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総合戦略に基づく平成 28年度の主な取り組み実績 
 

基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１安心して子育てができるまちづくり 

項  目 実  績 

出産・子育てに向けた 

不安解消（再掲） 

子育て世代包括支援センターの設置 
○子育て世代包括支援センターを設置し以下の内容を実施 
・妊娠届出時に保健師が面接を実施 
平成28年度実績 妊娠届出者：2,683人 転入妊婦：234人 合計：2,917人 

妊婦面談数：1,614（55.3％） 
 ・平成29年１月27日こども健康センター開設後は妊娠届出窓口を一元化し、全

ての妊婦に対して面接を実施 
平成29年１月27日～平成29年３月31日までの妊娠届出者・転入妊婦面接： 
629人（100％） 

・妊婦本人と面談を実施した場合、妊娠中や産後の赤ちゃんとの外出支援を目
的としたタクシー券（5,000円分）を交付。（平成29年１月27日以降） 

・支援が必要と思われるハイリスク妊婦に支援計画を作成し、支援を継続的に
実施 

・プレママブック（妊婦の情報誌）の協働発行 
・「養育支援ネット」による医療機関との連携（約150件）推進 
・子育て支援センター等、その他子育て各関係機関との連携 
・地区担当保健師と連携し、地域における子育て支援ネットワークの構築 

子育てにかかる負担の

軽減 

１多子世帯の保育料軽減 

・対象：第２子以降に係る保育所や幼稚園等の保育料 

・内容：兄弟姉妹の年齢、保護者等の所得にかかわらず無料 

・時期：平成28年９月から実施 

・助成対象児童数：平成28年度 延べ25,782人 

・助成実績額：平成28年度 432,415千円 

 

２こども医療費の完全無料化の継続 

・助成対象：中学校修了前のこどもを養育している者で健康保険に加入してい

る者 

・助成期間：15歳に達する年度の末まで（中学校修了前） 

・助成内容：通院・入院とも中学３年生まで、保護者負担なし、所得制限なし 

・助成対象児童数（年度末） 平成28年度 42,657人 

・助成額 平成28年度 1,293,068千円 

ひとり親家庭への支援 

 

ひとり親家庭の生活支援の充実（生活応援講習会の開催など） 

○国の制度改正による支援の拡充 

・児童扶養手当の第２子以降加算額の増額 

・自立支援教育訓練給付金の増額 

○ひとり親家庭総合支援パンフレットの作成 

・現在配付している、ひとり親家庭サポートパンフレットの内容を更に充実さ

せ、ひとり親相談や各種手続の際に配付 

○母子家庭の交流機会の提供 

・母子家庭を対象に、母親同士の情報交換や親子の交流の機会を年４回程度提

供し、生活の不安や負担の軽減を図るとともに、自助グループの結成を促進 

○ひとり親家庭総合支援月間の取組 

・児童扶養手当の現況届提出期間(８月)中、気軽に専門相談が受けられる総合

相談会を開催するなど、ひとり親支援を強化 

○就職活動に対する支援の実施 

 ・母子家庭等の自立促進を図るため、就労支援員がハローワークなどと連携し

て行う就職活動のサポートを強化 
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２良好な教育環境の整備 

項  目 実  績 

学習環境の向上 

学力向上の推進 
・「わくわく地域未来塾」（国語・算数の学力補充教室）  

H28 参加希望の小学校児童を対象に、20小学校に拡充し土曜日に実施。 
・「数学・英語応援団」（数学・英語の学力補充教室）  

H28 参加希望の中学生を対象に、全中学校で放課後に実施。 
・「おもしろドキドキ科学教室」  

H28 小学生向け７回、中学生向け１回、計８回実施。 
（対象は小学校５・６年及び中学校１・２年）  

・「全国学力・学習状況調査分析委員会」 
本市の児童生徒の学力の状況を分析、検証し、指導改善方法を提示。年間２回
実施。 

心豊かな人づくり 

子どもの読書活動の推進 

○小・中・養護学校の蔵書については、文部科学省の学校図書館図書標準冊数100%

の維持、 並びに内容の充実に努めるとともに、明石商業高等学校の蔵書の充実

を図り、子どもの読書環境の向上に努めた。 

・小学校：6,853冊（245冊/校）、中学校：3,869冊（298冊/校）、 

養護学校：18冊、明石商業高校：383冊（平成28年度購入冊数） 

○読書啓発のため、対象者別推薦図書ブックリストの配布 

○読書活動啓発行事等の開催 

・子どもに伝えたい「本」感動大賞の実施 

平成28年度：「本の帯」1,823人、「一枚の絵」1,131人、計 2,954人応募 

○ブックママ等読書ボランティアを対象とする研修会を開催 

 ・平成28年度：「図書の修理について」（平成29年２月23日開催、29人参加） 

 

