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（はじめに） 

本日、平成２２年３月定例市議会の開会に当たり、平成２２年度予

算案並びに関連諸議案のご審議をお願いするに際しまして、私はここ

に、市政運営に臨む所信を明らかにし、議員各位をはじめ市民の皆さ

まのご理解とご賛同を賜りたいと存じます。 

 

市長として、市民の皆さまとともに市勢の発展に取り組み、早くも

7 年が経過しようとしています。 

 私は、平成１５年５月の就任以降、市民の皆さまの幸せと「ふるさ

と明石」のさらなる発展のため、全精力を傾けてまいりました。 

１期目におきましては、安全文化の確立を基本として、市政の信頼

回復を最重点に、市民の視点に立った市役所改革や行政改革の着実な

推進、教育や福祉の充実に努めてまいりました。 

２期目におきましても、マニフェストとして掲げた「活き生き明石

５５ビジョン」に基づき、「明石の良さや強みを活かしたまちづく

り」や「福祉・医療」「教育」など、各分野において様々な施策を展

開し、「愛着と誇りのある私のまち明石」の実現に向けて、一歩一歩、

歩みを進めてまいりました。 

このように着実に市政を推進することができましたのも、議員各位

の各般にわたる温かいお力添えと市民の皆さまの格別のご理解とご協
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力の賜と、心から深く感謝を申し上げます。 

しかしながら、社会経済状況が大きく変化する中で、解決しなけれ

ばならない多くの課題があることも十分に認識しております。 

 

私は、これらの課題を解決し、将来にわたって輝く明石を築き上げ

るため、全身全霊を傾注して、市政運営に取り組んでまいりますので、

どうか、よろしくお願い申し上げます。 
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（市政運営の基本方針） 

新年度につきましては、「暮らしを守り 未来を拓く」をキーワー

ドに、「生活・産業を守り育む」、「福祉・教育を守り育む」、「地

域・文化を守り育む」の３つの力点を掲げて、市政運営に取り組んで

まいります。 

 

また、明石駅から西明石駅間及び大久保駅から魚住駅間のＪＲ新駅

をはじめ、西明石地区の都市基盤整備など、本市の将来を左右する重

要な案件について、市民の皆さまのご意見もいただきながら、長期的

な視点に立ち、財政バランスも計りながら、多角的、総合的に検討を

始める１年にしてまいりたいと考えております。 

 

さて、一昨年秋以降の世界的な景気後退の影響を受けた国内景気の

低迷は、国民生活や企業経営に多大な影響を及ぼし、懸命な経済対策

等により、持ち直しの気配が見られるものの、景気回復の足取りは予

想以上に弱く、わが国経済の暗く長い低迷は続き、現下の経済・雇用

情勢は依然として厳しいものがございます。 

 

また、経済・雇用情勢の悪化に加えて、少子高齢化の進展とそれに

ともなう人口減少社会の到来、地域コミュニティの希薄化、環境問題
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の深刻化など、我々を取り巻く社会構造は、大きな変化の渦中にあり、

環境、教育、さらには、福祉・介護・医療等の社会保障制度などにお

いて、様々な問題が噴出していることから、ますます、市民の間には、

日々の暮らしや将来への不安が高まるとともに、閉塞感が漂っていま

す。 

 

高齢者や障害者の福祉、子育てや教育、地域活性化など、人々の

日々の暮らしを支える公共サービスを創り出すのは国ではなく、地方

の現場であり、我々、住民に最も身近な基礎自治体は、市民の皆さま

の不安を払拭し、安全安心で、将来にわたって夢と希望の持てる社会

を築く大きな責務があります。 

私の願いは、この厳しい状況を克服し、市民の皆さまの笑顔、夢と

希望に満ちた明るい笑顔があふれる「ふるさと明石」を築くことであ

り、それが、明石で生まれ育ち、「ふるさと明石」をこよなく愛する

市長としての私の使命であると考えております。 

 

 こうしたことから、新年度は、「暮らしを守る」ことに全力を注い

でまいります。市民の皆さまの暮らしを第一に考え、真摯にその声に

耳を傾け、子ども、高齢者、障害者など市民一人ひとりを大切にした

きめ細やかな、暮らしを守る施策を展開いたします。 
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同時に、厳しい経済雇用情勢に対応して、地域経済の浮揚を図るた

