災害時要配慮者名簿の提供
地域の共助のために
活 用 方 針 を 検 討
上の共助の面で中心と
なる自治会と自主防災
組織に名簿を提供し、
協力をお願
いしてきた。
その後、東
日本大震災
の教訓から
災害対策基
本法が改正
され、要配
慮者名簿に

ついては、より柔軟に
提供するようにとの趣
旨が盛り込まれ、消防
団や警察など災害対応
に不可欠である外部機
関にも名簿の提供が可
能となった。しかし、
名簿は慎重に取り扱う
必要があり、たとえ有
事であって
も無条件に
提供できる
ものではな
いことから、
今後は市と
消防団で協
議し、活用
方針につい
て検討していきたいと
考えている。

一般職との相乗効果も期待

するため、平成 年度
から一定分野における
高度な知識や能力、経
験を持つ専門職の活用
を行っている。専門職
員の配置については、
権限と責任を持って十
分に活躍できるように、
原則、担当課長または
担当係長などに位置付
けている。また、総合
職である一般行政職と
専門職とを組み合わせ
ることで効率的な職員
配置ができるとともに、
一般行政職の能力向上
も期待できることから、
人件費における費用対
効果も大きいと考えて
いる。
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相次ぐ入札不調
原因を究明し
対策を講じる
問 本年４月以降、工事
の一般競争入札におい
て、不調件数が多くな
っている。予定価格は
適正だったのか。今後
の対策について聞く。

答 予定価格を積算する
ための材料単価や労務
単価は、毎年４月に示
される国の公共建築工
事積算基準等により決
定している。さらに、
鉄筋などの主要な材料
は、直近の単価を採用
しており、予定価格は
適正だと考える。しか
し、入札不調が続いて
いることは市としても

懸念しており、入札業
者等から聞き取りを行
うなど状況確認してい
るところだ。
今後も発注情報の公
表は続けるが、不調と
なった場合は原因を検
証し、再発注では設計
の見直し等、さまざま
な対策を講じて、応札
者を増やせるように努
めていく。

////////////////////////////////////////////////////

問 弁護士などの専門職
を任期付職員として採
用しているが、その必
要性と位置付けを聞く。
答 本市では、いじめや
虐待、子どもの発達支
援、犯罪被害者支援な
ど、新たな課題や対応
が困難な課題に直面し
ており、これらを解決

新たな課題解決に活躍

市民サービスの切り捨
てや、さらなる負担増
となるような事業の見
直しは行うべきではな
いと考えるが見解は。
答 少子高齢化の進展に
伴う福祉関係経費の増
加や労働人口の減少に
伴う市税収入の減少な
どが予想される中、将
来世代へ負担を先送り
することなく、これか
らのまちづくりに向け
て持続可能な財政構造

を構築するため、事業
や施設等の在り方を時
代に合うように見直し
を進めている。
見直しの結果、市民
の負担が増える場合が
あるが、市民福祉の向
上を図り、安全で安心
して暮らすことのでき
るまちづくりを行うと
いう市の責務をしっか
り果たせるよう、引き
続き財政健全化に努め
ていく。

在職5期。総務常任委員長、決算審査特別委
員長などを歴任。66歳。

三好 宏

― 重点的に取り組む事項は。
厳しい財政状況が続く中、持続可能な財政構造を構築するためには、財
政健全化推進計画や公共施設の配置適正化基本計画の策定が喫緊の課題で
す。一方、防災面では南海トラフ地震や異常気象による水害対策も重要で
あり、情報収集の強化や避難施設のさらなる整備を目指していきます。ま
た、市民の防災意識を高めるとともに自助・共助・公助の協調を強め、防
災訓練や災害時要配慮者の安否確認など自治会や地域団体と連携し取り組
んでいきたいと考えています。その他、法テラスの市役所内窓口やこども
養育支援など、市民の権利や生活を支援していけるよう努めていきます。
― 委員長としての決意は。
議会基本条例が本年 4 月から施行され、また、明石市の憲法とも言われ
る自治基本条例が施行されて 5 年目になります。市民参画のもと情報を共
有し、協働のまちづくりをしっかりと議論、検証していきます。

― 重点的に取り組む事項は。
福祉に関しては障害のある人の意思疎通の手段を促進する手話言語条例
の制定に向けて、積極的に取り組んでいます。また、子育てに関しては保
育所の待機児童の解消について施設の新設や分園の設置、幼稚園の空き教
室の活用など、ニーズに合わせて柔軟に取り組んでいるところです。一方、
高齢者に関する事業については財政健全化の取り組みにより一部見直しが
行われ、少し窮屈な思いをされているかと思いますが、しっかりと議論を
行い、事業や施策の選択と集中に取り組んでいきます。
― 委員長としての決意は。
文教厚生常任委員会は本市の４つのキーワードであるこども、地域、安
全、元気の中でも、最も核となるこどもの部分を担当している委員会です。
「子育てするなら明石」と言われるように環境を充実させ、明石に住み続
けたいと思えるまちづくりを目指していきます。

永井 俊 作

在職2期。監査委員、議会運営委員長、総務
常任委員長などを歴任。49歳。

しゅんさく

なが い

み よ し ひろし

委員会の担当分野
財政や市税、行政改革、消防、防災
など総務、財政部門や市民の安全に
関わる分野を審査します。

委員会の担当分野
教育や福祉、介護保険、子育て支援
や児童の健全育成など市民の暮らし
に関わる分野を審査します。

常任委員長に聞く

総務
常任委員長に聞く

文教厚生

問 災害時の要配慮者対
策については、地域防
災計画や水防計画で詳
細な取り決めをしてお
り、その名簿の取り扱
いは厳重な注意が必要
とされている。自治会
には提供されているが、
消防団にも提供できな
いか。
答 本市では、地域のこ
とをよく把握し、防災
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弁護士などの専門職

////////////////////////////////////////////////////

問 消費税率が８％に引
き上げられ、市民の負
担が増える中、市は財
政 健 全 化の 名の も と、

持続可能な財政構造へ

市内の設置目標は40基

/////////////////////////////////

及促進には充電設備の
整備が不可欠である。
そのため県策定の充電
設備の整備計画では、
市内における設置目標
を既に設置している５
基と合わせて 基とし
ている。また、要件に
適合すれば国などから
最大で全額の補助を受
けられることから、補
助制度をより広く活用
するよう事業者等へ周
知していく。
なお次世代自動車の
購入に対する助成制度
は、優先課題である充
電設備が充実し次世代
自 動 車の
普 及 がさ
らに 進 ん
だ 際 に、
国 や 県、
他 都 市の
状況 等 を
見 ながら
その必要
性を見極
めていく。
電気自動車用急速充電器
（明石公園）

８月10日 台風11号時の様子

負担を先送りせず

充電設備の充実

問 次世代自動車の普及
促進に向けた今後の取
り組みについて聞く。
答 大気汚染の防止や二
酸化炭素排出量の抑制
に効果のあ
る電気自動
車やプラグ
インハイブ
リッド車な
どの次世代
自 動 車 は、
ガソリン車
と比べて航
続距離が短
いため、普

財政健全化の取り組み

次世代自動車普及のカギは

（4）
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