選挙権年齢が

歳以上に

働き家庭の増加などで
保育需要が高まり、民
間保育所が増加する状
況を考えると、保育士
確保は大きな課題であ
ると認識している。
そのため、早期に優
秀な人材を確保でき
るように採用試験の
スケジュールの前倒
しや、 年間の任期
を満了した臨時保育
士が再度公募試験を
受ける際の試験制度
の簡素化・簡略化等
について検討を進め
ている。
また、処遇につい
０６匹であり、助成額
は１６２万円となって
いる。
また、猫を捕獲し適

ては、これまで休暇制
度や福利厚生の改善を
図るとともに、給与で
も一定の配慮をしてき
たが、今後もできる限
りの方策を検討してい
く。

正に集団飼育するため
には、猫の生活環境の
確保や健康状態への配
慮、猫を保護する人材
の確保など多くの課題
がある。そのため、保
護区設置の実現の可能
性などについては、今
後も調査、研究をして
いく考えだ。

収支改善が課題

問 平成 年に独立行政
法人化した市民病院の
第１期中期目標の達成
状況を聞く。

達成にはやや遅れ

答 中期目標の達成
状況は、評価委員
会から、入院・外
来の診療単価の上
昇や紹介率等が高
まるなど、医療の
質の向上について
は、一定の役割を
果たしており計画
通り進んでいると
の評価を受けた。
しかし入院患者数
や病床利用率は目

標を達成できていない
など収支改善に課題が
残るとともに、 年度
決算は診療報酬改定等
の影響から３年ぶりに
赤字であったため、中
期目標・中期計画の達
成にはやや遅れている
との評価だった。市と
しては、この結果を真
摯に受け止め、より良
い地域医療を維持する
ため市民病院の役割は
大きいとの認識のもと、

第２期中期目標を策定
したところだ。

26

池のかいぼりなどを実
施し、少しでも発生を
抑えたいと考えている。
また、雲楽池につい
ては、耐震診断を実施
した結果、堤防の改修
工事を行う
必要が生じ
ている。こ
のため、ま
ず堤防の安
全性向上の
ための改修
を 実 施 し、
その後に平
地造成など
の工事を行
う予定だ。

市民にとって必要な医療を提供

市民病院の第1期中期目標

23

たが、今後の予定は。
答 水利組合等と連携し
池周辺の草刈りや水路
清掃などの環境改善を
行うとともに、ユスリ
カの幼虫を捕食するフ
ナ等の魚を
放流する取
り組みなど
も行ってき
た。ユスリ
カはあらゆ
る水場から
発生するこ
とから、完
全に防ぐこ
とは困難だ
が、清掃や

地域に愛されるため池へ

先生はみんなの憧れ

若者の投票意識向上へ

に国が作成した副教材
を活用するなど主権者
教育を進めていくこと
になっている。
また、 年 月に二
見中学校、
錦城中学校、
明石商業高校で出前講
座および模擬投票を実
施した。実施後の意識
調査の結果から、一定
の効果があったと考え
ており、今後、生徒が 問 全国的な保育士の不
より主体的に考えるこ
足について、市の認識
とができるよう、さら
と対策を聞く。
に改善するとともに、 答 現在、市立保育所の
対象を中学校、高校以
保育士は、子どもの数
外にも拡大して引き続
に対する国の配置基準
き実施していきたい。
を満たしているが、共
害等の環境美化対策と
して、平成 年度から
飼い主のいない猫の去
勢・不妊手術の助成制
度を実施して
いる。この制
度では、創設
から 年 月
１日までで約
８７０匹に対
し助成を行っ
てき
 た。なお、
年度の助成
状況は、 月
１日現在で雄
匹、雌１１
８匹の合計２

環境改善へ

たに有権者として加え
られ
 る見通しだ。今後、
学校では、高校生向け

費や公共施設の更新経
費が大きな負担になる
と見込んでおり、 年
後の収支均衡を目指し
た財政健全化推進計画
を策定し、取り組みを
進めている。また、大
きな課題である公共施
設の適正配置について
は、各施設の具体的な
取り組みやスケジュー
ルを示す計画を策定し
ているところだ。
問 飼い主のいない猫の
保護を目的として、猫
を捕獲し保護区を設置
することについて、市
の考えを聞く。
本市では、ふん尿被
答

農業者等からは異論
もあるが、早期導入を
望む意見も多くある。
引き続き関係機関と協
議し検討していきたい。

フナ放流やかいぼりで

問 藤江の消防本部の東
くも ら いけ
側にある雲楽池では、
ユスリカが大量発生し
住民が困っている。ま
た、池底にたまった土
砂を集積し、平地を造
成する整備計画があっ

雲楽池のユスリカ対策

3

考える。これらの理由
から１０００平方メー
トル以上の広さや、幅
員４メートル以上の接
道要件を設けている。

猫も人も幸せなまちへ

試験の簡素化も検討

が必要なことや、生産
緑地に指定されると
年にわたり農地として
管理することが義務付
けられるため、農業を
継続できる規模が必要
であること、さらに
年後に公共施設用地と
して市が買い取ること
も想定され、一定規模
の面積が必要であると

30

生産緑地制度

のだ。しかし市の案で
は要件が厳しい。要件
緩和の考えは。
答 農地が緑地機能を持
つためには一定の規模

30

23

12

12

11

去勢・不妊手術を助成

厳しい要件に異論
早期導入を望む意見も
問 市が導入を目指して
いる生産緑地制度は、
緑地機能を持つ農地を
保全し良好な都市環境
を形成しようとするも

27

27

平成23年度から870匹に

出前講座と模擬投票を実施

40

保育士の確保
採用試験の前倒し

27

88

問 公職選挙法の改正に
より選挙権年齢が 歳
以上に引き下げられた
が、若年層の投
票意識の向上に
ついて、市の考
えを聞く。
答 平成 年の夏
に予定されてい
る参議院議員通
常選挙から 歳
以上の者が投票
できるようにな
り、本市では約
５９００人が新

11

飼い主のいない猫

18
18

公共施設も見直し

18

10年間で収支均衡を目指す

問 市民の生活が苦しく
なる中で、福祉の充実
を図るべきであり、そ
のためにも市の財政健
全化が重要と考える。
これまでの成果と今後
の取り組みを聞く。
答 市は、年間人件費を
平成 年度比較で 億
円削減、未活用地の売
却益を 年で 億円、
市税等の債権徴収率を
年連続向上させるな
どさまざまな成果をあ
げてきた。しかしなが
ら、今後、福祉関係経
5

若者が創る未来に一票（明石商業高等学校）

10

28

市の財政健全化
14
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