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 9月議会での一般質問	
 

	
 丸谷	
 さとこ	
 

明石の自然を知る会	

市政報告会のご案内	

12月13日(日)

12月13日(日) 午前10時～11時

江井島のため池でバードウォッチング

江井島小学校コミセン会議室
（江井島小学校内

市政報告会終了後１時間程度

明石市大久保町西島２５２）

いよいよ北の国からたくさんの水鳥がやってくる季
節になりました。江井島のため池では１０種類以上の
水鳥がのんびり休んでいます。また、赤根川でコバル
トブルーに輝くカワセミに出会えるかもしれません。
ぜひ、明石の自然を体感しませんか。
コミセンから徒歩で移動しま
す。寒さが予想されますので、
温かい服装でお越しください。
（現地観察時間３０分程度）

通信に書ききれないことお話します。寒い時期ですが、
ぜひご参加ください。

＊新春＊市政報告会を開催します。
1月23日(土)15時〜 鳥羽小学校コミセン会議室
1月30日(土)10時〜 産業交流センター研修室2
※ 1/30は、終了後「皿池の自然を知る会」も計画中。
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９月定例議会で一般質問をしました	
明石市一般廃棄物処理基本計画	
 
「みんなでつくる循環型のまち	
 
・あかしプラン」について	
 

明石市まち・ひと・しごと創生	
 
総合戦略について	
 
質	
 問	
 

質	
 問	
 

明石市の総合戦略策定の進捗状況、特に市
民の意見をどのように戦略に取り入れている
のか、また、女性の活躍の機会創出について
の見解を聞く。

明石市一般廃棄物処理基本計画の見直しに
ついて、特に、ごみ減量の施策、資源ごみの
持ち去りの状況と対策について聞く。

政策部長	
 

環境部長	
 

９月８日の第１回創生本部会議で、明石市
人口ビジョンと総合戦略素案を公表。パブ
リックコメントを経て、１２月策定予定。素
案作成にあたっては、市の全部局から若手職
員を含む提案を受け、市民に直接対応してい
る現場の声を取り入れた。また、総合戦略の
基となる第５次長期総合計画には、市民の意
見が十分に取り入れられている。	
 

市

基本計画の３７の推進項目のうち、８割を
達成もしくは実施中。ごみ減量も進めている
が、市民の減量意識が低いのが現状。資源ご
みの持ち去りについては、実態の把握、地域
の協力による啓発看板の設置やパトロールの
強化に努めたい。持ち去り防止条例の制定に
ついては、先行事例を検証中。	
 

丸谷は	
 ここが言いたい	
 

長	
 

８割も達成しているのに、なぜごみ減量に
つながらないのでしょうか？基本計画で挙げ
ている４つの施策
① 指定袋制の導入
② 「資源ごみ」を「缶・びん・ペット
ボトル」に名称変更
③ プラスチック製容器包装分別収集の
全市実施見送り

明石市は、第５次長期総合計画において、
人口問題を取り上げて対策に取り組み、成果
も上がっている。	
 

	
 丸谷は	
 ここが言いたい	
 
市民の声が届くのを市役所で待つのでは
なく、積極的に出て行って意見を聞く機会
を設ける、将来の明石市を担う中高生の声
にも耳を傾ける等、市民参画という視点を
しっかり持って戦略策定を進めるべきです。
さらに、女性の活躍の機会を創出すること
について「子育てママのための奨学金制
度」や「子育て経験資格採用枠」を設ける
等の新しい発想やしくみづくりが必要です。  

まち・ひと・しごと創生総合戦略とは	
 
	
 
国の「まち・ひと・しごと創生法」制定に伴い、
２０６０年度をみすえた人口ビジョンと２０１
９年度までの５か年の目標や具体的施策をまと
めるものです。

④ 搬入手数料の適正化
このうち、なにもしなくていい③以外は取り
組んでいません。だからこそ、施策の検証、
見直しが必要なのです。安易に市民に負担を
求める指定袋制を導入するのではなく、簡易
包装など事業者側に求めていくべきことも多
くあるはずです。事業者、市民、行政が一体
となってごみ減量化を進めるため、まずは実
情をよく知る地域のリーダーの声をしっかり
聞き、施策に反映させていくことが必要です。
資源ごみの持ち去りについては、市民の財
産を守るためにも、近隣市のように条例をつ
くり、早急に対策を取らなければなりません。
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明石市ため池に関する施策につ
いて	
 	
 

