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（平成 27 年 10 月 8日資料） 

明石市明石市明石市明石市自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例についてについてについてについてのののの庁内検証結果庁内検証結果庁内検証結果庁内検証結果一覧一覧一覧一覧 

 

明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 自治の主体 

第１節 市民（第５条―第７条） 

第２節 市議会（第８条・第９条） 

第３節 市長等及び職員（第10条・

第11条） 

第３章 市民参画と協働の仕組み 

第１節 市政への市民参画（第12条

―第15条） 

第２節 協働のまちづくり（第16条

―第20条） 

第３節 情報の共有（第21条―第24

条） 

第４章 市政運営（第25条―第36条） 

第５章 国及び他の地方公共団体との

関係（第37条） 

第６章 条例の検証及び見直し（第38

条） 

附則 

遠く万葉の昔から歌人たちに愛され、

源氏物語の舞台として登場するわたした

ちのまち。明石城に登れば、明るい瀬戸

内の海に淡路島が迫り、明石海峡大橋を

望む、海の幸にも恵まれた“ゆほびか”

な風土。近代化の幕開けとともに日本標

準時のまちにも定められました。これら

はすべて、わたしたちのほこりです。 

この明石のまちを、いつまでも暮らし

続けたい、もっとほこらしいまちにした

いと願って、わたしたちは明石市自治基
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本条例を定めることにしました。 

もちろん、これまでも、暮らしていて

よかったと思える、安全で安心に暮らせ

る豊かなまち、人をいたわり互いの尊厳

や人権を大切にし、自然をいつくしむ優

しさにあふれたまちを目指してきまし

た。全国に先駆けて「コミュニティ都市」

宣言をし、コミュニティづくりにも力を

注いできた先人の努力をわたしたちは知

っています。 

しかし、こうしたまちづくりの取組を

さらに深化させ、質を高めるためには、

市長・市役所や市議会などだけでなく、

場合によってはわたしたち市民がもっと

積極的に役割を分担し、かかわっていく

ことも必要になってきています。 

大切なのは、これからの「明石の自治」

の主体となっていかなければならないの

は、わたしたち市民だという意識です。

明石に住む。明石で働く。明石で活動す

る。わたしたちがこうあってほしいと望

むまちに、みんなで力を合わせて挑戦し

ていく決意と行動が、新しいまちづくり

のきっかけになっていきます。 

明石市自治基本条例は、市民主体のよ

り質の高いまちづくりを実現するため

に、市民による「参画と協働のまちづく

り」と、よりよい公共サービスを受ける

ことができる「市政運営の実現」という、

明石のまちづくりを担う全員が共有しな

ければならない最も大切なことを定め

た、「明石の自治」の指針となるもので

す。 

この条例が、豊かで優しさにあふれた、

これからもほこりに思えるまち明石を築

く大きな一歩となることを望みます。 

（注） 「ゆほびか」とは、ゆったり

豊かなさまをあらわす日本の古語
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で、「源氏物語」にも登場していま

す。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、明石市における自

治の基本原則を明らかにし、自治を担

う主体の権利、責務等を明確にすると

ともに、市政に関する基本的な事項を

定めることにより、市民自治によるま

ちづくりを推進し、もって「明石の自

治」の実現を目指すことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に居住する者（以下

「住民」という。）、市内で働き、

若しくは学ぶ者又は事業者等をい

う。 

(２) 事業者等 市内において、事業

活動又は市民活動を行う者又は団体

をいう。 

(３) 市長等 市長その他の執行機関

（教育委員会、監査委員、選挙管理

委員会、公平委員会、農業委員会及

び固定資産評価審査委員会）をいう。 

(４) 市 市議会及び市長等によって

構成される基礎自治体としての明石

市をいう。 

(５) 参画 市の政策等の計画段階か

ら実施、評価、改善に至るそれぞれ

の段階において、市民が主体的に関

わっていくことをいう。 

(６) 協働 市民と市、市民同士が、

それぞれの知恵や経験、専門性など

の資源を生かし、尊重し合いながら、

果たすべき役割と責任を自覚し、共

に考え、共に力をあわせることをい
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う。 

（条例の位置付け等） 

第３条 この条例は、自治の基本を定め

るものであり、市は、他の条例、規則

等の制定改廃及び運用に当たっては、

この条例の趣旨を最大限に尊重し、こ

の条例との整合性を図るものとする。 

２ 市は、この条例に定める内容にのっ

とり、政策分野ごとの基本条例の制定

や見直しを行い、他の条例、規則等又

は政策の体系化を図るものとする。 

（自治の基本原則） 

第４条 市民及び市は、次に掲げる事項

を基本原則として、自治を推進するも

のとする。 

(１) 市政への市民参画 自治の主体

は市民であり、市民の市政への参画

の機会が保障されること。 

(２) 協働のまちづくり 市民と市、

市民同士は、適切な役割分担の下で

連携し、協働してまちづくりに取り

組むこと。 

(３) 情報の共有 市民と市、市民同

士は、市政への市民参画や協働のま

ちづくりを進めるに当たって、互い

に情報を共有し合うこと。 

第２章 自治の主体 

第１節 市民 

（市民の権利） 

第５条 市民は、自治の主体であり、市

政に参画する権利及び市政に関する情

報を知る権利を有する。 

２ 市民は、まちづくりのための主体的

又は自主的な活動を自由に行う権利を

有する。 

３ 市民は、市民同士や市と協働したま

ちづくりのため、まちづくりに関する

情報を知る権利を有する。 
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４ 市民は、市政に参画しないことによ

