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戦略の柱１ 安全・安心を高める 

１）日常生活の安全性を高める 

２）非常時への備えを万全にする 

３）健康な心と身体を維持する 

４）共に生きるための支え合いを充実する 

 

戦略の柱２ 自立した温かい地域コミュニティをつくる 

１）主体的な地域活動、市民活動を支える 

２）高齢者の地域での活躍の場を広げる 

３）認め合う開かれた地域をつくる 

 

戦略の柱３ 明石らしい生活文化を育てる 

１）自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる 

２）スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 

３）食・海・時を暮らしに生かす 

 

戦略の柱４ まちを元気にする 

１）地域産業を元気にする 

２）中心市街地の魅力を高める 

３）明石のファンを増やす 

 

戦略の柱５ 一人ひとりの成長を支える 

１）子育て家庭を支える 

２）質の高い教育を推進する 

３）幅広い世代の意欲を育む 



 

展開の方向１－１ 日常生活の安全性を高める 

項  目 実  績 
【交通政策課】 
コミュニティバス 
（たこバス） 

・平成23年度の年間利用者は約92万人。1日平均約2,500人と昨年度と比べ6%の増加。
・二見ルートと清水西ルートの抜本的な見直しを実施し、平成24年4月から新し

いルートで運行開始。 

【道路整備課】 
幹線道路 

・平成23年度現在の都市計画道路 
 ○整備率59％ 
 ○継続整備事業：八木松陰線（谷八木工区）、山手環状線（中・西工区） 

【交通安全課】 
交通安全対策の実施 

・交通安全教室の開催 
・ひとり暮らしの高齢者に対する交通安全教育の実施 
・学校や地域と連携した自転車利用者への啓発の実施 
・兵庫県緊急雇用就業機会創出基金を活用した自転車安全対策の実施 
・道路環境の整備 

【工務課】 
老朽管更新 

（新更新計画１年目） 

計画延長：6,000m、予算延長：4,590m、更新予定延長：4,531m 

事業費：409,338千円     ※平成23年度末耐震化率：33.7 

【消防本部総務課】 
消防団機能の強化 

・平成23年度消防団員数：1,033名（条例定数1,040名） 
・昭和56年条例定数改正後、充足率97％以上 
・消防団活動の環境整備の一環として、消防団協力事業所表示制度実施要領を制定
・消防団員安全装備品としてライフジャケット147着、防火服188着を各班に配備

【警防課】 
消防車両の整備更新計
画 

・平成23年度実績（更新） 
救助工作車Ⅱ型：１台、多目的災害対応コンテナ車：１台 
水槽付消防ポンプ自動車：１台 

 ※コンテナ車は、更新対象車両３台を１台に集約更新 

【情報指令課】 
高機能消防指令セン
ター・消防救急デジタ
ル無線構築 

・市長部局の応援を受けプロジェクトチームを立ち上げ 
・実施設計等業務委託の契約業務を行い、業者選定 
・兵庫県消防救急無線の共同化にかかる整備計画（兵庫県全体計画）を県内各消

防本部と調整し策定 
・近畿総合通信局との調整 
・構築委員会を立ち上げ、部内の意見集約と調整を実施 

 

展開の方向１－２ 非常時の備えを万全にする 
項  目 実  績 

【総合安全対策局】 
防災対策の強化 

・明石地区タクシー協会、神姫バス・山陽バスとの輸送協定 
・携帯電話会社各社のエリアメール導入 
・明石市と八尾市の防災協定を基に、東播磨地域と中河内地域の広域圏同士の協定締結
・沿岸部に標高表示板の設置 
・津波に関する地域説明会の実施 
・沿岸部５小学校区で津波避難訓練の実施 
・出前講座の大幅増加(H22/24件→H23/63件) 

【二見市民センター】 
二見市民センターの 
施設整備(耐震化及び
バリアフリー化等) 

