明石市議会100年のあゆみ

63年

・大久保南部土地区画整理事業が完成

［ 昭和63年～平成３年 ］
平成

昭和

1988-1991

元年

・魚住センターロード開通
・明石公園内に弓道場が完成、公式競技場
としては県下初

２年

・明 石で生産されたノリをブランド化、明
石観光協会などで販売

３年

・山陽電鉄の高架工事完了
（明石川～大蔵谷駅西の間1.9㎞）

・上ヶ池公園に花と緑の学習園開館

・総合福祉センター開館

・環 境保全条例を見直し、開発、建築行為
の規制を強化

・明 石駅前に立体駐車場と自転車駐車場
が同時開館

・明石原人まつり開催

・市 立図書館、
コンピューターによる貸出
業務開始

・明石駅周辺を自転車放置禁止区域に指定
・市の人口27万722人
（第15回国勢調査）

・大蔵海岸整備事業計画がまとまる
・文化博物館開館

・ゴミの分別収集を全市へ拡大、
収集をカゴ方式から袋方式に変更

・駐車場附置義務条例施行
※一定規模以上の建築物を建てる場合、
その建物または敷地内に駐車場の設
置を義務づけるもの

・市制70周年を記念して明石公園に
とき打ち太鼓設置

・山川土地区画整理事業完成

・市民病院が新病棟の使用開始

・公文書公開制度開始
・国民文化祭開催

市民病院が６階建
てになり、408の
病 床や 高 度 医 療
機器を備える

1988

1989

（昭和63年）

（平成２年）

入場者１万5千人
好評を博した文化博物館の開館特別展

1991

（平成３年）

「ふるさと創生・
一億円事業」
と明石
を活 動 経 費の一部として役 立てることが計 画

それは明 石 公 園 内 、江 戸 時 代に太 鼓 門があっ

明 石の新しいモニュメントとして期 待された。

た場所に建設され、時打ちロボットが設置され

された。時打ち太鼓と太鼓櫓は、時のふるさと

わらず、
また、使途も定めることなく、
一律一億円

た。
一九八九（平成元）年十一月一日二時に、時打

竹下内閣下で、
「ふるさと創生・
一億円事業」

を分配するものである。明石市では、
ボランティ

が行われた。これは、地方公共団体の規模に関

ア福祉活動基金の創設に五千万円、時打ち太

内板は、
「ふるさとの道」の案内板や説明板、標

ち太 鼓の初 打ちが行われた。ふるさと観 光 案

識などを整 備することによって、明石の町をア

鼓、太鼓櫓の建設助成に一千万円、
そして、
ふる

ピールしようというものであった。

さと観光案内板に四千万円をそれぞれ配分し

た。ボランティア福祉活動基金は、
ボランティア

号）

による福 祉 活 動を推 進するため、基 金の利 息

（明石市史 現代編Ⅰ）

（市議会だより 第
大蔵海岸地区での
ラブホテル建設反
対の請願採択
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1990

（平成元年）

86

ノリの収穫風景

明石公園内に国の
交付金を活用して
時打ち太鼓を設置

（市議会だより 第88号）
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明石市議会100年のあゆみ

平成

1992-1995
４年

［ 平成４年～平成７年 ］
５年

・明石出身の小鴨由美選手、
大阪国際女子マラソンを日本新で優勝

・市が郵政省の
「テレトピア構想」
地域指定
を受ける

・都市景観条例を制定

・消防本部に初の救急救命士が誕生

・地価公示
バブル崩壊の影響で、本町が県下で最高
の下落

・
「時のウィーク」
初めて開かれる

・鳥羽に緑の散策路
「西明石緑道」
が完成

６年

・魚 住町清水の民俗行事「オクワハン」
を
市文化財に指定

７年

・兵庫県南部地震による被害発生

・藤江別所遺跡で古墳時代の車輪石が出土

・魚 住浄水場に県下一高い配水塔が完成
（57.5ｍ）

・
（株）
明石ケーブルテレビ開局

・明石税務署新庁舎が田町１丁目に完成

・大 久保駅南の都市拠点総合整備事業に
着手

・明石駅前広場完成
（第16回国勢調査）
・市の人口28万7,606人

・大蔵海岸埋立工事に着手
・違法駐車防止条例を制定
（県下初）

・明石市農協と大久保町農協が合併し
「あかし農業協同組合
（ＪＡあかし）
」
が発足
・アニメ市史
「明石と時のこどもたち」
を制作
・本会議場傍聴席での手話通訳を開始

