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個別のご相談や市政報告等をオン
ライン、電話、まるちゃんハウスに
来ていただく等の方法で、随時行っ
ています。
下記までご連絡をお願いします。
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６月議会 ■ １ひきこもりの実態把握と支援策
■ ２こどもの虐待通報への対応
■ ３第６次長期総合計画の策定

９月議会 ■ １環境行政（循環型社会・新ごみ処理場
・地球温暖化対策・生物多様性戦略）

■ ２地域総合支援センター
■ ３ひきこもり相談支援課の取り組み

■ ４不登校児童生徒への切れ目のない支援

12月議会 ■ １気候変動に対する取り組み
■■ ２明石市コミュニティバス（たこバス）

■ ３市内の学校における男女混合名簿使用

■■ ４新幹線車両基地の課題認識

３月議会 ■ １（仮称）あかしインクルーシブ条例の
検討状況

■ ２放課後児童クラブの運営体制強化

■ ３安心して生きる力を育める「こどもの
居場所」

■■ ４新幹線車両基地問題

６月議会 ■■ １感染症に強い明石市への転換

■ ２気候非常事態宣言後の具体的な取組
■■ ３新幹線車両基地問題

９月議会 ■■ １市民の命と人権を守る新型コロナウイル
ス感染症対策

■ ２「学ぶ権利」を保障する「夜間中学」

■ ３子どもの声を聴き、子どもの権利を守る
「子どもアドボカシー」の導入

■ ４次世代につなぐ環境にやさしい
エネルギー政策

12月議会 ■■ １工場緑地面積率の緩和の議論が出ている
明石市の緑のあり方

■ ２市立幼稚園における特別支援の体制

■ ３こどもの命を真ん中にした「こどもの
居場所」づくり

2020年度

２期目２年間の本会議・質問25項目一覧をご紹介します！
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2019年度

■ 福祉・医療・コロナ対策
■ まちづくり・市民活動・産業振興など
■ こども・教育
■ 自然・環境

～本会議一般質問より 内容要旨（抜粋）～
新型コロナウイルス感染症から市民の命と人権を守るための体制や支援はできて
いるのか、市の見解を問う。

責任を持って果たしていく。感染しないように行政が対応し、感染した場合でも
みんなで支えるというメッセージを伝える。費用負担や情報提供など、一緒に
頑張りましょうという方向。人権に配慮する対応も取っていきたい。

■市民病院の医療体制（病床・人材・機器等）の拡充を図るべきではないか。
■三密にならない災害時の避難体制をどのように考えているのか。
■飲食店の三密を回避するための支援が必要ではないか。
■感染症に強い市役所体制として、早急にテレワークの仕組みを作るべきでないか。
■コロナ後の社会は、グリーンリカバリー（緑の復興）・地域の自立が大事と言われて
いる。気候非常事態宣言をした明石市として具体的な対策を講じていくべきである。
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まるちゃんの自然ウォッチング⑫

～コウノトリがたくさん飛来しています！～
自然ウォッチング⑩で、2019年1月に、江井島にコウノトリ（りゅう

くん）がやってきたことを書きましたが、今シーズン、明石では、17羽
のコウノトリが確認されています。東播磨地域全体では、既に９0羽を超
えたようです。つまり、日本全国で約200羽しかいない野生のコウノトリ
の半数近くが飛来していることになります。東播磨地域が、コウノトリに
とって重要な生息地、特に秋から冬を過ごす越冬地になりつつあるのだと
いえます。これは、いなみ野ため池ミュージアム
「ため池コウノトリプロジェクト」の活動をはじめ、
農業関係者や地域の皆さんが、ため池を地域の宝として、
大切に守ってくださっているおかげです。
これからも、コウノトリがいる風景が明石の当たり前
になるよう、みんなで力を合わせて、ため池を次世代に
つないでいきましょう。
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今年度、明石のため池に飛来したコウノトリたち
明石市にも念願の
巣塔が立ちました。
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この計画は、2022～2030年度（9年間）の明石市のまちづくりの指針となるとても大切なものです。
コロナ禍の中で、既に１年遅れている上に市民の皆さんのご意見を聞く機会が大変少なくなっています。
現在、計画の骨子案等について、ご意見・ご提案を募集をしています（3月31日まで）。
ぜひ、この機会に皆さんの声を届けていただきますようお願いいたします。 このまんがは

