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■７月２８日((土))  
時間：１３時3300分～11５時  
場所：  まるちゃんハウス  
  

■７月２９日((日))  
時間：１０時～11１時3300分  
場所：ウィズあかし88階//和室  
  

■８月３日((金))  
時間：１８時3300分～2200時  
場所：  まるちゃんハウス  
　　	 
　　　　　　　	  ドイツの地域エネルギー 
　　　　等環境政策についての視 
　　　　察報告と６月議会の気に 
　　　　なる話題を中心に、最新 
　　　　情報をお伝えします。	 

江井島・まるちゃんハウスにお越しください 
　 

　月〜木曜日午前中は、スタッフが常駐していますが

お休みの日もありますので、（０８０−３８６０−１４
８７	 ）丸谷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。	 

発　行　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	

ＴＥＬ　  080-3860-1487	
メール　marutanisatoko@gmail.com	

Ｈ Ｐ　   marutanisatoko.net	

F   B  https://www.facebook.com/satoko.marutani	
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ドイツ地域エネルギーの視察に行ってきました	

◆  高断熱性能と高効率設備による省エネ化で、ＣＯ２排出

量がゼロになるゼロエミッション住宅の視点が、ＪＴ跡地

など、新しいまちづくりにおいて必要ではないでしょうか。

◆ドイツでは、太陽光パネルは、屋根などの人工物に設

置し、自然環境への負荷をかけないことが前提になってい

ます。また、屋根の発電可能性を評価したソーラーマッピ

ングを作成し、誰もがネットで見られる仕組みができてい

ます。東京都や名古屋市が実施していますが、本市も取組

むべきではないでしょうか。

  

◆公共施設の電力調達について、吹田市では、競争入札を

実施する場合、再生可能エネルギー比率の高い電気を供給

する等、環境に配慮した電力調達を行っています。本市も

環境に配慮した電力調達を行うべきではないでしょうか。

  

◆恵まれた自然を生かしたまちづくりを基本とし、市民が

主役のエネルギーシフトを実現させるためには、合意形成

の手続き、生物多様性に配慮したゾーニングなど、自治体

のルールを明確にした地域エネルギーに関するまちづくり

条例をつくるべきではないでしょうか。  

　＊自治体シュタットベルケとは・・・＊
　再生可能エネルギー発電事業で得た収益を
利用して、地域の公共交通サービスや公営プ
ールの運営など赤字事業を地域に必要なサー
ビスの提供として行い、事業体全体として黒

字とする官民連携型のインフラサービス事業
のこと。　　現在、ドイツでは、１,４００
ものシュタットベルケがあり、従業員が１,
０００人を超えるところもある。	 
　日本でも、多くの自治体において、日本版

シュタットベルケ創出の動きが始まってる。	 

ドイツのエネルギー政策って？	 

　日本とドイツの環境エネルギー分野の連携

プロジェクトとして、ドイツで開催された日

独環境エネルギー会議や自治体シュタットベ

ルケの先進的な施策を行っているオスナブリ

ュック市とフライブルク市の視察プログラム

に参加する機会をいただきました。

　今回の視察は、日本の環境省からドイツ大

使館に派遣されている参事官のコーディネー

トによるもので、小田原市長をはじめ、地域

エネルギーへの転換を真剣に考える日本各地

から集まったメンバーと行動を共にしました。

　私が、今回の視察で一番驚いたことは、日

本のように、太陽光パネルや風力発電などの

再エネ推進ありきではなく、まずは、エネル

ギーの消費量を半分まで削減する＝省エネ政

策に力を注いでいることでした。光熱費ゼロ

の公営住宅があちこちで建設されており、ド

イツの本気を肌で感じることができました。

ドイツ視察を基に、6月議会で質問　	 
「市民とともに進めるエネルギーシフト」 

↑オスナブリュック市
のシュタットベルケで
視察団全員の記念写真

厚さ５０㌢の断熱
材を貼る改修工事
窓は３重サッシ↓

＊エネルギーシフトとは・・・＊
　エネルギー供給を石油、石炭、天然
ガス、原子力から	 再生可能エネルギー
へと転換させること。先進国ドイツ
では、２０２２年に脱原発、２０５０
年までに脱化石燃料をめざす社会シス
テム変革が進んでいる。	 

