使用料は

新市営葬祭式場

放課後児童クラブは
すべての小学校区で開
設され、待機児童を出
さずに受け入れ
ていることは評
価できるが、今
年度当初で七十
一人以上の大規
模クラブが十カ
所、定員を超え
るクラブが十三
カ所ある。国の
ガイドラインで
は、児童一人あ

快適に過ごせる環境整備を

高すぎないか

たりの生活スペースを
おおむね一・六五平方
㍍以上確保するのが望
ましいとしているが、
市としてどのような対
策を行うのか。
放課後児童クラブは
入所希望児童が年々増
加する中、施設整備や
指導員の確保に努めて
きた。クラブの規模に
ついては、国のガイド
ラインで平成二十一年
度中に七十一人以上の
大規模クラブを分割す
るよう示されており、
プレハブ施設の増築や
余剰教室の活用などに
より対応していきたい
と考えている。学校敷
地内の施設の中で、で
きるだけ入所希望児童
を受け入れながら、児
童一人あたりのスペー
スも可能な限り確保し
ていきたい。

五万セットを完売し
たプレミアム付商品券
は成功したといえるが、
第二弾も成功させるた
めにはさらなる検証が
必要である。現在の使
用状況と第二弾の実施
時期、規模などを聞く。
第一弾の商品券の有
効期限は十月末で、発
行総額五億五千万円の
うち八月末の時点で ・

全国学力テスト
正答率をグラフ表示

についても積極的に公
表すべきだと考えるが、
市の考えを聞きたい。
本市の実施結果につ
いては、数値や学校名
の公表は行っていない
が、全国との比較が容
易にできるように、各
教科の正答率を観点別、
問題形式別にグラフを
用いて示し、リーフレ
ットにまとめ、学校を
通じて保護者に配布す

みんなの迷惑

犬のふん害
マナー向上がカギ
近年、犬のふんを放
置する飼い主が多く、
衛生的に問題である。
飼い主のマナー向上が
必要だが、市はどのよ
うなふん害対策を進め
ているのか。
本市のふん害対策と
しては、ふんの放置禁
止看板の設置や犬の登
録や予防接種を行う際
に、ふん害防止のリー
フレットを配布するな

るとともに、教育委員
会のホームページで公
表している。
なお、市としては、
教科の数値結果の公表
は、単に学校の優劣を
印象づけるなど、向上
心よりも序列化を招く
恐れがあることから、
課題が明らかになる現
状の方法により、実施
結果を公表することが
望ましいと考えている。

どの啓発を行っている。
また、ふんの放置が
多い地域については、
職員が夜間に巡回パト
ロールを行い、実際に
放置した飼い主と直接
話をして、理解と協力
を求めている。
今後も市と自治会が
協力してパトロールを
実施するなど、行政と
地域が連携して、ふん
害防止の取り組みを進
めるとともに、頻繁に
ふんを放置するなどの
悪質な飼い主には、罰
金の適用も視野に入れ
て指導していきたいと
考えている。

これは、同議員が議

てらおかたかふみ

寺岡登史議員（民主

長、副議長を合わせて

められ、在

二年以上務

連合）が兵庫県市議会

議長会から

感謝状を贈

任中、地方

自治振興に尽くされた

寺岡議員に
感謝状

功績によるものです。

られ、九月

四日の本会議で議長か

〔可決された議案〕

◎取り調べの可視化など刑事訴訟法の改正を
本年五月二十一日に裁判員制度が導入され、
裁判に国民感覚が反映されることが期待され
ているが、裁判の争点となることも多い供述
調書の任意性等について、裁判員が判断に迷
い、あるいは任意性をめぐって裁判が長期化
することが懸念される。万が一、取り調べの
えん ざい
過程で虚偽の自白がなされると、冤 罪 という
取り返しのつかない人権侵害をもたらす危険
がある。よって国に対して不適正な取り調べ
を根絶するため、録画・録音による刑事事件
の取り調べの過程の可視化などを内容とする
刑事訴訟法の改正を早急に行うことを強く要
望する。

