明石公園で日曜市開催を提案

自 慢の名 産 物で
ど、まちのにぎわいづ
くりの拠点としてきた。
一方、明石の海産物や
農産物の品質は全国に
自慢できるものであり、

今後はブランド化を図
るとともに観光ＰＲに
も力を入れ、本市への
来訪者や観光客を増や
したいと考えている。
提案のあった明石公
園を活用した日曜市な
どの開催については、
日時や場所、出店者の
確保や公園との調整な
ど、解決すべき課題も
多くあるが、明石の魅
力を全国に発信する一
つの手段として検討し
ていきたい。

非 公 開の話し合いは妥 当か

明石の海岸で
待ち望まれる

卵にすぐ対応できるよ
う体制を整えるととも
に、日頃海岸を利用し
ている人から速やかに
情報が得られるように
看板での呼びかけを行
い、漁業関係者にも情
報の提供を依頼してい
る。また、ウミガメは
静かで明かりの少ない
海岸を好むため、海岸
での花火の夜間規制や
砂浜清掃など、上陸の
環境を整えている。
ウミガメの産卵は本

ウミガメの産卵
問 明石の海岸で今年こ
そ産卵が期待されるウ
ミガメ保護の取り組み
について聞く。
答 ウミガメの産卵時期
を迎え、平成二十年以
来、四年ぶりとなる本
市での産卵が期待され
ている。本市では、産

問 大阪都が実現すれば
明石市は飛び地として
参加し、兵庫県からは
抜けるという趣旨の泉
市長の発言が新聞に掲
載された。このような
報道がされると、県と
の関係に影響がないか
心配である。どのよう
な考えで発言したのか。
答 現在、地域主権改革
が進められる中で、自
治体の在り方が活発に
議論されているところ
ことや、非公開対象と
なる発言があった場合
にも議論を止めること
なく進めたいとの考え
から原則非公開として
いるが、その内容は後
日、非公開事項を除き
ホームページに掲載す
るなど、市民との情報
共有に努めていく。

泉市長

市にとって大変明るい
話題であり、明石の海
岸の良さを市の内外に
しっかりと発信できる
よう積極的に取り組ん
でいく。

であるが、市で決めら
れることは市で決めて
いくことが望ましいと
考えている。
新聞報道については、
橋下大阪市長に関して
取材を受けた際に語っ

発言の真意は

新 聞 報 道における

明石市を大阪都の飛び地へ

えるが、取り組みにつ
いて聞く。
答 本市は今年度、就学
前児童の子育て環境の
整備を一体的に進めて
いくため、こども未来
部を創設した。今後は
就学前児童を支援する
拠点としての幼稚園や
保育所の在り方、連携
や一体化、公立と民間
の役割分担など、国の
動向を注視しつつ検討
していく。また、保護
者を対象にアンケート
調査を行い、さまざま
な意見を踏まえて就学
前児童の保育や教育の
在り方を取りまとめて
いきたい。
題への対応策や、将来
を見据えた教育の在り
方などについて自由な
市民感覚の意見を聴く
ことを目的としており、
教職員等の意見はさま
ざまな機会を通じて聴
くことができるため、
委員とはしていない。
また、公開の会議では
率直な意見が出にくい

明石に来てね

本市の魅力を全国へ発信
問 四季折々の特長があ
る県立明石公園を活用
して、明石名産の海産
物や農産物などを販売
する日曜市などを定期
的に開催し、に
ぎわいのあるま
ちづくりを推進
してはどうか。
答 明石公園は本
市を代表する観
光名所であり、
これまでにも市
民まつりや菊花
展を開催するな

もっと検討すべき

中学校給食の

ンテナの活用等により
適温提供するなどの創
意工夫で解決できると
考えている。
校舎の改築等に併せ
て調理室を整備するこ
とについては、全校実
施するまでに時間がか
かる。公平性の観点か
らも中学校給食は可能
な限り同時期に実施す
ることが望ましいと考
えている。

こども未来部を創設

問 国は本年三月に子ど
も・子育て新システム
の基本制度を取りまと
めたが、本市も今年度
をこども・まちづくり
元年として、子どもへ
の施策の充実を図ろう
としている。国より先
に就学前児童の子育て
環境を整備すべきと考

先進的な子育て環境を整備

あかし 教 育 会 議

教育課題を議論

こども・まちづくり元年
委員となっていないこ
とや会議が非公開であ
ることの妥当性を問う。
答 あかし教育会議は、
明石の教育が抱える課

問 本市には東西に長く
続く海岸線と明石海峡
大橋、豊かな田園風景
やため池、歴史的建造
物など誇るべき景観が
多数ある。この良好な
景観を守り育てるため
に、景観法に基づく景

課題と利点

おいしいものがいっぱい

問 あかし教育会議は将
来を見据えた明石の教
育を話し合うことを目
的に設置されたが、現
場の教職員や保護者が

景観行政団体移行への

実施方式
問 中学校給食の実施に
ついて、センター方式
は欠点が多いと思われ
るが、市の見解は。
また、全校一斉実施
にこだわらず、学校施
設の改築や建て替えに
併せて調理室を整備す
るなど、自校方式の可
能性を検討すべきでは
ないか。
答 センター方式につい
ては、運営費用や学校
教育環境への影響など
において利点がある一
方、大量調理に伴う問
題や調理から食べるま
での時間が長いなどの
欠点がある。しかし、
これらの欠点は保温コ

血液検査で危険性を判定

導入に向けて検討

た内容の一部が記事に
されたものであるが、
発言の真意はあくまで
も大阪都への参加など
という形式的なことで
はなく、地域主権改革
の動きに遅れないよう
に明石のことは明石で、
地域のことは地域で決
めるという自己決定権
を確立していく必要が
あるということだ。

問 日本人が発症するが
んの中では胃がんが最
も多く、ほとんどは胃
粘膜へのピロリ菌の感

胃がんの主な原因はピロリ菌

観行政団体へ移行すべ
きと考えるが、課題と
利点について聞く。
答 移行への課題は、本
市の都市景観形成基本
計画において、良好な
景観の形成に向けた大
枠の基本方
針はあるが、
具体的な内
容等が示せ
ていないこ
と、市民や
事業者の景
観に対する
意識が十分
に高揚して
いないこと

染が原因と考えられて
いる。胃がん検診にピ
ロリ菌とペプシノゲン
の二種類の血液検査を
組み合わせて行う胃が
んリスク検診を導入し
てはどうか。市の見解
を聞く。
答 本市の胃がん検診は、
国の指針に基づき、バ
リウムを飲むレントゲ
ン検査を実施している
が、受診しにくいと思
われる人も多く、受診
率が低い要因の一つと
されている。胃がんリ
スク検診は、胃がんに
なる危険度を血液検査
により判定するもので
ある。国は導入を検討
している段階であり、
市民が受診しやすく、
また従来よりも検診単
価を抑えることができ
る検診方法であると考
えており、実施に向け
て医師会とも意見交換
し、検討を進めていき
たい。

にある。このため、規
制という新たな手法を
導入するには、市民、
事業者、行政の三者が
協働で取り組んでいく
必要がある。
一方、移行への利点
としては、
明石という
地域の魅力
を最大限に
生かす景観
の形成を目
指すために、
規制により
実効性を高
めることに
ある。
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守ろう美しい景観
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