問 市内の公園での喫煙
対策について聞く。
答 現在、市が管理する
公園は約４６０カ所あ
る。面積が２ヘクター
ル程度の公園は、清掃
や除草などの日常管理
をシルバー人材センタ
ーに委託し、それ以外
の公園は、自治会など
の地縁団体で構成する
公園愛護会に依頼する
など、適切な管理に努
めている。

現時点では、市内の
公園での喫煙は禁止し
ていないが、受動喫煙
を防止する観点から、
他の利用者の状況によ
り、喫煙を控えてもら
っている。
平成 年７月に健康
増進法が改正され、よ
り厳しい規制等の措置
が規定されるなど、国
を挙げての取り組みが
行われている。その流
れを受け、
県の受動喫
煙の防止等
に関する条
例が改正さ
れ、令和２
年４月１日
からは、公
園利用者の
多くを占め
る 歳未満
の子どもや
妊婦をたば
この煙から

明
  石港西外港地区整備事業
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より一層の防災・減災対策を

なお、センターは、
共生社会ホストタウン
として海外の選手など
と交流を図ることがで
きるよう、来年８月の
パラリンピック開催時
までに間に合うように、
今年度末の完成を目指
している。

▽採択された請願△

○ 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２
分の１復元をはかるための、２０２０年度政
府予算に係る意見書の提出を求める請願

意見書１件を可決し、政府・関係機関に送
付しました。以下はその要旨です。
○教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度
の復元を
新学習指導要領への対応など学校現場にお
ける課題が山積している中、子どもたちのゆ
たかな学びを実現するためには、教職員の教
材研究・授業準備時間の確保や学級規模の縮
小、長時間労働是正のための教職員定数改善
が必要である。また、子どもたちが全国どこ
に住んでいても一定水準の教育を受けられる
ように財源を保障することも重要である。
よって、国に対し、 人以下学級を実現す
るとともに計画的な教職員定数改善の推進お
よび教育の機会均等と水準の維持向上をはか
るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合
を２分の１に復元することを強く要望する。

▽不採択となった請願△
○被選挙権の要件である住所要件を各議員が
満たしているか調査することを求める請願

願

共生社会の実現へ
ユニバーサル

所よりも広く、車いす
でも利用しやすい高さ
のカウンターを備える
ほか、ユニバーサル観
光についての情報を提
供し、多言語による案
内など、誰もが利用し
やすい案内所としたい。
公共トイレは、ユニバ
ーサルデザ
インに配慮
し、音声で
の誘導案内
装置の設置
に加え、性
別を気にせ
ずに利用で
きる多機能
トイレの配
置を予定し
ている。

しかし、サービスの
年間利用登録者は 名
と少ないため、今後は
パンフレットや点字付
き利用案内の作成、ホ
ームページを見やすく
するなど、多様な媒体
で情報発信し、サービ
スの周知を図りたい。

中高生向けエリアのほ
か、ユニバーサル・サ
ービスコーナーを設置
し、大活字図書約２千
冊、点字図書約３千冊、
録音図書約 冊の資料
を整備している。さら
に、拡大読書器や音声
読み上げ機などの機器
類を備え、ボランティ
アの協力を得て対面朗
読を受けることや、点
字図書等の無料郵送、
来館困難者へ宅配サー
ビスを提供するなど、
誰もが利用しやすい図
書館整備を進めている。
60

ツ
  ーリズムセンター
問 明石駅の商業施設に
整備する（仮称）ユニ
バーサルツーリズムセ
ンターについて聞く。
答 共生社会の実現を目
指す本市は、今年３月
にピオレ明石西館の南
側に、同館を管理する
神戸ＳＣ開発株式会社
が施設を増築し整備す
ることについて基本合
意した。整備計画につ
いては、５月に観光庁
から認定を受けており、
整備に係る費用は、そ
の補助金を活用する。
センター内には、観
光案内所や公共トイレ
などを整備する予定に
している。新しい観光
案内所は、現在の案内
堤建設現場で、地元住
民と大観小学校の児童
を対象とする防災学習
を行いたいと考えてい
る。

問 読書バリアフリー法
案が国会に提出されて
いる中、本市の読書困
難者に対する環境整備
の状況を聞く。
答 法案の趣旨は、本市
が進める「いつでも、
どこでも、だれでも」
手を伸ばせば本に手が
届く本のまちづくりと、
障害のある人もない人
も「すべての人にやさ
しい」まちづくりと一
致している。
現在、あかし市民図
書館では、親子向けや

30

「SDGs」
を知っていますか？
「SDGs」
とは、未来を持続可能な社会にするため、
国連で採択された国際的な目標です。
今、世界中で
「SDGs」
の取り組みが広がっています。
あなたの未来を変えていくために
「SDGs」
について、市議会議員とカードゲームを
しながら学んでみませんか。
日
時 ８月28日（水） 午前９時30分～12時
会
場 市役所議会棟２階 大会議室
来たれ
対
象 市内在住・在学の高校生
高校生!!
定
員 30名（応募多数の場合は抽選）
参 加 費 無料
応募方法 FAX、
メール、郵送、右側の応募フォーム
（QRコード）
から
①氏名
（ふりがな）②学校名・学年 ③住所 ④連絡先
（電話番号およ
びメールアドレス）
を記入し、
８月２日までに議会局議事課へ
問い合わせ先 市議会議会局 議事課
ＴＥＬ：
（078）
918－5060 ＦＡＸ：
（078）
918－5112
E-mail：gijika@city.akashi.lg.jp

守るため、公園内は、
屋外も含めて全て禁煙
となる。本市も県の条
例改正を踏まえ、管理
する全ての公園を禁煙
にするとともに、一定
の面積を上回る公園で
は、立地や利用状況を
考慮し、屋外での喫煙
場所の設置を検討する
など、誰もが安心して
快適に過ごせる公園づ
くりに努めていく。

上回る災害を想定し、
より一層の防災・減災
対策に取り組むことが
重要である。災害時の
備えとしては、「自助」
「 共 助 」を踏まえ、市 民
に速やかに
避難する意
識付けを促
す必要もあ
ることから、
昨年５月に
隣接する川
端公園で市
民参加型の
水防訓練を
実施した。
今年は国と
連携して、
実際の防潮

エス・ディー・ ジ ー ズ

460カ所の公園が禁煙に

令和３年３月に完成予定
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に防潮堤整備事業が始
まった。現在は、３分
の１程度の整備が完了
しており、令和３年３
月の完成を目指してい
る。また国や県、明石
浦漁業協同組合、地元
自治会と積極的に調整
を行いながら、防潮堤
北側道路の改築など、
周辺環境の整備も進め
ているところだ。
近年、災害は激甚化
しており、計画規模を

サービスの周知が課題

請

夏休みに市議会議員と
「SDGs」
について学んでみませんか

初 S D Gs議会カフェを開催

拡大読書器など

整備予定地（ピオレ明石西館南側）

24
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読書困難者の環境整備

令和２年４月から

問 明石港西外港地区整
備事業の進行状況と地
元住民への防災・減災
対策の取り組みを聞く。
答 本市の海岸は東播海
岸の一部として、昭和
年から国の直轄事業
により護岸や養浜工な
どの海岸保全施設の整
備が進められてきた。
明石港西外港地区につ
いては長年、海岸堤防
が未整備であったが、
平成 年度より本格的

岬町付近の防潮堤

受動喫煙の防止
36

みんなが憩える公園へ

（4）
2019年（令和元年）7月21日
あ か し 市 議 会 だ よ り
第243号