って不利益な取扱いを受けない。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、市政に関心を持ち、積

極的に参画するよう努めるものとす

る。 

２ 市民は、自らの発言と行動に責任を

持つとともに、まちづくりにおいて互

いの意見及び行動を尊重し合うものと

する。 

（事業者等の権利及び役割） 

第７条 事業者等は、市政に関する情報

を知る権利及びまちづくりに参加する

権利を有する。 

２ 事業者等は、市民と共に地域社会を

構成するものとして、社会的責任を自

覚し、地域との調和を図り、まちづく

りの推進に寄与するよう努めるものと

する。 

第２節 市議会 

（市議会の役割、責務等） 

第８条 市議会は、市民の目線に立って、

市政の重要事項を決定するとともに、

市政に対する監視及び調査を的確に行

い、適正な執行を確保するものとする。 

２ 市議会は、市民ニーズ及び地域の実

情を的確に把握し、政策の立案又は提

言を行うものとする。 

３ 市議会は、活動報告会の実施等によ

り、議会活動について積極的に市民に

情報発信するとともに、市民の意思を

市政に反映するために、市民参加を推

進し、市民に開かれた議会運営に努め

なければならない。 

４ 市議会は、合議制の意思決定機関で

あることを認識し、意思決定を行うに

当たっては、十分な議論を尽くし、議

員相互の自由討議によって合意形成を
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図るものとする。 

（市議会議員の責務） 

第９条 市議会議員は、市民の代表者と

して、市民全体の利益を優先して行動

し、市民福祉の増進に寄与するととも

に、自己研鑽に努め、議員としての行

動規範又は道理をわきまえ、市議会の

役割、責務等が果たされるよう努めな

ければならない。 

２ 市議会議員は、市民への情報提供又

は活動報告を行うとともに、市民の意

見及び地域の課題を把握する等、情報

収集に努めなければならない。 

３ 市議会議員は、政策立案能力の向上

に努め、政策提案、市政調査等の権限

を積極的に活用するものとする。 

第３節 市長等及び職員 

（市長等の責務） 

第10条 市長は、市政の代表者として、

市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に、

市政運営を行わなければならない。 

２ 市長は、毎年度、市政の基本方針を

明らかにするとともに、その達成状況

を市民及び市議会に報告しなければな

らない。 

３ 市長等は、市民のニーズを的確に判

断し、職務の執行に当たって説明責任

を果たさなければならない。 

４ 市長等は、それぞれ相互に連携・協

力し、一体として、市政運営に当たら

なければならない。 

（職員の責務） 

第11条 職員は、全体の奉仕者であり、

法令を遵守し、市民に対して丁寧で分

かりやすい説明に努め、公正かつ誠実

に、その職務を遂行しなければならな

い。 
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明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

第３章 市民参画と協働の仕組み 

第１節 市政への市民参画 

（市政への市民参画における市長等の

責務） 

第12条 市長等は、市民の市政への参画

の機会を保障する。 

２ 市長等は、市民の意見を的確に受け

止めることができるよう市民参画に関

して職員の意識を高めるものとする。 

（市民参画の手法） 

第13条 市長等は、市民が市政に参画す

ることができるよう多様な参画手法を

用いるものとする。 

２ 市長等は、別に定めるところにより、

市民から具体的な政策等の提案があっ

たときは、当該政策等について検討し、

その結果及び理由を原則として公表す

るものとする。 

    

    

市民参画制度市民参画制度市民参画制度市民参画制度    

市民の市政への参画

についての手続その

他必要な事項を定め、

もって市民自治によ

るまちづくりに寄与

すること。 

 

 

・明石市市民参画条

例及び同条例施

行規則 

    

    

関係課からは、市民参画条例第12条に定める審議会の委員選

出に関する規定が細かいため、委員選びに苦労している旨の意

見が複数寄せられている。（特に、男女比や公募市民の割合に

ついての基準について、達成困難な場合があるとのこと。） 

しかし、本制度の理念を考えると、多様な層の市民から意見

を募る措置を講じることは当然必要である。 

さらに、第12条はあくまでも努力義務として定められており、

公募委員については「正当な理由があるときは、この限りでな

い」とされている。以上を踏まえ、総務課としては安易な基準

の見直しは行うべきではないと考えている。 

（担当部課） 総務部総務課 

    

    

本制度を推進するため、市

民参画推進会議による見直

し・提言が行われている。 

    

    

関係課からは、運用上の課

題が挙げられているが、担当

部課からの意見にもあるよう

に、そもそも市民参画条例に

定める市民参画手続の基準

（複数の市民参画手法の併

用、意見公募手続の 30日以上

の意見提出期間、審議会等手

続の委員数や公募市民の割合

など）については、市の努力

だけでは将来にわたって達成

が不可能なものや、一律に当

てはめることが合理的でない

場合、適正と判断できる理由

があれば、基準の例外として

取り扱うことができることと

なっており、庁内において改

めて市民参画手続の基準や取

扱いについて周知徹底を図

り、必要に応じた適正な運用

をしていくことで、関係課か

ら出された課題は解決できる

ものと考える。 

以上のように考えると、市

民参画制度については、市民

参画条例の施行をはじめ、制

度の推進に向けた取組が行わ

れており、自治基本条例の内

容に適合している。 
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明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

（住民投票） 

第14条 将来にわたって明石市に重大な

影響を及ぼすと考えられる事項につい

て、住民が市長に対して住民投票の実

施を請求したときは、市長は、住民投

票を実施しなければならない。 

２ 市長等及び市議会は、住民投票の結

果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票の発議要件、請求手続、投

票に付すべき事項、投票の資格要件、

実施に関する手続その他必要な事項に

ついては、別に条例で定める。 

住民投票制度住民投票制度住民投票制度住民投票制度 ・明石市住民投票条

例（未制定） 

【【【【制度制度制度制度（（（（仕組仕組仕組仕組みみみみ））））のののの検討検討検討検討・・・・取組状況取組状況取組状況取組状況】】】】    

平成24年 10月に地方自治法に基づく住民投票条例の制定を

求める直接請求が提出されたこともあり、市では、自治基本条

例に基づく住民投票条例の早期制定が必要であると考え、平成

25 年 3 月市議会への条例提案を目指した。 

  そのため、平成 24年 12 月に「住民投票制度の論点について

の市の基本的な考え方」を明らかにし、市議会に報告するとと

もに、平成 25 年 1 月には条例化について、広く市民に意見募

集を行った。 

  その結果、様々な意見があり、より丁寧な議論が必要である

と考え、市の基本的な考え方として提示していた案について

は、白紙に戻し、論点について市民参画による検討委員会を設

置し、検討いただいた上で、条例化を進めていくこととした。 

平成 25年 8 月から住民投票条例検討委員会を設置・開催し、

住民投票条例の論点について検討を行い（計 11回開催）、平成

26 年 10 月に検討結果を市長に答申した。                                                                                                          

（担当部課） 総務部法務課 

【【【【今後今後今後今後のののの予定予定予定予定】】】】    

  検討委員会の答申を踏まえ、条例素案を作成し、現在、パブ

リックコメントを行っている。 

今後、市民の皆さんや、市議会の意見をいただきながら、条

例案の検討を進め、１２月議会に条例提案する予定である。 

（条例に基づく市民参画の推進） 

第15条 市民参画の手法、手続その他必

要な事項については、別に条例で定め

る。 

市民参画制度市民参画制度市民参画制度市民参画制度 ・明石市市民参画条

例及び同条例施

行規則 

第 12 条・第 13条の取扱いと同様 

第２節 協働のまちづくり 

（協働のまちづくりにおける市長等の

責務） 

第16条 市長等は、市民と共に協働の仕

組みづくりに取り組むものとする。 

２ 市長等は、まちづくりのための基盤

整備を図るとともに、市民との円滑な

連携を図るため、市民活動への支援を

行うものとする。 

３ 市長等は、協働に関して職員の意識

を高めるものとする。 

（地域コミュニティ） 

第17条 市民は、地域の多岐にわたる課

題に総合的に対応するための組織（以

下「協働のまちづくり推進組織」とい

    