めの緊急的な対策をさらに充実するといった、今まさに求められてい

る施策に、予算・人員を重点的に配分し、しっかりと取り組むことで、

市民の皆さまの期待に応えてまいります。 

 

加えて、困難な時代、また、時代の転換点だからこそ、目の前のこ

とに一喜一憂せずに、社会構造の変化に的確に対応し、長期的な視点

で、「未来を拓く」取り組みを着実に推進していくことが必要であり

ます。 

 

超高齢社会に備える都市基盤の整備をはじめ、次代を支える子ども

たちの教育や地球環境に配慮した取り組みなど、未来を見据えて、し

っかりと実施してまいります。 

 

そして、何より、市民の皆さまの将来への不安を払拭し、将来に対

して夢と希望を持って暮らせる社会を実現するためには、明確な将来

ビジョンを描いて、市民の皆さまと共有することが大切であります。 

新年度は、次の本市の将来ビジョンとなる第５次長期総合計画を策

定する大切な年、言い換えれば、今後の１０年をどうするのか、１０

年の計を考え、市民、そして市議会の皆さまとともに確固たる決意を
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固める年であります。第４次長期総合計画の成果を検証し、市民の皆

さまの参加のもと、また、市議会の皆さまともしっかりと意見交換し

て、ビジョンを共有できる新しい長期総合計画を策定してまいります。 

 

 複雑多様化する市民ニーズに対応した市民基点の特色ある自治体運

営を行うためには、縦割りで取り組むのではなく、総合行政を進める

こと、即ち、子どもや健康づくりといったテーマについて、様々な部

局が横断的に補完しあい、施策目的を総合的に果たしていくことが必

要となっております。 

こうした総合行政を進めるためにも、権限、財源を受け、そして自

ら責任を果たす力を組織として十分に蓄え、分権自立することが必要

となってまいります。 

 

しかしながら、自立のために必要な財源は、大変厳しい状況にあり、

地方の自立の道は、まさに前途多難であります。今後、我々地方が、

少ない財源で市民ニーズに応え、市民サービスの向上を図りながら、

まちを発展させていくには、創意工夫を凝らし、効率的で効果的な行

財政運営を行うことはもちろんですが、行政だけでなく、地域住民や

事業者などの参画を得た協働のまちづくりが大変重要となります。 
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このたびの市議会に自治基本条例議案を提案いたしますが、この条

例の制定を契機として、自治を担う主体の権利、責務を明確にする中

で、協働によるまちづくり、市民の自治力の向上を目指した取り組み

をより進めることにより、明石の地域力、自立したまちの力を高めて

まいりたいと考えております。 

 

厳しい社会経済情勢を受け、本市の財政も大変厳しい状況でござい

ます。平成２２年度は、地方交付税等の増があるものの、市税収入が

前年度当初と比較して、３０億円の減、率にして７．４％の減と、震

災以降最大の減少率となることが見込まれる中で、社会保障費も増加

するなど、これまで以上に厳しい行財政運営を強いられます。 

今を生きる私たちは、未来へ、そして、子どもたちの将来への負担

を軽減する責任を負っています。将来にわたっての持続可能な財政構

造の構築を図るため、効率的な経営が行われるよう、事務事業の総点

検など、事業の廃止、見直しを大胆に行いながら行財政改革を徹底し、

健全財政の確保に努めなければなりません。 

 

こうした認識のもと、新年度は「暮らしを守り 未来を拓く」をキ

ーワードに、「生活・産業を守り育む」、「福祉・教育を守り育む」、

「地域・文化を守り育む」という、３つの力点を掲げ、市民の皆さま
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の暮らしや地域経済の厳しい状況を打破するための取り組みを進める

とともに、未来につながる取り組みを着実に行い、幾世代にもわたっ

て住み続けたいと思える「愛着と誇りのある私のまち明石」の実現を

目指してまいります。 

 

以下、３つの力点に沿って、施策、事業を説明いたします。 
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（まちづくりの３つの力点） 