３子育てと仕事の両立のための環境をつくる 

項  目 実  績 

就学前教育・保育の 

充実 

１保育所の待機児童解消に向けた緊急対策 
私立保育所及び認定こども園を整備する民間法人に対し、補助金を交付 
・平成28年度実績（拡充数） 
保育所の新設      ５か所 410人 
認定こども園の新設   ２か所 111人 
分園の設置       ４か所 106人 
既存施設の定員増    ７か所 141人 
小規模保育事業の新設  １か所  18人 
合計          19か所 786人 

 
２認可外施設を利用する世帯等に対する支援 
○認可外保育施設等利用者への支援 
 ・対象者：国立施設、新制度に移行していない私立認可幼稚園、認可外保育施

設を利用している世帯 
 ・助成額：月20,000円（上限） 
 ・時期：平成28年９月から実施 
 ・助成対象児童数：平成28年度 347人 
 ・助成実績額：平成28年度 37,447千円 
○在宅子育て世帯への支援 
 ・対象者：保育所の利用を申し込み、待機児童となっている世帯で、保護者に

代わって親族やベビーシッター等が保育している世帯 
 ・助成額：月10,000円（一律） 
 ・時期：平成28年９月から実施 
 ・助成対象児童数：平成28年度 201人 
 ・助成実績額：平成28年度 10,750千円 
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項  目 実  績 

学童期における放課後

対策の充実 

放課後児童クラブの充実 

○育成内容の充実 

・育成時間の延長 

  保護者のニーズを踏まえ、育成時間を延長 

  閉所時間の延長(午後６時30分⇒午後７時) 

  土曜日・学校行事振替休業日の開所時間の延長(午前８時30分⇒午前８時) 

・地域等との連携 

  放課後子ども教室との連携やあかねが丘学園卒業生等による体験活動を実施 

○指導体制の充実 

 ・補助指導員制度の実施 

   指導員を安定的に確保するため、子どもに係るボランティア活動や子育て経

験のある者を補助指導員として採用 

・指導員の賃金改定 

   優秀な指導員を安定的に確保するため、指導員の処遇を改善 

・主任指導員の配置 

責任体制の明確化及び指導体制の充実を図るため、児童クラブに主任指導員

を配置(鳥羽児童クラブ、花園児童クラブ) 

○施設整備 

・朝霧児童クラブ、林児童クラブの専用施設(プレハブ建物)を整備 

・学校の余裕教室等を活用した施設整備を実施（５児童クラブ） 

○児童クラブ入所児童数（４月１日現在） 

 ・平成28年度 2,641人（定員3,106人） 

 

４社会全体でこどもを育む 

項  目 実  績 

子どもの貧困対策 

養育費確保の取組 
○面会交流支援の拡充 
 ・面会交流の日程調整や受渡しなど支援を開始 平成28年度 8回実施 
○ひとり親家庭総合支援月間の実施 
 ・児童扶養手当の現況届提出期間である８月に法律相談会を開催するなど、ひ

とり親家庭に対する総合支援を実施 
 ・養育支援講座（ガイダンス） 平成28年度 104名に実施 

子育てネットワークの

拡大 

児童虐待への対策強化（要保護児童対策地域協議会「こどもすこやかネット」の
運用など） 
○児童虐待等に関する相談等への対応 
・支援策検討会議等の開催 
・アドバイザーを迎えての事例検討会等 

○児童虐待防止推進のための啓発活動 
・オレンジリボンキャンペーンの実施 

  （協賛企業・団体数 平成28年：89件） 
・「こどもすこやかネットだより」の発行：年２回 各14,300部 

○児童虐待未然予防のための取り組み 
・家庭支援講座 平成28年度：36名（延60名） 
・未来のパパママ事業 平成28年度：１校・２クラス・55名 
・里親制度啓発推進事業 

  参加者数 平成27年度：２回105名  平成28年度：１回35名 
○こどもスマイル100％プロジェクト 

・こんにちは赤ちゃん訪問事業で民生児童委員・主任児童委員により状況確認
等できなかった家庭は、子育て支援課による日中や夜間の訪問、調査を実施。 

・乳幼児健康診査未受診者に保健師の訪問等により健康状態が確認できない場
合については、要保護児童対策地域協議会と連携した状況把握に努める。 

・学校教育課と連携し、就学前健診未受診で子どもの確認が取れない場合は、

要保護児童対策地域協議会に連携した状況把握に努める。 
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基本目標２ 新たな人の流れをつくる 

