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明石の未来をつなぐかけはしの会

〒674-0065 明石市大久保町西島610-3-2-106

まるちゃん通信

丸谷 さとこ
ＴＥＬ 080-3860-1487
メール marutanisatoko@gmail.com
Ｈ Ｐ marutanisatoko.net

丸谷の活動をＨＰで発信中

丸谷さとこ

丸谷の所属会派「未来市民」が
タウンミーティングを実施

活動報告会のご案内

９月議会の話題を中心に気になる
最新情報をお伝えします！

〜みんなで明石の未来を創ろう！〜
【テーマ①】市役所の建て替え・移転先
【テーマ②】議会・議員のあり方と報酬・政務活動費
資料の都合上事前に参加のご連絡をいただけるとありがたいです

■11月19日(土)15時～16時30分

メールアドレス： marutanisatoko@gmail.com

江井島小学校コミセン会議室
(江井島小学校内

■11月18日(金)18時30分～20時30分

明石市大久保町西島252)

西明石

サンライフ明石

研修室

（明石市西明石南町3-1-21）

■11月21日(月）10時〜１９時

■11月23日(水)14時00分～16時00分

まるちゃんハウスで「朝から夜まで報告会」

大久保

出入り自由、お子さんとご一緒もOKです。
お気軽にお越しください。（場所は裏面参照）

産業交流センター

研修室Ａ

（兵庫県明石市大久保町ゆりのき通１丁目4-7）

■11月23日(水)18時30分～20時30分

■11月22日(火)10時～11時30分

明石

Kohan(玄米ごはんとおやつ工房)

男女共同参画センター

会議室

（明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石北館7階）

■11月26日(土)14時00分～16時00分

(明石市魚住町清水139-1) ３階イベントホール

二見

Kohan(こはん)
玄米ごはんとおやつ工房

西部文化会館

１階会議室

（明石市二見町西二見597-2）

みなと銀行
ふぁーみんSHOP

■11月26日(土)18時30分～20時30分

ＪＡ会館

魚住

JR魚住駅

魚住市民センター

（明石市魚住町西岡500-1）
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中会議室

平成28年9月定例議会で一般質問をしました
兵庫ゆずりあい駐車場 パーキ
ングパーミット制度について

(仮称)明石市こども総合支援条
例について

質 問

質 問

県内で最も遅れている本市での利用証交
付窓口の設置、制度の周知について聞く。

条例策定のプロセス、こどもたちの声の
反映状況、学校現場との連携、条例策定後
の施策展開について聞く。

福祉部長
子育て支援担当部長
適切な窓口をできるだけ早く設置したい。
周知は、コミュニケーション条例、障害者
配慮条例の趣旨にのっとり、障害者配慮マー
ク、災害時要配慮者への合理的配慮の理解促
進などと合わせて図っていく。

子ども・子育て会議を中心とし、関連会議
や団体への意見聴取を実施。パブリックコメ
ント、小中高生への意見聴取も進め条例内容
や施策に反映させたい。
現行施策についても条例を踏まえて見直す
など、子ども支援の取組が図られるよう活用
していく。

丸谷は ここが言いたい
10月現在、利用証の交付窓口のない市
は、神戸市、明石市、芦屋市の3市です。し
かし、神戸市、芦屋市はそれぞれ県の交付窓
口があります。つまり、市内に交付窓口がな
いのは県内で明石市だけ。早急に交付窓口設
置対応をしなければなりません。
この制度は利用対象者に的確にお伝えする
ことが一番重要です。
障害のある方や高齢者の方へは、郵送書類
があるときに案内を同封する、妊産婦さんは
、母子手帳交付の際に案内するなど効果的な
周知が必要です。

兵庫ゆずりあい駐車場制度について
車いす使用者に限らず、
高齢者、妊産婦、傷病人など
歩行が困難な人のための駐車
スペースを公共施設や商業施
設などに設ける制度。兵庫県
が平成24年4月1日から導入。
確認書類を提示して申請書を
提出すれば利用証が交付され、登録駐車場（
7月末で、県内1,784施設、4,340区画）を利
用できる。35府県で相互利用できる。

市長
子ども一人ひとりの個性に対応した総合的
な支援をしていく。行政が気づきにくい子ど
もこそ支援が必要な場合も多い。こちらの方
から出向いていくようなこともしていきたい
。地域で気づいたことを行政が受け止め、早
期に総合的に支援できるよう、充実、加速化
していければと願っている。