１つ目の力点は、「生活・産業を守り育む」であります。 

 １００年に一度と言われる極めて厳しい社会経済情勢の中、市民の

皆さまの間には、所得の減少による家計不安があり、市内産業におい

ても先行き不安があります。 

 こうした市民の皆さまが抱える不安や悩みを敏感に察知し、その不

安や悩みを少しでも和らげることができるよう、きめの細かい生活支

援並びに経済対策に努めてまいります。 

 また、こうした厳しい時代であるからこそ、原点に立ち返り、海の

幸をはじめ、子午線など明石独自の強みを活かした事業を展開し、地

域産業の活性化に取り組み、市民の皆さま、そしてまちを元気づけ、

賑わいを創出してまいります。 

一方、都市としてのゆとりや潤いづくりも市政の大切な要素であり、

長期的な視点から事業の優先度をしっかりと見極めながら、未来の明

石を支えるための都市基盤整備を進めてまいります。 

 

市内の景況並びに雇用情勢が厳しい中、本市におきましては、官民

の垣根を越えた全市的な組織である「明石市緊急地域経済対策会議」

を昨年３月に立ち上げ、多角的な検討を重ねるとともに、当会議での

意見を踏まえた上で、雇用の創出、就労の促進、生活者並びに市内企
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業への支援などを柱とした緊急経済対策を取りまとめ、現在、各種施

策を推進しているところであります。 

こうした取り組みの結果、一定の成果が見受けられるものの、経済

雇用情勢は依然として厳しい状況が続いており、新年度におきまして

も、「公共事業等による地域活性化」など５つの柱を基本として、必

要性の高い事業は継続するとともに、さらなる有効な事業を新たに展

開することにより、市内経済及び市民生活の安定化を図ってまいりま

す。 

 

昨年ご好評をいただきましたプレミアム付商品券の発行や住宅リフ

ォーム助成により、家計への支援を通じて、個人消費を喚起し、地域

経済の活性化を図ってまいります。 

 

中小企業者への支援といたしまして、融資を受ける際の信用保証料

を助成し、経営の安定化を図るとともに、訪問相談の充実や各種ビジ

ネスフェアに出展する場合に費用の一部を補助するなど支援策の充実

を図ってまいります。 

 

雇用対策につきましては、ハローワークや商工会議所等と連携して、

概ね４０歳未満の若年者を対象に、市内企業による合同就職面接会を
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開催いたします。 

また、雇用の受け皿を確保するため、市内の特別養護老人ホームな

どで働きながら、養成機関に通学し、介護資格を取得する「介護雇用

プログラム」を実施いたします。 

  

 大型小売店舗の撤退などにより、衰退傾向にある中心市街地の活性

化は本市にとって最重要課題の一つであります。明石商工会議所をは

じめ商店街関係者や市民の皆さま等と連携しながら、長期的な展望に

立ち、活性化のための基本方針や目標、必要な事業を取りまとめた

「中心市街地活性化基本計画」の国の認定を目指してまいります。 

 また、明石駅周辺地区の「あんしん歩行エリア」において、観光道

路の電線類の地中化を行い、歩行者などの通行の安全性向上に取り組

んでまいります。 

さらに、明石駅周辺の主要施設を結ぶ都心循環バスを引き続き運行

させることで、中心市街地における利便性を向上させ、人の回遊性を

高めることで、まちの活性化を図るとともに超高齢社会における公共

交通手段の確保に努めてまいります。 

 

 以前より強いご要望がありました中心市街地における大型観光バス

の駐車場につきましては、１０台程度の駐車スペースを確保するとと



 - 12 - 

もに、明石の名物である「明石焼」を活用し、「食のまち明石」を広

く全国に発信するため、年間を通じて様々な取り組みを継続的に実施

するなど、観光客の誘致を図り、まちの賑わいづくりや活性化につな

げる施策を進めてまいります。 

 加えて、農業・漁業の活性化につなげるため、市内の農協、漁協等

と連携し、新鮮で安全安心な地元の農水産物を広くＰＲするなど、消

費拡大を推進してまいります。 

 

