市のワクチン接種計画

わせたファイザー社製
のワクチン供給を国や
県へ要望しているとこ
ろだ。
また、より早く、よ
り丁寧に進めることを
念頭に、認知症の人に
は接種の同行支援を行
い、障害のある人には
専用の接種会場を市民
病院内に開設する予定
だ。

このほか、ワクチン
未接種による不当な差
別やいじめを禁止する
ため、３月に制定した
コロナ感染者への差別
を禁止する条例に追加
することも検討してい
る。

オーガニック給食
食材確保と
費用面に課題
問 有機食材を使ったオ
ーガニック給食は、費
用面などの課題もある
が、子どもの食の安全
や循環型社会の観点か
らも段階的に取り組む
べきではないか。
答 学校給食は、大量の
食材を安定して確保す
る必要があるが、オー
ガニック食材を使う場

合、通常の食材より価
格が高いことや量の確
保が課題となる。さら
に、市内には有機農業
に取り組む農家がなく、
オーガニック食材を導
入すると明石産の農作
物が使えなくなる。
学校給食費は、過度
の負担は抑制すべきだ

が、野菜価格の高騰な
どもあり厳しい状況に
ある。その一方で、食
の安全意識が高まって
おり、学校給食には安
全性を発信する役割も
ある。オーガニック給
食をどのように位置付
けるのか他市の事例も
参考に検討したい。

付している。
電磁波過敏症につい
ては、明確な診断基準
はないものの、申し出
があった場合は、学校
と協議し個別の対応を
検討する。タブレット
端末の長時間の利用は、
健康面や教育上の観点
から望ましくないため、
授業等で情報リテラシ
ーの教育を進め、保護
者にも周知を図り、児
童生徒の学力向上の一
助となるＩＣＴ教育を
推進していきたい。
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問 国のＧＩＧＡスクー
ル構想を受け、市内の
小中養護学校に無線Ｌ
ＡＮ設備と１人１台の
タブレット端末を整備
した。子どもへの影響
が大きいと言われるブ
ルーライト対策と電磁
波被ばくについて聞く。
答 本市では、国の技術
基準適合証明を受けた
無線ＬＡＮ機器を採用
し、タブレット端末は
ブルーライトを軽減す
る画面保護シートを貼

子どもたちへの対策は

認知症や障害者にも対応
問 高齢者、基礎疾患の
ある人、その他の市民
と続く新型コロナワク
チンの接種について、
今後の予定を聞く。
答 本市は、ワクチン接
種を希望する人には、
９月末までに２回の接
種を終える計画である
（６月時点）
。課題はワ
クチンが届くかどうか
であり、接種計画に合

コロナ禍でも

生きる力を育む
体験教育

かまどを組む野外炊事
体験やカヌー体験など
を行う。
トライやる・ウィー
クは、他者との協力・
協働を通じて社会に参
画する態度や問題解決
能力を育成するために
実施している。今年度
は、職場体験だけでな
く絵画や音楽、郷土芸
能などの文化・芸術創
作体験活動やボランテ
ィア活動などを行う。
両事業とも普段の学
校生活では体験できな
い活動となるよう各校
で創意工夫していく。

の取り扱いの適正化な
どに関する指針を策定
し、活動内容の見直し
や組織体制のスリム化
を図っている。今後は、
子育てやＰＴＡ活動な
どでも休暇が取りやす
い職場環境の整備に向
け、取り組んでいく考
えだ。

▽採択された請願△

○教職員定数改善と義務教育費国庫負担制

度 を 堅 持 す る た め の ２０ ２ ２年 度 政 府 予

算に係る意見書採択の請願

〇幼小中学校給食の無添加を目指す請願

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︒

○教 職員 定 数 改 善と義 務 教 育 費国庫 負 担 制 度

の堅持を

国は︑地方教育行政の実情を十分に認識し︑

地方自治体が計画的に教育行政を進めることが

できるように︑来年度の予算編成において︑次

の事項に取り組むよう強く要望する︒

１ 中学校・高校での 人学級の早急な実施と︑

さらなる少人数学級について検討すること︒

２ 学校の働き方改革・長時間労働是正を実現

するため︑教職員定数改善を推進すること︒

３ 自治体で国の標準を下回る﹁学級編制基準

の弾力的運用﹂の実施ができるよう加配の削

減は行わないこと︒

４ 教育の機会均等と水準の維持向上をはかる

ため︑義務教育費国庫負担制度の負担割合を

堅持すること︒

閲覧開始日
８月２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
議会局総務課（市役所議会棟３階）
T E L：911-2600
FAX：918-5112
メール：gikai@city.akashi.lg.jp

電磁波被ばくとブルーライト

しながら、平日に活動
しにくい共働き家庭が
増加する中、強制的に
役員を割り当てられる
ことや、個 人 情 報の取
り扱いなどが課題とな
っている。そのため、
明石市連合ＰＴＡでは、
教育委員会と連携し、
入会申込書や個人情報
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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２年度分（令和２年４月〜３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28年４月分からです。

医療介護データも活用
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持や介護予防の取り組
みを行ってきたが、今
後も居場所づくりや地
域活動への参加支援、
認知症あんしんプロジ
ェクトの拡充など、よ
り一層推進していく。
また、庁内で横断的
に医療・介護のデータ
を分析、活用できるよ
う４月から体制を整備
し、保健事業と介護予
防事業の一体的な取り
組みを進めている。今
後も高齢者の健康寿命
を延ばすため、データ
等を活用し効果的な施
策につなげていく。
問 自然学校とトライや
る・ウィークは、子ど
もの成長に応じた生き
る力を育む活動である。
コロナ禍において、ど
のように取り組むのか、
市の考えを聞く。
答 自然学校は、自ら考
え判断し、行動するな
ど、生きる力を育成す
るために実施している。
今年度は１泊２日と日
帰り３日の計５日間で、

ＰＴＡは学校・家庭・地域の懸け橋
保護者が参加しやすい環境を
地域の懸け橋として子
どもたちの健全育成に
関し、長年にわたる実
績があり、その活動は
大変重要である。しか

収支報告書・領収書等が閲覧できます

進むＩＣＴ教育
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画面には保護シートを貼付

集団接種会場
（あかし市民広場）

問 ＰＴＡ活動に対する
市の認識と環境整備に
ついて問う。
答 ＰＴＡは任意加入団
体だが、学校・家庭・

令和２年度の政務活動費

高齢者支援を推進

問 コロナ禍における高
齢者の健康維持と、デ
ータを活用した健康長
寿社会の構築について、
市の見解を聞く。
答 本市が昨年行っ
たアンケートや電
話相談において、
高齢者の社会的孤
立の防止や介護予
防、認知症対策の
必要性がより明ら
かになった。これ
までも自主活動グ
ループへの支援や
オリジナル体操の
啓発など、健康維
市のHPでオリジナル体操を配信

コロナ禍の健康維持

（4）
2021年（令和３年）７月25日

あ か し 市 議 会 だ よ り
第253号