協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり制制制制

度度度度 

 

・（仮称）明石市協

働のまちづくり

推進条例（未制

定） 

 

【【【【制度制度制度制度（（（（仕組仕組仕組仕組みみみみ））））のののの検討検討検討検討・・・・取組状況取組状況取組状況取組状況】】】】    

明石市自治基本条例に基づく協働のまちづくりの推進を図

るため、平成 23 年 2月から市民参画による検討委員会を設置・

開催し、条例について検討を行い（計 17回開催）、平成 27年 7

月に検討結果を市長に提言した。 

  また、条例の検討過程において、「市民と市、市民同士の協

働機会の創出」、「地縁団体やテーマ型団体への支援」、「職員の

協働に関する意識啓発」、「条例の実効性を高めるためのモデル

事業の実施」などにより、コミュニティ施策全般を通じて、明

石市における協働のまちづくりを推進している。 

（担当部課） コミュニティ推進部市民協働推進室 

 

【【【【今後今後今後今後のののの予定予定予定予定】】】】 

これまでの地縁団体やテーマ型団体に対する支援を継続

実施するとともに、条例検討委員会からの提言内容を踏ま

えて条例案を作成し、１２月議会に提案後、平成28年4月の

条例施行を目指す。 
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う。）を設立し、地域コミュニティと

して協働のまちづくりを推進する。 

２ 協働のまちづくり推進組織が担うま

ちづくりの基本的な単位は、小学校区

とする。 

（協働のまちづくり推進組織） 

第18条 協働のまちづくり推進組織は、

民主的で開かれた運営を行い、地域で

の組織づくり及び活動に当たっては、

地縁による団体その他各種団体間の連

携、協力に努めるものとする。 

２ 協働のまちづくり推進組織は、地域

での課題解決に向け、地域で意見を集

約し、合意形成を図った上で、まちづ

くりに関する協働の提案を市長等に対

して行うことができる。 

３ 市長等は、協働のまちづくり推進組

織からまちづくりに関する協働の提案

が行われた場合には、協議の上、真摯

に検討し、対応しなければならない。 

（協働のまちづくりの拠点） 

第19条 小学校区コミュニティ・センタ

ーを協働のまちづくりの拠点として位

置付け、市民と市、市民同士が地域等

の情報を共有する場又は地域自らが地

域のまちづくりを考え実践する場、市

民と市が協働するための場等まちづく

りの場とする。 

協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり制制制制

度度度度    

小学校区コミセンを協

働のまちづくりの拠点

として整備し、管理運

営及び地域のまちづく

り支援を行う。 

・（仮称）明石市協

働のまちづくり

推進条例（未制

定） 

一部の校区では小学校区コミュニティセンターがまちづくり

の拠点ではなく、県民交流広場事業で整備した校区の自治会館を

拠点としているところもある。利便性もよく、実態として既にこ

ちらが校区まちづくりの拠点となっている。 

 原則としてはコミセンを拠点とするが、校区の実態により柔軟

に対応することが必要である。対応としては、協働のまちづくり

推進条例で規定を検討する。 

（担当部課） コミュニティ推進部市民協働推進室 

多くの校区で、校区まちづ

くり組織が育ちつつあり、コ

ミセンを拠点としたまちづく

り活動が活発になっている。 

概ねコミセンを拠点に、校

区まちづくり組織が活動を行

っている。一部にコミセン以

外を拠点としている校区もあ

るが、自治基本条例の趣旨を

損なうものではない。 

（条例に基づく協働のまちづくりの推

進） 

第20条 協働のまちづくりの推進方策そ

の他必要な事項については、別に条例

で定める。 

協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり制制制制

度度度度 

・（仮称）明石市協

働のまちづくり

推進条例（未制

定） 

第 16 条～第 18条の取扱いと同様 

 

 

 

 

 



- 35 - 
 

明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

第３節 情報の共有 

（情報の共有における市長等の責務） 

第21条 市長等は、市民が必要とする情

報を的確に把握するとともに、市政情

報を適切な時期に、適切な方法で、積

極的に、分かりやすく市民に公開及び

提供するなど、情報の共有を図らなけ

ればならない。 

２ 市長等は、別に条例で定めるところ

により、積極的に各種の情報の提供又

は公表を進め、情報公開を総合的に推

進していくことに努めなければならな

い。 

 

広報制度広報制度広報制度広報制度    

行政の取り組みを広

報あかしやホームペ

ージなどを通じて発

信し、市民に市政への

理解や関心を深めて

もらい市政への参画

を促すことを目的と

する。 

 

 

 

 

 

・明石市情報公開条

例及び同条例施

行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係課からも課題として意見が出されているが、月に２回発

行する広報あかしでは発行のタイミングや紙面スペースが限ら

れてしまうため、事業課の期待するタイミングでの広報が難し

くなる。また、掲載できたとしても十分に内容を伝ることがで

きない場合がある。 

ホームページへの情報掲載についても、インターネット接続

環境がない方などに対しては十分な効果を見込めないといった

課題があるが、情報発信は広報紙のみならず市ホームページや

SNS、広報番組のほか、パブリシティによる情報発信など、一つ

のメディアに頼るのではなく複数の媒体を組み合わせる手法を

積極的に活用し、多くの層の市民の目に触れるよう工夫を進め

ている。 

（担当部課） 政策部広報課 

 

市民への説明責任や情報共

有を果たしていくため、広報

紙やインターネット、記者提

供を組み合わせるなどの工夫

をしており、情報を発信する

手段として社会情勢に適合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

市民への説明責任や情報共

有を果たしていくための仕組

みとして、自治基本条例の内

容に適合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開制度情報公開制度情報公開制度情報公開制度    

市民の知る権利を尊重

し、市政に関し市民に

説明する責務が全うさ

れるようにすることに

より、公正で透明な市

政を推進し、市政への

市民の信頼と理解を深

める。 

・明石市情報公開条

例及び同条例施

行規則 

 

