ある。また、明石クリ
あかしの生態系を守る施策
ーンセンターに設置し
たアカミミガメ保管プ
推進組織の設置を検討
ールには、市民から引
き取ったカメや、防除
捕獲したアカミミガメは肥料化へ
等により捕獲したカメ
問 本市の生態系を守る
発に努めてきた。その
を保管し、このうち捕

施策の進捗状況や課題、
結果、市民の生物多様
獲したカメについては
また、捕獲したミシシ
性に関する認識が深ま
肥料化の研究に利用し
ッピアカミミガメの肥
っていると
ていく。
料化など、今後の取り
感じている。
今後は施 問 高齢者が積極的に外
組みについて聞く。
今後は、こ
策推進のた
出することは、健康面

答 本市では条例制定以
の認識を他
めの組織に
や精神面に良い影響を
後、指定外来種である
の生物の多
ついて、平
もたらし、介護予防や
ミシシッピアカミミガ
様性に関す
成 年１月
医療費の削減にもつな
メの防除のほか、防除
る施策に発
開催の環境
がる。高齢者の外出を
講習会の開催や啓発Ｄ
展させるこ
審議会等の
促進するための支援策
ＶＤの作成など市民啓
とが課題で
意見を聞き、
を聞く。
年度内設置に向け検討し 答 現在、 歳以上の高
園の場合は第１子が８ ていく。
齢者は、高年手帳を提
歳まで、保育所の場合
書が取りまとめられた。
は第１子が５歳までの
保育料はともに第２子 給食センター
これを踏まえた市の判
は半額、第３子以降は
断とその理由を聞く。
対策を講じ
無料としている。
答 報告書では、廃棄物
和坂で整備
等はすでに分解されて
また、県は独自の制
度として対象年齢を拡
いると推測されること、
大し、所得制限はある 問 地中から産業廃棄物
ヒ素は元来自然界にあ

が、 歳未満の子ども
が発見され工事を中止
ったもので低減対策を
が３人以上いる場合に
している（仮称）東部
行えば大きな問題では
第３子以降の保育料を
中学校給食センター予
ないこと、メタンガス
軽減している。
定 地（ 和 坂 ）について 、
濃度が高い箇所は発生
原因の池底の泥を撤去
専門家会議による報告
県の軽減対象である
第３子以降を第２子以
降へと拡充すれば、経
費は現行の 倍程度増
加するが、安心して子
育てがで
きるよう、
支援の充
実に向け
て本市で
も具体的
な軽減策
を検討し
ていきた
い。
28

さらなる充実を

示することで、天文科
学館等の公共施設が割
引料金で利用できるほ
か、 歳以上の高齢者
に対しては、バス共通
寿優待乗車証やタクシ
ー券を交付している。
今後さらに高齢化が
進む中、平成 年度か
ら、 歳以上の高齢者
を対象に高齢者パスポ
ートの導入を検討して
いる。高齢者パスポー
トを提示することで、
市内の公共施設や商店
等で無料や割引等の特
典が受けられるなど、
高年手帳の機能をさら
に充実させたものにし
たいと考えている。
28

すれば問題ないなどの
見解を得た。
以
 上の内容を踏まえ、
関係部署とも協議を行
った結果、コストや給
食実施までの期間など
を総合的に勘案し、報
告書に記載されたとお
りの対策を講じた上で、
予定地である和坂で給
食センターを整備して
いく考えだ。

市議会カレンダー

中学２年生のじょうくんと、
市議会事務局職員のれいさんが
市議会の１年を振り返ります。

新人議員
研修を実施

さん

れい

くん

手話通訳者
を配置

じょう

４月の選挙で聴覚障害のある
議員が当選したことで、本会
議や委員会において手話通訳
者を配置しました。

これからの明石の
進む道を決める選挙

選挙！

議員研修会

６月議会

モーリー高校の生徒11名
と教師３名が姉妹校であ
る明石高校の教師ととも
に市議会を表敬訪問しま
した。

議場見学の様子

JUN

モーリー高校の生徒
（オーストラリア）
市議会を表敬訪問

高齢者パスポート導入へ

65

70

65

は市内に１カ所あるが、
障害児を対象とした施
設はない。そこで、
年６月に神戸市西区の
児童福祉施設を障害児
への緊急対応を想定し
た日帰りショートステ
イに指定した。
今後は、障害者の高
齢化がさらに進むため、
当事者のニーズを把握
し、事業者と連携を図
りながら必要な支援に
努めていきたい。

9

6

市議会は、
本会議を開会するだけでは
なく、さまざまな活動を
行っています。

平成28年度から

公共施設や商店で特典

28

答 本市の知的障害者対
象の短期入所施設は、
市内に２カ所あるが定
員の総数は９名と少な
い。そのため、木の根
学園と明石養護学校の
共有グラウンドに定員
６名の短期入所施設を
市が整備し、平成 年
４月から民間法人によ
る運用を予定している。
また、医療を必要とす
る重度身体障害者を対
象とした短期入所施設

国際交流

5

Les bijoux scintillante
レ・ビジュー・サンティヨンテ

より開かれた市議会を目
指す取り組みの一つとし
て、平成24年から毎年開
催しています。

12

当事者のニーズ把握し

問 介護を必要とする障
害者の短期入所支援に
ついて、市の現状や課
題を聞く。

元・全国都道府県議長会議事調査部長
の野村稔氏を講師に招き、議員研修会
を行いました。

議員30人中４人が新人議員として加
わり、議員研修を行いました。

本紙をご覧ください

明石出身の若手演奏家
などで構成された音楽集団よ

12月議会

DEC

アカミミガメ保管プール（明石クリーンセンター内）

障害者の短期入所支援

明石市議会の
新たな体制がスタート！！
５月議会

総務・文教厚生・生活文化・建設企業の４つ
の常任委員会で議会報告会を行いました。
詳細は本紙５面をご覧ください。

向こう４年間の明石市政を運営する体制を
決める市長・市議会議員の選挙が行われま
した。

明石市と友好都市
である無錫市（中
華人民共和国・江
蘇省）の人民代表
大会訪問団６人が
市議会を表敬訪問
しました。

MAY

９月議会
議場コンサートを開催♪

SEP

議会報告会 ～テーマを決めて関係団体と意見交換～

む しゃく

4

APR
友好都市 無錫市
人民代表大会訪問団が来明

７
演題「地方議会の制度の運営について」

多子世帯の保育料軽減策
県制度の対象は第3子以降

本市でも軽減策を検討

問 国、県が行う多子世
帯への保育料軽減制度
のうち、県が軽減対象
としている第３子以降
を第２子以降へと拡充
すべきと考
える。市の
見解を聞く。
答 現在、幼
稚園や保育
所を利用す
る場合の保
育料は、国
の多子世帯
軽減制度と
して、幼稚

27
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11

10

安心して子育てを

（4）
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