明 石たこ大 使にさかなクン
観光案内所を
明石駅コンコースへ移転も
きた。このたびは、広
報あかしの特集で市長
と対談した東京海洋大
学客員准教授のさかな
クンから、明石のまち

づくりに協力したいと
の申し出があり、明石
の知名度を高めるため、
本年７月に明石たこ大
使に就任してもらうこ
とにしている。
また、ステーション
プラザ明石にある観光

高校生に対する

案内所については、場
所が観光客に分かりに
くい上、開業時間にも
課題があるため、早け
れば来年１月の明石駅
コンコース内への移転
に向け関係機関と協議
を進めていく。

ただいま検討中
明石市議会基本条例の制定に向けて

明石市議会は、９月定例会での制定を目指し
て議会基本条例の検討を進めています。これま
で以上に市民の考えを市政に反映できる議会に
なるため議論を重ねていますので、多くの方の
参加、意見をお待ちしています。
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本市の奨学金制度

効果の面で課題はある
と認識している。県内
他市では２市で警備員
を常駐で配置している
が、配置人数は各校１
名となっている。また
防犯カメラなどの機械
警備で対応している市
もある。今後、子ども
の安全対策については
各地域の特色を考慮し
ながら関係機関と協議
を進めるなど、平成
年度の警備業務の契約
更新を見据えて、手法
改善を図っていく。

議会基本条例市民フォーラムを開催します
議会基本条例素案の説明や明治大学講師
の廣瀬和彦氏による議会活性化についての
講演、市民との意見交換を行います。
〔日 時〕平成 年８月 日（土）午後２時から
〔会 場〕明石商工会議所７階大ホール
（会場に駐車場はありません）
※事前申込は不要です。直接会場へお越しく
ださい。受付は午後１時 分から先着順で
行います。定員 名を超えた場合は入場を
お断りさせていただきます。

170

議会基本条例素案に対する
市民意見を募集します
〔募集期間〕
平成 年８月７日（水）～９月５日（木）
（郵送の場合は期間内消印有効）
〔提出方法〕
「明石市議会基本条例素案」への
意見であることを明記の上、住所、氏名、
年齢を記入し、持参または郵送、ＦＡＸ、
電子メールで市議会事務局へ提出してくだ
さい。（様式自由）
※条例素案は８月７日以降に市議会ホームペ
ージに掲載するとともに市議会事務局や行
政情報センター、市民センターなどで配布
します。
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小学校の警備員配置

平成26年度に向け再検討

問 全小学校に２名の警
備員を配置してから７
年が経過した。費用対
効果や保護者・地域な
ど多くの目で子どもを
見守るという観点から、
このまま事業を継
続するのではなく
見直すべきと考え
るが市の見解は。
答 警備員を配置し
て以降大きな事案
は発生しておらず
地域の見守り活動
との相乗効果で犯
罪の抑止が図られ
たものと考えてい
る。しかし費用対

公益監察員

選任に同意

任期満了となる公益監
むらかみこういち
察員に村上公一氏（ 歳・
神戸市垂水区）を引き続
き選任することに同意し
ました。
同氏は、弁護士として
活躍され、兵庫県弁護士
協同組合理事、兵庫県弁
護士会副会長、近畿弁護
士会連合会常務理事など
を歴任されています。
なお、本市の公益監察
員は２人で、公益監察契
約の期間は、３年となっ
ています。

3
0

見直しが必要
問 本市の高校生に対す
る奨学金制度の現状と
課題を聞く。
答 本市の奨学金制度に
ついては、貸与者数が
減少傾向にある。その
理由としては貸与月額
が本市より高い兵庫県
の制度を希望する人が
増えていることや、公
立高校等授業料無償化

制度が開始されたこと
などが考えられる。こ
れらのことから本市の
奨学金制度は存在意義
が薄れつつある。
さらに、返済義務の
ない給付型奨学金制度
の要望が高まっている
ことから国が給付型奨
学金制度を来年度から
の導入を目指している
こと、神戸市や加古川
市など周辺市において
もすでに給付型奨学金
制度を実施しているこ
となどから、本市の奨
学金制度については見
直しが必要であること
も認識している。

障害者の相談支援

26

いつも見守りありがとう

子どもの安全対策
設置した。６人の相談
員が障害者の相談支援
を総合的に行うととも
に障害者虐待の通報を
受け付ける虐待防止セ
ンターの役割も担って
いる。一方、障害者総
合支援法で定めるサー
ビス利用計画を作成す
る特定相談支援事業者
は市内に６カ所あり、
１人から２人の相談員
を配置している。今後
は基幹相談支援センタ
ーが中核的な役割を担
い、特定相談支援事業
者と役割分担し効率的
で実効性のある事業を
展開する。

5
8

役割分担で
効率的に
問 障害者福祉における
相談支援は利用者が抱
える課題の解決や新た
な支援制度を生み出す
重要な役割を担う。相
談支援体制の現状と今
後の方向性を聞く。
答 本市では昨年 月に
身体、知的、精神の障
害種別ごとに３カ所あ
った相談支援事業所を
統合して基幹相談支援
センターを市役所内に
10

問 本市に多くの観光客
を誘致するためには、
広報活動は重要である。
また、おもてなしの心
を持って観光客を受け
入れることも
大切だと考え
るが、市の取
り組みについ
て聞く。
答 本市では女
たいらあい り
優の平愛梨さ
んを観光大使
とするなど、
有効な広報手
段として明石
にゆかりのあ
る著名人を通
じて明石の魅
力を発信して
結果、両校とも自校方
式は困難と判断した。
なお、食育や地産地消
については工夫をすれ
ばセンター方式でも推
進できると考える。

地元の食材を生かした給食を

明石の魅力のひとつ、海の幸

給食法の趣旨に反する
のではないか。
答 教育委員会は、本年
２月に策定した中学校
給食基本計画において
東西２カ所のセンター
方式で実施するとした
が、自校方式
が実施可能と
考えられる大
蔵中学校と大
久保北中学校
については、
引き続き検討
してきた。そ
して４月から
調査を行い、
公平性や経済
性、校長の意
見などを総合
的に判断した

詳しくは市議会ホームページをご覧いただくか、
市議会事務局へお問い合わせください
℡０７８ ９１８ ５０６０
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食育や地産地消も推進

2
5

議員の紹介や議会の日程、
議案の審議結果などを掲載
しています。
また、これまでに発行さ
れた市議会だよりや本会議
の映像、会議録も見ること
ができます。
ぜひ、ご活用ください。

全校センター方式で実施

問 教育委員会は、中学
校給食を全校センター
方式で実施すると決定
したが、食育や地産地
消の面からも自校方式
の方が優れていると考
える。センター方式は、
健康の保持増進や食育
などを目標とする学校

明石市議会
ホームページの
ご案内

中学校給食

第213号
あ か し 市 議 会 だ よ り
平成25年（2
013年）７月14日
（ 5）