公文書公開請求書が提出された場合、請求内容の記述だけで

は請求者の望んでいる文書が特定しにくい場合がある。受付時

に聴き取りを十分に行うとともに、事務の所管課に内容を確認

するなど慎重に対応する必要がある。 

（担当部課） 政策部市民相談室 

情報公開を進めることによ

り、市政への市民の参画を推

進することを望むという社会

情勢に適合している。 

公文書の公開を請求する権

利を明らかにしてその運用に

当たっており、自治の基本原

則である情報の共有及び情報

の提供に適合している。 

（個人情報の保護） 

第22条 市長等は、情報の共有に当たっ

ては、別に条例で定めるところにより、

市政全体において、個人情報を保護し

なければならない。 

個人情報保護制度個人情報保護制度個人情報保護制度個人情報保護制度    

個人情報の取扱いにつ

いて定め、個人情報の

開示等を求める権利を

明らかにすることによ

り、個人の権利利益を

保護し、市政の公正で

適正な運営を確保す

る。 

・明石市個人情報保

護条例及び同条

例施行規則 

個人情報の開示請求を行う場合、開示までに一定の期間が必

要となるなど制約もあるが、個人情報保護の重要性に配慮しつ

つ制度について十分説明し、円滑な運用に努めたい。 

（担当部課） 政策部市民相談室 

個人情報を保護し、個人の

権利利益を保護することを求

めるという社会情勢に適合し

ている。 

情報の共有に当たっては、

個人情報の保護を図りながら

個人情報の開示請求に適正に

対応しており、自治の基本原

則である個人情報の保護に適

合している。 
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明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

（市民から市長等への情報提供） 

第23条 市民は、市長等に対して積極的

に必要な情報の公開若しくは提供を求

め、又は地域での情報を積極的に提供

し、情報の共有に努めるものとする。 

（市民同士の情報の共有） 

第24条 市民は、互いに、個人情報の保

護には十分配慮した上で、積極的に情

報の交換を行い、情報の共有に努める

ものとする。 

２ 市民活動を行う者又は団体は、その

活動内容を地域において積極的に公開

し、情報の共有に努めるものとする。 

協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり制制制制

度度度度    

地域の課題を、地域で

発見し、市長等に情報

提供を行うとともに、

市民と市長等及び市民

同士での情報共有を図

り、課題解決につなげ

る。 

・（仮称）明石市協

働のまちづくり

推進条例（未制

定） 

平成23年度に小学校区単位で実施した市長懇談会で出された

地域課題を中心に、地域カルテとして小学校区単位で課題の進捗

状況を管理するとともに、各小学校区のまちづくり協議会などと

相談しながら、ワークショップなどを開催し、課題の見直しなど

を実施している。 

また、市民同士や地域間での情報共有も含めた小学校区単位の

地域情報交流を支援することを目的に、地域SNSと地域情報を集

約したポータルサイトの機能を併せ持ったコミュニティサポー

トサイトである地域情報知っ得システム（AwardPress）を開設し、

運用している。 

現段階では「地域カルテ」により地域課題の抽出、取りまとめ

を行っているが、それらを地域の共通認識として情報共有を図る

ことはもとより、実際に課題解決に向けた取り組みを進めていく

ためには、地域住民や各種団体など誰もが参画できる小学校区単

位のまちづくり組織の構築をはじめとした協働のまちづくりの

基盤を早急に整えることが求められる。 

そのために、現在、条例の制定も含めた協働のまちづくり推進

に向けた仕組みづくりを進めているところである。 

（担当部課） コミュニティ推進部市民協働推進室 

今後取り組んでいく協働の

まちづくりの仕組みづくり

は、社会情勢に適合させるこ

とを前提に進めている。 

条例の制定を含めた協働の

まちづくり推進に向けた仕組

みづくりは、自治基本条例を

根拠に進めている。 

第４章 市政運営 

（基本原則） 

第25条 市長等は、次に掲げる事項を基

本原則として、市政を運営するものと

する。 

(１) 参画と協働に基づくこと。 

(２) 公正で透明であること。 

(３) 効果的で効率的であること。 

(４) 施策を計画的に実施し、実施結

果について評価を行うこと。 

  ※全部課に関わる市政運営の基本原則であり、これを遵守しなけ

ればならない。この基本原則にのっとって運営されている。 

（担当部課） 総務部法務課 

        

（総合計画等） 

第26条 市長は、市政を総合的かつ計画

的に運営していくための基本となる計

画（以下「総合計画」という。）を市

民参画の下で定めなければならない。 

２ 市長は、市民と共にまちづくりを進

めていくため、市民と共有できるまち

づくりの目標を総合計画に定めるもの

とする。 

総合計画制度総合計画制度総合計画制度総合計画制度    

まちづくりの基本方針

となる総合計画を市民

参画の下で定め、もっ

て市政を総合的かつ計

画的に運営していくと

ともに参画と協働によ

るまちづくりに寄与す

る。 

・明石市第５次長期

総合計画 

【根拠法令等の動向等・社会情勢の変化】 

従前の根拠法令であった地方自治法の規定（第２条第４項

「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を

経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図る

ための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければな

らない」）については、国の地域主権改革の下、平成 23 年に撤

廃され、本市では、明石市自治基本条例において、その策定が

新たに義務付けられた。 

上記の地方自治法改正により、神奈川県藤沢市では、「社会

右肩上がりの経済成長、人

口増加を前提に、網羅的に事

業を位置付けたこれまでの総

合計画については、現在の社

会情勢等に合致しない部分が

あることから、明石市第５次

長期総合計画では、目指すま

ちの姿やその実現に向けた戦

略など、将来ビジョン（まち

学識経験者や公募市民など

で構成される審議会の開催や

市民ワークショップによる市

民からのアイデアの提案な

ど、本条第１項で定める市民

参画の下での計画の策定が実

現できている。 

本条第４項で定める適切な

進行管理については、学識経
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３ 市長は、総合計画に定めるまちづく