 本年は、天文科学館が開館５０周年を迎える年であるとともに、明

治４３年に、子午線標識が設置されてちょうど１００年目を迎える節

目の年でもあります。 

子午線標識は、当時の明石郡内の小学校教員の方々が、それぞれの

給与の中から経費を負担し設置したものであり、日本標準時子午線の

重要性を認識し、その意義を広く一般に周知させたことは、大きな功

績であります。 

その５０年後に建設された天文科学館は、「時のまち明石」のシン

ボルとして広く全国に知られ、明石の大きな財産となっております。 

 天文科学館では、現在、全館休館して、展示設備等の更新工事を行

っておりますが、大型プラズマディスプレイを活用したオリジナル映

像や太陽系の模型など大人から子どもまで楽しめる展示空間を備えた
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施設として、本年５月２９日にリニューアルオープンいたします。 

 また、体験型の展示物を活かすため、ボランティアによる解説を新

たに実施し、来館者により親しんでもらえる工夫をしてまいります。 

 

 明石のまちを将来にわたって支える都市基盤整備につきましては、

山陽電鉄連続立体交差第２期事業の推進、山手環状線や八木松陰線な

どの幹線道路の整備、大久保駅前などの土地区画整理事業の推進、松

江公園の整備や市営西二見小池住宅の建て替えなど、都市機能の向上

に引き続き取り組んでまいります。 

  

また、現在、多くの乗降客をはじめ、バイクの利用者、バス、車が

行き交っている朝霧駅前広場の安全性と利便性を高めるため、再整備

に向けた取り組みを始めます。 

 

さらに、全面改築を進めている市営斎場につきましては、昨年完成

した式場棟に引き続き、火葬場棟の建設に取り組んでまいります。 

 

今後の明石のまちづくりにおいて、大きな課題となるＪＲ新駅につ

きましては、明石駅から西明石駅間及び大久保駅から魚住駅間の２つ

の新駅構想について、市の財政負担をはじめ、今後の需要や経済効果
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などを調査し、市民の皆さまをはじめ、議員の皆さまや有識者からも

ご意見をいただきながら、設置の必要性について、慎重に検討を重ね

てまいります。 

 

また、西明石地区の活性化を図るため、ＪＲ西明石駅の周辺整備構

想をはじめとする西明石地区全体のまちづくりについて、幅広く検討

を進めてまいります。 
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２つ目の力点は、「福祉・教育を守り育む」であります。 

 高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが安心して活き生きと暮

らしていけるよう、介護や福祉サービスをはじめ、市民の健康づくり

に力を入れて取り組んでまいります。 

あわせて、市立市民病院を核とする地域医療を守る取り組みを行っ

てまいります。 

また、安心して子どもを産み、育てることができるよう、子育て世

代を支えるしくみづくりを進めます。 

さらに、次代の明石の担い手である子どもたち一人ひとりが、夢を

抱き、夢に向かって全力でぶつかり、その過程の中で、喜びを味わい、

時には悔しい思いも経験しながら、それぞれが「明石っ子」としてた

くましく成長していけるよう、教育環境の充実に努めてまいります。 

 

 子宮頸がんは、国内では年間に約１５，０００人がかかり、うち約

３，５００人の方が亡くなられています。 

子宮頸がんは、唯一、ワクチンにより予防ができるがんで、その予

防ワクチンが昨年１０月に国の承認を受け、１２月から接種が可能に

なりました。 

 本市では、県内各自治体に先駆けて、新年度から市内在住の小学校

６年生を対象に、予防ワクチンの接種に対し、費用の全額を補助する
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取り組みを始めます。なお、平成２２年度におきましては、導入時の

経過措置として、中学校１年生から３年生も助成の対象といたします。 

あわせて、乳がん、子宮頸がんの検診につきましては、昨年度に引

き続き、無料券を交付し、予防と早期発見に努めることにより、市民

の皆さまの健康保持を図るとともに、将来的な医療費の抑制につなげ

ていきたいと考えております。 

 

 細菌性髄膜炎は、乳幼児が感染しやすく、重い後遺症が出たり、亡

くなることもある疾患であり、国内では年間約６００人の子どもが、

インフルエンザ菌ｂ型による髄膜炎に罹患していると推定されていま

す。 

インフルエンザ菌ｂ型が引き起こす細菌性髄膜炎や敗血症などを予

防するワクチンがヒブワクチンであり、子どもの命を守る取り組みと

して、ワクチン接種費用の一部助成を新たに始めます。 

 

