どから極めて難しいと
考える。また、センタ
ー方式と他の方式が混
在した形での実施は、
管理運営が複雑となり
効率性が損なわれるこ
とからも、２カ所のセ
ンター方式を基本に検
討を進めたい。

談を一元化するカウン
ターの設置や、新たに
台分の駐車場所を確
保するために敷地内北
側駐車場の改修を行っ
ている。後見支援セン
ターの運営体制につい
ては、社会福祉協議会
へ委託し、社会福祉士
などの後見支援に関す
る専門職２人を含む６
人を配置して支援体制
を整える予定としてい
る。
また、 年度当初予
27

問 道徳教育は学校だけ
でなく家庭でも取り組
むべきものと考えるが、
家庭で活用する目的で
配布されている道徳の
副読本を学校から家庭
に持ち帰っていない例
がある。本市では、家
庭での道徳教育をどの
ように推進しているの

家庭でも
副読本の活用を

道徳教育

10

算案では、開設および
運営のため、３７００
万円を計上している。
具体的な事業としては、
主に後見に関す
る専門相談であ
るが、その他に
も裁判所への申
し立てが困難な
人への支援、後
見や権利擁護に
関する広報、さ
らには、法人後
見の受任や、今
後は後見制度利

か。

答 学
 校での道徳教育は、
道徳の時間を中心に、
学校の教育活動全体を
通じて行っており、県
教育委員会作成の道徳
教育副読本や文部科学
省作成の道徳教育用冊
子、その他の資料等を
活用して指導している。

副読本については、
平成 年７月の校長会
や 月の道徳教育担当
者会で、副読本の活用
状況調査による活用資
料数や持ち帰り状況を

用者の増加が予想され
るため、市民を対象と
した後見人の養成等を
計画している。

具体的に示し、より一
層の活用と持ち帰りを
指導してきた。その結
果、全ての学校で持ち
帰ることになったが、
学校によって、毎日、
月に１回、学期に１回
などと頻度に違いがあ
る。このため、今後も
副読本を持ち帰り、家
庭で親子が一緒に読書
するなど副読本が活用
されるよう、引き続き
校長会や道徳教育担当
者会を通じて指導を重
ねていきたい。

総合福祉センター１階に開設

３月４日から６日の本会議では、
まず、７人の議員が会派を代表し
て質問を行った後、 人の議員が
一般質問に立ち、乳幼児任意予防
接種の費用助成制度や後見支援セ
ンターの準備状況などについて市
の見解を求めました。また、 日
には、中学校給食導入事業にかか
る平成 年度補正予算議案につい
て３人の議員から質疑がありまし
た。なお、一般質問の発言者と質
問項目の一覧は下段に、主な内容
は４面から６面に掲載しています。
（代表質問の発言者と質問項目、
内容は２・３面に掲載）
さまざまな課題の解決

策を検討するとともに、
後見支援センター開設
保護者説明会を複数回

市民後見人の養成も計画
実施するなど丁寧に進
めている。
問 平成 年４月に貴崎 答 後見支援センターを
また、 年度から

年度の３年間で各中学
にある総合福祉センタ
含めた高齢者・障害者
校区の公立幼稚園の一
ー内に開設予定の明石
の総合相談窓口の開設

つを認定こども園へ移
市後見支援センターの
に向けた施設の整備状
行する計画である。
準備状況を聞く。
況としては、現在、相
期実施を目指すべき
ではないか。
答 中学校給食につい
ては基本計画に沿い、
２カ所のセンター方
式で進めたい。東部
中学校給食センター
の建設は環境分野の
専門家の意見を聞き、
土壌調査を行うなど、
安全性や財政面、給
食実施までに要する期
間などを総合的に勘案
した上で、全校実施の
時期も含めた全体的な
方向性をできる限り早
期に示したい。なお、
自校方式は、敷地利用
上の制約があり、親子
方式についても法的な
課題や運営上の課題な