りの目標を実現するため、具体的な施

策・事業について個別の計画を定める

とともに、実行していくための計画を

策定し、達成目標等をできる限り数値

で示すものとする。 

４ 市長は、総合計画及び前項に規定す

る計画（以下「総合計画等」という。）

に基づくまちづくりを推進していくた

め、適切な進行管理を行い、検証及び

評価をし、必要に応じ見直しを行うも

のとする。 

５ 予算編成等の財政運営、評価、行政

改革、組織編成等は、総合計画等と調

整を図りながら行われなければならな

い。 

情勢の変化が激しい時代状況の中で、実効性の確保が困難であ

る」ことや「計画が総花的で形骸化している」ことなどを理由

に、平成 25 年３月に総合計画を廃止している。 

【課題と考え方】 

まちづくりの基本方針である総合計画について、策定段階か

ら市民にも参加してもらい、市民と共有できるまちづくりの目

標を定めることは、参画と協働に基づく市政運営を行っていく

上で、一定の役割を果たしていると考える。 

しかしながら、藤沢市と同様に「社会経済情勢の変化への対

応」、「市長任期（公約）との関係性」、「財政面の担保が不十分」

などの問題を抱えていることから、現在の第５次長期総合計画

については、まちづくりの大きな方向性のみを定めるビジョン

計画としたところである。 

総合計画の位置付けや持つ意味合いについては、検証の余地

があると考える。 

（担当部課） 政策部政策室 

づくりの基本方針）のみを定

めることにより、社会情勢の

変化に対応するとともに、行

政各分野における個別計画と

の整合性を図るなど、総合的

かつ計画的な市政運営に寄与

している。 

験者・各種団体代表者・公募

市民で構成される長期総合計

画推進会議において、適宜検

証しており、計画期間の中間

年度を目途に一定の評価を行

うとともに見直しの必要性に

ついても検討する予定であ

る。 

（財政） 

第27条 市長は、総合計画等に基づき、

又は事業等の評価を踏まえ、計画的な

財政運営を行い、予算を編成しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、財源の確保及び効果的で効

率的な経費支出に配慮することによ

り、健全で持続可能な財政運営に努め

なければならない。 

３ 市長は、市全体の財政情報を市民に

分かりやすく公表しなければならな

い。 

財政運営制度財政運営制度財政運営制度財政運営制度    

財政運営に当っての基

本的な考え方を定め、

健全で計画的な財政運

営を行うことにより、

よりよい公共サービス

を受けることができる

市政運営の実現に寄与

すること。 

・地方自治法 

・地方公共団体の財

政の健全化に関す

る法律・明石市 

財務規則 

・財政状況の公表に

関する条例 

将来世代へ負担を先送りしない持続可能な財政構造への転換

を図るため、平成 25 年度に設置した市行政と市議会各会派代表

者による「明石市財政健全化推進協議会」に加え、平成 26 度か

ら市民参画組織である「明石市財政健全化推進市民会議」を新た

に設置し、現在、「明石市財政健全化推進計画」及び「明石市公

共施設配置適正化基本計画」の策定について、協議及び調査審議

を行っている。 

 自治基本条例の趣旨にも合致した、明石市の財政に関する重要

な計画であり、今後の財政運営に当っては、同計画の着実な推進

が求められる。 

（担当部課） 財務部財政課 

少子高齢化や経済の低成長

により、これまでも厳しい財

政運営となってきたが、今後、

全国的に人口減少が予測され

ていることや経済の先行きが

不透明であることから、さら

に困難な状況に直面すること

が見込まれる。 

こういった社会情勢の中、

「計画的な財政運営」や「健

全で持続可能な財政運営」は、

増々重要性を増している。 

より良い公共サービスを提

供していくことができる市政

運営の実現には、適切な財政

運営が不可欠である。 

 また、市民への財政情報の

公開、市民参画による総合計

画や事業評価等を踏まえた財

政運営は、参画と協働のまち

づくりに資するものであり、

自治基本条例の趣旨に適合し

たものである。 
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明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

（政策法務） 

第28条 市長等は、地域の実情にあった

質の高い行政を行うために、職員の法

務に関する能力を高めるなど、法務の

体制を充実しなければならない。 

２ 市長等は、積極的に政策づくりを推

進するため、自治立法権等を有効に活

用していかなければならない。 

法務制度法務制度法務制度法務制度    

自治解釈権や、自治立

法を有効に活用して、

地域の実情にあった政

策作りを推進する。 

・地方自治法 地方分権改革によって、法令の自主解釈及び自主立法について

地方自治体の処理する事務の範囲が拡大し、法政策の形成も含め

た法ルールに従った適正・公正・透明な処理が求められてきてい

る。 

また「コンプライアンス」が地方自治体にも高いレベルで求め

られるようになっている。 

このような背景の下、各分野に共通する法的問題を理解し、発

見するとともに、それに対して適切に予防又は解決することがで

きる法務能力及び地域独自の政策を法的に設計し、構築し、運用

することができる法務能力を備えた専門的な職員の存在が不可

欠になってきている。 

 現在、法の専門家である任期付弁護士職員により、①積極的な

政策作りを推進するための法令の自主解釈、②新しい政策を実現

するための自主立法としての条例づくり、③職員の法務能力向上

を目的とした職員向けの法務研修などを実施しており、、任期付

弁護士職員を活用することにより成果を上げている。 

（担当部課） 総務部法務課 

法の専門家である任期付弁

護士職員の採用により、地方

分権改革に伴う法令の自主解

釈や自主立法の拡大に対応し

ている。 

また、庁内の人材育成につ

いても、効果を上げていると

ころであり、法務能力の向上

が必要となっている社会情勢

に適合している。 

任期付弁護士職員の採用に

より、自治基本条例の求める

法務の体制の充実及び自治立

法権の有効活用が図られてい

る。 

（評価） 

第29条 市長等は、実施する事業等につ

いて、市民参画の下、検証及び評価を

行い、その結果を公表しなければなら

ない。 

２ 市長等は、前項の評価の結果を、総

合計画等、財政運営、予算編成、組織

編成又は個別の事業等に反映させるよ

う努めなければならない。 

３ 評価に関し必要な事項については、

別に条例で定める。 

評価制度評価制度評価制度評価制度 ・（仮称）評価条例 【【【【制度制度制度制度（（（（仕組仕組仕組仕組みみみみ））））のののの検討検討検討検討・・・・取組状況取組状況取組状況取組状況】】】】    

平成２１年度から全事務事業に関する内部評価である「事務

事業の総点検」を毎年度実施し、結果を公表している。 

  平成２５年度から市行政と市議会各会派代表者による「財政

健全化推進協議会」において事業の見直しについて協議し、協

議結果を勘案して事業見直し内容を決定し、次年度以降の予算

に反映している。 

平成２６年度からは市民参画の下での検証・評価の試行的な

位置付けで「財政健全化推進市民会議」を設置し、事業の見直

しについて協議を行っている。 

※事務事業に関する第三者評価である行政評価委員会による

評価を平成 19 年度から平成 22 年度の４年間、各年度 10 事

業程度ずつ実施していたが、事務事業単位の評価では、評価

する事業が少数に限られるということや、事業の実施手法や

事務の効率化に関する指摘が中心となり、事業の休廃止とい

った抜本的な改善にはつながりにくいこと、また、事業見直

しの効果に比べ、事務負担が過大であることといった課題が

あり、現在は休止している。 

※上記のほか、市民との意見交換会、第５次長期総合計画や分

野ごとの個別計画の策定及び推進に係る審議会、まちづくり

【【【【今後今後今後今後のののの予定予定予定予定】】】】    

市民参画の下での事業等の検証・評価については、財政健

全化推進計画に基づき、財政健全化推進市民会議において、

事業等の見直しについての検討を併せて実施することを重

視して、継続的に実施していくしくみを構築していく。 

併せて、多様な行政の活動に関して、より幅広い市民の参

画を得ながら、簡素かつ効率的に検証・評価を行う手法につ

いて、先進自治体の事例も参考に、引き続き研究していく。 

その後、第５次長期総合計画をはじめ、他の個別計画や施

策の検証・評価のしくみも勘案して、評価に関する条例を検

討する。 
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市民意識調査、各種のパブリックコメント等、様々な市民参

