出された附帯意見

決算を認定するにあたり

一般会計

整備や人材確保の推進、
幼稚園預かり保育の拡
充などにより、待機児
童の早期解消に努めら
れたい。

附帯意見は決算を認定するに
あたり、市議会の意見などを
表明するものです。審査の結
果を来年度予算をはじめ今後
の行財政運営に役立てること
を求めています。

⑵契約事務事業
各事業の入札不調が
増えているため、発生
原因を十分に調査・研
究し、今後の改善に努
められたい。
⑶協働のまちづくり推進
事業
中間支援組織と市の
それぞれの役割につい
ては、効果的な役割分
担の在り方を検証し、
相互の連携により協働
のまちづくりの推進に
努められたい。

⑶環境衛生・ごみ処理に
関する諸事業
再資源化の促進、収
集車の火災事故予防、
適切な焼却施設の運営
の観点から、引き続き
市民との協働によるリ
サイクル率の向上、分
別の徹底、生ごみの水
切りや堆肥化によるご
み減量化の啓発などに
取り組まれたい。

【商工費】
⑴産業交流センター管理
運営事業
産業交流センターの
貸館業務については、
今後、市全体の施設配
置適正化の検討におい
て、当初の設置目的に
とらわれず、本施設用
途の見直しも視野に入
れ、有効利用を図られ
たい。
【土木費】
⑴海岸利用マナーアップ
推進事業
大切な資源のひとつ
である海岸を魅力ある
ものにするため、林 崎・
松江海岸の利用者マナ
ー向上と適正管理を行
い、利用者増につなが
るよう努められたい。
⑵海岸施設維持管理事業
大蔵海岸多目的広場
の平日昼間の利用が少
ないため、柔軟な料金
設定など、稼働率を向
上させる具体的な取り
組みを検討されたい。

【教育費】
⑴学校安全管理事業

安全対策モデル事業
の実施校を拡大するに
あたり、各学校の実情
に応じて関係者と十分
に協議したうえで、慎
重に進められたい。
⑵放課後児童健全育成事
業
待機児童の解消に取
り組むとともに、指導
員の資格要件や処遇面
の課題の検討などによ
り、指導員確保に努め
られたい。

特別会計

◎石ヶ谷墓園整備事業特
別会計
⑴墓園の維持管理
使用者の住所等が不
明な墓地の状況把握に
努めるとともに、管理
料徴収の見直しを含め
た管理運営方法の方向
性を示すなど、財源の
確保に努められたい。

▽不採択となった請願△
○２０１６年度地方財政確立にかかる意見
書採択の請願
○明石市議会基本条例の遵守を求める第２
次請願
▽取り下げとなった請願△
○国に対して、安保法案（戦争法案）の廃
案を求める意見書提出の請願
○安全保障関連法案を慎重に審議する意見
書を国に提出していただくよう求める請
願
○「平和安全法制整備法案」と「国際平和
支援法案」の慎重審議を尽くすよう求め
る意見書を国に提出していただくよう求
める請願
○安全保障関連法案について慎重審議を求
める請願

民衆の力で開港させた先輩方に誇りを感じます
国生み神話の地、淡路を対岸に明石は海峡都市
として古くから栄えてきました。明石には、
流通の拠
点として不可欠な港が各地にありますが、このたび
は、
二見港の歴史を紹介いたします。
安 政２年（１８５５年 ）、
二見の商 人がこの地を豊
かにするためには港の建設が必要であると、領主や
村 人 を 説 得 し、
お金 を工面して港 の 建 設に着 手し
ました。当時の土木技術では数多くの苦労があった
と想像されます。また、
この商人の熱い誠意から、
地
元の漁 師 も手 弁 当で労 力 奉 仕したそ う で す。こう
して４年 目の安 政６年に民 衆の力 と汗で港 が 完 成
ほ しか
し、 東 播 地 域の産 物が活 発に出 荷され、また干 鰯
等も多く入荷でき、にぎわいを見せた港を中心に
二見が栄 えてきました。行 政 主 導でなく、まちの繁
栄を願う民衆の力で成し遂げてきた先輩方の偉業
に誇りを感じます。

市政に要望や
意見があるときは

〈歳入〉
⑴歳入確保の取り組み
歳入の根幹となる市
税収入を増やすことが
重要であり、長期総合
計画に沿った人口維持
を目指すためにも、積
極的な施策の方向性を
早期に示されたい。
⑵明石クリーンセンター
における歳入確保
電力売却、メガソー
ラー発電等の歳入確保
の取 り 組みについては、
事業拡大を検討するな
ど、さらなる歳入確保
に向けて取り組まれた
い。
⑶生活保護における医療
扶助
受診内容による指導
基準の精査や適切なレ
セプト点検、医師会と
の連携などにより、扶
助費の適正な執行に努
められたい。

◎下水道事業特別会計
⑴下水道処理施設のネッ
トワーク化

事業化へ向けて取り
組んだ成果を無駄にす
ることがないよう、さ
まざまな意見を聞きな
がら、引き続き検討さ
れたい。

市政への要望や意見
があるときは、文書に
して市議会に提出する
ことができます。
議員を通して出すと「請願」、
直接出すと「陳情」といいます。
請願は委員会で審査し、本会
議で採択されると関係機関等へ
対応を求めることになります。
書式例などについては、市議
会ホームページをご覧下さい。

!!

【衛生費】
⑴各種がん検診事業

【農林水産業費】
⑴農漁業振興に関する諸
事業
関係機関との緊密な
連携の下、資源の増進
や生産性向上の効果が
実感できるような施策
となるよう、引き続き
積極的な支援策を講じ
るとともに、担い手の
確保の方策についても
検討されたい。

⑶中心市街地回遊性維持
・向 上（ 緊 急 雇 用 ）事 業
明石おもてなしコン
シェルジュ等の緊急雇
用事業と観光協会の観
光案内所との役割分担
を踏まえ、今後の回遊
性や賑わいの維持・向
上に関する施策の方向
性を検討されたい。

適切な管理運営を

安心できる子育て環境を
がん予防の取り組み
については、早期発見
が重要であることから、
さらなる検診受診率の
向上を目指した市民へ
の啓発に努められたい。
⑵食用油・小型家電リサ
イクル事業
回収量の増加により
費用対効果の向上も見
込まれることから、回
収拠点の増設や市民へ
の啓発に努め、環境保
全とコストのバランス
に配慮した再資源化の
推進に取り組まれたい。

フットサルやグラウンドゴルフに

ごみと資源物を正しく分別
質の高い明石の食材

コミュニティ創造協会との打ち合わせ

【民生費】
⑴民生委員・児童委員活
動事業
民生委員・児童委員
は行政と市民をつなぐ
〈歳出〉
重要な役割を担ってい
【総務費】
ることから、より充足
⑴地域防犯事務事業
率が向上するよう努め
られたい。
市民が安心して暮ら
せるまちをつくるため、 ⑵保育所の待機児童対策
明石警察署とのさらな
潜在的なニーズの把
る連携強化に取り組み、
握に努めるとともに、
地域防犯力の向上に努
公立、私立保育所の地

められたい。
域の実情に応じた施設

明石クリーンセンター内メガソーラー
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