・施設の耐震診断と耐震補強工事の設計委託を実施。 

【下水道建設課】 
【下水道施設課】 
下水道施設の改築更新
（安定した機能の維持） 

・計画に基づく工事を実施。他地区、他施設（船上西部地区、朝霧浄化センタ
ー）の計画策定。 

※平成22年度に長寿命化計画策定（船上東部地区、船上浄化センター）。工事実施。

【浄水課】 
送水体制の強化 

・平成24年度中に基本設計検討で送水管ルートならびに各施工区間での工法を決
定し、今後は以下の検討を実施。 
①構造物にかかる各種計算や工事区間ごとの埋設位置や深さ、仮設計画、各

管理者との2次協議など詳細の設計 
②最適な工区割と各年度における費用   ※事業費：約58,000千円 

【学校管理課】 
非構造部材の耐震化 

○小学校屋内運動場（７校）：明石､松が丘､中崎､大観､沢池､錦が丘､錦浦 

○中学校屋内運動場（１校）：野々池 

 

戦略の柱 １  安全・安心を高める 
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展開の方向１－３ 健康な心と身体を維持する 

項  目 実  績 

【地域医療課】 
地域医療確保の推進 

・明石市安心の医療確保政策協議会の設置（H21.6） 

→患者の意向に沿ったがん療養を支える体制の整備についての答申（H23.3） 

・明石市がん医療対策会議の設置（H23.5） 

【地域医療課】 
市民病院の運営 

・明石の地域医療のあり方や市民病院の経営についての諮問 

・市民病院の課題解決のための経営形態の変更 

→地方独立行政法人として設立（H23.10） 

【地域医療課】 
予防接種事業の充実 

○平成23年1月～子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌全額助成開始（1／2国庫補助）

○平成23年10月～委託外医療機関における接種費用の払い戻し開始。 

【健康推進課】 
各種健診事業における
受診率の向上 

・特定健診の自己負担額無料化を図るとともに、健診結果を受診医療機関で直接

本人に通知するように改めた。 

【健診・検診受診率】  23年度 （22年度） 

特定健診      22.9%  (17.1%) 

子宮がん検診    19.3%  (17.1%) 

 

展開の方向１－４ 共に生きるための支え合いを充実する 
項  目 実  績 

【福祉総務課】 
社会福祉協議会および
地区社会福祉協議会 

・市内を4ブロックに分け、地区担当職員（地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）4名の配置 

・地区社会福祉協議会ハンドブック（活動の手引き）の作成 
・小学校区を中心にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの育成 
・大久保小学校区と山手小学校区において、小学校地区社会福祉協議会に再編 
・朝霧、望海地区において、小学校地区社会福祉協議会への再編協議 

【障害福祉課】 
医療的ケアが必要な
重度障害者への支援 

・障害者団体（身体及び知的）から施設整備の要望を受けている。 

・医療的ケアに対応する県内（阪神地区）の４か所の生活介護施設等に関する調

査を行っている。 

【高年介護室】 
高齢者施策（市単独
給付事業） 

①敬老優待乗車券制度 

②はり灸マッサージ施術助成券 

 

施策推進の参考となる指標 
展開の方向 指  標 前年 直近 

１－１ 

スクールガード登録者数 4,921 人 5,166 人 
人口１万人あたりの出火率 2.9% 2.8% 

救急自動車による傷病者収容時間 32.0 分 32.6 分 
人口１万人あたりの交通事故発生件数 64.4 件 66.4 件 
「お住まいの地域の道路を通行するのは安全である。」と答えた
市民の割合 

－ 46.0% 

１－２ 
「防災対策を実施している」と答えた市民の割合 － 26.8% 
住宅の耐震化率 85.9% 87.4% 
雨水施設整備率(都市浸水対策達成率) 47.9% 48.1% 