画手法により、市の活動に関して市民からの意見をいただい

ている。 

（担当部課） 財務部財政健全化室 

（行政改革） 

第30条 市長等は、積極的に市民活力を

活用しながら、持続可能な行財政体質

を構築しなければならない。 

２ 市長等は、質の高い、効果的で効率

的な市民サービスを行うため、行政改

革の推進に取り組まなければならな

い。 

行政改革制度行政改革制度行政改革制度行政改革制度    

第５次長期総合計画に

掲げる行政経営の展開

方針を実現していくた

めの目標及び取り組み

項目を定め、実施する。 

・明石市行政改革実

施計画（平成 23年

度～平成 25 年度） 

・明石市財政健全化

推進計画（平成 26

年度～平成 35 年

度策定中） 

行政改革実施計画については、下記の目標を掲げ、数値目標を

達成して計画期間を終了したが、喫緊の課題である財政の健全化

に集中的に取り組むため、新たに財政健全化推進計画を策定する

こととし、財政健全化推進協議会及び財政健全化推進市民会議等

で協議を進め、平成 27年 3 月に策定した。 

○行政改革実施計画の目標（平成 23 年度～平成 25 年度） 

 ①市民と市役所のパートナーシップの構築 

 ②選択と集中の実現 

 ③公共サービスの質の向上 

 ④職員力の向上 

 ⑤財政の健全化 

   数値目標 

・経常収支比率（目標 95%未満） 

・基金残高（目標 40 億円の確保） 

・収支改善総額（目標 H23 年度～H25 年度で 30 億円） 

・総人件費（目標 ５％削減（△10 億円）（H22 年度決算と H25

年度決算の総人件費の比較） 

（担当部課） 財務部財政健全化室 

引き続き厳しい財政運営を

強いられる状況にあることか

ら、行政改革実施計画（平成

23 年度～平成 25 年度）に掲げ

る５つの目標のうち、喫緊の課

題である財政健全化に集中的

に取り組むため、新たに財政健

全化推進計画を策定すること

とした。 

行政改革実施計画、財政健

全化推進計画とも、民間の力

の活用、持続可能な財政構造

の構築、市民サービスの向上、

効果的・効率的な事業運営に

取り組むこととしており、自

治基本条例第30条の内容に適

合している。 

（組織） 

第31条 市長等は、市民に分かりやすく、

簡素で機能的な組織を編成しなければ

ならない。 

２ 市長等は、市民サービスができるだ

け市民に身近なところで処理されるよ

う組織の整備、充実を図るとともに、

社会情勢又は市民ニーズの変化に的確

に対応し、常に組織の見直しを図らな

ければならない。 

組織制度組織制度組織制度組織制度    

行政需要の変化に的確

かつ迅速に対応し、政

策課題を着実に解決で

きるようにする。 

・明石市事務分掌条  

例 

・明石市事務分掌規

則 

新たな行政課題と複雑多様化する市民ニーズに対し、迅速かつ

柔軟な対応を図る体制を構築するために、組織横断的な課題に対

応できる柔軟で機動的な組織となるよう組織体制を整備する。 

職員数の削減、事務事業の見直しに併せて組織編成を行う際

に、所管課の意見を聞きながら、市全体のバランスを考慮しつつ

実情にあった組織体制となるよう整備する。 

（担当部課） 総務部総務課 

毎年度、時代のニーズにあっ

た組織となるよう、職員数、事

務量に適した組織改正を行っ

ている。 

 

組織改正に当たっては、総

合計画や施策・事業について

の個別計画と調整を図るとと

もに、市民と直接接している

所管課の意見を聞きながら行

っており、市民ニーズに的確

に対応していると考えてい

る。 

 

