取ったらアカン

映画館を大衆演劇場に改装

市民と協働で取り組む

ほんまち三白館

市民に伝えていこう

平和の大切さ

への紹介なども検討し
ている。より一層、親
しまれ、愛される施設
となるよう商店街振興
組合とも協議し、どの
ような支援が可能か検
討していく。

監査委員

YYYYYYYYYYYY
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選任に同意

固定資産評価審査委員会委員

選任に同意
固定資産評価審査委員
会委員の任期満了に伴い、
おお や みちたか
大家通孝氏（ 歳・神戸
市）を引き続き選任する
ことに同意しました。同
氏は㈳兵庫県不動産鑑定
士協会法務鑑定委員会委
員長を務めており、平成
年から同委員に就任し
今回で４期目です。
YYYYYYYYYYYY

人権擁護委員

― 重点的に取り組む事項は。
協働のまちづくりを一層推進するため、地域のまちづくり組織のさらな
る強化や合意形成の仕組みづくりに取り組んでいます。また、市民の台所
である卸売市場では、市場の活性化と施設のより効率的な運営を進めるた
め、平成27年度からの指定管理者制度の導入を目指していきます。観光振
興では、昨年、明石たこ大使に就任したさかなクンにさまざまなイベント
等を通じて明石の魅力を発信してもらうとともに、B―1 グランプリの全国
大会では明石焼をはじめ明石の PR を行い、観光客の誘致にも努めていき
ます。
― 委員長としての決意は。
市民生活に身近な分野を担当しているので、市民の関心も高いと思いま
す。皆さんが安心して暮らせるまち、そしてにぎわいのあるまちを目指し
て十分に議論し、充実した委員会の運営ができるよう努めていきます。

― 重点的に取り組む事項は。
明石駅前地区など市内各地では近年の集中豪雨に対応できず、慢性的に
浸水被害が発生しています。雨水管の整備など継続的な対応が図られてい
るところですが、市内全域の総合的な浸水対策についてもさらに議論して
いきます。また、少子高齢化が進む中、全国的に空き家の管理が問題となっ
ていますが、本市では空き家対策を目的とした条例の制定を検討していま
す。管理が不十分な空き家は周辺に悪影響を及ぼす恐れがあり、建物の除
去を促進するための支援制度の創設が求められるところですが、市民の意
見を聞きながら来年 3 月議会での条例制定を目指し議論を進めていきます。
― 委員長としての決意は。
市民の負託に応えるべく、中長期的な展望を持ちながら事業の緊急性や
妥当性についてしっかりと議論し、より良いまちづくりを目指していきた
いと思います。

在職２期。監査委員、総務常任副委員長、明
石市議会活性化特別委員などを歴任。54歳。

在職3期。副議長、監査委員、生活文化常
任委員長などを歴任。42歳。

尾倉 あき子

辻本 達也

推薦に同意
人権擁護委員の任期満
みず た
了に伴い、引き続き水田
かず こ
和子氏（ 歳 大
･ 久保町
大窪）を法務大臣に推薦
することに同意しました。
同氏は明石市ボランティ
アアドバイザー代表など
を歴任され、平成 年か
ら同委員に就任し今回で
３期目です。

公平委員会委員の任期
いのうえ かずみ
満了に伴い、井上一美氏
（ 歳 大久保町谷八木）
･
しば た たつぞう
と柴田達三氏（ 歳 魚
･
住町中尾）を引き続き選
任することに同意しまし
た。井上氏は㈶兵庫県勤
労福祉協会理事などを歴
任され、平成２年から同
委員に就任し今回で７期
目、柴田氏は明石商工会
議所会頭などを歴任され、
平成 年に同委員に就任
し今回で３期目です。