１－３ 

市民病院の常勤医師数 45 人 47 人 
「かかりつけ医を持っている」と答えた市民の割合 － 68.6% 

胃がん検診 
大腸がん検診 

がん検診受診率    胸部（肺がん）検診 
子宮がん検診 
乳がん検診 

 6.4% 
13.1% 
14.5% 
17.1% 
17.1% 

 7.1% 
17.2% 
17.5% 
19.3% 
18.1% 

「日常生活の中で、健康のためによい生活習慣（食事や運動な
ど）に取り組んでいる」と答えた市民の割合 

－ 65.9% 

１－４ 

「地域単位での福祉活動で支え合いができている」と答えた市民
の割合 

－ 37.1% 

「普段の生活で何か困ったときに、相談できる人が周りにいな
い」高齢者等の割合 

－ 35.0% 

施設入所者の地域生活移行 32 人 34 人 
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展開の方向２－１ 主体的な地域活動、市民活動を広げる 

項  目 実  績 

【市民協働推進室】 

小学校区単位のまち

づくり 

・全28校区において、各種団体が参加するまちづくり組織結成に向けた取り組みを

実施するとともに、既存組織の充実に取り組む。 

・地域課題の解決に向け、地域と連携をとりながら検討を促進。 

【市民協働推進室】 

市民活動団体との協

働のまちづくり 

⑴市民提案型パイロット協働事業 

・平成22年度に4事業、平成23年度に7事業、平成24年度に4事業が採択され、市民

の提案による多様な公益的事業や地域活性化事業を展開。 

・事業の実施を通じて、市民及び市職員に協働の意識が徐々に浸透中。 

⑵市民活動センターの整備 

・現在アスピア７階に市民活動コーナーを設置し、市民活動の活動拠点となって

いるが、より効果の高い活動を展開することができるよう、機能拡充について

市民活動団体と調整中。 

【市民協働推進室】 

（仮称）明石市協働

のまちづくり推進条例

の制定 

・条例検討委員会の開催 

条例検討委員会を設置（H23.2）し、会議を12回開催。条例に規定すべき項目につ

いて検討。 

・庁内検討会議の開催（H24.1） 

・庁内検討会議作業部会の開催 

【都市計画課】 

西明石活性化プロジ

ェクト協議会の推進 

・協議会は、6小学校区代表者、学識経験者、市委員（計18名）で構成。H23年4月に

スタート。 

・地域の共通課題として、「西明石駅舎及び周辺」「市民センター」「資源を活か

したまちづくり」に関する意見が多く出た。 

・H23年度の取り組み結果をまとめ、報告書を作成するとともに、ニュースを発行。

また、H24年3月に市長報告会を開催。 

 

 

展開の方向２－２ 高齢者の地域での活動の場を広げる 
項  目 実  績 

【高年介護室】 
次期明石市高齢者
いきいき福祉計画及
び介護保険事業計
画の策定 

・明石市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会を設置し、第５期計画を策定。
・介護保険料の改定について検討を行い、３月議会において条例改正を実施。 

【高年介護室】 
高齢者ふれあいの
里について 

・老人福祉法に定める老人福祉センターとして市内に４館が設置され運営。 
・H19年度に指定管理者制度を導入、H22年度には新たに指定管理者を選定し、民間
ノウハウを活用した利用者へのサービス向上と経費の削減に努めている。 

・H23年度の利用者数は延べ133,381人で、1日平均436人が利用。 

【高年介護室】 
高齢者施策（市単独
給付事業）について 

○ふれあい入浴 
 ・H20年度まで：「入浴券交付事業」として、70歳以上のひとり暮らし高齢者に 

所得制限を設けて公衆浴場の入浴券を年間35枚交付。 
 ・H21年度から：毎週木曜日に高年手帳を提示するだけで公衆浴場は無料。 

（龍の湯は300円割引きで入浴可能） 

 

戦略の柱 ２  自立した温かい地域コミュニティをつくる 
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展開の方向２－３ 認め合う開かれた地域をつくる 