丸谷は ここが言いたい
策定のプロセスに問題があります。
主たる審議の場としていた６月２１日の子
ども・子育て会議では、条例の説明と意見を
求める時間を合わせて、たった２５分。
出席委員17人中意見をお聞きできたのは、4
人だけ。これでは意見を聞いた、審議を
したとは言えません。もっと時間をとって審
議すべきです。
素案には不登校やひきこもりの子どもたち
に対する支援の項目が入っていません。毎年
１００人を超える不登校の子どもたちが中学
校を卒業しています。どのような支援が必要
なのか実態を把握すべきです。

■妊産婦−妊娠がわかった時点から産後１年間
■傷病人−１年以内で歩行が困難な期間
■高齢者・障がい者−５年ごとに更新

子ども自身がしんどい時にすぐにＳＯＳを
出せる、第三者救済機関設置が必須です。
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地域エネルギー政策推進への
取り組みについて

農業振興とため池機能の見える
化について

質 問

質 問

地域エネルギー活用による安全安心なまち
づくり、明石エネルギー計画（ビジョン）策
定について聞く。

本市の農業振興の現状と課題、ため池の多
面的機能の価値の見える化について聞く。

産業振興部長

環境部長

本市では、経営所得安定対策などの事業を
実施している。 持続的な経営が維持できる
環境づくりを推進したい。
本市には104箇所のため池があるが、農地
の減少、農業従事者の減少・高齢化により保
全管理は困難な状況。ため池は農業用水の確
保という機能以外にも、防災、環境、景観、
文化、レクリエーションなどの多面的な機能
を備えている。都市化が進展する中で、地域
の貴重な財産として、次世代に継承されるよ
う、ため池の保全等に関する推進方針を取り
まとめている。
多面的機能の見える化については、地域に
根ざした情報、市の調査で得られた情報をど
のような形で取りまとめることができるのか
関係部署と連携しながら研究する。

買い取り価格低下で、太陽光発電の普及が
鈍化する中、水力、風力など、再生可能エネ
ルギーの利活用の可能性を検討する。
太陽光パネル設置等、再生可能エネルギー
導入は森林やため池など、自然への配慮が重
要。
明石エネルギー計画策定については、地域
特性、先進事例、技術革新などを勘案しなが
ら調査研究していく。

総合安全対策局長
明石市民病院は非常用自家発電機により
一週間程度維持できるよう措置。避難所とな
る学校等に自家発電機は備えていないが地域
防災計画により優先復旧する。
再生可能エネルギーやコージェネレーショ
ンが災害時の非常用電源としてどのような役
割を果たせるのか、今後、調査研究を進めて
いきたい。

丸谷は ここが言いたい
兵庫県「ため池の保全等に関する条例」に
基づき、本市も「ため池保全等に関する推進
方針」策定にむけての検討がはじまっていま
す。

丸谷は ここが言いたい
環境負荷が少なく、安全で安心な再生可能エ
ネルギーの普及が求められています。
再生可能エネルギーは、豊かで健全な生態系
サービスを保った上で取り組む必要があります
。市民発電所の立ち上げ、ソーラーシェアリン
グ（農業と太陽光発電事業を同時に行うこと）
、下水処理場や水道管を利用した小水力発電な
ど、多様なセクションを絡めてエネルギーを創
りだす時代です。その実現のためには、先を見
通した明確なエネルギー計画を定めて推進する
体制づくりが必要です。

市民生活にため池の多面的機能をいかすには
池の多面的価値を知ることが重要です。
ため池の水の経路図や長年にわたって、受
け継がれてきた水管理の手法や風習、治水等
の防災機能、歴史、文化、景観、自然環境な
どをまとめ、ため池ごとに「ため池カルテ」
を作成し、地域や管理者に情報提供、適正管
理を進める必要があります。

災害対応病院に指定されてる本市の市民病院
にも再生可能エネルギー等を導入し、有事の救
命救急機能を確実なものにしなければなりませ
ん。避難所になる公共施設も同じです。
（参考）■市立池田病院
・ガスコージェネレーション導入
・屋外に太陽光発電設置
■ 神戸市立医療センター中央市民病院
・電気、ガス、油のエネルギー多重化

丸谷さとこ 歳費公開
（平成28年8月～9月分）
《収入》
報酬

計

172,180
5,000
35,520

国民健康保険料

117,000

事務所費等

276,993

550,717

通信発行費

373,848

1,754,717

議員活動費

５00,000

※議員活動費は、交通費・イベント
参加費・研究費・被服費など
250,000円×2か月
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互助会費
国民年金

