国は導入を検討
している段階であり、
市民が受診しやすく、
また従来よりも検診単
価を抑えることができ
る検診方法であると考
えており、実施に向け
て医師会とも意見交換
し、検討を進めていき
たい。

にある。このため、規
制という新たな手法を
導入するには、市民、
事業者、行政の三者が
協働で取り組んでいく
必要がある。
一方、移行への利点
としては、
明石という
地域の魅力
を最大限に
生かす景観
の形成を目
指すために、
規制により
実効性を高
めることに
ある。

江井ヶ嶋酒造

守ろう美しい景観
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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。

1
01
0 1
1

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
62
5 1
1
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永年在職表彰
２議員が受賞

1
0

1
3

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
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