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お問い合わせ／明石市議会事務局 議事課
電話（078）918－5060 FAX（078）918－5112

待機児童問題解決に向け

尾倉あき子

平成30年２月17日（土）
午前10時～11時30分頃（開場９時45分）
明石市役所議会棟３階 本会議場
明石商業高等学校・明石清水高等学校
生徒約30名
当日、直接会場にご来場ください。
先着順で受け付けします。（定員75名）

聴

保育士確保を

り組み人員を４名とす
るとともに、災害現場
での迅速な活動と確実
な安全管理を実施する
ため、定数条例を一部
改正し、２３３名が年
間を通じて勤務できる
体制とした。今後も各
種災害対応に万全を期
すため、採用計画に基
づく人員確保に努めて
いく。

宏希

時

さらなる処遇改善は

問 国は待機児童問題解
決のため保育士の処遇
改善を打ち出した。本
市では臨時保育士の賃
金を引き上げるなどの
改善を行ったが、保育
士確保が難しいことに
変わりはない。さらな
る処遇改善が必要と考
えるが、市の見解は。

○梅田

恒司

万円引き上げ、 年度
には人事院勧告に準じ
て、さらに４万円程度
引き上げた。加えて、
昇給制度の導入などを
行い、県下第２位の給
与水準となっている。
また、従来５年間で雇
い止めとなっていたが、
安定的に人材の確保を
図るため、 年度から
公募試験を経て再雇用
ができるようにした。 問 平成 年に作成され
任期満了を迎える臨時
た本市の消防基本計画
保育士の確保に向け、
は、現場到着時間の短
試験制度の簡略化も行
縮と人員確保を課題に
っている。
挙げている。その対応
状況について聞く。

宏希

北川

確保と保育サービスの
質の維持向上のため、
できる限りの処遇改善
を図ってきた。給与面
では、正規職員の給与
を引き下げざるを得な
い状況であっても臨時
保育士は現行の給与水
準の維持に配慮してき
た。平成 年度には賃
金を年収ベースで約

○梅田

陽一

市は、優秀な人材の

浩司

久枝

答

○辰巳

啓介

大蔵海岸バーベキュー設備

聡子

○千住

の強化、大規模災害等
に備えた危機管理能力
の向上という３つの基
本方針を掲げている。
同計画の中で、消防
署所については、配置
バランスから消防部隊
の現場到着時間に差が
出る地域があることを
課題としていた。その
後、市内道路交通網が
整備されたことや 年
４月に消防指
令システムを
更新したこと
により、救急
出動件数が４
年連続で過去
最高を記録す
る中、現場到
着時間は３年
連続で短縮し
ている。

○丸谷

拓志

また人員確
保については、
可能な限り消
防車両への乗

成人

○国出

災害対応に必要な人員確保

答 明石市消防基本計画
は、 年後の将来像と
して、安全に安心して
暮らせるまちを実現す
るために、市民や事業
者との参画と協働によ
る防災力の向上、多様
化する市民ニーズに対
応するための消防機能

◎穐原

◎佐々木

また、市は土地の使用
料収入が見込めるほか、
設備の更新費用が不要
になるなどのメリット
がある。なお、公園施
設として都市公園法や
関係法令を逸脱しない
よう民間事業者へ指導
監督を行っていく。

吉広

達也

人権擁護委員

◎寺井

◎辻本

推薦に同意

祐太

健太

民間事業者へ売却
の老朽化による修繕費
等の増加などが課題と
なっていた。
このような中、今後
もにぎわいと集客効果
を持続させるには、民
間事業者による設備投
資やイベント企画の意
欲を高めることが重要
であり、 年を超える
長期運営を可能とする
ため、指定管理施設か
ら切り離すこととした。

ますもとよしひで

本年３月 日をもって
任期満了となる人権擁護
委員の次期候補者として、
再任２名、新任２名の４
名を法務大臣に推薦する
ことに同意しました。
きのしたかず
再任の２名は、木下和
こ
子氏（ 歳・松が丘１丁
おおぎし み ち こ
目）、大岸美智子氏（
歳・大久保町高丘１丁目）
、

新任の２名は、増本賀英
氏（ 歳・二見町東二見）、
やす だ まさよし
安田政義氏（ 歳・西明
石町３丁目）です。本市
の人権擁護委員は 名で
任期は３年です。

◎宮坂

総務常任委員会 文教厚生常任委員会 生活文化常任委員会 建設企業常任委員会 新庁舎整備検討 議会運営委員会
（６人）
（８人）
（８人）
（７人）
（７人）
特別委員会（８人）

初 高校生議会を開催

◎…委員長
○…副委員長

委員会構成一覧表

現場到着時間は短縮

23

27

26

特措法の勧告を受けた
にもかかわらず、所有
者が空き家の除却など
の必要な措置を行わな
い敷地については、固
定資産税および都市計
画税の住宅用地の軽減
対象から除外する予定
だ。
今後も、空き家の譲
渡所得の特別控除制度
の周知や、危険な老朽
空き家の除却費補助な
どを行い、利活用され
ていない空き家の解消
に努める。また、明石
市空家等審議会におい
て、全庁を挙げた総合
的な空き家対策を検討
していく予定だ。

敏

未来を担う若者に、議会や市政について
の関心を深めてもらうため、高校生による
模擬議会を開催します。高校生が豊かな感
性を生かしてグループで話し合った内容を本会議場で提
案し、それに対して市議会議員が見解を答えます。
どなたでも傍聴できますので、ぜひお越しください。

◎林

もしもに備えて万全な体制を

64

明石の消防力

12

10

は ・６％であり、全
国平均を下回っている。
しかし、 年に空家等
対策の推進に関する特
別措置法（特措法）お
よび明石市空家等の適
正な管理に関する条例
が施行されて以降、市
民からは、空き家に関
する相談が多く寄せら
れている。
特措法に基づく行政
代執行による取り壊し
といった危険老朽空き
家対策に加え、空き家
の利活用や維持管理に
関する啓発を行うなど、
老朽空き家を発生させ
ないための取り組みが
必要である。そこで、

13

問 大蔵海岸バーベキュ
ーサイトは、これまで
指定管理者が公園や駐
車場等の周辺施設と一
体で運営してきた。な
ぜ、民間事業者にバー
ベキュー設備を売却す
ることにしたのか、市
の考えを聞く。
答 同バーベキューサイ
トは、平成 年度に運
営を開始し、 年度か
らは指定管理者による
運営を行い、
年度は約
９万人が利
用する人気
スポットと
してにぎわ
っている。
10

29

税軽減の対象からの除外も

23

オフシーズンのバーベキューサイト

12

18

24

除却費補助などを周知

問 本市における空き家
の現状と今後の対策に
ついて聞く。
答 国の住宅・土地統計
調査によると、本市の
平成 年度の空き家率

31

66

28

一方で、
冬場はニー
ズが少なく
なることや、
設備や建物

70

66

危険老朽空き家対策
25

28
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