　答弁は、調査・研究をするでしたが、
現在、政策局長らが、エネルギーシフト

先進市・福岡県みやま市に視察に行く

など、前向きな取組みが始まっています。

　これからも、市民と協働による自然を

壊さない地域エネルギー導入や省エネ施

策で、市民の皆さんのくらしや市の経済

が潤うしくみづくりを提案していきます。



　昨年6月議会において、岡山県学童保育連

絡協議会が実施している事例を紹介し、本市

も年々増加傾向にある支援が必要な児童のた

めには、作業療法士による支援が必要ではな

いか、と問いました。具体的には、発達障害

児支援の専門職である作業療法士が児童クラ

ブへ継続的に訪問し、対象児童の保育を観察

指導員との意見交換や支援方法を学び合い、

支援技術の向上を図るというものです。その

成果として「発達障害児の対応を言語化で

きた」「具体的な動きや行動に着目する手法

により、指導員のチーム力が上がった」「指

導員に自信がつき、学校や保護者との新しい

関係も生まれた」等が挙げられています。

　明石市でも、本年２月から作業療法士による支援が始まりました    

　そこで、本年6月議会において、実施状況

と成果を質問しました。

【答弁要旨】３つのクラブで作業療法士が支

援を実施。「児童に落ち着きが出て少しずつ

児童クラブでの生活のリズムが生まれた」

「他の児童とのトラブルが少なくなり児童

がクラブへ行くことを楽しむようになった」

等の成果を聞いている。今後も引き続き作業

療法士の活用や研修を実施するなど、指導員

の指導の質や意識の向上を図り、安心して子

どもを預けられる、子どもたちが安心して時

間を過ごせる環境を整えていく。
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放課後児童クラブで	 作業療法士の支援がはじまりました	 

　 　　　まるちゃんの自然ウォッチング⑧  
　　　　　　　　 
            　　  〜ツバメの巣立ちの季節です〜
　 

      この季節、あちこちでツバメの巣を見かけます。
先日、市内の幼稚園で今にも巣から飛び出しそう
な子ツバメたちに出会いました。写真のヒナくら
い大きくなると、いよいよ巣立ちの日も間近です。

　ツバメは、卵から孵って約３週間で巣立ちます。ヒナのエサは、カ
やハエなど小さな虫で、親鳥は空を飛びながら口を虫取り網のように
使って、1日に200～300回もエサを運びます。親鳥は、一番大きく
黄色い口を開けているヒナの口にエサを入れます。お腹が一杯になる
と口を開けなくなり、次にお腹の空いているヒナが口を開けてエサを

もらいます。こうして、兄弟ツバメたちは、ゆずりあって、エサを食
べます。ぜひ、そんな仲睦まじい様子も観察してみてください。

    そして、8月に入ると秋の渡りに備えて、ため池や川岸のヨシ原に集
まってねぐらをとるようになります。毎年、加古川河口では、夕暮れ

時になると、万を超えるツバメたちが集まってくるようです。

　丸谷さとこの本会議一般質問でここが変わった！	

丸谷さとこ  ＊報酬の使途

《収入》            	
議員報酬　　　　　602,000円	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

《支出》            	
所得税      　　 	
住民税　　　　　　　 	
国民年金　　　　　	
国民健康保険料   	
山陽電車定期代　	
互助会費　　　　　	
事務所費	
(家賃・水光熱費・事務費等）	