意見書一件を可決し、政府・関係機関に送
付しました。以下はその要旨です。

▽継続審査となった請願△
○中小業者の自家労賃を必要経費として認
めることを求める意見書を政府等に送付
することに関する請願

▽不採択となった請願△
○市長交際費取扱要綱に関する請願

▽採択された請願△
○取り調べの可視化など刑事訴訟法の改正
を要請する意見書提出を求める請願

ら披露されました。

請 願

学校名は公表せず
全国学力一斉テスト
の実施結果を公表する
ことで、学力向上に生
かしてほしいと考えて
いる。本市の実施結果

１％、約四億六千万円
と順調に使用されてい
る。そのうち、使用が
集中すると懸念された
大型スーパーでは約 ・
８％となっている。
第二弾は、十一月以
降の冬のボーナスや年
末年始の商戦に利用で
きる時期に実施し、発
行額も第一弾と同様の
五億五千万円の予定だ。
第一弾のＰＲ不足、販
売所における商品券や
現金の保管等安全面の
問題など改善すべき点
を踏まえて、より有効
に地域経済の活性化に
活用されるよう実施し
ていく考えだ。

家庭の燃やせるごみの約４割

会等で開催している。
今後も啓発効果のある
手法を検討し、生ごみ
の減量化と環境学習の
推進に取り組む考えだ。

▽明石市立病院の診療費用及び使用料等に関
する条例の一部を改正する条例制定
医師の確保、分娩環境の整備や産科医療
保障制度に係る保険料を加算するため、
分娩介助料を引き上げ
▽平成二十一年度一般会計補正予算（第二号）
補助事業の承認による事業費補正等によ
り四十六億二千四百九十一万六千円を追
加
◎このほか、議案三十六件を可決



生ごみを家族みんなで減らそう

煩雑になるため、現在
は発生を抑制する啓発
を重点的に行っている。
生ごみの発生抑制は、
家庭で家族が一緒にな
って取り組めるご
みの減量化施策で
ある。水切りの徹
底のほか、無駄な
生ごみを出さない
ために、エコクッ
キング等の学習講
座を地域のごみ減
量推進協力員研修



2
5

みの減量化の推進には、
特に生ごみの資源化が
欠かせない。本市では、
たい ひ
生ごみの堆肥化など資
源化する考えはあるの
か。
生ごみには堆肥化に
適さないものが含まれ
ており、分別や収集は



答
の市民に利用され、満
足度も高い。
このたび新築される
市営葬祭式場は、三つ
の式場のほか、法要や
式場に使える洋室、控
室、食事室、浴室など
を備えており、使用料
は、斎場の運営費や光
熱水費等の経費のほか、
施設の規模や機能、ま
た、民間事業者の経営
や価格等を考慮して設
定している。
管理運営については、
コスト意識を高めなが
らサービスの拡大と業
務の効率化を図り、引
き続き万全を期してい
きたいと考えている。

本市の一般廃棄物処
理基本計画には地球温
暖化対策として、家庭
系ごみの減量化や資源
化の取り組みが盛り込
まれているが、昨年度
の家庭から出る燃やせ
るごみの約 ％が台所
での生ごみであり、ご



答
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意 見 書 を 提 出

議決結果（抜すい）

５万セットを発売予定
8
5

入所希望児童が年々増加

現在の市営葬祭式場
は、使用料が安く、市
民の評価も高い。しか
し、新築される市営葬
祭式場の使用料は、当
初の設置目的から見て
高すぎるのではないか。
その積算根拠と今後の
管理運営について聞き
たい。
市営葬祭式場は、昭
和四十五年に簡素な告
別式を行うことができ
るようにとの理由で建
設され、これまで多く

ごみの減量化は家庭から

第２弾は11月以降に
38
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家庭のような雰囲気で

放 課 後 児 童クラブ
問
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