 介護予防の推進を図るため、市民による地域での健康づくりの活動

を行う健康ソムリエを中心に「介護予防ひろめタイ」を結成し、予防

体操など身近でわかりやすい予防に関する知識の普及、啓発に努めて

まいります。 
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 超高齢社会を見据え、（仮称）中部地区保健福祉センターにつきま

して、近隣の公共施設との整合性などを十分に考慮しながら、施設の

位置づけや機能のあり方を踏まえて、基本設計に取り組んでまいりま

す。 

 

 市民病院では、高分解能ＭＲＩ検査が可能な最新式の３.０テスラ

ＭＲＩ装置を東播磨医療圏で初めて導入いたします。高画質化が可能

になることから、特に中枢神経の診断には有用であります。 

また、医療関係者、学識経験者、市民等で構成する「明石市安心の

医療確保政策協議会」において、地域医療の課題や解決方法を検討す

るとともに、同協議会から提出された「明石市立市民病院の経営のあ

り方に関する答申」を受け、安心できる地域医療体制の確立を図るた

め、望ましい経営形態への円滑な移行に向けて取り組んでまいります。 

 

すべての市民が安心して暮らしていけるよう、ひとり暮らしの高齢

者や障害者の中で、ごみ出しが困難な方を対象に、市職員がごみ収集

時に戸別に訪問して、ごみの収集を行うとともに、声かけを行います。 

こうした市の取り組みをきっかけとして、地域での声かけや助け合

いの輪がさらに広がっていくことを期待いたしております。 

 



 - 18 - 

 養護学校等に通う児童・生徒の放課後の居場所づくり並びに保護者

の介助負担軽減のため、要望の強いタイムケア事業を市東部地区にお

いても新たに実施いたします。 

  

また、発達障害の早期発見と早期対応への取り組みとして、言語聴

覚士等による保育所への巡回相談を新たに実施いたします。 

 

 ＬＤ、ＡＤＨＤなど軽度の発達障害のある児童・生徒に対して、適

切な支援ができるよう、引き続き特別支援教育指導員の増員を図って

まいります。 

 また、スクールカウンセラーを増員し、暴力行為、いじめなどの問

題行動や不登校の未然防止、早期発見及び早期解決に努めてまいりま

す。 

 

安心して学べる教育環境を整備するため、平成２５年度までの５年

間で全ての小中学校及び明石商業高等学校施設の耐震化の完了を目指

します。 

 

幼稚園及び保育所につきましても、平成２２年度からの５か年計画

で施設の耐震化に取り組んでまいります。 
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 子どもの読書活動の一層の推進を図るため、学校園や保育所、子ど

も図書館などの蔵書を充実させるなど、平成２３年度までの３か年の

重点プログラムとして「ほん だいすき！プラン」を引き続き実施い

たします。 

 新年度では、蔵書の充実とともに、図書室充実事業として、小学校

及び明石商業高等学校の図書室にエアコンを設置し、読書環境の向上

を図るなど、子どもがより本に親しめる環境づくりに努めてまいりま

す。 

 

 子どもの頃から食べることの大切さを実感し、望ましい食習慣の確

立を目指すため、食育について、広く市民に啓発いたします。 

 食育応援隊による幼稚園・保育所での啓発、米飯給食への明石ノリ

や地元産の魚介類の活用、親子参加型農作業体験など、様々な体験を

通じて食育を推進するとともに、地元産の農水産物を利用することで

地産地消を推進し、食を通して「ふるさと明石」を感じられるよう取

り組んでまいります。 

 

 さらに、食育の一環として、中学校給食のあり方について、調査、

研究を行い、実施方法や財政負担など多くの課題について、しっかり
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と検討してまいります。 

 

 子育て支援施策につきましては、新年度より、中学生までの子ども

を対象に月額１３，０００円の子ども手当を支給いたします。 

 また、現在、小学校６年生までが無料となっている入院にかかる医

療費助成制度について、その対象を中学校３年生まで拡大いたします。 

 