項  目 実  績 

【人権推進課】 
あらゆる場におけ
る人権教育・人権
啓発の推進 

・人権教育推進員が中心となり、明石市人権教育研究協議会等と連携し、地域にお
ける人権教育・人権啓発活動を推進。 

○自治会・高年クラブ・子ども会等の研修会 
（約960回、参加人数：約36,000人） 

・人権の集い、人権フェスティバル、人権大学講座、人権文化教室等を開催し、広
く市民の人権意識の高揚を図る（参加人数：約6,500人） 

・人権施策推進庁内連絡会議を開催し市職員の人権意識の向上を図る。 
○７月、２月に開催。２３関係各課により共通理解を図る 

【文化振興課】 
姉妹都市交流 

・主として、５年ごとの周年行事で交流を重ねる。 
・ホームステイや文化・スポーツを通じた市民間交流を実施。 
・平成22年度にスタートした青少年派遣事業を23年度も継続実施 
（市内在住・在学中高生11名をバレホに派遣）。 

 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前年 直近 

２－１ 

「この１年間に、地域のまちづくり活動に参加した」と答えた
市民の割合 

－ 27.1% 

コミュニティ・センター利用者数、利用件数 
62,276人 

1,173,829人 
58,184人 

1,093,515人

自治会加入率 79.6% 80.1% 

２－２ 
「生きがいを持って暮らしている」と答えた60歳以上の市民の
割合 

－ 63.9% 

２－３ 
「家庭において家事を行っている」と答えた市民の割合 － 48.0% 

人権は人が幸せに暮らしていく上で大切なものであると考える
人の割合 

－ 88.7% 
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展開の方向３－１ 自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる 

項  目 実  績 

【環境部】 

廃棄物減少に整合し

た処理体制の確立 

・H23の資源循環推進審議会で、指定袋の導入やごみの有料化等について審議。 

策定した一般廃棄物処理基本計画では、有料化については「更なる減量化やごみ

処理経費の負担の公平化が必要となる場合などに検討する」とした。 

【環境部】 
廃棄物減少に整合し
た処理体制の確立
（次期焼却施設及び
破砕選別施設の整
備） 

○焼却施設 

・H11年度に現行施設の稼働を開始。 

・予想を上回るごみ量減少のため施設稼働率が低下 H23年度の稼働率：75.5％ 

・施設の供用開始から13年が経過し、保全費用が増大 累計保全費用：68億6800万円

○破砕選別施設 

・H11年度 不燃物の破砕処理及び資源ごみ(空きカン、空きびん、ペットボトル)

の分別処理の開始。 

【環境部】 

再生可能エネルギー

の活用の検討 

○省エネルギー施策及び節電対策を推進するとともに再生可能エネルギーの活用を

促進。 

・全庁的な節電対策を実施するとともに、ごみ発電量の供給増を実施。 

・住宅用太陽光発電設備の設置補助による発電量の増加を実施。 

・メガソーラー事業導入にかかる基本協定を締結。 

 

 

展開の方向３－２ スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 
項  目 実  績 

【文化振興課】 

文化博物館の管理・

運営体制 

・平成19年度から指定管理者制度による管理運営を実施。 

・平成23年度に指定管理者制度の継続について、明石文化芸術創生会議で意見を聴

き、平成25年4月からの第3期指定管理者候補者募集の際に、募集要項や仕様書で

課題に対応するための条件を付して募集することを決定。 

 

展開の方向３－３ 食・海・時を暮らしに生かす 

項  目 実  績 

【海岸課】 
明石港の利活用 

・明石市中心市街地活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発足(平成20年度) 
・明石市中心市街地活性化基本計画の大臣認定(平成22年度) 
・明石港再整備に関する検討会（検討会7回、ＷＧ4回）(平成20～23年度) 

【海岸課】 
大蔵海岸の利活用 

・供用開始(平成10年度) 
・事故により閉鎖していた砂浜を再開放(平成17年9月) 