（行政手続） 

第32条 市長等は、市政運営における公

正の確保と透明性の向上を図り、もっ

て市民の権利利益の保護に資するた

め、別に条例で定めるところにより、

行政手続を適正に行わなければならな

行政手続制度行政手続制度行政手続制度行政手続制度    

処分、行政指導及び届

出に関する手続並びに

規則等を定める場合の

意見公募手続に関し共

通する事項を定めるこ

・明石市行政手続条   

例 

市民参画条例に定める意見公募手続（パブリックコメント）と、

行政手続条例に定める意見公募手続の区別が全庁的にあいまい

である。今後、庁内において更に周知を図っていく必要がある。 

（担当部課） 総務部総務課 

平成 27年 4月 1日付けで行

政手続法が改正され、新たに

「処分等の求め」や「行政指

導の中止等の求め」の手続が

新設された。本市の行政手続

においても同様に対応するた

行政手続条例を定め適正に

行政運営を行っており、自治

基本条例の内容に適合してい

る。 
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い。 とによって、行政運営

における公正の確保と

透明性の向上を図る。 

め、行政手続条例を改正した。 

（要望、苦情等への対応） 

第33条 市長等は、市民の市政に対する

要望、苦情等に対して誠実かつ迅速に

対応し、その内容を施策又は事業の改

善に反映するよう努めるとともに、当

該要望、苦情等に対する検討結果及び

その理由を公表しなければならない。 

広聴制度広聴制度広聴制度広聴制度    

市民の市政への参画と

協働を実現するため、

市政運営に対する要

望、提案等の重要性を

十分に理解し、誠実に

その内容を受け止め、

適正に対応すること。 

・明石市法令遵守の

推進等に関する

条例及び同条例

施行規則 

要望、提案等の記録については、明石市法令遵守の推進等に

関する条例において「要望、提案等の内容が単に事実、手続等

に関する問い合わせ、苦情、意見等にすぎないことが明白であ

ると認める場合」等は記録の例外としているが、実際には記録

の例外とするか否か判断が難しい場合もある。 

記録すべきものはきちんと記録するよう周知を図るなど、引

き続き適切な制度運用に努めたい。 

（担当部課） 政策部市民相談室 

より多様化する市民ニーズ

への対応が必要という社会情

勢に適合している。 

要望、提案等の重要性を十

分に理解し、誠実にその内容

を受け止め、適正に対応して

おり、自治の各基本原則（市

政への市民参画、協働のまち

づくり、情報の共有）に適合

している。 

（行政オンブズマン） 

第34条 市長は、市政に関する市民の権

利利益の侵害を救済する制度として、

別に条例で定めるところにより、行政

オンブズマンを設置する。 

行政行政行政行政オンオンオンオンブズマンブズマンブズマンブズマン制制制制

度度度度    

市民の市政に関する苦

情を公正かつ中立的な

立場で簡易迅速に処理

し、行政の非違の是正

等の勧告及び制度の改

善を求めるための意見

を表明することによ

り、市民の権利利益の

擁護を図る。 

・明石市法令遵守の

推進等に関する

条例及び同条例

施行規則 

行政オンブズマンに対する苦情申立て件数は少ないものの、行

政オンブズマン制度の趣旨・目的から、取扱い件数ではなく市民

にとって第三者による苦情相談窓口・苦情申立制度があることが

重要であると考えている。 

苦情申立てから結果通知まで日数がかかる場合もあり、関係課

からは事務手続の迅速化を求める意見があるが、複雑な案件もあ

り十分な調査を行った結果と考えている。 

今後も引き続き、行政オンブズマン制度の周知を図っていくと

ともに、公正さに加えより迅速な苦情処理を行っていきたい。 

（担当部課） 政策部市民相談室 

市民ニーズが年々多様化し

てきており、公正かつ中立的

な立場での市政に対する苦情

処理を行う行政オンブズマン

制度は、社会情勢に適合して

いる。 

明石市法令遵守の推進等に

関する条例で定められた「人

格が高潔で社会的信望が有

り、かつ、地方行政に関し優

れた識見を有する」行政オン

ブズマンにより、公正かつ中

立的な立場での市政に対する

苦情処理が図られており、自

治基本条例に定められた「市

政に関する市民の権利利益の

侵害を救済する制度」として

の仕組みに適合している。 

（法令遵守及び公益通報） 

第35条 市長等又は職員は、法令を誠実

に遵守しなければならない。 

２ 職員は、公正な職務の執行を妨げる

ような違法又は不当な事実があると思

ったときは、通報するものとする。 

３ 前項に規定する公益通報等に関する

処理その他必要な事項については、別

に条例で定める。 

コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス制制制制

度度度度    

市の事務執行における

法令違反行為などにつ

いて、職員が公益通報

を行うことにより改善

を図り、公正な職務執

行を確保する。 

・明石市法令遵守の

推進等に関する条

例第３章（内部公

益通報） 

現状は、公益通報を受け付けて調査を行うことができるのが外

部の弁護士である公益監察員のみとなっている。そのため、市内

部で改善が可能な軽微な事案であっても、通報があれば公益監察

員が対応することとなっており、やや過剰な取り扱いとなるケー

スもある。 

事案の重要度に応じて調査の方法を選択可能な制度にするこ

とを含め、検討が必要である。 

（担当部課） 総務部総務課 

制度の運用については、改

善が可能か検討 

法令遵守の推進等に関する

条例に内部公益通報について

定めるとともに、公益監察員

を設置し、制度運用を行うな

ど、自治基本条例に適合して

いる。 
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明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

