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 丸谷	
 さとこ	
 

活動報告&&お茶会のご案内  
◆ 3月26日(土) １3時～14時30分
江井島小学校コミセン会議室
（江井島小学校内

明石市大久保町西島２５２）

明石市の新年度のお財布事情（予算）や新しい事業、
気になる情報などについてわかりやすくお話します。

＊	
 まるちゃんハウス  
	
 
           オープンデー  
◆３月19日(土) 10時〜18時
終日丸谷がおりますので、ぜひ気軽に
お越しください。
⇦ 場所は左の地図参照。駐車スペースが２台分
しかありません。お車の方は事前にご連絡い
ただきますようお願いいたします。
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12月定例議会で一般質問をしました	
個人番号（マイナンバー）制度	
 
について	
 

あかしの生態系を守る条例施行	
 
の成果と課題について	
 

質	
 問	
 

質	
 問	
 
条例施行の進捗状況と課題を聞く。アカミミ
ガメ保管プールの管理体制、あかしの生態系を
守るための今後の方向性を問う。

マイナンバー通知送付の実態、障害者等へ
の配慮について聞く。また、マイナンバーを
悪用した犯罪対策について聞く。

市民健康部長	
 

環境部長	
 

約13万通を11月21日送付開始、12月13日完了
予定。12月6日時点で6千通が不達。今後、住所
変更等調査し、再送付等行う。ＤＶ被害者等の
別住所への送付については、市政だより、窓口
等で案内。窓口対応の他、郵便による変更も受
け付け。病院、介護施設等の入院者へは案内文
の設置、関係者への周知等実施。	
 
障害者等には全庁横断体制で対応。関係者の協
力を得ながら、周知、支援を行う。	
 
個人情報は従来通り、各行政機関により分散
管理。情報機器のセキュリティ対策を強化、職
員研修の実施によりセキュリティ意識の向上を
図る。詐欺等の犯罪に対しては、個別に個人情
報を聞くことやお金を必要とすることはないこ
とを注意喚起。関係機関で情報共有し、犯罪防
止を図る。	
 

指定外来種アカミミガメの防除、アカミミガ
メ対策に関する市民啓発に努めている。保管
プールは一時保管場所。市民から引き取ったカ
メと市で捕獲したカメ、１，０００匹まで収容
可能。プール内でカメが繁殖するようなことが
あればまた別の手だてを考えようと思っている。
正確なデータはないが、冬を越せないカメがか
なりいると思われる。	
 
条例の改正は長期的に検討すべきで、まずは
アカミミガメ対策を通じて、市民の生物多様性
への認識を深めていきたい。	
 
推進組織は年度内設置で準備を進めている。	
 

丸谷は	
 ここが言いたい	
 
生態系を守る条例の実態は、ミシシッピア
カミミガメの防除だけ。さらに、防除したカ
メの保管プールは、まるで飼育・展示プール
のような立派な設備で周りは土の地面。これ
では新たな繁殖も可能です。  正確なデータも
ない、繁殖すれば別の手だてを考えるという
場当たり的な取り組みでいいのでしょうか。
また、他県ではアカミミガメを駆除したと
ころ、カメの餌だったアメリカザリガニが増
え、池の土手に穴をあけて困っているという
事例もあり、単純に外来種だから駆除すれば
いいというものではありません。
生態系を守るには、常に明石の自然全体を
見ながら、施策を講じていくことが必要です。
生物多様性戦略の将来のイメージには、明石
の空を舞うコウノトリが描かれています。

丸谷は	
 ここが言いたい	
 
市民から不安の声があります。わかりやす
い情報伝達、個人番号の通知等が確実に本人
に届くようなきめ細かな配慮により、特定の
人が不利益や犯罪被害にあわないよう適切な
対応が必要です。
特に、ＤＶ被害者等には負の影響がないよ
う適切な対応が不可欠です。
また、病院、介護施設等に入院されている
方が、自分に通知が届くのかよく心配されて
います。もっとわかりやすい周知方法が望ま
れると共に、ケアマネジャーとの連携を図る
等、柔軟な対応も必要です。
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自治体ＰＰＳについても、今後、調査研究
を行っていく。	
 
自然環境との調和について、他の自治体で
はため池に太陽光発電施設を設置する例がみ
られるが、明石市ではため池は貴重な自然で
あり、設置は慎重に取り扱うべきと考えてい
る。指針やガイドラインについては、再生可
能エネルギー活用会議において、議論してい
く中で、必要に応じて検討する。	
 