かけはしの会積立	
（通信発行費等）  　　　  	
活動資金積立	
(海外視察等）　　　　　	
議員活動費　　　 	
(交通費・書籍代・会費・被服費等）	

　支出計　　　　　 	
	
※今回のドイツ視察は,丸谷個人
の報酬（活動資金積立）から支出	

高齢者の身近な場所での相談体制づくりを！	 

　今年４月から、市内１３カ所あった在宅介

護支援センターが、地域総合支援センター6

ヶ所に集約されました。高齢者の方々から相

談しづらくなったとの声をお聞きしたことか

らサテライト相談等身近なところに出向いて

の相談体制が必要ではないかと質問しました。

【答弁要旨】至らない点については謙虚に耳

      を傾け、センターに来ることが困難な方には

　自宅等への訪問による相談支援やより身近

　な地域で対応をするサテライト相談、生活

　支援コーディネーターを中心とする地域づ

　くりの支援等を進める。

     　　47,380円　　　　　
58,700円	
16,340円	
83,700円	
12,710円	
 2,500円	

130,670円	
    	

    	
50,000円	

   	
50,000円　	

150,000円	
  	

　602,000円	

放課後の子どもたちが安全・安心に過ごせるよう声をあげていきます	

これからも高齢者を大切にするまちづくりにしっかり声をあげていきます	



　１日　江井島海岸で初日の出　　２日　東島自治会総会　
　４日　明石市新年交歓会  　　　    ６日　江井島校区新年交歓会
　７日　少年自然の家餅つき大会　大久保南小学校区新年交歓会
　８日　明石市成人式「はたちのつどい」
１０日　公設卸売市場新年交歓会　
１１日　議会へのタブレット導入検討のため洲本市へ視察
１３日　第7回鳥羽ふるさとまつり　　谷八木校区新年交歓会
　　　　江井島まちづくり協議会主催  避難所体験
１４日　山手小学校区新年交歓会
１５日　全国フェミニスト議員連盟・パワーアップ講座（東京）
１７日　１・１７のつどい（錦江幼稚園）　
１９日　第１０６回近畿市民派議員交流・学習会in明石
２０日　鳴松会明石支部新年会
２２日　生活文化常任委員会議会報告会
２３日　地域総合支援センター設置検討委員会傍聴
２５日　あかし福祉ネットワーク参加
２６日　新年度予算編成状況説明会　コミュニティー懇話会
２７日　明石自然かんきょう塾　こどものこれからと大人の役割
３０日　コウノトリアドバイザー会議（東播磨県民局）
３１日　再犯の防止等の取組みを推進するための条例検討会傍聴
　　　　東部学校給食センター内覧会
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　２日　全国地域生活定着支援センター協議会主催研修会
　３日　みんなのまちぼん読書会　角野博士記念講演会
　４日　釜谷池バードウォッチング　丸谷さとこ活動報告会
　５日　ユニバーサルマナー検定３級・２級受講（合格）
　６日　市民派議員有志によるごみ学勉強会
　７日　明石コラボミーツ（複合型交流拠点ウィズあかし）
　８日　丸谷さとこ活動報告会　　１０日　学校給食展見学
１１日　西江井自治会総会　ゆずりは明石講演会「終活への道」
１２日　子どもの自殺予防全国キャラバンin兵庫
１３日　江井島まちづくり協議会役員会
１５日　丸谷さとこ活動報告会
１６日　議員協議会　明石市都市計画審議会
１７日　高校生議会　江井島地人協・地愛協教育講演会
　　　　未来市民タウンミーティング　１８日　西島自治会総会
２０日、28日　本会議　　　２１日　再エネあかし勉強会
２３日　生物多様性あかし戦略推進会議
２４日　市民まちづくり連続講座    こどものこれからと大人の役割
２５日　第２回明石市放課後児童クラブ学習会
　　　　〜明石ではじまりました！作業療法士とのコラボ〜
　　　　あかしDEミュージカル２nd  観劇
２６日　エコパークあぼし視察　人丸小放課後児童クラブ視察