全小中学校へのエアコンの設置	
 
について	
 

質	
 問	
 

質	
 問	
 
エアコン設置費用、教育面、健康面、環境
面の課題、特に環境教育の推進についての明
石市の見解を問う。

兵庫県制定「ため池の保全等に関する条
例」に対応する明石市の施策について聞く。

産業振興部長	
 

教育委員会事務局部長	
 

県の総合施策の策定を待って、市の施策を
策定する。当市のため池には希少な動植物も
生息し、ため池の保全と活用において、先進
事例を展開してきた実績がある。新たな施策
にも、これらを盛り込み、関係者や周辺市町
との連携強化、広域的な取り組みにより、新
しい施策を展開していく。	
 

設置費１８億８千万円、維持費年間６千４
百万円を見込んでいる。近年は夏に教室の室
温が３０度を超える日があり、エアコンは必
要。課題は認識しており、マニュアルの作成
などによる適正利用を推進すると共に、環境
教育においては、長岡京市の事例も見習い、
各教科の中で進めていきたい。	
 

丸谷は	
 ここが言いたい	
 

丸谷は	
 ここが言いたい	
 
これまでの実績を踏まえた新たな施策に期
待します。多面的機能を生かせるよう、この
機会に、明石にある１０４のため池それぞれ
にカルテを作り、文化、歴史、貴重な生物の
生育・生息など、それぞれの価値を再認識し、
地域の宝として位置づけるなどが必要ではな
いでしょうか。

子どもたちの成長には、まずは暑さにまけ
ない身体をつくることが大切です。地球温暖
化をはじめとする環境負荷への配慮もしなけ
ればなりません。エアコン設置を契機として、
それぞれの課題を洗い出し、よりよい施策の
ための創意工夫が望まれます。京都府長岡京
市では、大学と連携した出前講座や教室の温
度、湿度の計測、グリーンカーテンの効果を
考えるなど、体験型の環境教育に取り組んで
おり、明石市も見習うべきです。

	
 気になる情報・・・委員会審議から	
 
〜ただ今、どんぐりの季節〜

■明石駅前再開発事業の予定   
平成２８年1111月  市民広場・１〜３階  オープン  
平成２９年２月ごろ    ４階  図書館  
５階  こども広場、66階  駅前総合窓口  オープン  
■公立認定こども園が来春二見に開設、中学校区に１
園開設は時期未定、保育所待機児童対策を先に実施  

  「どんぐり」という名前の木はありません。アベマ
キ、マテバシイ、アラカシなど、シイやカシの木の実
の総称が「どんぐり」です。栗（クリ）もどんぐりの
仲間です。この時期、公園や校庭などにはたくさんの
どんぐりが落ちています。このどんぐり・・・実は１
年で実るものと２年かけて実るものがあります。２年
かけて実るアベマキやウバメガシは、先端に今年でき
た小さな小さなどんぐりの赤ちゃんを見ることができ
ます。明石公園だと、１０種類くらいのどんぐりの木
があります。ぜひお近くの公園などで、いろんな種類
のどんぐりを探してみてくださいね。

丸谷さとこの歳費公開（平成２７年５月〜１０月分）
《収入》 報酬 602,000×6ヶ月

3,612,000  
422,604  

期末手当（6月）

4,034,604  

収入計

《支出》 所得税

361,946  
93,540  

国民年金

                                          《パンツもいろいろ》

4,200  

国民健康保険

15,000  

互助会費

401,933  

通信発行費
議員活動費

250,000,×6ヶ月  交通費、調査費、事務費等

900,000  

選挙費用返済

いがいがパンツ
アベマキ・クヌギ

しましまパンツ
イチイガシ          

事務所開設資金・活動資金積立

つぶつぶパンツ
ウバメガシ コナラ

繰越金
支出計
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1,500,000  

120,000×6ヶ月

720,000  
37,985  
4,034,604  

＊  まるちゃんの日々是新  ＊             議員  丸谷さとこの活動日誌です
８月	

１０月	

１日
２日

はちどり人権塾・ありがとう！ミニコンサート
「こどもこそミライ  まだ見ぬ保育の世界」上映会
さかなクンイラスト展見学
「みんなの学校」上映会 木村前校長講演会
第３５回藤江校区夏まつり納涼大会
６日 政策基盤力研修（地域公共人材開発機構）
８日 こどものこれからとおとなの役割 第２弾
江井島夏まつり
１０日 明石漁業協同組合連合会勉強会（地産地消と食育）
１１日 あかし平和のつどい祈念式典
１４日 阪神ビオトープフォーラム報告会
１５日 精霊流し
１７日 まるちゃん通信1号発送
１９日～２１日  市町村議会議員研修（全国市町村国際
                        文化研修所）
２２日 日本環境教育学会研究大会・口頭発表
内容：環境教育推進のための教員研修について
２３日 西島オニバス観察会
２４日 街灯調査
２７日 政策基盤力研修（地域公共人材開発機構）
２８日 ミシシッピアカミミガメ防除講習会現地見学
２９日 議員活動報告会（江井島小学校コミセン）
きんぽっ子フェスティバル
３０日 議員活動報告会（産業交流センター）
明石の自然を知る会（大久保町高丘のため池）
八木自治会役員会
３１日 議員協議会

