び基準不適合の広告物の
削減に向けて制度のさら
なる周知を図るなど、良
好な景観の形成、安全・
安心のまちづくりの観点
等から、市独自のきめ細
やかな取り組みを実施さ
れたい。
③ コミュニティ交通運行事業
運行経費の増大により
経営環境は厳しい状況に
あることから、改めて事
業の現状を検証し、路線
の確保を図られたい。
【教育費】
①学校園運営支援事業
統合型校務支援システ
ムについては、学校現場
におけるよりよい教育環
境の整備や教職員の負担
軽減のため、早急な導入
を検討されたい。
②学力向上推進事業
小中一貫教育について
は、９年間を見通した指
導により学力向上を図り
「生きる力」を育成する
ため、モデル校での取り
組みを拡充するとともに、
より一層の調査研究を進
められたい。
③特別支援教育推進事業
支援を必要とする児童
生徒の増加に伴い、実情
に応じた特別支援教育指
導員の配置に努められた
い。
④教育相談事業
いじめや不登校などの
相談に対応するため、教
育相談員・専門相談員・
スクールソーシャルワー
カーなどの専門的な人材
を確保し、きめ細かな支
援により子どもの健全育
成に努められたい。
⑤学校現場のＩＣＴ化
環境整備の遅れを認識

し、学力向上の観点から
重要課題として早急に取
り組まれたい。
⑥ 小学校等給食衛生管理事業
給食調理室の空調設備
が整っていない学校もあ
ることから、安全で安心
な給食を提供するため、
食中毒や調理員の健康面
への配慮も含め、早急に
環境整備を進められたい。
特別会計
◎介護保険事業特別会計
①認知症総合支援事業
住み慣れた地域での見
守りが重要であり、認知
症サポーターの効率的な
育成を進め、地域での認
知症支援体制の充実に一
層努められたい。
公営企業会計
◎水道事業会計
① 大口使用者の使用水量減少
大口使用者の使用水量
減少などに伴い、料金収
入が減少傾向にあるが、
今後インフラの更新に多
額の費用を要することも
予想されるため、中長期
的な視点に立ち、市民生
活に影響を及ぼすことの
ないよう、対策を図られ
たい。
②水源の確保
今後も良質な水道水を
安定的に供給するため、
河川水の水質を踏まえて、
県や阪神水道企業団から
の受水割合を増やすなど、
多様な水源の確保に努め
られたい。
◎下水道事業会計
① 下水道施設の計画的な更新
老朽インフラ対策につ
いては、下水道ストック
マネジメント計画に基づ
き、計画的かつ効率的な
更新に努められたい。

新庁舎整備検討

―

―

特別委員長に聞く

の意見などが出され、委員会は現
在地を整備場所として進めること
を全会一致で決定しました。市民
の財政負担を軽減できるよう、ま
た防災面や市民参画などに考慮し
ながら全庁挙げて早期に進めてい
くことを市に求めています。
委員長から一言
市の財政状況や市民の利便性な
どあらゆる観点から、これからも
議論してまいります。

委員長から一言
市議会は、市民の目線に立った
身近な議会となれるよう、日々、
努力しなければなりません。本会
議や委員会は傍聴できますので、
ぜひ足を運んでください。
市民のためになる、よりよい市
議会となるよう責任を果たしてま
いります。

審議の充実、議会運営の効率化を
図っているところです。

―

委員長に聞く

重点的に取り組む事項
新庁舎の整備場所は、約２年半
にわたり複数の候補地について議
論してきました。９月の委員会で
は、委員から、庁舎整備には国の
財政支援メニューがあり、これを
活用することで約 億円の財政負
担を軽減できるが、その適用期限
が迫り早急に結論を出す必要があ
る、現時点で議会として歩み寄り
が可能な候補地は現在地であると

議会運営

―

重点的に取り組む事項
当委員会は、議会が適正かつ円
滑に運営できるように準備・調整
する重要な役割があります。
また、会議日程や議案、市民・
団体 からの請願や陳情の取り扱い
などについて、各会派から選出さ
れた委員の意見を取りまとめ、議
会として一 定の方向を示す役割も
担っています。さらに今年度から
はタブレット端末を導入し、議会

