といろいろな通報の手
段があれば、モニター
以外の市民も気軽に通
報できると思う。
通報後の市の対応
●道路の穴を発見し、通
報したら、すぐに直し
てくれたが、その後の
報告がない。補修が終
われば通報者に報告を

ーン舗装化を進めてほ
しい。

後どのように対応する
予定なのか教えてほし
い。
モニターからの報告・意
見
●個人的な活動になるが、
小学校の校長と話し合
い、通学路が安全かど
うか点検している。
●子どもたちが安全に通
学できるよう、通学路
にある横断歩道のグリ

するとともに、結果を
ホームページに掲載し
てほしい。
●補修を一時的な処置で
終わらせた場合、その
まま放置せずに、その

施設だと思う。有効に
活用してほしい。
●親子連れが訪れやすい
ように、土日・祝日も
開館できないか。
●殺処分ゼロと掲げるよ
り、犬猫の譲渡率１０
０％と掲げる方が前向
きであり、印象が良い
のではないか。

明石市議会では、市民の意見を把握し議論や政策立案等に役立てるため、議会報告会を開催しています。

猫のトイレを設置する
などの対策をとるべき
である。
●地域猫がこの活動によ
り実際に減っていると
いう結果を、目に見え
る形で示すべきだ。
あかし動物センター
●子どもたちに動物愛護
教育をする上で最適な

ながれば効果的だ。
●地域猫に対する考え方
は一つの自治会の中で
も人それぞれである。
地域猫活動をしている
自治会に助成金を支給
するなどのメリットが
あれば理解も得やすい。
●公園や校庭で猫のふん
害があるのも事実だ。

常任委員会ごとにテーマを決めて、関係する団体と意見交換を行いました。

地域猫活動
●この活動の目的は、あ
くまで地域猫を減らす
ための取り組みなので、
行政や議会は今まで以
上に市民へ広報・周知
してほしい。
●地域猫の世話をしてい
る人に対する理解が広
まっていないと感じる。
平成 年 月５日に、
トラブルを避けるため
関係団体の計 名と意見
に、市が腕章やタスキ
交換を行いました。
を用意したり、地域住
委員から動物愛護につ
民への説明に同行した
いての委員会での審議経
りしてほしい。
過や、命をまなぶ、つな
ぐ、まもるという取り組 ●小学校区単位で、猫の
去勢・不妊手術を一斉
みを進めている川崎市を
に行うなど、モデル地
視察した内容を報告した
域を作るのはどうか。
広域的な取り組みにつ
ほか、動物愛護について

話し合いました。

道路や河川などの異常箇
所をスマートフォンのア
プリで通報する取り組み
●高齢者が多いモニター
にとって、スマートフ
ォンのアプリでの通報
は難しいが、若い人に
は適している。電話や
ＦＡＸの通報と、アプ
リによる通報が併用で
平成 年 月 日に、
きればよいと思う。
道路・海岸モニター６名
●アプリを使用すること
と意見交換を行いました。
で、その場ですぐ通報
委員から道路や河川な
することができ、写真
どの異常箇所をスマート
も送ることができる。
フォンのアプリで情報提
アプリの名称を親しみ
供する取り組みを行って
やすいものにすれば、
いる周南市を視察した内
若い人も通報してくれ
容を報告したほか、道路
ると考える。
●電話、ＦＡＸ、アプリ
ついて話し合いました。

人も動物も暮らしやすく

議会報告会を開催
いる。
●防災担当者を自治会ご
とに置くようにした。
● 年１月に初めて防災
避難訓練を行い、 世
帯 人の参加があった。
その際、避難所までの
経路を３つ考えてもら
うようにした。実際に
地域を周り、危険な箇
やハンドマイクでの呼
所を把握し、防災マッ
びかけに加えて自宅に
プの作成に生かしてい
も電話連絡が入るよう
る。
にできないか。
さらなる安全・安心に向
●空き家対策を充実して
けて
ほしい。災害時に備え
●どこに避難所があるの
て、空き家の所有者確
か一目で分かるように
認を行っているが、連
看板を設置できないか。
絡先の把握に苦労して
●災害情報を知る手段と
いる。
して、屋外スピーカー
30

70

高くなるようにＰＲす
する必要がある。
ることも必要だ。
●資質向上のため研修に
参加した保育士が講師 ●保育士の定着を優先さ
せている。市の定 着 支
となり、時間を見つけ
援金は、経験年数が長
ながら研修内容を伝え、
い保育士は該当しない。
底上げを図っている。
保育士の確保
●優秀な保育士を確保す
るには、行政がもっと
保育士の社会的地位が

動物愛護

や海岸などの安全管理に

21

市総合防災訓練(江井島小学校)

今後、バランスのとれ
た施策が求められる。
●人手不足解消のため、
保育士以外の雇用に対
しても市が助成するこ
とを検討してはどうか。
大規模園の影響
●待機児童の解消には大
規模園も必要だが、一
人一人へのきめ細やか
な対応がないがしろに
されないか、子どもの
心が置き去りにされな
いか心配である。

11

11

道路モニター
海岸モニター
×
建設企業常任委員会

11

異常箇所を見つけたら通報を

30

愛護団体「動物と共生するまちづくりの会」
明石市獣医師会
東播開業獣医師会明石地区
明石ハウス自治会
西明石南町自治会
×
生活文化常任委員会
30

ドローン導入の効果
●今までは音声で情報共
有を図っていたが、リ
アルタイムかつ視覚的
に共有できるようにな
った。
救急用コミュニケーショ
ン・ボード作成の効果
●イラストを用いて、症
状の把握や意思疎通が
平成 年 月 日に、
でき、素早い救急対応
地域の団体の計 名と意
につながった。
見交換を行いました。
市内各地域の取り組み
委員から災害用ドロー
●毎年、防災訓練を行っ
ン（無人航空機）の活用
ている。また、発電機
や救急用コミュニケーショ
の購入など災害用機材
ン・ボードを作成してい
の充実に努めている。
る豊橋市を視察した内容
を報告したほか、地域防 ●地域の祭りで防災の紙
芝居や災害時の料理体
験などの催しを行って

10 20

モニターから見た道路・海岸

災の取り組みについて話

11

明石保育協会
×
文教厚生常任委員会

し合いました。

30

45

きめ細やかな保育を

21

10

11

待機児童の解消に向けた
取り組み
●受入枠拡充など対策は
進むが、 年後、 年
後の姿が見えない。少
子化の進行も予想され
ており、議論すべき。
●子ども・子育て会議は
廃止されたが、長期的
な視点からの保育施策
平成 年 月 日に、
について、保育事業者
明石保育協会の 名と意
の意見を聞く場も必要
見交換を行いました。
である。
委員から待機児童ゼロ
保育の質を保つ
を実現している秋田市を
視察した内容を報告した ●年齢により異なる子ど
もの発達に合わせた適
ほか、待機児童解消に向
切な保育ができるよう
けた取り組みや保育士の
にするには、理論と実
確保、大規模園が与える
践の両面から長い期間
影響などについて話し合
をかけて保育士を育成
20

地域防災の取り組み

いました。

10

30

魚住、江井島、王子、山手校区
まちづくり協議会
東人丸町町内会
中崎まちづくりの会
×
総務常任委員会

明石の今後の保育
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