化を図ると
ともに駅前
広場や周辺
道路に高齢
者や足の不
自由な人が
休憩できる
ベ ン チの整
備 等 を 行っ
てきた。

※採用作品はホームページで
ご覧いただけます。

横断歩道の安全対策
交通ルールとマナーが大切
運転者と歩行者の意識啓発を

示をしてから横断する
よう意識啓発を図り、
警察には取り締まりの
一層の強化を依頼して
いく。また、本市が毎
年行う各小学校区の通
学路の点検も、運転ミ
ス等により車両が歩道
に乗り上げる可能性が
あることを念頭に置い
て実施し、対策を検討
していく。

応募方法
①氏名（ふりがな）※保護者同伴の場合は保護者氏名も
②学校名・学年③郵便番号・住所④電話番号（日中連絡のと
れる番号）と件名「夏休み小学生議会体験ツアー申し込み」を
記入し、メールまたはFAXで７月31日までに議会局総務課へ
参加の可否は８月５日までにお知らせします

閲覧開始日
８月１日（木）
閲覧時間
午前８時55分～午後５時40分（閉庁日を除く）
閲覧場所・問い合わせ先
市議会議会局 総務課（市役所議会棟3階）
ＴＥＬ：
（078）
911-2600 FAＸ：
（078）
918-5112
E-mail：gikai@city.akashi.lg.jp

明石市議会開催をお知らせする
ポスターのデザインを市内在住・
在学の高校生から募集し、19名
の方から応募がありました。
市議会議員全員で選考し、優
秀賞４点を決定しました。

公文書公開請求をしなくても政務活動費の収支
報告書・領収書等の閲覧ができます。
平成30年度分（平成30年4月～31年3月）と平成
31年4月分が新たに閲覧の対象となります。
なお、閲覧できるのは平成27年5月分からです。

ポスターデザインが決定

平成30年度、平成31年4月の政務活動費
収支報告書・領収書等が閲覧できます

日 時 ８月10日（土）午前10時～11時30分
会 場 本会議場ほか（市役所議会棟３階）
対 象 市内在住・在学の小学生 ※保護者同伴可
定 員 30名程度（応募多数の場合は抽選）
参加費 無料

一息つけるベンチ

あったらいいな

普段見ることができない市議会活動を
のぞいてみませんか？

して歩けるよう、観光
道路など幅の広い歩道
等の空間を活用し、歩
行途中で休憩できるベ
ンチ等の整備や、バス
利用者のニーズと道路
状況を勘案した上で、
バス停がある道路にベ
ンチを設置することを
検討していく。

参加 者 募 集

誰もが安心して外出できるよう

 広い歩道やバス停にベンチを

問 人にやさしいまちづ
くりをさらに推進する
ため、歩道やバス停等
に高齢者のためのベン
チを設置できないか。
答 本市は、誰もが安心
して外出できるように
交通事業者等の関係機
関と連携し、駅施設へ
のエレベーター設置、
公共施設等へのアクセ
ス道路の段差解消や視
覚障害者用ブロックの
設置等のバリアフリー

夏休み小学生議会体験ツアー

橘 実紗さん
（６月議会）
（県立明石清水高等学校）
佐藤 慧さん
（９月議会）
（県立明石高等学校）
兼武 真実子さん （12月議会）
（県立明石清水高等学校）
谷口 若那さん （３月議会）
（県立明石南高等学校）

問い合わせ先
市議会議会局 総務課
FAX：
（078）
918－5112
T E L：
（078）
911－2600
E-mail：gikai@city.akashi.lg.jp

また、本
市は、共生
社会ホスト
タウンに指
定され、高
齢者をはじめ誰もが安
全で快適に暮らすこと
ができるまちづくりを
目指している。さらに
は、ユニバーサルデザ
インのまちづくりを推
進するため、福祉等の
関係団体、
交通事業者、
障害当事者等による協
議会を設置し、協議や
調整を図りながら実行
計画の策定に向けて検
討を進めている。
今後は、移動に制約
のある人も安全に安心

公益監察員
選任に同意


本会議場や議長室を探検し、議会のしくみを知ろう！
クイズの景品や参加記念品もあります。

議会をのぞいてみよう！

人にやさしいまちづくり
ないが、市としては関
係機関や地域と連携を
図り、早期完成に向け
た取り組みを進めてい
く考えだ。

64

令和元年６月 日をも
って任期満了となる公益
むらかみこういち
監察員に村上公一氏（
歳・神戸市垂水区）を引
き続き選任することに同
意しました。
同氏は、弁護士として
活躍され、兵庫県弁護士
協同組合理事、兵庫県弁
護士会副会長、近畿弁護
士会連合会常務理事など
を歴任されています。
なお、本市の公益監察
員の契約期間は３年です。
30

河川事業に位置付け、
今年度４億４千万円の
予算を県に割り当てた
ところだ。
改修工事は、河川内
で行われるが、列車運
行の安全確
保が必要と
なるため、
工期はおお
むね７年か
かり、総事
業費は約
億円となっ
ている。な
お、この工
事は国・県
が行うため、
市に費用負
担は発 生し

水害の危険性がある明石川

安全な歩行には信号機の設置が有効

年に策定した明石市
交通安全計画で掲げて
いる歩行者優先の考え
方を浸透させる取り組
みを進める必要がある。

10

横断歩道を安全に歩行
するには信
号機の設置
が有効だが、
全ての横断
歩道に早急
に設置する
ことは難し
い た め 、運
転者は歩行
者がいると
きは一時停
止を行い、
歩行者は手
を上げるな
どの意思表
の進展状況と市や国・
県の取り組みを聞く。
答 市民の生命や財産を
守る防災事業である明
石川のＪＲ架橋改修工
事を促進させるため、
本市は、国への要望活
動を繰り返してきた。
ＪＲ架橋部は整備計画
上必要となる河川の幅
と比べると約 メート
ル狭い状況であるため
県は、河川の幅を広げ
る工事を計画していた。
今年３月に、県とＪＲ
西日本の間で工事協定
が締結され、今年度か
ら改修工事に着手する
予定となっている。国
も本工事を大規模特定

40

29



工期はおおむね７年

問 通学途中の児童、生
徒が横断歩道を歩行中
に犠牲になる事故が多
発している。信号機の
設置を推進するととも
に交通ルールを守る啓
発活動を積極的に行う
べきと考える。市の取
り組み状況と交差点の
安全対策について聞く。
答 全国的に交通事故件
数や死亡者数が減少す
る一方で、あおり運転
など危険運転の報道が
相次いでいる。市民が
安全に安心して暮らせ
るまちの実現を図るた
めには、運転者と歩行
者の双方が交通ルール
やマナーを守ることを
基本とした上で、平成

国・県が改修工事に着手

問 明石川に架かるＪＲ
架橋下の土手が川に突
き出て、大雨時に川の
流れをせき止めている。
この流域の住民は大雨
のたびに水害を心配し
ており、早期の改修工
事が必要である。工事

明石川のJR架橋

第243号
あ か し 市 議 会 だ よ り
2019年（令和元年）7月21日
（5）

