などさまざまな課題が
特にＪＲ西明石駅につ
とができ、民間を含め
あると聞いているが、
いては、バリアフリー
た施設整備を主要な駅
旧国鉄清算事業団用地
化などの利便性につい
周辺などの核となるべ
を含めた地区全体で課
て課題があるが、今後
き地域へ誘導すること
題解決を検討していく
の方向性を聞く。
ができる。本市でもこ
考えだ。
答 地域住民や学識経験
の計画を策定するべき
者、市職員などで構成
西明石地域の事業の
だと考えるが、市の考
する西明石活性化プロ
方向性については、今
えを聞く。
ジェクト協議会により、
年度中に一定の方向性
答 本市は、長期的視点
平成 年３月に西明石
を示す予定であり、来
では人口減少となるが、
の活性化や線路によっ
年度からは全庁的な体
短期的には人口 万人
て南北に分断されたま
制で取り組んでいくつ
を目指し、まち・ひと
ちの一体化などの解決
もりだ。
・しごと創生総合戦略
すべき課題を挙げた「ま
でさまざまな取り組み
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ちづくりの姿」が取り
を展開している状況で
問 本市は、今後のまち
問 明石駅前南地区の再
兵庫県後期高齢者医療
まとめられた。その中
ある。人口減少を前提
づくりの方向性として、
開発が進展しているが、
で、西明石駅および駅
とした立地適正化計画
一定の地域に行政、医
次は西明石の再開発を
広域連合議会議員を選出
周辺の安全性と利便性
策定の必要性について
療等の都市機能を集約
行うべきだと考える。
後期高齢者医療制度に
の向上については、
は、十分な検証や制度
させ、居住地域と交通
基づき設置された兵庫県
最優先課題の一つ
の目的・効果について
や情報通信でつなぐコ
後期高齢者医療広域連合
とされており、西
市民への説明と理解を
ンパクトシティ・プラ
議会は、県内の市町から
明石駅東口のバリ
得る必要があると考え
ス・ネットワークの形
１人ずつ選ばれた議員で
アフリー化につい
る。そのため、他都市
成を目指している。国
構成されています。明石
ては、ＪＲ西日本
の取り組み状況等の情
においてもコンパクト
市では選出議員の任期満
などの関係機関と
報収集や、国・県が開
シティ推進に向け、立
了に伴い、副市長である
協議をしていると
催する会議に参加する
地適正化計画制度を設
わ だ みつる
和田満氏（ 歳・貴崎３
ころだ。ＪＲ西日
など調査・研究を重ね
けている。本計画を策
丁目）を引き続き選出し
本からは駅の構造
慎重に検討していきた
定することで国のさま
ました。
上の制約や費用面
い。
ざまな支援を受けるこ
なお、任期は副市長職
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
の任期である平成 年７
月９日までです。

医療機能や質の向上に一定の成果

独立行政法人化後の市民病院

必要性を検証

医師確保にも柔軟に対応
ては、救急総合診療科
の立ち上げによる救急
医療の強化、地域医療
支援病院として地域医
療機関との連携強化、
地域包括ケア病棟の運
用開始、在宅療養後方
支援病院としての役割
を担ってきたことなど
が挙げられる。
その結果、 年度ま
での第１期中期目標期

西明石のまちづくり

旧国鉄用地の利活用

ＪＲと具体的に検討中

間の総合評価として、
医療や経営の学識経験
者からなる評価委員会
からは、医療機能や質
の向上について、 計 画
に基づく一定の
成果があったと
の評価を受けた。
また、市民病
院の役割は、地
域で不足する医
療機能を担うこ
とである。その
役割を維持する
ための医師確保
については、関
連大学への働き
かけなど医師派

南北に分断された西明石のまち
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遣の調整を積極的に行
うとともに、医師の直
接採用にも柔軟に対応
しているところだ。

任命に同意

教育委員会委員

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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教育委員会委員として
くりおかせい し
栗岡誠司氏（ 歳・魚住
町長坂寺）を任命するこ
とに同意しました。同氏
は、県立明石北高等学校
の校長などを歴任し、現
在は神戸常盤大学保健科
学部医療検査学科で教授
を務められています。
本市の教育委員は４人
で任期は４年です。

重点的に取り組む事項
平成 年に市制施行１００周年を迎
えます。その記念事業の計画案を作成
し、具体的な取り組みを議論していき
たいと考えています。さらに同年は明
石城築城４００周年でもあり、多方面
との連携について検討し、市全体が盛
り上がる事業にしたいと思います。
また、現在の市庁舎は建設から 年
以上が経過し、耐用年数の 年が迫っ
ています。新庁舎についての方向性を
示す必要があり、直近の課題だけでな
く、 年 年先の明石を見据えて知恵
を 出 し、考 え て い く こ と が 大 切 で す。
具体案を検討する中で、魅力あるまち
づくりを目指し、議論していきます。
委員長から一言
市民一人一人の気持ちや活力が本市
のまちづくり推進のためには必要です。
特に市制施行１００周年記念事業は市
民 の 皆 様 か ら ご 協 力 い た だ く こ と で、
一層盛り上がる事業にしたいと考えて
い ま す の で、今 後 と も 温 か い ご 支 援、
ご協力をよろしくお願いします。

｜
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今年度の課題は
時代の流れや市民生活の変化ととも
に、市議会も変わっていく必要があり
ます。そのため、議会改革が必要な部
分についてはしっかりと議論をしてい
きます。確実な議会運営に努めること
は、市民サービスの安定につながって
いくと考えており、その重要な役割を
確実に果たすという責務を重く受け止
め、委員会として取り組んでいきます。
傍聴について
本会議や委員会は公開しており、傍
聴することができます。これらの会議
日程は、自治会の掲示板や市民センタ
ーなどに掲示しているポスター、市議
会だより、ホームページに掲載してい
ますのでご覧ください。
委員長から一言
市議会が市民の皆様にとって身近な
存在となれるよう、より開かれた議会
を目指す取り組みを進めていきたいと
考えています。市民の皆様には、直接
見ていただきたいと考えておりますの
で、ぜひ傍聴にお越しください。

｜

｜

｜

｜

【あかしまちづくり推進特別委員会】
中心市街地再整備や市制施行100周年記念事
業、庁舎建設、あかしのまちづくりに係る総合調
整に関することを担当している委員会

【議会運営委員会】
議会の円滑な運営に必要な協議や意見の調整、
法定の事項に関する調査などを担当している
委員会

ずい

辰巳 浩司

井藤 圭湍

在職３期。監査委員、文教厚生常任委員長な
どを歴任。59歳。

在職５期。議長、副議長、議会運営委員長、
文教厚生常任委員長などを歴任。71歳。

けい

とう

い

じ

こう

み

たつ

あかしまちづくり推進 特別委員長に聞く
委員長に聞く

議会運営
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立地適正化計画の策定

10

問 明石市立市民病院の
地方独立行政法人化後
の取り組みの成果は。
答 明石市立市民病院は、
医療の質の向上と患者
サービスの充実、経営
の健全化を図るため、
平成 年 月１日から
地方独立行政法人とし
てスタートした。
新たな体制のもと取
り組んできた成果とし

さらなる医療の充実に期待

効率的なまちづくり
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第229号

あ か し 市 議 会 だ よ り
平成28年（2016年）11月１日
（7）