さらに、子育て支援の拠点として、市民の皆さまの子育てを応援す

る「子育て支援センター」を新たに西明石地区及び魚住地区に開設い

たします。 

 

 女性の結婚観の変化や多様化するライフスタイルを踏まえ、再就職

や起業を希望する女性を対象に、就労支援セミナーや起業に対する相

談、就業体験支援など、総合的に女性の就労を応援するチャレンジセ

ミナーを実施いたします。 

 

また、離婚問題や家庭内暴力など女性が抱える様々な悩みに対して

女性弁護士が相談に応じる女性のための法律相談を充実させてまいり

ます。 
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３つ目の力点は、「地域・文化を守り育む」です。 

 市のまちづくりを総合的、計画的に進める指針となる第５次の長期

総合計画を策定いたします。 

 あわせて、地域コミュニティなど「人と人との絆」を大切にし、市

民と行政の協働のもと、みんなが誇れる自立したまちづくりを目指し

てまいります。 

また、市民一人ひとりが安全に暮らしていけるよう、浸水・地震等

への防災対策をはじめ、子どもたちの安全確保などの防犯対策に努め

てまいります。 

 さらに、豊かな自然が溢れ、歴史や文化が香る魅力的で味わいのあ

る持続可能なまちを築き、次代に引き継いでいくための取り組みを進

めてまいります。 

 

本市のまちづくりについて、中長期的な将来を見据えながら、１０

年先の目指すべき姿や、その実現に向けた施策展開の方向性などを定

める長期総合計画を策定いたします。 

計画の策定にあたりましては、これまで市民アンケートをはじめ、

各種団体並びに次代を担う中学生・高校生を対象としたアンケートの

実施、まちづくり提言の募集、市民ワークショップなど様々な手法を

用いて市民の皆さまの声に耳を傾けてまいりました。 
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さらに、新年度におきましては、地域における説明会、市民フォー

ラムを開催するなど、広く市民の皆さまのご意見、思いをしっかりと

受けとめながら、また、議員の皆さまとも十分な意見交換を行いなが

ら計画案を策定してまいります。 

そして、市民、各種団体関係者、学識経験者などで構成している審

議会から１１月に答申をいただき、１２月議会に基本構想議案を提案

してまいりたいと考えております。 

 

地方分権の時代の中で、各自治体は自己決定・自己責任のもと、主

体的に地域経営を行っていくことが求められています。 

私は就任以来、「参画と協働のまちづくり」を市政運営の基本とし

てまいりましたが、真の「明石の自治」を築くために、自治推進の理

念や、市民との情報の共有、参画と協働など自治推進のための基本的

なルールを明確にし、共通理解を図っていくため、自治基本条例議案

を本議会に提案いたします。 

 

地域の個性を活かした質の高い心豊かな社会を創造するには、市民

と行政がまちづくりのパートナーとして協働することが求められるこ

とから、新年度におきまして、「（仮称）明石市協働のまちづくり推

進条例」の検討を進めるなど、自治基本条例の実効性を高めるため、
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関連する個別条例の整備を進めてまいります。 

 

 また、新年度におきまして、従来の市民活動助成などの支援に加え、

ＮＰＯや自治会などの市民活動団体から、地域の課題解決や活性化に

ついての提案を受け、市民活動団体と市が協働で事業を実施するとい

う新たなしくみづくりに取り組んでまいります。 

 

 さらに、市民の皆さまと市職員が共に学ぶことにより、協働のまち

づくりに関する理解を深め、協働への意識向上を図るための市民開放

講座を実施いたします。 

 

地域住民のコミュニティづくりを支援するため、自治会の加入促進

を図るとともに、魅力ある自治会運営のためのノウハウ集を作成いた

します。 

 また、情報の共有を推進するため、自治会掲示板の設置等に伴う費

用の一部を助成するほか、回覧板等の提供を行い、自治会の広報活動

を支援してまいります。 

 

 さらに、地域自治組織と市との協働によるまちづくりを積極的に推

進するため、「地域情報知っ得システム」として、各小学校区を単位
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とする地域コミュニティ情報交流システムを運営し、市民相互や市民