１日 生活文化決算審査分科会  員外出席
２日 建設企業決算審査分科会  員外出席
３～４日 財政分析講座    〜  よくわかる市町村分析  〜
    （多摩住民自治研究所）
武蔵野プレイス・中高生交流広場  視察
立川子ども未来センター  視察
５日 総務決算審査分科会  員外出席
明石市都市景観審議会  傍聴
６日 文教厚生決算審査分科会  
兵庫県ため池保全推進方針検討会
８日 水路・海岸調査
明石市自治基本条例検討会議  傍聴
９日 うたごえ江井島喫茶（江井島コミセン）
明石市総合教育会議  傍聴
１０日 江井島保育所運動会
えいの里保育園運動会
１１日 八木秋祭り
１２日 はなぞの月曜会  ９月議会報告
１３日 江井島コミュニティ推進協議会役員会
１４日 決算審査特別委員会
１５日 本会議
１７日 イオン環境イベント（エコウイングあかし）
あかし楽歴史講座「新明石風土記」
１８日 鳥羽ふれあいスポーツフェスティバル
１９日 みんなで見守る子どもの健やかな育ち
〜児童虐待防止に向けて〜（このゆびとまれ明石）
兵庫県議員ネット「手話言語条例について」
２１日 小・中・養護学校特別支援学級合同運動会
江井島幼稚園バサー
文教厚生常任委員会主催  議会報告会
２３日 江井島中学校文化祭
２４日 あかし女性活躍推進ネットワーク発足に向けた
座談会
２８日 未来創造明石  予算要望
２９日 近畿市民派議員交流・学習会（泉大津市）
３１日 江井島フェスティバル  

９月	
	
 
１日
２日
３日
４日
６日
８日
１１日
１２日
１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２４日
２５日
２６日

２７日
２９日
３０日

政務活動費検討会
豊岡市へ湿地教育の視察
兵庫県議員ネット勉強会
本会議
八木自治会敬老会
明石市まち・ひと・しごと創生本部会議  傍聴
本会議（一般質問）
こどものこれからと大人の役割実行委員会
西江井自治会敬老会
江井島の海と子どもを守る会「海で遊ぼう」
本会議
本会議
市議会だより編集委員会
文教厚生常任委員会
兵庫芸術文化センター管弦楽団・明石公演
生活文化常任委員会  員外出席
総務常任委員会  員外出席
江井島中学校  体育大会
江井島校区敬老会
建設企業常任委員会  員外出席
中心市街地再整備等特別委員会
中学校PTA人権講演会「こどもの心を見つめて」
フロンティア明石21第199回例会  講師
内容：新人議員としての４ヶ月
講演会「子どもの貧困を考える」（りぼんネット）
本会議
決算審査特別委員会
中心市街地再整備等決算審査分科会

財政分析講座より
財政分析の手法を学びました。決算や予算をしっか
り市民に伝える気があるかどうかは、広報紙を見れば
一目瞭然とのこと。「ニセコ町」「しなの町」は、決
算報告だけで何ページにも亘る広報紙を出しています。
明石はどうなっているのか見てみたら、９月１５日号
の３面の隅っこにちょこっと載っていました。あまり
の違いに？？ 講師の先生も？？？ 事例にしたいく
らい簡単な報告だそうです。ただいま、数年分の広報
を検証中。

１２月議会のお知らせ	
12/1
	
 
12/8〜10
	
 
12/11、14〜17
12/22

市政に対するご意見や疑問をお聞かせください。
困っていること、悩んでいること、一緒に考えましょう。
                          明石市議会議員                まるたに さとこ
℡０８０−３８６０−１４８７ marutanisatoko@gmail.com

本会議 10  :  00
本会議（一般質問日）10  :  00〜
各委員会
本会議 15  :  00〜

丸谷も一般質問しますので、傍聴にお越しください。
詳しくは…明石市議会（TEL  :  078-911-2600）
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