東部中学校給食センター建設予定地

27

16

覧
一
者
言

年４月に１２０人の
受け入れ枠の拡充を図
る予定だ。今後も保育
の質や環境に配慮した
整備を行い、早期の目
標達成に向け努力して
いく。
認定こども園につい
ては、 年４月から大
久保地区に民間の認定
こども園が新設される
ほか、 年度には二見
幼稚園と二見保育所を
一体化し、二見認定こ
ども園へ移行する予定
だ。現在、幼稚園教諭
と保育士によるプロジ
ェクトチームを設置し、
31

問 東部中学校給食セン
ターを和坂の旧交通部
跡地に建設するには敷
地全体の産業廃棄物の
撤去費が約 億円かか
るほか、地域や保護者
への説明や理解を得る
ための時間が必要と考
える。他の場所での建
設や自校方式、親子方
式を併用して給食の早
11

問 本市では子育てしや
すいまちを目指し、さ
まざまな取り組みを進
めているが待機児童が
解消されるのはいつか。
また、認定こども
園についても聞く。
答 待機児童解消は
本市の最重要課題
と認識しており、
子ども・子育て支
援事業計画では平
成 年度には待機
児童を解消すると
いう目標を掲げて
いる。その実現の
ため、保育所の新
設などにより、
年４月に３６０人、

26
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基本計画どおり
２カ所のセンター方式で

29

―発言順―（ ）は会派名
三 好
宏（真 誠 会）
①シティセールスの推進 ②コミュニティビジネ
スの支援 ③プレミアム付商品券の発行 ④西明
石活性化プロジェクト
木 下 康 子（次世代明石）
①（仮称）東部中学校給食センター ②第6期介
護保険事業計画 ③斎場管理センター ④明石駅
周辺のトイレ整備
尾 仲 利 治（民 主 連 合）
①少子高齢化社会への取り組み ②子育てしやす
いまちづくり ③子どもたちが生き生きと学ぶこ
とができる教育環境づくり ④農業・漁業の振興
⑤文化・芸術の振興
◎議案第51号 平成26年度明石市一般会計補正予
算（第８号）（３月16日質疑）
辻 本 達 也（日本共産党）
①入札制度 ②中学校給食 ③選挙管理委員会
◎議案第51号 平成26年度明石市一般会計補正予
算（第８号）（３月16日質疑）
千 住 啓 介（自由民主党明石）
①今後のアベノミクス地方創生への対応 ②学校
教育
松 井 久美子（公 明 党）
①議案第48号 平成26年度明石市一般会計補正予
算（第7号）地域住民生活等緊急支援のための交
付金活用事業 ②高齢化や地域のニーズを踏まえ
た公共交通の方向性 ③小・中学校における空調
設備の整備計画
永 井 俊 作（市民クラブ）
①原発事故対策と防災教育 ②非正規労働者の激
増による格差と貧困の拡大 ③中学校給食の実施
④学力向上と教育環境の改善
◎議案第51号 平成26年度明石市一般会計補正予
算（第８号）（３月16日質疑）
寺 井 吉 広（真 誠 会）
①介護保険制度改正後の本市の対応 ②明石市に
道の駅を ③動物愛護
新 田 正 彦（次世代明石）
①戦後70年平和首長会議加盟市の責務を果たそう
②介護保険制度施行15年の点検とこれからの道
北 川 貴 則（自由民主党明石）
①福祉の充実 ②樹林墓地 ③明石港の砂利揚げ
場 ④泉市政の問題点 ⑤公務員の地位利用の防
止対策
尾 倉 あき子（公 明 党）
①国が取り組む地域の将来を担う若い世代の地方
定着を促す奨学金返済の減免制度 ②自転車の交
通安全対策の強化 ③高齢者の元気づくり支援
④本町商店街への観光バス乗降場の設置
梅 田 宏 希（公 明 党）
①（仮称）明石市後見支援センターの運営 ②第
6期介護保険事業計画 ③市制施行100周年事業
④先天性難聴の早期発見 ⑤明石市選挙管理委員会

中学校給食
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28

発
子育てするなら明石

26

保育所の受け入れ枠拡充
認定こども園も新設
27

27
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一 般 質 問・質 疑
平成29年度に待機児童ゼロへ
29
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