本会議場傍聴席での手話通訳を開始
（市議会だより 第108号）

1992

（平成４年）

1993

（平成５年）

（市議会だより 第116号）

1994

（平成６年）

高さ57.5mの魚住配水塔

1995

（平成７年）

舞子タワーから望む大蔵海岸
（市議会だより 第108号）

着々と進む下水管の布設
（市議会だより 第117号）
宿場町の面影が残る大蔵地区
（市議会だより 第104号）

兵庫県南部地震発生

違法駐車対策
県下初の条例を制定
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平成７年１月17日午前５時46分、淡路島を震源と
する地震が発生しました。最大震度６の大きな揺
れがあった明石市では、死者26人、けが人1,884
人・家屋の全半壊が１万棟近くなったほか、明石城
の石垣が崩れるなど、大きな被害がありました。
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明石市議会100年のあゆみ

平成

1996-1999
８年

［ 平成８年～平成11年 ］

10年

・天文科学館リニューアルオープン

11年

・明石クリーンセンター稼動

・大蔵海岸が竣工
「ときめき明石・海峡まつり’
98」
開催

・環境の保全及び創造に関する
基本条例を制定

・大蔵海岸の埋立造成が完了

・明石海峡大橋開通

・西部市民会館・図書館開館

・大久保浄化センター稼動

・上下水道料金を７年ぶりに引き上げ

・大久保駅北駅前広場の供用開始

・中尾親水公園が完成

・231日ぶりに天文科学館に
塔時計
（３代目）
が戻る

・産業交流センター開館

・二見町で市営の災害復興住宅建設に着手

・JR大久保駅の橋上化が完成

９年

・藤 江 川 添 遺 跡で約５～1 0 数 万 年 前に
使われていたと思われるメノウ製の握斧
（あくふ）
型石器が出土

市議会の公文書も公開の対象に
（市議会だより 第139号）

明石海峡まつり開催

最新設備で４月１日稼働した大久保浄化センター

1996

（平成８年）

２代目塔時計は震災復旧工事のため撤去し、
神戸学院大学
（神戸市西区）
へ移設

1997

（平成９年）

世界最長のつり橋、明石海峡大橋の開通を記念して
開催。タコの形をした熱気球が空高く舞い上がりま
した。

1998

（平成10年）

1999

（平成11年）

（市議会だより 第142号）

JR大久保駅前に完成

橋上化で生まれ変わる駅舎
（市議会だより 第126号）

現地を視察する特別委員会委員
（市議会だより 第127号）
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（市議会だより 第141号）
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明石市議会100年のあゆみ

平成

2000-2003
12年

・高齢者大学あかねが丘学園を
旧松が丘南小学校
（松が丘５丁目）
へ移転

［ 平成12年～平成15年 ］

13年

・震災からの復旧工事を終え、明石城の隅
櫓
（巽・坤）
５年ぶりに復活
・夜間花火を規制する条例を制定
・魚の棚に観光市民トイレ完成

・海浜利用に関する条例を制定
・市民夏まつり花火大会で大事故が発生
・アスピア明石が開業

14年

15年

・特例市へ移行
・市バスに料金カード導入
（愛称は
「のり鯛カード」
）

・給 食調理業務の民間委託、学童保育の
公立化開始
・防災センターが藤江に開設

・歩道橋事故のあった７月21日を
「市民安全の日」
に指定

・議員の定数を33名から31名へと
削減することを決定

・世界的指揮者・佐渡裕氏が市内で音楽指導

・本会議の会議録をホームページで
公開開始

・大蔵海岸陥没事故が発生し、女児が生き
埋めとなり、翌年５月26日に亡くなる

・夜間休日急病センターが開業

・第４次長期総合計画、基本構想を策定
（第17回国勢調査）
・市の人口29万3,117人

夜間休日急病センター
あかねが丘学園
（旧松が丘南小跡）

魚の棚に観光市民トイレ完成

2000

（平成12年）

平成12年７月、藤江海岸

2001

（平成13年）

平成13年12月30日に発生した大蔵海岸陥没事故の
現場を視察する建設常任委員会

事故現場に慰霊碑
「想
（おもい）
の像」
が設置された

2002

2003

（平成14年）

望まれる早期の復旧
安全対策の徹底を

（平成15年）

防災学習の拠点となる防災センター

給食調理業務の民間委託
給食は子どもたちの楽しみ

平成13年７月21日、市民夏まつり花火大会の際に、JR朝霧駅南側の歩道橋
において、駅方面からの見物客と会場方面から帰る見物客が合流する地点
が混雑し、群衆雪崩が発生。死者11名と重軽傷者247名を出す、大惨事とな
りました。
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（市議会だより 第161号）
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明石市議会100年のあゆみ