※大蔵海岸全体の利用者の推移 
（H10年度：1,485千人、H14年度：630千人、H21年度：1,240千人） 

・公園および駐車場の所管を緑化公園課および放置自転車対策課から海岸課へ 

(平成24年度) 

【海岸課】 

明石 海岸(西部 地
区)の利活用 

【施設整備】 

・休憩施設設置：６箇所(松江東･西､藤江､八木､江井島､西岡) 
・海岸広場：２箇所(林崎、西島) 
・ピラミッド階段：10箇所 

・歩行者アクセス：４箇所 
【ソフト事業】 
・夜間花火規制対策 

・海岸モニター 
・ウミガメ保護 
・海水浴場開設支援 

戦略の柱 ３  明石らしい生活文化を育てる 
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項  目 実  績 

【海岸課】 
海岸管理 

・Ｓ36年：直轄海岸の指定(明石海岸16kmの内12km) 
・市は砂浜を占用して海岸広場等を整備。 

・Ｈ11年：海岸法改正 
→防護に加え､利用、環境の観点の導入と､海岸管理についての市町村参画の拡大
等が盛り込まれる｡ 

・Ｈ13年「明石市海浜の利用並びに海浜利便施設の設置及び管理に関する条例」施
行。 
→市の責務として、防災面と利用面の調和に配慮した良好な海浜環境の保全及び

創造に努めることとし、ウミガメの保護や海浜の利用促進を図ることを求め
た。 
市民の責務として、海浜の利用にあたっては、周辺住民や自然環境への影響に配慮

するよう求めた。 

【市立天文科学館】 

プラネタリウム 
投影機の更新 

・開館：昭和35(1960)年6月10日。 

・以来、オーバーホールを4回行っている（1978、1989、2002、2010）。 
・現在、国内では現役最古、世界でも現役で5番目に古い投影機で、2012年8月には

稼働年数が日本一（実質東洋一）になる。 

 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前年 直近 

３－１ 

家庭系燃やせるごみの１人１日あたり排出量 525g/人･日 530g/人･日

温室効果ガス排出量の削減率 12.8% 18.2% 

「省エネ行動に取り組んでいる」と答えた市民の割合 － 77.1% 

市内又は住んでる地域に、誇れる景観があると答えた市民の
割合 

－ 57.1% 

市民一人当たりの都市公園面積 7.07㎡ 6.95㎡ 

「身近な地域に緑が多い」と答えた市民の割合 － 54.4% 

３－２ 

「週１回以上スポーツをしている」と答えた成人の割合 － 42.6% 

「この１年間、自由時間の過ごし方において、文化芸術を鑑
賞したり参加、創造活動を行った」と答えた市民の割合 

－ 23.8% 

文化芸術イベントの鑑賞人数 21,604人 22,386人 

３－３ 

「明石産の農産物を意識して食べる」と答えた市民の割合  － 47.6% 

魚食普及や食育活動の実施件数・参加者数 
75件 

3,250名 
57件 

2,756名 

「明石産の水産物を意識して食べる」と答えた市民の割合 － 53.8% 
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展開の方向４－１ 地域産業を元気にする 