と市の情報の共有を図ってまいります。 

 

 市民の安全・安心を守る最前線の基礎自治体として、新型インフル

エンザによる市民の皆さまの健康被害を最小限に抑えるとともに、感

染の拡大を防止し、社会機能の維持を図るため、感染防止資器材の充

実など、強毒型への対応を視野に入れた新型インフルエンザ対策に取

り組みます。 

 

 市内で唯一救急車を配置していない江井島分署に救急車を配置いた

します。 

これにより、市内全域及び地域的な救急対応のバランスを図り、現

場到着に要する時間を短縮するなど、救急体制をより一層強化してま

いります。 

 

子どもの安全を守る取り組みにつきましては、各小学校及び明石養

護学校に配置している学校警備員を新年度におきましても２名配置と

するとともに、今後の警備のあり方について、地域の皆さまとともに

検討を重ねてまいります。 

また、スクールガード活動への支援の充実や学校園情報配信システ
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ムの活用など、地域ぐるみでの安全対策の取り組みを推進いたします。 

 

 安全・安心なまちづくりと、都市の健全な発展を支えるため、雨水

施設整備や水路改修などのハード整備とともに、防災情報の充実など

のソフト対策を進め、市街地の総合的な浸水対策に取り組みます。 

 また、対策の一環として、各戸での雨水貯留タンクの設置に対する

助成制度を新たに創設し、市街地からの雨水の流出抑制と水資源の有

効活用を図るとともに、防災、環境意識の啓発に努めてまいります。 

 

 地球環境への取り組みにつきましては、地球温暖化対策実行計画を

策定するとともに、個人住宅での太陽光発電設備の設置に対する補助

並びに庁舎の壁面などに植物を生育させるグリーンカーテンの設置を

行う「明石ＳＵＮＳＵＮプラン」を実行いたします。 

 

 「生ごみ減量化大作戦」として、段ボールコンポストの普及促進と

生ごみの水切りの普及促進を行い、一般家庭における生ごみの減量化

を推進し、ごみの焼却量の減量と最終処分場の延命化を図ってまいり

ます。 

 

 音楽のあふれるまちづくりとして、音楽を通じた人々の交流と、明
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石の音楽文化のさらなる発展を目指し、明石フィルハーモニー管弦楽

団及びジュニア･オーケストラによる演奏会をはじめ、中高生の吹奏

楽部などが出演する「あかしふれあいコンサート」、佐渡裕氏指揮に

よる兵庫芸術文化センター管弦楽団の公演など様々なイベントを開催

いたします。 

 

行政改革につきましては、現在の実施計画並びに昨年実施した事務

事業の総点検をもとに、より簡素で、効率的な行財政運営を図るとと

もに、新たに、平成２３年度から２７年度までの５か年を計画期間と

する次期行政改革実施計画を策定いたします。 

 

総職員数２，３００名体制の実現を目指す中、職員の意欲と能力の

向上を図り、組織力をより一層高めるため、引き続き、「明石市役所

カラワリ大作戦」を展開し、職員の意識改革に鋭意取り組むとともに、

人材育成を目的とした人事評価制度の導入をはじめとする人事制度改

革をさらに推進してまいります。 

また、任期付職員の採用により、高度な専門的知識や経験を有する

民間の人材の有効活用を図るとともに、多様な任用や勤務形態の人材

を確保することで、公務の効率的な運営に努めてまいります。 
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組織につきましては、超高齢社会への対応や安全安心の確保をはじ