2004-2007

［ 平成16年～平成19年 ］

平成

16年

17年

・山陽電車西二見駅開業
・コミュニティバス
「Tacoバス」
実験運行
開始

・３月定例市議会で代表質問制を導入
・明石ケーブルテレビで初の議会放映

・粗大ごみ戸別収集の有料化開始

・ラブホテル規制条例、委員会で可決され
た議員案が本会議では否決される

・台風23号で本市初の避難勧告が出る

・大蔵海岸こども広場開設

・アスピア明石に子育て支援センター開設

・夏まつり事故の碑
「いれぶんはーと」
と海
岸の安全を誓う碑
「愛しい娘
（こ）
」
を大蔵
海岸に設置

18年

・仮契約業者の談合が判明し、市が二見浄
化センター工事の契約議案を撤回
・第 61回国民体育大会が開催され、明石
市も会場となる
・市 民オーケストラ「 明 石フィルハー モ
ニー管弦楽団」
（愛称：たこフィル）
誕生
・議会の議員報酬及び政務調査費を減額
する条例改正案を可決

19年

・市長等の退職手当をめぐり、
議員案と市の案が対立
・新幹線西明石駅前広場完成
・明石北わんぱく広場開設
・市役所２階ロビーモニターで
本会議の中継を開始
・市役所内に障害者作業所、
福祉コンビニを開設

・八木松陰線が供用開始、国道２号と明姫
幹線を結ぶ
（第18回国勢調査）
・市の人口29万1,027人

工事着工が遅れた二見浄化センター

公共交通の利便性向上を図る
（新幹線西明石駅前広場）

ラブホテル規制の市の
条例案は１票差で可決

2004

（平成16年）

2005

（平成17年）

2006

（平成18年）

2007

（平成19年）

広い歩道でバリアフリーも図る
（八木松陰線）

（市議会だより 第179号）
粗大ごみの戸別収集の有料化が開始
（市議会だより 第167号）
議員報酬および政務調査費を減額
（市議会だより 第178号）
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明石市議会100年のあゆみ

平成

2008-2011
20年

・サハ共和国 ヤクーツク歌劇場及び
サハ高等音楽院と連携協力覚書締結
・明 石市議会のあるべき姿、明石市議会
議員のあるべき姿がまとまる
・市 立明石商業高等学校スポーツ科関連
予算を削除、ノリ養殖漁業者への緊急支
援対策を承認

［ 平成20年～平成23年 ］
21年

・ふれあいプラザあかし西開館
・市制施行90周年記念式典を開催
・あかし斎場旅立ちの丘が完成
・明 石市立市民病院が「明石市安心の医
療確保政策協議会」
から、地方独立行政
法人へ移行の答申を受ける

22年

23年

・明石市自治基本条例を制定
・天文科学館がリニューアルオープン
（開館50周年）
・明石市議会議員政治倫理条例検討会を
設置
・北口市長に対する問責決議を可決
（第19回国勢調査）
・市の人口29万959人

・第５次長期総合計画基本構想を可決
・明石市議会議員政治倫理条例を制定
・松江公園開園
・特 別職の給料を減額する条例、議員提
案の修正案を可決
・明 石市議会活性化計画を策定、活性化
推進会議を設置
・明石市立市民病院が地方独立行政法人
に移行
・失 業中の市民税の減免見直し案、議員
提案の修正案を可決

・明 石市議会ホームページをリニューア
ル、本会議のインターネット録画中継開
始、市議会だよりのカラー印刷を開始
・明石市、
バレホ市姉妹都市提携40周年
・市営バス事業、
２路線
（藤江・貴崎線、岬町
線）
を民間へ移譲

３F展示

４F屋外広場
天文科学館リニューアル

市バス利用者減に歯止めがかからず

2008

（平成20年）

2009

（平成21年）

2010

（平成22年）

2011

（平成23年）

連携協力の覚書を締結
（ヤクーツク歌劇場）

自治基本条例をめぐる市議会の動き
（市議会だより 第194号）

明石市議会のあるべき姿
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明石市議会活性化の取り組み
（平成15年度～21年度）
（市議会だより 第192号）

総務常任委員会で慎重な審査を重ねた
（自治基本条例）

明石市議会活性化計画
（平成23年～27年）
（市議会だより 第202号）
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明石市議会100年のあゆみ

平成

2012-2015
24年

・議会報告会を初めて開催
・より開かれた議会を目指し行った市民ア
ンケートなどの結果を広報するため、あ
かし市議会だより臨時号を発行
・市営バス61年の歴史に幕
・市 長から再議を求められるも減額修正
予算を再可決
（再議は明石市議会初）
・明石市議会活性化特別委員会を設置
・議場コンサートを開催
（明石フィルハーモニー管弦楽団）
・明石市議会議員定数条例を改正
（定数を30人に）