子どもたちの
未来のために
明石市で環境
を守る行動を
おこしている
子育て中のお
母さんたちが
作ってくれま
した。

QRコードから
ご意見・ご提
案していただ
くことができ
ます。
←

https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1606458656694 ↑
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ひとり親世帯で下記の(1)～(3)のいずれかに該当し
まだ給付金申請をしていない方は、令和3年2月26日
までに手続きをしてください。
(1) 明石市支給の令和2年12月分の児童扶養手当を受けている方
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年12月分の児童
扶養手当の支給を受けていない方

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当受給者と同水準となっている方
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兵庫県に県内全市町に「気候危機宣言」
を求める申し入れを行いました！
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! 2020年2月にインターンシップ生を受入れました！
大学も学部も違う二人でしたが、
精力的に活動したり、政策提言し
たり、がんばってくれました。
地域の皆さんには様々な場面で
お世話になり、ありがとうござい
ました。
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対象：市内在住 70 歳以上の高齢者
市内在住 69 歳以下の障害者手帳所有者
※基準日は2021年1月1日

店舗：市内の飲食店、日用品店、タクシー(介護タ
クシー含む)   （前回の対象は、593 店舗 ）

利用券の有効期間(予定) 
2021年2月15日 ～ 2021年6月30日

給付額：1人あたり 5,000円（500 円×10 枚）

令和3年度第１回定例会 3月議会の予定
２月１9日（金）10時 本会議（議案上程・提案説明）
３月 2日（火）～4日（木）10時 本会議（質疑・一般質問）

5日（金） 17日（水）10時 総務常任委員会
8日（月） 15日（月）10時 文教厚生常任委員会
9日（火） 16日（火）10時 生活文化常任委員会
10日（水） 18日（木）10時 建設企業常任委員会
11日（木）10時 新庁舎整備検討特別委員会
11日（木）14時 あかしSDGs推進計画特別委員会
12日（金）15時 本会議（委員会審査報告・議案採決）
24日（水）10時 本会議（委員会審査報告・議案採決）

※日程は変更になる場合があります。詳細は、明石市議会議会局
（078-911-2600）にお問い合わせください。
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■発熱や咳などの症状がある場合
→まずは、かかりつけ医に電話で相談
■かかりつけ医がいない、電話をするのが難しい場合
→感染したかもダイヤル 毎日／午前9時～午後8時
TEL918-5439 FAX918-5441
上記時間外で急ぐ場合
TEL912-1111   FAX918-5129

■夜間の急な発熱や腹痛などの症状で困った場合
→夜間休日応急診療所毎日／午後9時～翌日午前6時
TEL937-8499 FAX937-8400

■その他、相談したいことがある場合
→総合相談ダイヤル 平日/午前9時～午後5時
TEL918-5090 FAX918-5441

1月臨時議会でワクチン接種事業の補正予算が可決され
接種の予約申し込みを受けるコールセンター機能と不安に
思う市民からの相談窓口の役割を兼ね備えた「（仮称）ワ
クチンセンター」新設の準備が始まっています。
市民への接種開始は、3月上旬ー医療従事者、
3月下旬ー65歳以上、4月下旬ー高齢者施設
従事者・60-64歳・その他の順になる予定。
費用は自己負担なし 接種は２回
新型コロナウイルス対感染症について最新情報はこちら→
https://www.city.akashi.lg.jp/hokensyo/hyobou/kansen/hassei/ncov.html
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