【議会歴】
在職６期。議長、副議長、
監査委員、建設企業常任
委員長などを歴任。70 歳。

決算を認定するに
あたり出された
附帯意見

中核市として無許可及

あかし動物センターや
附帯意見は市議会の意見
あかし保健所などにおい
などを表明するもので、
今
ては、質の高い市民サー
後の行 財 政 運 営に役 立て
ビスを提供するため、専
ることを求めています。
門職の確保等、適切な人
⑤明るい選挙推進事業
員配置に努められたい。
投票率向上のためのよ ②あかし動物センター管
り効果的な活動を積極的
理運営事業
に進められたい。
市民ボランティアや関
【民生費】
係団体とのさらなる連携
①避難行動要支援者名簿 を進めるなど、殺処分ゼ

整備等事業
ロの達成に向けて一層取
災害時に地域における り組まれたい。
避難支援を円滑に行うた ③ごみ減量化推進事業
め、対象者と地域の理解
今後、予定されている
を得ながら自治会等への 新ごみ処理施設の建設も
名簿提供件数を増やすこ 見据え、プラスチックご
とで、要支援者の安否確 みも含めたごみ排出量の
認等が迅速に行える仕組 さらなる減量化に取り組
みづくりをさらに進めら まれたい。
れたい。
【農林水産業費】
② 高年クラブ活動促進事業 ①農業一般振興事業
増加する高齢者の地域
農業従事者の高齢化と
における生 きがいづくり、 担い手不足が進んでいる
健康づくりの場として、 ことから、地域の特性と
活性化のためのさらなる 実情に応じた柔軟な取り
支援策について検討され 組みにより、持続可能な
たい。
農業経営基盤の構築に努
③ 保育
 士確保等緊急対策事業 められたい。
処遇改善等の人材確保
【商工費】
の取り組みが奏功してい ①ブランド化事業
るが、今後、国の保育料
海外販路のさらなる拡
無償化等により全国的な 大に取り組むほか、新た
人員不足が予想されるた な産品のブランド化や６
め、保育士確保と保育の 次産業化などにも取り組
質の向上に一層努められ み、国内外での明石産品
たい。
のさらなる消費拡大と高
④生活保護運営事業
付加価値化に努められた
生活保護制度の円滑で い。
安定的な運営を図るため、
【土木費】
ケースワーカーの人員不 ①交通安全施設整備事業
足や過重労働等の問題に
通学路の安全を確保す
ついて早急に解消できる るため、早期の整備完了
よう組織体制の整備を図 を目指し、国の交付金な
られたい。
どの財源確保に積極的に
【衛生費】
取り組まれたい。
② 屋外広告物規制事務事業
①中核市移行に伴い設置
した施設の人員配置

【議会歴】
在職４期。議長、副議長、
監査委員、建設企業常任
委員長、議会運営委員長
などを歴任。60 歳。

穐原 成人



一般会計
歳
<入 【
>市債】
①臨時財政対策債
将来の負担が過度なも
のとならないよう発行は
慎重に行うとともに、地
方交付税による配分の拡
大を引き続き国に強く働
きかけられたい。
歳
<出 【
>総務費】
①広報刊行物発行事業
広 報 あかしについては、
新聞発行部数が減少して
いる中、より多くの市民
に的確に市政情報を届け
るため、スマートフォン
等のアプリを活用するな
ど情報発信の充実が図ら
れるよう、効果的な配布
方法について検討された
い。
②ふるさと納税促進事業
明石のたからものを全
国に発信する機会でもあ
ることから、返礼品のさ
らなる発掘に努めるなど、
収支の黒字化に向けて積
極的に取り組まれたい。
③中心市街地活性化事業
次期計画の検討に向け
て、県の明石港東外港地
区再開発計画の推進も視
野に、国・県との連携を
強化し、まちのにぎわい
や回遊性をさらに向上さ
せるよう取り組まれたい。
④ 協働
 のまちづくり推進事業
市内全校区でのまちづ
くり計画の策定に向け、
各校区の課題やまちづく
りの進捗状況にあわせた
きめ細やかな支援に努め
られたい。

ひ と

な り

は ら

出雲 晶三
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【担当分野】
新庁舎整備に関する事
項について、調査・研
究を行うとともに、関
連する予算その他の議
案について審査します。

【担当分野】
議会の円滑な運営に必
要な協議や意見の調整、
法定の事項に関するこ
となどについて審査し
ます。

あ き

ぞ う

しょう

づ も

い

市議会として候補地を決定

議会運営のさらなる効率化を図る
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