待機児童が増加

私立保育所の新設や

国の待機児童の定義が
変更され、これまで算

った。しかし、就学前
児童数が増えたことや、
保育所、認定こども園
の増設などにより、潜
在的な保育需要が掘り
起こされたため、入所
希望者が昨年度より約
４００人増加した。ま
た、子ども・子育て支
援新制度の実施に伴い、

認定こども園移行で対応
問 平成 年４月１日現
在、保育所の待機児童
が１５６人となり、こ
れまでに比べかなり多
い。なぜ今年は増えた
のか。また、待機児童
解消の対策を聞く。
答 本市では 年４月に
保育所や認定こども園
の新設、分園の開設な
どにより３６０人分の
受け入れ枠の拡充を行

定していなかった求職
中の保護者の児童を新
たに算定することにな
ったことも、待機児童
数が増加する結果につ
ながった。また、
その中でも１歳児
から３歳児までの
割合が、待機児童
全体の８割を超え
る状況である。
待機児童解消の
対策としては、今
年度も私立保育所
の新設や認定こど
も園への移行など
により、約１５０
人の受け入れ枠拡
行う体制づくりができ
るほか、難病や発達障
害のある人への支援に
ついても権限を持って
対応できるようになる。
なお、移譲される事務
に係る経 費については、
国から交付税で措置さ
れると聞いており、市

充を予定している。
今後も状況に応じて
さまざまな対策を実施
し、待機児童解消に努
めていきたい。

問 手話言語を確立する
とともに要約筆記・点
字・音訳等障害者のコ
ミュニケーション手段
の利用を促進する条例
が今年４月に施行した。

全小学校で手話教室も

市が取り組む具体的な
として過度な財政負担
内容を聞く。
になるとは考えていな 答 本市では条例施行に
い。
伴い、手話通訳者およ
び要約筆記者派遣事業
これらのことから中
核市移行にはメリット
において利用要件を拡
があ
大して利用者の便宜を
 ると認識しており、
今後は市民や議会と十
図るとともに、手話通

分相談しながら取り組
訳者および要約筆記者
んでいきたい。
の待遇改善も行った。

大久保駅南のJT工場
来年１月に更地へ
今後の跡地利用は未定

今後は、市職員を対象
に手話研修や手話検定
等の受験支援を行うほ
か、市民に広く理解を
促すために、この条例
のわかりやすい版を作
成していく。さらに、
３年以内に市内全小学
校で手話教室を実施で
きるよう取り組むほか、

高齢者大学や社会福祉
協議会での講座の充実
を図るなど、普及啓発
に取り組んでいく。ま
た、手話言語等コミュ
ニケーション施策推進
協議会を年内に開催し、
課題について検討する
予定だ。
今後は、来庁者のた
めに手話対応用テレビ
電話を設置している南
あわじ市の事例など、
他の自治体で取り入れ
ている有効な手段につ
いても検討し、本市の
実情を踏まえて対応し
ていきたい。

和も必要になることか
ら、市としても積極的
に情報収集を行うとと
もに、必要に応じて地
域住民にも情報提供を
行っていく考えだ。

昨年、全国的に知名度が高いＢ １グランプリ
の全国大会の地、福島県郡山市で、自己最高位で
ある５位入賞を果たした「あかし玉子焼・ひろめ
隊」。この大会のテーマは「ご当地グルメでまち
おこしの祭典」。単なるおいしいもののコンテス
トではなく、そのまちのソウルフードを通じたま
ちの活性化が狙いである。
その影響もあり、旅行会社のパンフレットに紹
介されることも増え、
明石の魅力である「食」
「海」
「歴史」などを生かした観光資源の発信ができ、
観
光客誘致に成功の兆しがある。今月には、イタリ
ア・ミラノ万博において、兵庫県のブースで「あ
かし玉子焼」を振る舞い、日本のみならず全世界
へのデビューとなっ
た。近い将来、外国か
らも含めた多くの観
光客で、明石のまちが
よりにぎわう光景が
見られることだろう。

議員の寄付行為等の禁止について

議員による時候のあいさつ状、お中元・お歳
暮、祭りや会合への寄付や差し入れ等は、公職
選挙法で禁止されています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

明石市議会

プロとして活躍中の演奏家を含めた新進気鋭の明石出身の音楽集団

レビジュ シンティッランテ

会
場 議会棟３階 本会議場
演 奏 曲 目 ヤナーチェク
「青春」
「
、ありのままで」 ほか
お 申 込 み ８月11日
（火）
まで ※当日消印有効

障害者の意思疎通手段
利用促進の取り組み
南側周辺につ
いては、かつ
て大規模事業
所の閉鎖を契
機として土地
区画整理事業
が行われ、再
開発地区計画
や都市景観形
成地区指定な
どにより、良
好で計画的な
街並みが形成
されている。今後、工
場以外の施設に転用さ
れることも含め、同工
場跡地の開発が行われ
る場合には、大久保地
域のまちづくりとの調

定員75席
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市民サービスの向上も

今後も受け入れ枠拡充へ
上の工業専用地域に指
定されていることから、
工場や事務所以外の施
設への転用が非常に困
難な状 況にある。また、
ＪＴからは、敷地を引
き続き利用するのか、
賃貸や売却するのかも
含めて、今後のことは
未定であると聞いてい
る。
しかしながら、同工
場に隣接する大久保駅

ひろめ隊マスコットキャラ
ひろめちゃん

お申込み・お問い合わせ

入場無料

平成27年9月4日（金）
午前10時～10時30分（開場9時30分）

木管六重奏

議場コンサート開催

の発行に関する事務を
市が行うことにより、
速やかに福祉サービス
を提供することができ
るようになる。また、
教職員の研修を市独自
の内容で実施すること
もできるようになり、
市の教育方針に沿った
教職員の育成を図り、
子どもたちの学力向上
につなげることができ
ると考えている。さら
に市が保健所を運営す
ることで、感染症等の
対策を迅速かつ適切に
問 ＪＲ大久保駅南側の

ＪＴ
（日本たばこ産業）
の工場閉鎖に伴う敷地
の利 活 用 計 画について、
市の見解を聞く。
答 同工場は、今年７月
に建物の取り壊し工事
が開始され、来年１月
頃には更地になる予定
である。同工場の敷地
面積は約５万８千平方
メートルであり、その
全域において都市計画

－

・往復はがきに、①氏名（ふりがな）②住所③電話番号④同伴
者氏名（１名まで）を記入して下記の宛先まで申し込んでく
ださい。（小学生以下は不可）
・車いす席（定員５席）を希望する場合は、その旨を記入して
ください。
・申し込みが多数の場合は抽選になります。
・抽選結果は８月25日ごろ返信はがきでお知らせします。
申し込みが定員に満たない場合は当日も受け付けます。

IN

７月から取り壊し工事開始

27

中核市への移行準備
問 市長は、所信表明等
で中核市移行に向けて
本格的に取り組むとし
ているが、基
本的な考えや
方向性を聞く。
答 中核市移行
について重要
な点は、市民
サービスのさ
らなる向上で
あると強く意
識している。
具体的な例
としては、身
体障害者手帳

中核市移行へ向け本格始動

第223号
平成 27 年（2015 年）７月 26 日
（3）

