明石市議会では、あかし市議会だよ
りのほかにも、さまざまな広報を行っ
ています。

市議会ホームページ

市議会ホームページでは、議会の日程や議員の紹
介、審議結果、これまでに発行された市議会だより
など多くの情報が掲載されています。また、会議録
の検索や、本会議の映像も見ることができます。









でいます。今までにな
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嵐のような三月定例

いことがたくさん起こ



会、異動の内示。その

りそうなこの一年。置



後にびっくりするくら

いていかれないよう進



日（火）



今後、改善に努めたいと
の答弁がありました。
採決では、多くの委員
が広報あかしのリニュー
アルに関する増額分を削
減する修正案を本会議に
提出することを示した上
で、賛成多数で原案どお
り承認しました。

本会議録画ＤＶＤの貸し出し

本会議の様子を録画したＤＶＤを貸し出していま
す。貸し出しできるのは、平成二十三年九月定例会
以降の本会議の映像です。

出前講座（なるほど！市議会）

市議会の役割を市民に身近
に感じてもらえるよう、 市議
会事務局の職員が出向き、 講
座を行います。 自治会やサー
クルなどで、市議会の役割につ
いて考えてみませんか。

ケーブルテレビ放送

三月定例会で行われる代表質問や、市の広報番組
で市議会特集を放送しています。
また、六月定例会からは、本会議の一般質問を生
中継で放送します。

市議会だより縮刷版の販売



あかし市議会だよりの創刊号～二〇〇号までの縮
刷版を行政情報センターで販売しています。



日（月）・



万円は必要か

予 算の減 額 修 正を示 唆
広報紙のリニューアルで

まずは配 布 方 法の検 討を
民への配布は十分とは言
えず、まずはより多くの
市民に配布できる仕組み
を検討する必
要があるなど
の意見があり
ました。
市からは、
市民から申し
出があれば郵
送しているが、
その周知方法
については、



日（金）・

６月定例会は６月８日（金）から

質問日は

の３日間を予定。
質問日の様子は明石ケーブルテレビの新チャン
ネルで最後まで生放送します。
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各常任委員会では、明石駅前南地区再開発
事業や中学校給食の実施、広報の充実に係る
費用を含む平成二十四年度予算案などの議案
審査のほか、協働のまちづくりに向けた取り

ち上げた検討プロジェク
トで今後協議していく考
えも示されました。
委員からは、過去の東
仲ノ町地区市街地再開発
事業の例もあるため、慎
重に事業を進めていくべ
きであり、専門的な知識
のある職員を配置しては
どうかとの意見や、多く
の市民から見直しの要望
書が議会に対し提出され
ている本事業には反対で
あるとの意見もありまし
たが、審査の結果、賛成
多数で原案どおり承認し
ました。
総務常任委員会では、
広報の充実に向けた経費
を含む平成二十四年度一
般会計予算案の審査を行
いました。
市は、新年度に広報あ
かしのリニューアルとし
て、現在の二色刷り八ペ
ージからフルカラー十二
ページの紙面にすること
を計画しています。この
ため前年度よりも約二千
九百万円増額の六千七百
万円を予算案に計上して
います。
委員からは、市の広報
紙がいつも十二ページが
必要だとは思えない、フ
ルカラーにすると逆に読
みにくい、また、広報あ
かしは新聞の折り込みを
主な配布方法としている
が、新聞購読者以外の市

を計上している。しかし、
実施方式は決定ではなく、
学識経験者や公募市民も
含めた中学校給食検討委
員会で検討し、六月議会
において決定したいとの
説明がありました。
委員からは、まだ方式
が決定していないのにセ
ンター方式を前提とした
予算を計上するのはおか
しい、方式についても市
民アンケートを行い決定
すべきだ、また、自校方
式も検討すべき、多額の
費用がかかるので、もっ
と議論を重ねるべきとの
意見がある一方で、給食
を必要とする生徒や保護
者のために現在の市の方
針で早期に実施すべきと
の意見もありました。
採決では多くの委員が
本会議で給食センター設
計委託費を削除する修正
案の提出を示した上で予
算案を原案どおり承認し
ました。

明石市議会のホームページアドレスはht
t
p:
//www.
c
i
t
y.
akas
hi
.
l
g.
j
p/gi
kai
/です。ぜひご覧ください。

組みなどについて報告がありました。
十三年九月の事業内容の
見直し後、再開発組合が
本組合設立に向けた業務
を再開し、再開発ビルの
基本計画を取りまとめて
いるところです。
この予算案には、準備
組合に対する権利変
換計画作成や調査設
計などへの補助金、
市が実施する駅前広
場の詳細設計や測量
等の経費を盛り込ん
でいます。
市からは、再開発
ビル内に整備する予
定の公共施設の具体
的な配置計画などに
ついては、庁内で立
のステップと考えている
が、事業の実施を無理に
押し付けることはしない
との説明がありました。

委 員から異 論が続 出
文教厚生常任委員会で
は、中学校給食実施に係
る費用を含む平成二十四
年度一般会計予算案の審
査を行いました。
市からは、中学校給食
の早期実施については議
会の考えと一致している
と認識しており、実施方
式を総合的に判断した結
果、コスト面やスペース
面、早期実施の観点から
市バス跡地を活用したセ
ンター方式が最も有効で
あると考え、給食センタ
ー設計委託費を含む予算
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建設企業常任委員会で
は、明石駅前南地区再開
発事業に係る経費、約三
億三千百万円を含む平成
二十四年度一般会計予算
案の審査を行いました。
本事業については、二
業などが行えるスペース
を整備したり、市民活動
の総合的な支援を行う中
間支援組織を設置する予
定です。
委員からは、
地域が望んでい
ない事業を市が
提案して実施す
ることは協働と
いえるのか、地
域が事業を断る
ことはできるの
かという意見が
あり、市からは、
校区でネットワ
ークを広げても
らうための最初
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協働のまちづくりの推進
地域の課題は地域で解決
仕 組 み 作 りに 向 け 施 策 を 展 開
地域の課題に応じて住民
が自ら取り組む施策に対
し、校区あたり百万円を
上限に補助する事業があ
ります。どちらの事業も、
他の地域課題解決のモデ
ルケースとして協働のま
ちづくりの仕組みづくり
に反映させます。
このほか、市役所敷地
内に地域や市民団体との
交流や打合わせ、印刷作
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拙 速 な 方 式 決 定 に

広報あかしは毎月１日と15日に発行

2,
900

中学校給食

議の会
広報





公共施設の配置は
検討プロジェクトで協議

生活文化常任委員会で
は、協働のまちづくりの
推進に向けた取り組みに
ついて報告がありました。
平成二十四年度の実施
予定事業として、全小学
校区を対象にシンボルマ
ークやシンボルカラー、
キャッチフレーズ等の作
成に対し、校区あたり十
万円を補助する事業と、
五小学校区程度を対象に、

地域から明石を盛り上げよう

新しい駅前広場（イメージ図）

業
前 南地区 再 開 発 事

駅
明石
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