市長への意見箱
今年度はコロナ禍で件数が急増

こども食堂
支援と見守り

コロナ禍でも


ＩＧＡスクール構想を
受け、教育委員会は、
１人１台の端末と高速
ネットワーク環境の整
備を急いでいる。整備

ため相談に対応し、消
毒液等の衛生用品を提
供するなど感染症対策
を含めた支援を行った。
４月からは、お弁当
のテークアウト・デリ
バリーを開始しており、
カ所のこども食堂と
カ所の飲食店が１万
５千食以上を提供し、

により、指で簡単に文
字を大きく表示したり、
音声で文章を読み上げ
るなど、個別の支援が
必要な子どもたちに配
慮した教材の提供がで
きるようになる。今 後 、
ＡＩ等の技術の進展に
よっては、一人一人の
理解度や興味と関心に

問 令和３年４月から新
たに開設される高丘校
区小中一貫教育校の特
色について聞く。
答 高丘校区小中一貫教
育校は、全学年 人学
級とし、教科担任制を
拡充して小中学校の教
職員が相互に指導を行
うなど、質の高い学び
の提供を目指している。
具体的には、外国語
指導助手を重点的に配
置し、英語教育を小学
１年生から始め、英語

高丘校区に小中一貫校

きめ細やかな施策展開に活用
問 コロナ禍におけるこ
ども食堂の取り組みと
今後について聞く。
答 こども食堂は、全小
学校区に合計 カ所開
設しており、コロナ禍
で休止していた食堂も
６月頃から徐々に再開
している。あかしこど
も財団は、運営者の再
開への不安に寄り添う
組み合わせたバリエー
ションに富んだ献立の
提供に努めている。
献立は、学校長、食
育担当教諭、保護者等
による献立調理委員会
で決定しており、昨年
度からは毎月開催し、
内容の分析や議論の活
性化を図っている。
食育や適切な栄養摂
取の観点からも給食を
残さず食べてもらうこ
とが必要なため、献立
に生徒たちの要望を取
り入れるなどの取り組
みを進め、残食率の低
減を図っていきたい。
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子どもの個性に応じた学びを実現

ＧＩＧＡスクール構想


問 ＩＣＴ教育の今後の
見通しについて聞く。
答 子どもたち一人一人
の個性に合わせた教育
の実現を目指す国のＧ
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切実な声を聴く手段と
して意見箱を活用する。
 なお、職員が声を上
げやすい組織とするた
め、職員用の意見箱も
設置しており、勤務条
件や人事制度等に関す
る意見が６件あった。
昨年度の市民の意見は 1187 件


の多様な意見が寄せら
れた。今年度は８月末
までに１１１０件の意
見があり、このうち８
３５件が新型コロナウ
イルス関連だった。こ
れらの意見に加え、市
長が現場に出向き聞い
た市民の声が市独自の
の支援策につながっ
ている 。今 後 も 市 民 の
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定された。ＳＤＧｓの
さらなる推進を図るた 中学校給食
めには市民の理解が重
残食を減らす
要なことから、広報あ
かしなどで積極的に周
 献立の工夫を
知していく。
ＳＤＧｓの推 進には、 問 中学校給食の残食率
地方創生の観点から地
の改善について市の見
域の特性や課題を踏ま
解を問う。
える必要がある。ＳＤ 答 昨年度の残食率は約
Ｇｓの の目 標のうち、
８・７％で、改善の必
本市のまちづくりの方
要を認識している。本
向性に沿った目標につ
市は、衛生管理基準に
いて優先的・重点的に
よる時間的制約や食材
取り組むとともに、社
の予算が限られる中、
会・経済・環境の３側
学校給食摂取基準等に
面のバランスも考 慮し、
基づき、必要なエネル
総合的に進めたい。
ギーや栄養を満たし、
多様な食材と調理法を
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地域で子どもたちを応
援したい、見守りたい
という市民意識の醸成
につながった。
今後も新たな生活様
式に合わせたこども食
堂の開催方法を検討し、
子どもたちへの食の支
援や見守りが途切れな
いように対 応していく。
力の向上を図るほか、
県立明石北高等学校と
連携し、理数教育にも
力を入れていく。

また、全教室に設置
するプロジェクターと
今年度整備するタブレ
ット端末を活用したＩ
ＣＴ教育の充実も図る。
このほか、９年間を
見通したキャリア教育
の実施や幅広い年齢の
児童生徒との交流など、
さまざまな特色ある学
校づくりを実施してい
く考えだ。

応じた個別学習も可能
となるほか、ＩＣＴ環
境整備により、教員の
授業準備や事務作業の
効率化も期待できる。
これまでの授業内容
に最先端のＩＣＴ機器
を組み込むことで、学
習活動のより一層の充
実を図っていきたい。

おお にし ひろ のり

大西議員に感謝状

大西洋紀議員に兵庫県市議会議長会から感
謝状が贈られ、９月８日の本会議で披露され
ました。これは同議員が議長、副議長を合わ
せて２年以上務め、地方自治振興に尽くした
功績によるものです。

台風や異常気象なら、ある程度の予測が
でき、最大限の防御策を立てられます。し
かしながら、目に見えない新型コロナウイ
ルスが、いつ終息するのか分からないまま、
その脅 威 を 恐れながら過ごした日々は、はや
１年近くになってしまいました。
人類の英知を絞り、可能な限り有効な予
防 策 を 行 っ て い る に も 関 わ ら ず 、 こ のウ イ
ルスはいま だに猛 威 を 振 るっていま す 。
今、このウイルスの治療に効果的な薬品
や、ワクチンの開発が何よりも最優先に取
り組まれています。その完成を一日でも早
く迎えることができ、以前のような人々の
笑顔が戻ってくることを祈る毎日です。

○地方自治体のデジタル化の着実な推進を求
める意見書

保を求める意見書

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地
方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確

付しました。

意見書２件を可決し、政府・関係機関に送

▽採択された請願△
〇明石の豊かで美しい海の実現に関する請願
▽不採択となった請願△
○無症状と発症前の新型コロナウイルス感染
者を早く見つける検査体制の構築を求める
請願
〇子ども一人一人を大切にする感染症にも強
い少人数学級の実現を求める請願

願

請

市内全域から通学可能

特色ある教育を実施
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市民の理解が大切

問 市長への意見箱の運
用状況を聞く。
答 意見箱は市長が市民
の声を直接聞き、きめ
細やかな施策を展開す
るために設 置している。
令和元年度は子ども・
子育て関連が１７５件、
土木・交通関連が１６
３件、教育関連が 件
など、合計１１８７件

SDGs未来都市の取り組み

問 ＳＤＧｓ未来都市と
しての取り組みを聞く。
答 本市はＳＤＧｓ未来
安心都市・明石を掲げ、
ＳＤＧｓの理 念である、
誰一人取り残さな
い、持続可能、パ
ートナーシップを
踏まえた上で、こ
ど も を 核 としたま
ち づく り や 、誰 に
もやさしいまちづ
くりを進めてきた。
この取り組みによ
り、７月に県下で
初めて国からＳＤ
Ｇｓ未来都市に選

アイコンフラッグ（明石駅前）

県下で初めて選定
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