１働きやすい環境をつくる 

項  目 実  績 

若年層の就労支援 

若年者就労支援ネットワークの構築 
○就労支援を必要とする若年無業者等の把握、職業的自立支援に関する事業の連
携等を目的にし、市及び関係機関の連携強化を図るため、明石公共職業安定所、
あかし若者サポートステーション、明石商工会議所、明石市福祉部生活福祉課
等が参加し「あかし若者自立・就労支援ネットワーク会議」を開催した。 

女性の活躍推進 

１女性の就業相談窓口の充実 
・女性の就労相談員１名を配置し、女性のための就労相談を実施した。 
 相談件数：延べ245件、うち就職件数：20件 
・ハローワーク等との連携により、「再就職準備セミナー」を開催した。 
 参加者：20名 
 
２仕事と子育ての両立できる環境づくり（特定事業主行動計画の策定、一般事業
主行動計画の策定促進） 

・女性活躍推進法に基づく「明石市特定事業主行動計画」や市町村推進計画を推

進した。 

・一般事業主行動計画策定促進へ向け、ホームページによる情報提供を行った。 

 

２住みやすい環境を整備する 

項  目 実  績 

交通ネットワークの整備 

コミュニティバス「たこバス」の利便性の向上（ＩＣカードの導入など） 
○下記の利用促進策等を実施し、４年連続で目標の年間利用者100万人を達成 
（平成28年度 1,063,415人/年） 
・利用促進キャンペーン 
・エコファミリー制度 
・フェイスブック等による情報発信 
・サポーター認定 
・たこバスナビの導入 
・地域イベントへの参加 
・大型スーパーマーケットと連携した利用促進 
・交通事業者と連携した明石市内バス無料乗車券の配布 
・グッズ販売  
・出前講座の実施 

市域の均衡ある発展 

１中心市街地の活性化 
○明石駅前広場の再整備と共同建替の推進 
・平成28年度に策定した第２期中心市街地活性化基本計画に基づき、その核とな
る明石駅前南地区市街地再開発事業が完了し、明石駅前再開発ビルを核とした
中心市街地の活性化と賑わいの向上が図れた。 

 
２大久保駅南地区の土地利用の促進 
・工場跡地について、市民サービスの向上に資する公共利用と、周辺と調和のと
れた良好な住環境を誘導するため、日本たばこ産業株式会社と意見交換を実施 

生活基盤整備 

魅力ある都市公園の整備 
○平成28年度主な委託・工事等 
・石ケ谷公園ほか園路補修等工事 
・東藤江サクラ公園ほか藤棚更新工事 
・公園樹木等維持管理業務委託 
・公園施設等の修繕 

○遊具等の更新 
・昭和54年～平成５年までに設置された、27公園の遊具等を更新（遊具：37基、

施設：３基） 
・平成28年度実績 １公園 公園灯17基 

○建物の耐震化 
・平成28年度  明石中央体育会館 耐震化工事 
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項  目 実  績 

自然環境の保全、良好

な景観形成の推進 

市内主要駅周辺の喫煙防止対策 
○「たばこを吸う人にとっても、吸わない人にとっても安全で快適な駅前環境」
の実現 

 ・主要駅に喫煙所を設置し、歩きたばこと吸い殻のポイ捨て対策を実施し、駅
周辺の環境整備を行った。 

  （平成28年度：大久保駅２ヶ所） 
 ・散乱防止重点区域内におけるパトロールを行った。 
  （平成28年：パトロール248回/声掛け注意1,055件） 

 

３明石への関心を高め、定住を促す 

項  目 実  績 

シティセールスの推進 

１都市ブランドの確立と共有の推進 
・明石駅前再開発ビル５階に明石の海と魚の魅力を発信する「さかなクンコーナ
ー」を開設した。 

・「たこリンピック in 明石」を明石市立産業交流センターで開催した。タコで有
名な全国８市町のブース出展の他、さかなクンのお魚教室など開催するなど、
明石の“たからもの”である「明石だこ」を市内外にＰＲした。 

 
２移住に向けたまちのプロモーション 
・「ＳＮＳで明石の魅力を発信しよう！キャンペーン」と題し、明石の魅力を発信

してくれている方と連携し、その方のＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラ
ム）を活用し全国に明石の魅力発信を促進するキャンペーンを実施した。 

