たこフィルは自立した運営を
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できるよう指導に
れ、健全な経営が図られ
努めるとともに、
るよう指導に努められた
明石コミュニティ
い。
観光振興対策事業
創造協会の所管す
観光客の増加につなが
る事業としての妥
る施策を積極的に展開す
当性についても検
るとともに、ホスピタリ
討されたい。
ティ（おもてなしの心）
［ 民生費 ］
民生委員・児童
など、観光客の満足感が
委員
得られる環境・施設整備
その職務が複雑
に努められたい。あわせ
多様化し、増加し
て、本市の魅力を広く市
ていることから、
外へＰＲするため、観光
増員や民生・児童
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ついて検討されたい。
極的に検討されたい。
るなど、負担軽減に努め ［ 土木費 ］
庁舎維持管理事業
街路灯新設・維持管理
られたい。
保育所待機児童
市役所庁舎の今後のあ
事業
保育所待機児童につい
り方については、市民セ
街路灯については、電
ては、保育所の受け入れ
ンターの役割や明石駅前
気料金削減と環境への配
枠の拡大を図るなど、待
再開発に伴う窓口機能移
慮の観点から、ＬＥＤ照
機児童ゼロに向けて一層
転などとともに、本庁舎
明の導入を積極的に進め
の努力をされたい。
の建て替えについても、
られたい。
生活保護運営事業
西明石地区活性化プロ
一体的かつ総合的に検討
就労可能な保護受給者
ジェクト事業
されたい。
緊急雇用創出事業・ふ
に対する自立に向けた就
目指すべきまちの姿を
るさと雇用再生事業
労支援の充実を図るなど、 明確に示すとともに、協
対象者のスキルアップ
大幅に増え続ける保護費
議会に対する市の支援体
が図られる就労支援など、 の抑制に努められたい。
制の一層の充実、強化に
安定的な雇用の確保につ ［ 衛生費 ］
取り組まれたい。
ごみ減量化推進事
ながるよう取り組まれた
業
い。
総合型地域スポーツク
さらなるごみの減
ラブ推進事業
量化に取り組むとと
スポーツクラブ につ
もに、最終処分場の
いては、自主運営を目指
今後の方針について
した取り組みを図るとと
も検討されたい。
もに、各クラブの会計監 ［ 商工費 ］
ＴＭＯ支援事業
査における指導の強化に
地域振興開発株式
努められたい。
市民交響楽団支援事業
会社が保有する駐車
将来は自立した運営が
場の利用が活性化さ
2
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平成
実質単年度収支は９年ぶりの黒字
市税収入は景気低迷で２年連続の減少

〈歳入〉
未収金対策
市税をはじめとした未
収金対策については、徴
収体制を強化し、債権管
理を適正かつ厳正に進め
るなど、各債権の滞納の
解消、不納欠損の縮減に
努められたい。
〈歳出〉
［ 総務費 ］
行政改革推進事業
行政改革の取り組みに
ついては、事務事業の総
点検などの成果を踏まえ、
今後も全庁的に十分に協
議を行い、一層の推進に
努められたい。
電子計算処理システム
管理運営事業
新たな情報システムの
運用については、今後の
維持管理や法改正に伴う
システム変更等において、
経費が増大しないよう努
められたい。
広報番組放送事業
明石ケーブルテレビに
おける市政情報番組の放
映については、ケーブル
テレビへの加入率や番組
視聴率の状況等を踏まえ
たうえで、費用対効果を
常に考え、取り組まれた
い。
平和広報事業
明石大空襲等の戦争関
連資料の収集、保存に努
め、次世代へ継承してい


ＪＲ新駅構想
ＪＲ新駅構想研究会な
どで十分な議論が行われ
てきた経緯を踏まえ、市
としての今後の方向性を
早期にまとめられたい。
［ 消防費 ］
消防体制
火災発生時における出
動体制の充実のため、消
防ポンプ自動車への隊員
四名搭乗が一日も早く実
現できるよう努められた
い。
［ 教育費 ］
ほんだいすきプラン事
業
学校図書館の蔵書数が
文部科学省の示す基準を
満たすように努められた
い。また、引き続き学校
図書の利用率の向上に一
層の努力をされたい。
いじめ対策事業
いじめは学校・家庭・
地域全体の課題としてと
らえ、いかなる理由があ
ってもいじめは絶対に許
されないという意識啓発
の推進に努められたい。
明石商業高等学校施設
整備事業
部活動における生徒の
安全確保のためにも、グ
ラウンド用地取得に向け
て引き続き努力されたい。
中学校給食
これまでの調査内容を
踏まえ、各給食方式の経
費や課題等を検討し、早
期実施に向け取り組まれ
たい。





平成二十二年度決算を審査するため、九月十六日の本会議で決算審
査特別委員会を設置しました。
各会計の決算議案を四つの決算審査分科会で詳細に審査した後、委

と協力のもと、徹底した
コスト意識による経費の
削減や、施策と事業の選
択と集中など、より一層
の行財政改革を推進し、
限られた財源を効果的に
活用するよう求め、十九
会計の決算について、原
案どおり認定しました。

一般会計の決算規模は、
歳入が九百七十八億二千
四十七万円で２・０％の
増、歳出が九百六十億二
千七百八十八万円で０・
７％の増となり、平成二
十年度から三年連続の増
加となりました。
翌年度に繰り越すべき
財源を差し引いた実質収
支額は約十六億円の黒字

となり、市の貯金である
基金からの繰入金を除い
た実質的な単年度収支で
も約十五億円の黒字とな
りました。これは平成十
三年度以来、九年ぶりの
黒字です。
歳入では、長引く景気
低迷の影響で、昨年度に
大幅な減少となった市税
収入が、さらに約六億二
千万円減少しました。一
方で、地方交付税とその
振替財源である臨時財政
対策債が約四十億九千万
円増加したことに加え、
土地開発公社への貸付金
の減少などにより、一般
財源全体としては約三十
六億八千万円の増加とな
りました。
歳出では、人件費が減
少したものの、生活保護
費などが大きく増加した
ため義務的経費は約四十
四億一千万円増加してい
ます。また投資的経費に
ついても校舎耐震化事業
などで約二十一億九千万
円の増加となりました。

員会での総括質問を経て、十月十七日の本会議で認定しました。
十月六日に行われた決
算審査特別委員会では、
各会派を代表して七名の
議員から質問があり、平
成二十二年度決算におけ
る行財政改革や保育所待
機児童の解消に向けた取
り組みなどについて市の
見解を求めました。
行財政改革について市
からは、これまでも行革
に努めてきたが、今後は
さらなる支出が見込まれ
るため、一層の取り組み
が必要である。緊急性や
金額の妥当性を満たさな
い事業については、予算
を白紙の状態から議論す
る。財政目標である基金
残高四十億円の増額も検
討したいなど、強い決意
が示されました。また、
保育所待機児童の解消の
ため、次年度には幼稚園
の空き教室を活用すると
の答弁もありました。
認定にあたっては、次
年度以降に負担を先送り
しない健全な財政構造の
構築に向け、市民の理解















生活保護費が大幅増









決算規模は３年連続増
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