（危機管理） 

第36条 市長等は、市民の安全と安心を

確保するため、適切なリスク管理（危

険を予測し、その対策を講ずることを

いう。）を行うほか、緊急事態に適切

に対処できる体制の充実及び強化を図

らなければならない。 

２ 市長等は、市民、関係機関並びに国

及び他の地方公共団体と相互に連携、

協力しながら、市民の安全と安心の推

進に取り組まなければならない。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

危危危危

機機機機

管管管管

理理理理

制制制制

度度度度    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

リスク管理、緊

急時連絡体制等

の整備及び職員

の安全・危機管

理意識の向上 

・明石市市民の安全

の推進に関する条

例 

大蔵海岸で発生した２つの事故から１３年が経過し、事故後に

入庁した職員が全職員の約３割を超えることから,事故の教訓や

再発防止に対する意識が風化することのないよう安全・安心文化

の継承を引き続き行っていく。 

リスク管理者制度の導入から８年が経過し、全庁的に市主催の

イベント、市が管理する施設等の安全管理が浸透してきた。今後

は、危機管理全般にわたりリスク管理者の資質向上を図る仕組み

を検討し、さらなる危機管理の強化に努める。 

日々業務で地域を巡回している水道検針業者、広報誌配布委託

業者、郵便局、新聞販売店の配達員等が発見した危険情報など（水

道メーターが止まっている、新聞や郵便物が長期にわたり取られ

ていない、道路陥没、危険建物など）を市へ通報する協定を順次

拡充し、安全・安心のまちづくりについて一層の強化を図る。 

（担当部課） 総合安全対策局 

各部から２名のリスク管理者を任命し、「市が管理する施設」

「市主催のイベント」でリスク管理（チェック）を行っており、

重大な事故は発生していない。 

 また、リスク管理協議を通じて職員の安全管理に対する意識

も向上している。 

リスク管理者制度において、毎年多くのイベントが実施され

る主要会場についてこれまでの実績から安全対策の基準を対

策局で取りまとめ、標準化した計画（マニュアル）を作成する

など、業務の効率化を行った。 

市民救命士講習については、毎年 300 名以上、３年で職員の

約半数である900名が受講することを目標にＡＥＤの使用方法

など市民救命に必要な知識の習得や意識啓発につなげており、

市民の怪我や急病により応急措置が必要な体制を整えている。 

7 月 21 日の「市民安全の日」に合わせて研修会等を開催し、

市職員の安全意識の向上を図るとともに、市の安全への取り組

みを紹介するパネル展を通じて、市民との危機管理意識を相乗

的に高めている。 

職員に対する違

法又は不当な要

求行為並びに暴

力的な行為及び

執務の妨害とな

る行為の排除 

・明石市法令遵守の

推進等に関する条

例 

・明石市暴力団排除

条例 

平成２５年度の不当要求行為は 2件であるが、当該事案に発展

する可能性があるものが 100 件近くある。不当要求行為に発展す

るまでに本局が適切に所管課で起こった事案に関与することで、

不当要求行為が未然に防止されている。 

（担当部課） 総合安全対策局 

本市に対する不当要求は、減少傾向にあるものの、いまだ絶

無には至っていないことから引き続き現在の事業内容に沿っ

て行っていくことで、職員の公正な職務遂行を確保し、公正か

つ公平な市政運営を図っている。 

近年、不当要求の内容は、複雑化し悪質な事案が見受けられ

ることから、職員の研修をより実践的なものに見直し、内容の

充実を図っている。 

近隣自治体で、窓口業務における行政暴力事件が発生した事

案を受け、凶器所持者等対応マニュアルに基づいて、職員の安

全及び適切な事務事業の確保・継続を目的に防犯訓練を継続実

施している。 

武力攻撃や大規

模なテロなどが

発生した場合の

市民等の生命、身

体及び財産の保

護 

・国民保護法 有事に際しては、市民への情報提供を迅速かつ正確に伝えるこ

とが特に重要であることから、日頃より全国瞬時配信システム

（J-アラート）の点検に努めるとともに、全国一斉情報伝達訓練

にも積極的に参加するなど、万一の事態において、的確な対応が

可能な体制維持に取り組んでいる。 

（担当部課） 総合安全対策局 

平成 19 年 3 月に明石市国民

保護計画策定後、平成 23 年 10

月には情勢変化に応じた計画

の見直しを行っている。 

平成 19年 3月に明石市国民

保護計画策定後、平成 23年 10

月には情勢変化に応じた計画

の見直しを行っており、緊急

事態に適切に対処できよう、

計画に基づいて日頃からシス
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テムを点検し、積極的に訓練

を実施している。 

地域防犯の推進 ・明石市市民の安全

の推進に関する条

例 

多種多様化する街頭犯罪等から被害を未然に防ぎ、市民が犯罪

に遭わない安心して暮らせるまちづくりのため、警察や防犯協

会、地域団体、学校などと連携した取組みを継続して行っていく

ことが重要である。 

（担当部課） 総合安全対策局 

市内の刑法犯の認知件数は、明石警察署、明石防犯協会、地

域団体、教育委員会等と連携した様々な防犯活動の成果によ

り、平成 14 年の 11,555 件をピークに減少傾向にあり、平成 25

年度は 3,796 件と、平成 14 年の半分以下となっている。 

水災の警戒及び

防止による被害

の軽減及び公共

の安全 

・水防法 

・災害対策基本法 

・土砂災害防止法 

災害対策本部体制と水防本部体制の一元化による命令系統の

明確化で、より迅速な対応が図れるようになったが、その実効性

の確保や更なる対応力の向上に取り組んで行く必要がある。 

（担当部課） 総合安全対策局 

毎年１回明石市防災会議を開催し水防計画の見直しを実施

している。また、水防活動マニュアルを随時見直し、実効性の

確保に努めている。 

例年水防訓練を実施し、実動型訓練又は市民参加型の訓練を

積み重ね、被害の軽減を図っている。 

災害による被害

の防止又は軽減 

・災害対策基本法 

・明石市防災会議条

例 

・明石市災害対策本

部条例 

市民の生命及び財産を守ることは、自治体として最も重要な責

務の一つであるが、市民に対しても、出前講座や地域の防災訓練

への支援を通じて、自助・共助の重要性を啓発し、地域防災力の

向上を継続して図っていく必要がある。 

 また、大規模災害に備え、災害時応援協定の拡充及び協定締結

機関との更なる連携強化を図っていく必要がある。 

（担当部課） 総合安全対策局 

毎年１回明石市防災会議を開催し、災害対策基本法の改正等

を踏まえた地域防災計画の見直しを実施している。 

また、例年防災訓練を実施し、市の災害対応力の強化及び防

災関係機関や協定締結機関との連携強化を図っている。 

新型インフルエ

ンザや新感染症

が発生した場合

に、感染拡大を可

能な限り抑制し、

市民の生命及び

健康を保護する

とともに、市民生

活及び市民経済

に及ぼす影響が

最少となるよう

にする。 

・新型インフルエン

ザ等対策特別措置

法 

新型インフルエンザ等対策特別措置法及び明石市新型インフ

ルエンザ対策行動計画に基づき、国、県と連携しながら、発生段

階に応じて、「実施体制」「情報収集・提供」「予防・まん延の防

止」「医療体制」「市民生活及び市民経済の安定の確保」の５つの

基本的項目に従い必要な対策を実施する。 

平成 21 年度に「明石市新型インフルエンザ対策行動計画」を

抜本的に改定し、発生に備えた具体的な体制を構築していたが、

特別措置法及び政府行動計画、県行動計画と整合性を図るため、

新型インフルエンザ対策推進協議会で有識者からの意見を諮り

ながら改定作業を進め、パブリックコメントを経て平成 27 年３

月に改定した。 

（担当部課） 総合安全対策局 

新型インフルエンザ対策行動計画を改定し、発生に備えた具

体的な体制を構築している。 
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明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

第５章 国及び他の地方公共団

体との関係 

（国及び他の地方公共団体との関

係） 

第37条 市長等は、共通の課題又は広

域的課題を解決するため、国及び他

の地方公共団体と相互に連携し、協

力するよう努めるものとする。 

    

    

行政連携制度行政連携制度行政連携制度行政連携制度    

共通する行政課題や

広域的な行政課題の

解決及びまちの活性

化 

 

 

・地方自治法第 1条の

2 

・神戸市隣接市・町長

懇話会規約等 

 

 

人口減少社会に突入している時代であることから、単独による

行政サービスの提供から相互補完による行政サービスの提供へ

のシフト等、より踏み込んだ行政連携を検討していかなければな

らないと考えている。 

行政連携の事例 

・神戸隣接市・町長懇話会 

神戸市と神戸市に隣接する８市町の首長が広域的な行

政課題について情報及び意見の交換 

・淡路市、養父市との交流事業 

  「時のウィークでの物産販売」「ふるさとの味交流会」

「明石海峡大橋海上ウォーク」「氷ノ山・鉢伏山紅葉登

山大会」等の交流事業を実施 

・東播地域地下水利用対策協議会 

  地下水の保全を図るため、工業用井戸の新たな掘削や廃

止についての届出の受理等の事務の実施 

・東播磨流域文化協議会 

  東播磨地域における地域活性化施策等に関する情報交

換、意見交換等の実施 

・播磨広域連携協議会 

  「はりま酒文化ツーリズム」等の事業による全国への播

磨地域の情報発信と防災面での連携 

・県市長会 

  県下各市等に共通する都市制度、都市問題等にかかる課

題についての情報交換及び調査研究 

・東播磨地域づくり懇話会 

  東播磨における重要な地域課題等に関する県との協議 

（担当部課） 政策部政策室 

 

 

行政需要の多様化、政策課

題の広域化がますます進展し

てきている中、それに対応す

べく各種会議等で協議等を行

っている。 

 

 

各種会議等において、広域

的な行政課題の解決を図るた

めの協議や活動を近隣他市町

等と行っている。 
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明石市自治基本条例 制度（仕組み） 関係条例等 制度（仕組み）の運用上の課題と考え方 
制度(仕組み)の内容が社会

情勢に適合しているか 

制度(仕組み)が自治基本条

例の内容に適合しているか 

第６章 条例の検証及び見直し 

（条例の検証及び見直し） 

第38条 市長等は、この条例の施行後、

５年を超えない期間ごとに、この条例

の内容が本市にふさわしく、社会情勢

に適合しているかどうか検証し、その

結果を踏まえ、この条例及びこの条例

に基づく制度等の見直しが適当である

と判断したときは、必要な措置を講ず

るものとする。 

２ 前項に規定する検証及び見直しは、

市民参画の下で行われなければならな

い。 

附 則 

この条例は、平成22年４月１日から施

行する。 

検証対象外 

 