1, 204,000

(602,000×2か月)
前回繰越分

《支出》
所得税・住民税

活動積立金
計

274,176
1,754,717

＊ まるちゃんの日々是新 ＊
議員 丸谷さとこの活動日誌

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

８月

まるちゃんの自然ウォッチング ⑤

１〜５日 江井島海岸ラジオ体操（江井島コミ推協交流部会）
２日 明石の地産地消エネルギー調査（浄水場、明石川など）
生涯学習センターの充実・活性化に向けた意見交換会
３日 障害者配慮条例市民タウンミーティング
４日 近畿市民派１００回記念交流・学習会
５〜７日 日本環境教育学会第２７回大会
７日 藤江小学校区夏まつり納涼大会
８日 活動報告会・憲法勉強会
９日 江井島コミュニティ推進協議会役員会
１０日 第１回 高丘ほっとプラザ
１１日 ポルフェリン症患者支援ジョイントコンサート
明石の地産地消エネルギー実行委員会
１２日 NPO法人あかし福祉士ネットワーク 第２回定例会
１５日 精霊流し（さざんか公園）
１７日 第２回 高丘ほっとプラザ
１８〜２０日 全国政策研究集会2016in国立市
２０日 大久保南ふれあい祭り 八木自治会 金魚すくい大会
２１日 丸谷さとこ活動報告会（江井島小学校コミセン）
議会改革を考える市民と議員の意見交換会
２２日 第４回 生物多様性あかし戦略推進会議
２３日 明石市ため池管理者意見交換会 傍聴
２４日 市民活動支援のあり方検討会議
丸谷さとこ活動報告会（アスピア明石）
エコウイングあかし自然グループ会議
２５日 丸谷さとこ活動報告会（魚住市民センター）
２６日 ガスコージェネレーション勉強会
第４６回 明石市人権教育研究集会
神戸ものづくり工場 就労支援B型事業所見学
２７日 ソーシャル・イノベーションサミット in 京都
〜モテる公務員と未来を切り拓く〜 分科会担当
２８日 西島オニバス観察会
２９日 福岡県みやま市・地産地消エネルギーについて視察
３０日 福岡県筑紫野市・ごみ減量/子ども条例について視察
３１日 生涯学習センターの充実・活性化に向けた意見交換会

９月

〜北の国からやってきたカモが変身するお話〜
ため池や川には、北の国からやってきたカモの姿が
見られるようになりました。カモといえば、オスの羽
はメスと比べてよく目立つ特徴的なものが多いのです
が、この時期はオスもメスも同じような色や形をして
います。オスがメスと同じ色をしている状態をエクリ
プスといいます。エクリプスとは英語で日食・月食、
輝きを失うという意味があります。
鳥の羽はだいたい年に１回、はえかわりますが、カ
モのオスは、年に２回もはえかわります。１回目は繁
殖期が終わった夏。メスと同じような地味な羽色にか
わります。この時は、翼の羽も一度に抜けてしまい、
しばらく飛べなくなります。２回目は、１０月〜１１
月にかけて日本に渡って来てから、身体の表面の羽だ
けが、少しずつ目立つ色や形に変身していきます。
この変身の様子は今の時期しか見ることができませ
ん。ぜひ、カモを見つけたら、オスかな？メスかな？
エクリプスかな〜？と見分けてみてくださいね。

オナガガモ（メス）

オナガガモ（オス）
エクリプス

オナガガモ（オス）
変身後

まるちゃんハウスにお越しください

１日 ため池コウノトリプロジェクトアドバイザー会議
２日 こどものこれからと大人の役割 例会
３日 子どもの貧困対策全国キャラバンinひょうご
協働のまちづくり講演会「地域におけるコミュニティ
デザイン」（講師：山崎 亮 氏）
４日 生物多様性あかし戦略推進会議 明石の自然をみる会
５日 議員協議会
６日 本会議・議場コンサート
都市計画説明会
１１日 八木自治会 敬老会
１３日～１５日 本会議
１６日 近畿市民派議員 決算勉強会
１７日 江井島中学校 体育大会
第３回 地産地消エネルギーセミナー
２０日 文教厚生常任委員会 員外出席
２１日 生活文化常任委員会
２２日 江井島校区敬老会
地域をデザインするラーニングカフェ（丹波市主催）
２３日 ため池の保全等に関する全県検討会
２４日 第２３回 全国市民オンブズマン香川大会
２５日 江井島海岸清掃（江井島の海と子どもを守る会）
２６日 あかしまちづくり推進特別委員会
市民活動支援のあり方検討会議
エコウイングあかし自然グループ会議
２８日 本会議
２９日 決算審査特別委員会
あかしまちづくり決算審査分科会
地域をデザインするラーニングカフェ（丹波市主催）

月・木曜日午前中は、スタッフ常駐。お休みの日も
ありますので、丸谷（０８０−３８６０−１４８７）
までお問い合わせください。相談等は随時お受けし
ますので、お気軽にご連絡ください。
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