・大阪市内の子育て世代を対象した集客力のあるイベントに参加し、本市への移
住・定住を促すためのＰＲを行った。 

定住促進につながる 

環境の整備 

若者の結婚支援の充実 
若い世代の結婚についての希望がかなう環境を整え、市内への定住につなげるた
め、出会いの機会の提供や出会いを支援する人材の育成など総合的な支援を行っ
た。 
○婚活イベントの支援 

・結婚のきっかけを作るとともに、定住・転入を促進するため、明石の良さを
感じながら婚活できるイベント開催を支援した。（イベント開催補助：３件） 

○出会いを支援する人材の育成 
・独身者の仲を取り持つ「出会いを支援する人材」の育成や情報交換の場を提
供し、支援を行った。 
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基本目標３ まちの賑いを高める 

１明石の活力をみんなで高める 

項  目 実  績 

豊かな文化ある暮らし 

本のある文化のまちづくりの推進 
○子どもの時から本に親しむ環境の構築 
 ・ブックスタート 

平成29年２月、４か月児健康診査内で乳児とその保護者に「絵本」と「読み
聞かせ体験」をプレゼントするブックスタートを開始した。 

・学校園との連携 
  市民図書館から学校園へ巡回車を派遣し、図書の団体貸出しを行うとともに、

図書館見学を受け入れるなど学校園と連携 
○本のまち明石の発信・普及 
 ・パピオスあかし内公共施設の館オープニングイベント内で絵本の読み聞かせ

を行うなど、本のまちを発信 
○本を活用したまちづくりを実施している他市の先進事例の調査研究や専門家の
意見聴取 

○児童扶養手当の現況届を提出したひとり親への図書カードの配付 

賑わいの創出と交流の

促進 

明石の良さをいかし、広く共有する取組（市内外、県外、国外への効果的な発信
など） 
・Ｂ－１グランプリスペシャルin東京・臨海副都心に出展し、明石のまちの魅力
や施策などを発信した。市民による「はし袋に応援メッセージキャンペーン」
などにより、ゴールドグランプリを獲得し、「行きたいまち・住みたいまち・応
援したいまち」Ｎｏ．1に選ばれた。 

 

２地域産業の振興 

項  目 実  績 

産学官等の連携による

商工業の振興 

技術の革新、継承の基盤づくり（高専、大学との連携による地域技術者向け技術
支援プログラムの実施など） 
○産業交流センター等指定管理業務 
（指定管理者：一般財団法人明石産業振興財団） 
・指定管理業務において、「国立明石工業高等専門学校」との連携協力協定をもと

に、設備や教授陣の協力を得て、実技指導を行う人材育成業務を実施した。 

「明石の食」をいかした

取り組み 

小中学校における食育の推進（学校給食への明石産品の提供など） 
・明石産の米や野菜などの農産品のほか、海苔・たこなどの明石特産水産品の提
供に努めた。 

・明石の食文化の継承や郷土愛の醸成に寄与する取り組みとして、半夏生の日に
あわせて明石産たこを提供したり、明石産とうもろこしの提供とあわせて皮む
き体験を実施するなど、食育を意識した献立を取り入れた。 

・地元ＪＡや卸売市場関係者と地産地消の推進に向けた協議・調整を行った。 

 

３地域コミュニティの活性化 

項  目 実  績 

小学校区単位の協働の

まちづくり 

地域交付金によるまちづくりの促進 
校区まちづくり組織が各小学校区の特性や課題に応じた地域独自の取り組みを行
えるよう、使途や目的をできるかぎり限定せず、地域が取り組みたいと考える分
野に重点的に資金を配分し、活動できる新たな交付金制度を創設し交付 
 ・平成28年度：３小学校区（松が丘、江井島、魚住）へ交付 

まちづくりの担い手育成

とネットワーク化 

シニア活動応援の仕組みづくり 
高齢者の閉じこもりや地域からの孤立を防ぐとともに、地域における支え合い体
制を構築することにより、高齢者が住み慣れた地域で健康でいきいきとした生活
を送ることができるよう、地域住民が身近で気軽に集まることのできる取り組み
に対して、その経費の一部を補助 
・補助内容 
 事業立ち上げ経費：上限20万円（初年度にかかる） 
 運営費     ：上限20万円（１開催2,500円を上限） 
・平成28年度実績 20箇所に補助 
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基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