コウノトリがくらせる環境を整えることで、
アカミミガメやジャンボタニシが補食される
というような大きな命の循環の中で問題解決
する発想が求められます。アカミミガメを見
て「悪いカメだ」という子供の声を聞くたび
に、今のやり方では生物多様性への正しい理
解を深めることにはならないと思っています。
生物の繋がりへの理解と共感を伝えることが
大切です。皆さんの力もお借りして、しっか
りとした方向を見据えて取り組んでいかなけ
ればなりません。

市

長	
 

環境をテーマに熱心に取り組んでいること
に敬意を表したい。まだまだできることある
と思っている。市民のみなさんに情報はしっ
かりと公開していく。市民と一緒に環境のま
ち明石としてしっかりやっていくことが明石
のまちの発展につながると考えている。	
 

明石市のエネルギー政策について	
 

質	
 問	
 

丸谷は	
 ここが言いたい	
 

①電力自由化に伴う電気料金削減、温室効果ガ
ス排出削減に向けた取り組みについて問う。
②温室効果ガス排出削減の手段としてＰＰＳ
を検討してはどうか。
③自然環境と再生可能エネルギー発電施設事
業との調和についてどのようなビジョンを
持っているのか。

地球温暖化防止、再生可能エネルギーの導入
等は、未来を導く非常に重要な施策です。
くらしのあり方の提案、ＰＰＳの導入等の柔
軟な発想、思い切った仕組み作りも必要にな
ります。
そのためには、まず現状を正しく認識する
ため必要な情報を市民にいち早く公開するこ
とが大切です。平成24年度データが未公表は
遅すぎます。（⇦1月末にようやく公開）

環境部長	
 
本庁舎、市民センター、学校等の高圧施設は
入札を実施。60施設において新電力を導入。
幼稚園、保育所等の低圧受電施設については、
新電力の供給力等、対応が不透明なため、当面、
動向を注視して適切な対象施設、時期を検討す
る。	
 
温暖化対策については、平成23年度に「ス
トップ温暖化！低炭素社会のまちあかしプラ
ン」を策定。平成22年度は15.8％削減したが、
平成23年度は東日本大震災後の火力発電増加に
伴い、3％の削減にとどまっている。平成24年
度の削減量は１月に環境審議会を開催し、議論
してから公表する。	
 

  まるちゃんの自然ウォッチング③
〜ため池で冬を過ごすカモたち〜
   明石には１０４のため池があります。もともとは農業
用水のために造られた人工の池ですが、長い年月の間に、
水草や魚、昆虫、野鳥と、多くの小さな命がやどる大切
な場所になりました。
今の季節によく見かけるのは、水面に浮いたカモたち。
よく見ると、少しづつ色や形の違う何種類かのカモがい
ることがわかります。カモたちは、のんびり羽を休めて
いたり、水面を泳ぎ回ってプランクトンを食べていたり、
水にもぐったり、プロポーズのためにダンスを踊った
り・・・と、さまざまな行動を見ることができます。
カルガモ以外はみんな冬鳥で、１０月中旬ごろにやっ
てきて、３月中旬には北の国に帰っていきます。
      下の絵はよく見られる３種（上がメス・下がオス）

ＰＰＳとは	
 
	
 

特定規模電気事業者。関西電力のような一般電気事業者
以外で、電力自由化によって電気を販売できるように
なった電気事業者をいう。最近は自治体等の公的機関に
よるＰＰＳ導入も増えている。	
 

  ヒドリガモ
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オナガガモ       

ホシハジロ

＊  まるちゃんの日々是新  ＊            議員  丸谷さとこの活動日誌です
11月	
２日
３日
４日
６日
７日
１１日
１２日
１３日

１６日
１７日
１８日
１９日
２１日
２３日
２５日
２６日
２８日
２９日
３０日

１月	

次世代につなぐため池フォーラム
地域を超えた対話で未来をつくる瀬戸内圏フュー
チャーセッション（明石高専）
新議員視察（クリーンセンター・下水処理場他）
高齢者社会学（ジェロントロジー）講座受講
「水の路を訪ねて」（江井島コミュニティ推進協議会）
ライムカフェ子午線（市民会議おおくら）
子育て支援サポート研修見学
第３３回あかねが丘学園・学園祭
コープ魚住ふれあい喫茶「さくら」バザー
中心市街地再整備等特別委員会
明石市財政健全化推進市民会議検討部会  傍聴
南極教室・昭和基地インターネット中継
総合リハビリテーションセンター視察
第4回明石市障害者差別解消条例検討会
議員との意見交換会（市民自治あかし）
兵庫県議員ネット勉強会
明石まち・ひと・しごと創生本部第2回会議  傍聴
江井島小学校音楽会
第８回  あかしボランティアフェスタ
自主防災訓練（門池公園）
三白館見学
手をつなぐ育成会バザー
議員協議会
市議会議員協議会研修会
防災訓練（鳥羽まちづくり協議会）
「原発と日本」映画・講演
江井島コミセンまつり
政務活動費検討会

