答 今年度は、Ｓ
ＤＧｓ未来安心
都市の実現に向
けて の重要施
策・事業を予定
していたが、感
染症対策と市民
生活支援を最優
先にするため、
事業を中止・

問 新型コロナウイルス
感染症による本市の重
要施策への影響
を聞く。

感染症対策と生活支援

答 新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のた
め、市民生活の正常化
にあたっては、国の新
型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方
針をもとに、各関係団

延期、 事業を変更し
防災拠点としての整備
て実施、 事業を予定
が急務であること、国
通り実施する。
の財政支援に期限があ
ることから予定通り進
次期長期総合計画の
策定は、今後の経済状
める。また、全国豊か
況や生活様式の変化を
な海づくり大会は、内
踏まえた検討が必要な
こと、３密対策の継続
が求められる中、審議 示してほしい
会の開催や市民参画に
イベント等の
よる意見聴取の機会が
再開基準
十分に確保できないこ

とから１年延期する。
一 方、新庁舎整備は、 問 市は各種団体や地域
が主催するイベント等
の再開基準について、
方針やガイドラインを
分かりやすく示す必要
があるのではないか。

外出自粛で家庭ごみ増加

ごみ出しマナーの啓発を強化

容や規模等に変更の可
能性はあるが、大会の
開催に向けて、県や漁
業組合などの関係団体
と 連 携して準 備を進め
ていく。
体等がガイドラインを
作成し、それに沿った
取り組みを進めている。
地域の祭りは、その
多くを校区まちづくり
組織や自治会が主催し
ており、市には開催の
可否について相談が寄
せられている。そのた
め、今後も感染状況や
国・県などの動向を注
視し、文化・スポーツ
イベント等の実施の可
否を主催者が適切に判
断できるよう、広報手
段を活用してガイドラ
インの情報提供に努め
るとともに、リーフレ
ッ ト 等で感 染 対 策など
の周 知・啓 発 を 図 っ て
いく。また、イベント
が安心して開催できる
よう相談やアドバイス
も行ってい き た い 。

問 新型コロナウイルス
感染症の拡大による飲
食店や物産店の休業な
どが重なり、水産物の
価格が大幅に下落して
いる。今こそ観光業の
振興を図り、明石の水
産物を全国に知っても
らう機会にするべ
きではないか。
答 観光業は、日本
国内の外国人旅行
者が３月下旬から
４月にかけて前年
同月比 ％減にな
るなど、かつてな
いほど厳しい状況
となっている。飲 食
店 や 小 売 店 の 売り
上げは落ち込み、
明

石を代表する水産物に
も影響が出ている。そ
のため本市は、高齢者
や障害者の生活支援と
商店街の支援を行う事
業を連携させ、高齢者、
障害者、商店街の絆を
深めるとともに、漁業
や農業をはじめ、観光
業も含めた地域産業全
体の回復を図るため、
総額約 億円規模の取
り組みを進めていると
ころだ。
今後も全国的な経済
動向を注視し、関係機
関とも連携して明石の
地域経済の回復と発展
に積極的に取り組む。

▽不採択となった請願△

○ 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求
める意見書」の採択を求める請願

議員の寄付行為等の禁止について

議員の ※時候のあいさつ状
※中元や歳暮
※祭りや会合への寄付
などは公職選挙法で禁止されています
皆様のご理解とご協力をお願いします

❸口座振込



一日も早い収束のために、温かいご支援をお願いします。

産業全体の回復を

の支給、また、コロナ
感染症の影響により収

設けています。

関係機関と連携し

入が減少した被保険者
への保険料減免と、そ
の周知方法を問う。

するために
「新型コロナウイルス感染症あかし支え合い基金」
を

16

どちらにも該当する場
合は、保険料の減免額
が多い方を適用する。
また、令和２年２月と
３月分の納付済み保険
料は、コロナ感染症に
よる減免事由に該当す
れば還付する。被保険
者には、広報あかしや
ホームページで周知す
るほか、特にコロナ感
染症による減免制度は、
７月下旬の被保険者証
の送付時に案内チラシ
を同封することで広く
周知を図りたい。

の充実」
「市民生活の支援」
「感染拡大の防止」
などの事業に活用

公文書公開請求をしなくても政務活動費の収支報告書・
領収書等の閲覧ができます。
令和元年度分（令和元年5月～2年3月）が新たに閲覧の
対象となります。
なお、閲覧できるのは平成27年5月分からです。

明石市は、新型コロナウイルス感染症対策として、
「医療体制

収支報告書・領収書等が閲覧できます

寄付 を 募集 しています

令和元年度の政務活動費

願

請

新型コロナウイルス感染症対策に あかし支え合い基金

経済回復の支援策は

落ち込む地域経済
93

答 傷病手当金は、所得
の減少分を補助する制
度であり、自営業者や
フリーランスの人は、
事業と生活が一体化し
ており、所得の把握が
困難であるため、支給
の対象とはしていない。
保険料減免について、
既存の減免制度とコロ
ナ感染症による減免の

❷納付書

願いしている。なお、
５月に発生した３件の
収集車発火事故の原因
は、中身の入ったボン
ベ缶・スプレー缶と考
えられるため、ごみ出
しマナーの啓発活動も
強化していく。

問 新型コロナウイルス
感染症に係る国民健康
保険の対応について、
自営業者やフリーラン
スの人への傷病手当金

広く周知が必要

12

31

全力で市民の健康と生活を守る

見極めながら、ごみ減
量に向けた取り組みを
進めていく。
収集現場の感染防止
対策としては、
手洗いやうがい
の徹底、ゴーグ
ルやサージカル
マスクの着用、
収集車内外の消
毒に加えて、市
民には使用済み
マスクなどは小
袋に入れ密封し
た上で、ごみ袋
に入れるようお

〒673-8686
明石市中崎１-５-１ 市総務局 財務室財務担当
TE L ：（078）918-5011
F A X ：（078）918-5125
E-mail：zaisei@city.akashi.lg.jp

担当

保険料の減免など

コロナ禍で最優先すべきは
70

閲覧開始日
８月３日（月）
閲覧時間
午前８時55分～午後５時40分（閉庁日を除く）
閲覧場所・問い合わせ先
市議会議会局 総務課（市役所議会棟３階）
T EL ：（078)911-2600
FAX：（078)918-5112
E-mail：gikai@city.akashi.lg.jp

❶ふるさと納税サイト

詳しくは明石市ホーム
ページをご覧ください。

寄付の方法

国民健康保険のコロナ対応

55

問 緊急事態宣言下で在
宅時間が増えたが、ご
み排出量や収集現場の
感染防止対策を聞く。
答 緊急事態宣言下の家
庭ごみの収集量は、前
年より８・６％、特に
５月の１回目の燃やせ
ないごみは、大型連休
と外出自粛が重なった
影響で約 ％増加した。
気候非常事態宣言を表
明した本市としては、
温室効果ガスの排出削
減に向け、新型コロナ
ウイルスの収束状況を

ごみ減量の取り組みを進める

市の重要施策に影響
12

（4）
2020年（令和２年）７月26日
あ か し 市 議 会 だ よ り
第248号