１防災・減災の推進 

項  目 実  績 

地域防災力・災害対応

力の向上 

住宅耐震化の促進 
・簡易耐震診断事業 
（平成28年度実績：戸建76戸、長屋１棟 共住３棟 事業費3,113千円） 
・わが家の耐震改修促進事業（兵庫県事業）に明石市独自の耐震改修工事費上乗
せ補助（平成28年度実績：20件（20戸） 事業費5,699千円） 

・住まいの耐震化促進事業（建替工事費）補助（平成28年度実績：２件） 
・セミナー等における耐震化と家具の転倒防止の啓発  
（平成28年度実績：出前講座（参加者15名×２回）による啓発） 

日常の安全・安心の 

確保 

生活困窮者への支援（社会福祉協議会との連携強化など） 
○自立相談支援事業（必須事業）相談件数 261件(平成28年度) 
・就労その他の自立に関する相談支援及び事業利用のための個別プランの作成 

○住居確保給付金事業（必須事業）相談件数 51件、支給件数 ５件(平成28年度) 
・離職により住宅を失った生活困窮者等に対し、家賃相当額を支給 

○一時生活支援事業（任意事業）相談者 23名、利用者 ６名(平成28年度) 
・住居のない生活困窮者に対し、一定期間、宿泊場所や食事等を提供 

○家計相談支援事業（任意事業）申込件数 ２件(平成28年度) 
・家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付の斡旋等を実施 

○学習支援事業（任意事業）参加者 37名(平成28年度) 
・生活困窮家庭の子どもに対する学習支援や保護者への進学助言を実施 

 

２みんなで安心して暮らせる社会をつくる 

項  目 実  績 

健康な心と体を育む 

環境の整備 

自転車の安全利用の促進 
○交通安全協会へ交通安全教室等委託 
 保育所、幼稚園、小学校等を対象に、交通安全講話、腹話術、視覚教材（ビデ
オ等）等、歩行練習、自転車走行練習等の実技指導を行う。 
実施回数 平成28年 57回(10,067名参加) 

○出前講座の実施 
 交通指導員(平成25年度～)が、子ども会や自治会、高年クラブ等において交通
安全教室を実施する。実施回数 平成28年 67回 

○スケアードストレイト方式の自転車教室の実施 
 市内高校生を対象にスタントマン実演による自転車教室を開催。 
実施校 平成28年 ２校 

高齢者の安心な暮らし

を支える 

元気高齢者の活躍できる場の充実 
○高年齢者に就業の機会を提供する（一社）明石市シルバー人材センターの活動
に対する支援。 
・会員数 平成28年（1,360人） 

○高齢者の生きがいや健康づくりの推進を図るため、明石市高年クラブ連合会及
び単位高年クラブが行う多様な社会活動に対する助成。 
・会員数 平成28年（9,937人） 

障害者の生活支援 

障害者のコミュニケーション手段の拡充 
○手話通訳者、要約筆記者の配置 
 ・市主催行事への手話通訳者、要約筆記者の配置 

平成28年度実績  手話通訳 80件  要約筆記 25件 
 ・市後援行事における手話通訳者、要約筆記者の配置に対する助成 

平成28年度実績  １件 
○手話言語等コミュニケーション施策推進協議会 

・当事者・支援者とともに障害者へのコミュニケーション支援に関する施策に
ついて協議するため、年２回程度開催（平成28年度は２回開催） 

認め合う開かれた地域

をつくる 

地域における福祉相談の充実 
・明石市地域総合支援センター設置検討委員会を設置し、日常生活圏域の設定や
各地域総合支援センターの設置候補場所等について検討を行った。（平成28年度
３回開催） 
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３持続可能な推進体制の整備 

項  目 実  績 

公共サービス体制の 

充実（再掲） 

財政健全化の推進 

「財政健全化推進計画」に基づき、財政健全化推進協議会及び財政健全化推進市

民会議等での協議、市民意見の聴取を行いながら、次の取組を推進 

○市役所内部の取り組み 

・業務委託のさらなる推進 

（生涯学習センター及び男女共同参画センターへの指定管理者制度導入、小

学校給食調理業務の民間委託拡大等） 

・人件費の削減 

（正規職員数削減、地域手当引き下げ、時間外勤務削減等） 

・複数施設の電力調達一括入札 

○事務事業の見直し 

・市に裁量のある事業（ソフト事業）の見直しについて、市が実施する必要性

や金額の妥当性を検証し、平成28年度当初予算で約1,300万円を削減 

○公有財産の有効活用 

・行政財産として使用しなくなった土地について、順次、売却 

  平成28年度売却収入：41筆で約４億6,000万円 

 