２日
４日
８日
９日
１０日
１１日
１４日
１５日
１６日
１７日

東島自治会総会
明石市新年交歓会
公設卸売市場新年交歓会
第7回鳥羽ふるさとまつり
江井島校区新年交歓会
大久保南小学校区新年交歓会
明石市成人式「はたちのつどい2016」
HYOGON第10回賀詞交歓会
伊丹市立神津認定こども園視察
谷木小学校区新年交歓会
1・17キャンドルイベント  第2回「未来へ継ぐ志」
山手小学校区新年交歓会
鳴松会新年のつどい
１９日 徳島県鳴門市視察（いなみ野ため池ミュージアム運営協議会）
２０日 つなげよう、支えよう森里川海ミニフォーラムin吹田
２２日 平成28年度予算説明会
エコウイングあかし自然グループ会議
２３日 議員活動報告会（鳥羽小学校コミセン）
２４日 江井ケ島皿池野鳥観察会（江井ヶ島ため池協議会）
２５日～２６日  氷見市（協働のまちづくり）・金沢市（小中一貫）  視察
２７日 明石市環境審議会  傍聴
２８日 明石市都市景観審議会  傍聴
３０日 花園小学校うきうきカーニバル
明石市学校給食展
                        議員活動報告会（産業交流センター）
こどものこれからと大人の役割実行委員会
３１日 うおずみ防災まつり     
第３回あおぞらセミナー

丸谷さとこの歳費公開
（平成２７年11月〜２８年１月分）
	
《収入》
	
報酬 602,000×3ヶ月	
 1,806,000	
期末手当（12月）	
1,516,040	
繰越金
37,985	
	
収入計	
3,360,025	

12月	
	
 
１日
４日
５日

本会議
夢文庫クリスマス会
障害者差別解消の実現に
向けての市民フォーラム
      ６日 八木請池レンコン堀り
ゆずりは明石クリスマス
コンサート
８日 本会議
江井島コミュニティ推進
協議会役員会
９日 本会議（一般質問）
↑今年もレンコン掘りました
１０日 本会議
  
（西島・皿池）
兵庫県ため池保全推進方針検討会
１１日 生活文化常任委員会  員外出席
１２日 しめ縄かざり教室（江井島中学校コミセン）
１３日 議員活動報告会（江井島小学校コミセン）
明石の自然を知る会「江井島のため池でバードウォッ
チング」
明石市美術協会懇親会
１５日 文教厚生常任委員会
１６日 建設企業常任委員会  員外出席
１７日 中心市街地再整備等特別委員会
１９日 コウノトリが舞う自然豊かな生息環境づくり研修会
２０日 江井島の海と子どもを守る会  海岸清掃
市民ネット明石  第４回運営会議
２２日 本会議
２３日 レンコン掘り大会（西島ため池協議会）
２４日～２５日 八木夜回り
２７日 同志社大学大学院社会人向け講座・講師

※明石市の政務活動費は月８万円
詳しい収支報告は次号でさせてい
ただきます。

《支出》
	
所得税（還付分差し引き後） 	
154,334	
国民年金	
46,770	
国民健康保険料 	
11,400	
互助会費	
7,500	
通信発行費 （第２号・新春号） 	
 697,024	
議員活動費 (250,000,×3ヶ月) 	
750,000 	
借金返済・活動資金積立	
960,000	
(120,000×3ヶ月＋600,000)
	
	
事務所開設費用	
382,352	
繰越金
350,645 	
支出計	
3,360,025	

■  住民投票条例否決の理由  
12月議会で住民投票条例を否決しました。広報やパブ
コメでは、署名の人数が８分の１以上となっていましたが、
12月議会の議案は、６分の１以上に変更になっていまし
た。丸谷さとこは、市民になんの説明もない突然の変更、
そのプロセズが不透明、６分の１はハードルが高いとの理
由から否決の決断をしました。
いつも行政や議会が正しい判断をしているとは限りませ
ん。おかしいと思った時、市民自らが声をあげられる大事
なしくみが住民投票条例です。これからも１日も早く市民
が使いやすい条例制定がなされるよう声をあげていきたい
と思います。

3月議会のお知らせ	
2/19
本会議 10  :  00
	
 
2/26､29､3/1 本会議（一般質問）10  :  00〜
	
 
3/2〜15
各委員会
3/18
本会議 15  :  00〜
丸谷も一般質問します。傍聴にお越しください
２月２９日（月）午前の予定です。

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

詳しくは明石市議会までお問い合わせください（  078-911-2600）
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