［ 平成24年～平成27年 ］
25年

・収支不足解消に向け、財政健全化推進協
議会を設置
・子どもの医療費無料を中学生まで拡大
・捨てたらあかん！
ミドリガメキャンペーンを実施

2012

（平成24年）

・大蔵海岸多目的広場開設
・ウミガメが６年ぶりに産卵、子ガメ旅立つ

27年

・手 話言語を確立するとともに要約筆記・
点字・音訳等障害者のコミュニケーショ
ン手段の利用を促進する条例を制定

・
「時の記念日を祝日に」することを求め
る請願を採択

・総 合福祉センターに明石市後見支援セ
ンターを開設

・あかしの生態系を守る条例を制定

・市 立小中学校普通教室に空調設備設置
を進める

・公設地方卸売市場への指定管理者制度
導入を決定

・市の住民投票条例案を賛成なしで否決
（第20回国勢調査）
・市の人口29万3,409人

・明石市議会基本条例を制定
・清酒による乾杯の普及促進条例を制定
・市議会だより巻頭写真を公募
（第215号に掲載）
・市は、明石市土地開発公社が保有する土
地を取得し、公社に対する債権を放棄、
同公社を解散

・天文科学館プラネタリウムの
稼働時間が日本一になる
・本会議を明石ケーブルテレビで
生中継

26年

６年ぶりのウミガメ産卵

ミシシッピアカミミガメを
指定外来種に指定

市立小中学校普通教室に空調設備を設置

あかし市議会だより
臨時号

2013

（平成25年）

2014

（平成26年）

2015

（平成27年）

市の伝統産業である清酒による乾杯
市営バス61年の歴史に幕
子午線を示す標示柱
（天文科学館北側）

（市議会だより 第205号）
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市議会だより巻頭写真を公募
（市議会だより 第215号）

卸売市場に指定管理者制度を導入

（市議会だより 第225号）
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明石市議会100年のあゆみ

平成

2016-2019
28年

・市 立明石商業高等学校が春の甲子園に
初出場

［ 平成28年～令和元年 ］
29年

・政務活動費収支報告書・領収書等の
閲覧制度が開始
・タコで有名な全国８つのまちが明石に集合
「たこリンピック in 明石」
開催
・リオデジャネイロパラリンピックで活躍
した明石市出身の上地結衣選手
（銅メダ
ル）
、別所キミヱ選手
（５位入賞）
が、あか
しふるさと大使に任命

平成31年／令和元年

・中 核市へ移行。
「あかし保健所」
「 あかし
動物センター」
開設

・２月臨時市議会にて、泉市長の法定期日
前の退職に同意

・すべての市立中学校で給食がスタート

・明石こどもセンター開設

・あかしこども財団設立

・明 石市議会基本条例に災害時の対応を
追加

・本会議場に国旗・市旗を掲揚

・市 立明石商業高等学校が夏の甲子園に
初出場

・生 涯 学 習センター 、男 女 共 同 参 画セン
ター、市民活動支援センターの機能が１つ
になり複合型交流拠点
「ウィズあかし」
に

・バレホ市との姉妹都市提携50周年を迎
え、
バレホ市を訪問

・大蔵海岸の市有地、条件付きで売却する
ことを決定
・８月１日時点の推計人口が29万5,557
人となり、17年ぶりに市の人口が過去
最高を更新

・明石駅前再開発ビル
（パピオスあかし）
に
「あかし市民広場」
がオープン

・
「2017西日本B－１グランプリ in 明石」
を明石公園で開催、
２日間で17万3,000
人が来場

2017

（平成28年）

・高校生議会を初めて開催

・
「あかし里親フォーラム」
開催

・ご 当地グルメでまちおこしの祭典B-１
グランプリスペシャルで明石市がゴール
ドグランプリ
（１位）
に輝く

2016

・明石駅前再開発ビル
（パピオスあかし）
に
「あかし市民図書館」
「あかしこども広場」
「あかし総合窓口」
がオープン

30年

（平成29年）

中核市移行記念式典

平成30年11月に開催した
第２回高校生議会の様子

2018

（平成30年）

明石市制施行100周年記念事業シンボル
マーク。一般公募で集まった176点の中から
市内小学生の投票などにより決定しました。

2019

（平成31年／令和元年）

明石駅前再開発ビルグランドオープン
記念セレモニー

明商野球部がセンバツ初出場
（市議会だより 第229号）

市長の退職申し出により、
２月臨時会を開催
（市議会だより 第241号）
（市議会だより 第239号）

たこリンピック in 明石を開催
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B－１グランプリスペシャルで
明石市がゴールドグランプリに

本会議場に国旗・市旗を掲揚
（平成29年３月１日～）

明石城も築城400年
（石垣がくっきり見えるように樹木を伐採）
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