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

２０１８年１月	

２月	

６月	

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

　１日　中核市移行記念式典　　
　３日　生物多様性あかし戦略推進会議
　７日　えいの里保育園入園式　　江井島校区歓送迎会
　８日　校区子ども会主催　ドイツゲームで遊ぼう
　９日　明石市立商業高等学校入学式
１０日　江井島小学校入学式　　江井島中学校入学式
　　　　江井島まちづくり協議会役員会
１１日　江井島幼稚園入園式　１３日　あかねが丘学園入学式　
１４日　市民ネット明石総会　　２０〜３０日　ドイツ視察

５月	

　２日　はちどり人権塾まち歩き　    あかし楽くらぶ
　　　　江井島スポーツ２１総会
　３日　主池観察会　    ウィズあかし１周年記念式典
　４日　議員協議会　　７日　倉敷市二福のびのびクラブ視察
　９日　江井島幼稚園運動会
　８日・１５日・１８日・１９日・２９日　本会議
１３日　（公財）日本野鳥の会評議員会
２１日　生活文化常任委員会    ２３日明石市立養護学校運動会　　
２３日　明石市連合子ども会育成連絡協議会総会
２４日　神商同窓会総会　　２５日　エコウイングあかし会議
３０日　あかし福祉士ネットワーク総会

　１日　本会議　　２日　本会議　あかし消費者セミナー
　４日　ウィズフェス　　5日　明石公園石垣の植物調査
　６日　生活文化常任委員会  　　９日　江井島中学校卒業式　
１０日　あかねが丘学園卒業式　日本環境教育学会理事会
１１日　家庭倫理講演会　　明石環境フェア
１２日　本会議　　１５日　生活文化常任委員会  
１７日　放課後児童健全育成事業2018年度予算説明会
　　　　教育機会確保法とこれからの教育について講演会
１８日　八木自治会世代交流グランドゴルフ大会
１９日      江井島幼稚園卒園式　
２０日　明石市立養護学校卒業式　      明石市環境審議会傍聴
２１日　あかし保健所内覧会
２２日　江井島小学校卒業式　　２３日　本会議
２４日　えいの里保育園卒園式　
２５日　あかし動物センター内覧会　再エネあかし勉強会
　　　　明石フィルハーモニー管弦楽団コンサート
２６日　江井島保育所修了式　　エコウイングあかし会議
２９日　江井島校区子ども会育成会総会
３１日　こどものこれからと大人の役割　まるごと明石準備会

３月	

４月	

　３日　ブラインドメイク講習会
　４日　嘉田由紀子前滋賀県知事と7月１５日講演会打ち合わせ
　７日　明石市都市計画審議会
　８日　江井島まちづくり協議会臨時役員会
　９日　議員協議会　江井島小学校PTA総会
１０日　江井島中学校ＰＴＡ総会
１３日　大久保南連合自治協議会総会
１６日　本会議　　手をつなぐ育成会総会
１９日　エコウイングあかし総会
２０日　江井島まちづくり協議会総会　　
　　　　西島ため池協議会クリーンアップキャンペーン
２１日　兵庫県議員ネット  神戸刑務所視察
２２日　市役所新庁舎有識者会議　２５日　再エネあかし総会
２６日　江井島小学校運動会　　
２７日　まるごと明石準備会　　JT跡地地元説明会
２８日　エコウイングあかし　２９日  シルバー人材センター総会

    丸谷さとこ　プロフィール 
２０１５年５月〜明石市議会議員（現在１期目） 
２０１８年５月〜文教厚生常任委員会 副委員長 
                        議会運営委員会委員　　　　　　　　　　　　 
（趣  　   味）　   バードウオッチング　　読書　 
（特       技）　   書道　　水泳　　金魚すくい 
（略       歴）　  
1982年 
1982〜1990年 
1986年 
2004年〜 
2011年　　 
2013〜2014年 
2013年〜　 　　 
2014年度　 　　 
2012〜2014年 
2011〜2012年 
2015年〜 　　　　　 
2017年〜  　　　 
いなみ野ため池ミュージアム インストラクター   コウノトリアドバイザー  
兵庫県書作家協会委員    明石美術協会会員 他 

県立神戸商業高等学校卒業（県商101回生） 
兵庫県国民健康保険団体連合会8年間勤務 
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