選任に同意

公平委員会委員

YYYYYYYYYYYY

64

来年は戦後70年

70

こ

お ぐら

たつ や

つじもと

21

委員会の担当分野
コミュニティや健康づくり、文化・ス
ポーツ、環境、産業、観光振興など市
民の生活に身近な分野を審査します。

委員会の担当分野
道路や河川、公園などの整備、住宅、
都市計画、上下水道など市民生活の
基盤となる分野を審査します。

17

69

常任委員長に聞く

生活文化
常任委員長に聞く

建設企業

70

14

27

65

72

58

識見を有する者の中か
ら選任する監査委員のう
ほしかわ
ち、任期満了となる星川
ひろあ き
啓明氏（ 歳 上
･ ノ丸３
丁目）を引き続き選任す
ることに同意しました。
同氏は公認会計士として
活躍されており、平成
年から同委員に就任し今
回で４期目です。
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本市の平和施策につい
ごみ置き場への看板設
て市民への周知に努め
置やパトロールを強化
ていく。
することで、持ち去り
また、来年の戦後
防止に努める。さらに
年記念事業は、特に子
リサイクル業者に対し
どもたちに平和につい
ては、持ち去られた資
て考えてもらうような
源ごみの買い取りを拒
取り組みを検討してい
否するよう申し入れる
る。平和の大切さを学
予定だ。
ぶ、戦災の事実と平和
また、自治会等が実
問 核兵器のない平和な
への取り組みを残す、
施している集団回収に
世界を実現するための
平和交流と平和の大切
おいては、リサイクル
取り組みと、来年戦後
さを市民に広めるとい
業者との契約で実施し
問 行政回収や集団回収
年を迎えるにあたり
う３つの視点のもとで、
ており、資源ごみは実
における資源ごみの持
記念事業についての考
これからも啓発事業を
施団体の所有物となる。
ち去りについて、本市
えを聞く。
継続して取り組み、平
このことから持ち去り
の対策を聞く。
答 本市は広島市と長崎
和施策の推進を図って
は窃盗罪になり警察に
答 本市では、資源ごみ
市が中心となって設立
いく。
よる取り締ま
持ち去りの対策
された平和首長会議に
りが可能とな
として、収集日
YYYYYYYYYYYY
加盟し、他の自治体と
る。今後は、
当日の朝にごみ
教育委員会委員
連携して核兵器の廃絶
資源ごみの所
を出すことを徹
と世界の恒久平和の実
有者を明確に
底するとともに、
任命に同意
現に向けて取り組んで
表示する警告
市民と協働でご
いる。今後もさまざま
看板等の資材
み置き場のパト
教育委員会委員の任期
かわもと
こ
な機会を捉えて平和首
提供を実施し
ロールを実施し
満了に伴い、川本まり子
長会議の活動をはじめ、 氏（ 歳 王
ていく考えだ。
てきた。今後は
･ 子２丁目）
//////////////////////////////////////////////////// を引き続き任命すること
に同意しました。同氏は
明石保育協会会長や明石
市教育委員会委員長など
を歴任されています。同
委員には平成 年から就
平成 年 月完成予定
任し今回で２期目です。

12

12

における南の拠点とし
て、中心市街地の回遊
性の向上やにぎわ
いの創出に役立つ
ものと考えている。
本市の支援とし
ては、より施設が
活用されるよう市
内外に積極的に周
知するとともに、
市の文化事業や地
域コミュニティの
拠点としての活用、
さらに活動の場を
求める文化団体等

58

警告看板設置やパトロール

問 本町商店街振興組合
が一丸となって取り組
み はく
んでいるほんまち三白
かん
館整備事業に対する市
の見解と支援策を聞く。
答 本事業は、同組合が
国の補助を受けて日活
の映画館を大衆演劇場
に改装し、大衆演劇の
興行や貸し会場等の事
業を行うもので、平成
年 月に完成を予定
している。同館は明石
港近くに位置し、中心
市街地活性化基本計画

本町商店街に新たなにぎわい

資源ごみの持ち去り対策
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