年９月から

市内２カ所のセンター方式で計画
平成
モデル校で先 行 実 施

問 明石港周辺利活用計
画は、明石駅前南地区
再開発事業と併せて中
心市街地活性化計画の
基幹事業であるが、策
定に向けた動きが見受
けられない。計画を策
定する上で重要なたこ
フェリー乗り場跡地の
利活用も含め、推進状
況を聞く。
答 明石港周辺利活用計
画は平成 年度末まで
に策定する必要がある
ため、 年度予算に検

討経費を計上
し、庁内関係
部による検討
組織の立ち上
げに向け、調
整会議を開催
したところだ。
引き続き市議
会や市民の意
見も聞きなが
ら、港湾管理
者である県や
中心市街地活
性化協議会などと協議
し、できるだけ早期に
策定したい。
たこフェリー乗り場
跡地や砂利揚げ場を含
む明石港周辺は、中心
市街地活性化に不可欠
な南の拠点として重要
なエリアであることか
ら、引き続き土地所有
者に対し中心市街地の
活性化に寄与する土地

利用と、銀座通りから
の景観に配慮するよう
要望していく。

監査委員

選任に同意

識見を有する者の中か
ら選ばれる２名の監査委
いわざわたけし
員のうち、岩澤武氏の任
期満了に伴い、その後任
はやしいくろう
として林郁朗氏（ 歳・
神戸市西区）を新たに選
任することに同意しまし
た。
同氏は、長年、本市職
員として勤務し、財務部
長や政策部長等を歴任し
ています。

固定資産評価員

意見書１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。

◎ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄

液減少症の診断・治療の推進を求める意見書

脳脊髄液減少症とは、事故や暴力などの衝撃

により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、めまい、

視力低下、思考力低下等のさまざまな症状が複

合的に発症する疾病と言われている。医療現場

では、このような症状の原因が特定されない場

合が多く、治療法である硬膜外自家血注入療法

（ブラッドパッチ療法）は、保険適用外であり、

診断、治療基準も定まっておらず、患者本人の

政府におかれては、ブラッドパッチ療法の治

苦痛や患者家族の苦労は計り知れない。

年度に保険適用と

ルの使用料を無料にすることなどを規定

住または通学する小学生の明石海浜プー

子ども施策の充実を図るため、市内に居

制定

▽明石市立都市公園条例の一部を改正する条例

ることを規定

中学生および小学生の観覧料を無料にす

子ども施策の充実を図るため、高校生、

例制定

▽明石市立天文科学館条例の一部を改正する条

に充てるため基金を設置することを規定

収入を、一般廃棄物処理施設の整備費用

や大規模太陽光発電事業により得られる

ごみ焼却により発電した電力の売却収入

▽明石市一般廃棄物処理施設整備基金条例制定

〔可決した議案〕

う強く要望する。

けることについて、適切な措置を講じられるよ

先進医療認定施設を各都道府県に最低１カ所設

を確立すること、ブラッドパッチ療法に関する

こと、患者・家族に対する相談および支援体制

もに特化した研究および周辺病態の解明を行う

続し診療ガイドラインの早期作成とともに子ど

すること、診断・治療の確立に関する研究を継

療基準を速やかに定め平成
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ども踏まえ教育委員会
から市内２カ所のセン
ター方式で実施すると
示された。具体的な実
施時期とセンターの設
置場所について聞く。
答 中学校給食の実施時

期については、早期実
施が望まれていること
や平成 年４月からの
公立高校の学区再編な
どを考慮し、 年９月
からモデル校で先行実
施した後、諸課題の解
決を図り、全校で実施
したいと考えている。
また、給食センターの
設置場所は、和坂の市
バス跡地に７千食規模、
魚住町の魚住清掃工場
跡地に３千食規模の給
食センターを設置した
いと考えている。なお、
候補地の一つである卸
売市場の関係者駐車場
は、代替の立体駐車場
を建設するために９億
円の費用が生じること
や、各学校への配送時
間などを総合的に判断
すると適していないと
考える。

明石駅前南地区再開発事業
国からの補助金が 億円増
億円へ

配置については、各施
設の検討委員会の意見
を踏まえ、子どもに焦
点を当てたまちづくり
の観点で見直し、４階
に図書館、５階に子ど
も図書館や青少年交流
スペース、６階には市
役所窓口などを配置す
ることにしている。

意 見 書 を 提 出

議 決 結 果（抜すい）

活気は戻るのか たこフェリー乗り場跡地

選任に同意





年度明石市一般会計補正予算

補助事業の承認による事業費の補正等に

▽平成

より

億８８９０万８千円を追加

◎このほか、議案

件を可決



6
0

３月末に辞任された固
はやしいくろう
定資産評価員の林郁朗氏
たか はし し ろう
の後任に、 高橋嗣郎氏
（ 歳・樽屋町）を選任
することに同意しました。
同氏は、長年、本市職
員として勤務し、理事や
コミュニティ推進部長等
を歴任後、昨年７月から
副市長に就任しています。

7
1
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61

市の負担額は

当初見込んでいた 億
円から 億円に減らす
ことができると考えて
いる。その他、図書館
などの公共施設の開設
に必要な備品
購入費等と、
アスピア明石
方面への通路
整備費 億円
を加えると最
終的に市の負
担総額は１０
４億円になる
見込みだ。
公共施設の

6
4

27

問 今回の国の緊急経済
対策が明石駅前南地区
再開発事業に及ぼす影
響と再開発ビル内の公
共施設の配置計画につ
いて聞く。
答 国の緊急経済対策に
より、地方都市リノベ
ーション事業と地域の
元気臨時交付金を活用
することが可能となり、
新たに 億円の補助金
の増額を見込んでいる。
このため、市の負担額
は工事費や補償費の増
額分を差し引いても、

３年後に生まれ変わる（明石駅前）

明石港周辺利活用計画
2
7

2
5

80

問 中学校給食について
は経費面や財政状況、
教育環境への影響、食
中毒等のリスク分散な
どを考慮し、中学校給
食検討委員会からの提
言や市民アンケートな

2
7

検討経費を予算計上
9
8

27

26

27

子育て施策の方向性を検討

どうなっているのか
2
6

104

2
4









査などをもとに、就学
前の教育・保育の在り
方について現在、検討
している。
さらに 年度におい
ては、条例で定める子
ども・子育て会議を設
置し、国が示す基本指
針やニーズ調査の実施
などを踏まえ、幼稚園
や保育所、幼保連携型
認定こども園などの就
学前施設の在り方や、
本市の就学前の子育て
全般に関する方向性な
どについて検討を深め
ていく。その後これら
の検討をもとに 年度
からの子ども・子育て
支援事業計画を策定し
ていく予定だ。

子どもたちが元気に育つ環境を

就学前施設の在り方と

問 子ども・子育て関連
３法が制定され、平成
年度からの本格施行
が想定されるが、就学
前の教育や保育はどの
ように変わるのか。
答 就学前の子育て環境
については、子ども・
子育て関連３法の中で、
幼児期の学校教育・保
育や地域の子
ども・子育て
支援を総合的
に推進する国
の方針が示さ
れた。
本市では昨
年実施した幼
稚園や保育所
の役割や機能
などに関する
アンケート調

2
5

中学校
給食

子ども･子育て会議を設置
2
7

（ 6）
平成25年（2013年）４月14日
あ か し 市 議 会 だ よ り
第211号