め自治基本条例の制定に伴う自治の仕組みの整備など、政策的課題等

に対応するため、総務部に法務課を新設するほか、高齢者施策を総合

的に所管する高年介護室を保険・健康部に設置いたします。また、消

防本部に情報収集や通信指令を統括する情報指令課を新設いたします。 

このほか、債権管理課や耐震推進課の新設など、喫緊の課題に対応

するための組織体制の整備や、市民相談課へのスピード対応係の設置、

交通政策室の廃止、再編など、市民の視点に立った簡素で効率的な組

織運営を図ってまいります。 
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（平成２２年度予算） 

 次に、平成２２年度の予算について申し上げます。 

 予算編成にあたりましては、「市民の暮らしを守る」ことを主眼に

おいた編成を行いました。 

 また、将来の明石のまちを支える都市基盤整備や、現下の厳しい社

会状況への対応など、投資すべきところ、緊急的に対応すべきところ

と財政の健全化のバランスをとることに十分配慮いたしました。 

 歳入につきましては、個人市民税、法人市民税など市税収入が大幅

に落ち込む中、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債の増額な

どにより、必要な一般財源総額を確保するという状況であり、また、

歳出につきましては、社会保障費の増加をはじめ、公債費が依然とし

て高い水準で推移しております。 

 こうした厳しい財政状況の中、引き続き、行政改革実施計画を推進

していくとともに、子育て支援や教育の充実をはじめ、市民の皆さま

の安全、健康を守るための施策や、複雑多様化する地域課題や市民ニ

ーズに適切に対応するための施策など、事業の必要性、緊急性に基づ

いて優先順位を見極め、取捨選択いたしております。 

 

また、公営企業におきましても厳しい経営状況にある中で、水道事

業につきましては、中期経営計画に沿った取り組みを進め、経営基盤
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の強化を図ってまいります。 

自動車運送事業につきましては、今後のあり方について、本市にお

ける公共交通の現状分析や将来像の検討を踏まえ、このたびの市議会

において方針を明確に定めたいと考えております。 

病院事業につきましては、「明石市安心の医療確保政策協議会」か

ら平成２１年１１月に提出された「明石市立市民病院の経営のあり方

に関する答申」を受け、経営改革に向けた取り組みを進めてまいりま

す。 

 

こうした方針により、編成いたしました平成２２年度の予算総額は、 

   一般会計   ９４，８００，５７２千円 

   特別会計   ６５，７２８，４８１千円 

   企業会計   ２７，２４７，６３４千円 

   合  計  １８７，７７６，６８７千円 

となっております。 

 

以上、平成２２年度の予算の提案にあたり、市政に対する所信の一

端と、主要な施策の概要について申し上げました。 
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（最後に） 

私が市民の皆さまの力強いご支援を賜り、伝統ある明石市の市

長として、市政執行の任に当たってから、早、７年の月日が過ぎ

ようとしております。 

 

就任当時は、大蔵海岸での２つの痛ましい事故により失われた

市政への信頼を回復することが私に与えられた最大の課題であり、

使命でありました。 

 

私は、この７年間、市民の心を心で感じ、また、市民の視点で

物事を見つめることを大切に、喜びや悲しみ、ときには痛みを感

じながら市政運営に当たってまいりました。 

障害者施策など、手助けを本当に必要としている人に手を差し

伸べる取り組みを全国に先駆けて行うとともに、歴史や文化をは

じめ、食、音楽など明石の強みや良さを活かしたまちづくりに取

り組んでまいりました。 

  また、市政に関して積極的な情報提供や発信を行うとともに、市

民と行政が垣根を取り払い、ともに汗を流し、知恵と力を結集する

「参画と協働のまちづくり」を推進してまいりました。 

  いずれも、一定の成果が芽生え始めているものと確信いたしてお
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ります。 

 

大変厳しく、また、先行きも不透明な社会状況の中ではありま

すが、市民の皆さまが将来に対して夢と希望を持って暮らせる社

会を実現するため、また、次代を支える子どもたちが、夢を持ち、

健全に育まれ、たくましく成長することができるよう、人づくり

の施策をはじめ、賑わいづくり、超高齢社会に備えた都市基盤の

整備など、まちの明確な将来ビジョンを描いて、市民の皆さま、

議員の皆さまと共有し、共に歩んでまいりたいと考えております。 

 

先人が築き上げてきた「明石のまち」という豊かな土壌を次代

を担う子どもたちにしっかりと引き継いでいけるよう、市長とし

て先頭に立って、全身全霊で耕し、新たな種をまく１年にしてま

いりたいと考えております。 

やがて、その種の一つひとつが芽吹き、花が咲き、そして実を

結ぶことにより、明石のまちが、子どもたちとともに、１０年先、

３０年先、１００年先も輝き続けることを願ってやみません。 

 

どうか、温かいご支援とご協力、そしてご理解を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 