項  目 実  績 

【商工労政課】 
（財）明石市産業
振興財団について 

・産業交流センター、勤労福祉会館、ｻﾝﾗｲﾌ明石の３館を指定管理者として管理運営 

・産業交流促進事業、人材育成事業、産業経済 

情報事業、相談事業など約40事業を実施 

【農水産課】 
のり養殖への支援 

○海峡船舶事故被害による融資利子補助等 

平成20年3月の船舶事故による油濁被害により、豊かな海づくり資金（災害資金）

の融資を受けた漁業者に利子補給及び、信用保証料を補助（平成27年度まで）。

同じく、農林漁業セーフティーネット資金の利子補給を実施（平成30年度まで）。 

【H23度実績】 

のり養殖経営安定対策事業（上乗せ分)：24,534千円 

のり養殖漁業に係る水道料金補助：29,503千円 

豊かな海づくり資金(災害資金)利子補給：8,494千円 

豊かな海づくり資金(災害資金)信用保証料補助：3,300千円 

農林漁業セーフティネット資金利子補給：10,864千円 

○大型ノリ自動乾燥機及び周辺機器施設導入費の補助、高性能ノリ刈取船導入費の補助 

H23度実績：大型ノリ自動乾燥機及び周辺機器の施設導入費の補助 

→４経営体：138,343千円 

【農水産課】 
地産地消の推進 
（明石産水産物の
学校教育への提
供） 

・小学校の給食に「明石海苔」を、また小中学校の家庭科や総合学習の時間に「明

石鯛」「明石蛸」等の水産物を使った調理実習を実施。（Ｈ22度から） 

【商工労政課】 
住宅リフォーム助成 

○明石市産業活性化緊急支援事業 

（住宅リフォーム助成） 

市民が自己が所有し居住する住宅を市内の施工業者を利用して、20万円以上の修

繕、補修工事等を行う場合、経費の10%（上限10万円）を助成。 

H23年度実績：106人 8,505千円 

 

 

展開の方向４－２ 中心市街地の魅力を高める 

項  目 実  績 

【中心市街地活性
化推進室】 
中心市街地の活
性化 

・明石市中心市街地活性化基本計画 
○基本計画の大臣認定(H22.11) 

・明石駅前南地区再開発事業 
○都市計画決定(H23.3) 
○再開発事業計画の見直し(H23.9) 
（公共施設の内容、市の財政負担） 

○明石駅前南地区市街地再開発組合設立(H24.10) 
・明石淡路（たこ）フェリー 
○航路の休航(H22.11) 
○会社解散(H24.5) 

【商工労政課】 
空き店舗対策 

○中心市街地空き店舗対策事業 
 中心市街地の集客力と回遊性の向上を図ることを目的に空き店舗対策を実施。 
H23年度実績：４件 5,795千円 

 

戦略の柱 ４  まちを元気にする 
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展開の方向４－３ 明石のファンを増やす 

項  目 実  績 
【観光振興課】 
Ｂ－１グランプリ 
支部大会の誘致 

・平成23年５月：Ｂ－１グランプリ支部大会で、あかし玉子焼ひろめ隊が５位入賞 

・平成23年11月：Ｂ－１グランプリ全国大会で、あかし玉子焼ひろめ隊が10位入賞 

【観光振興課】 
観光ＰＲイベントの
実施 

・平成22年度 

○プロモーションイベント実施（大阪府） 

○イベント実施時アンケート調査 

○インターネット調査の実施（事前・事後） 

○ラジオ大阪ＣＭ放送 

・平成23年度 

○プロモーションイベント実施（徳島県、奈良県、大阪府） 

 ○イベント実施時アンケート調査 

○四国放送ラジオＣＭ放送・生出演 

○ＡＢＣラジオ出演 

 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前年 直近 

４－１ 

「日常の買物が便利である」と答えた市民の割合 － 75.1% 

認定農業者数 47人 45人 

漁業生産力の減少率 

就業者 
-2.0% 
漁家戸数 
-10.3% 

就業者 
-4.0% 
漁家戸数 

+1.4% 

有効求人倍率 0.37倍 0.5倍 

４－２ 中心市街地の歩行者・自転車通行量 20,120人 20,346人 

４－３ 
観光入込客数（年間トータル分） 5,048,393人 4,884,764人 

宿泊客数（年間トータル分） 238,006人 228,696人 
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展開の方向５－１ 子育て家庭を支える 
項  目 実  績 

【子育て支援課】 

子育て支援センター等

について 

・平成16年度より地域に子育て支援センターを設置。 

・平成23年度には、市内で6カ所目の子育て支援センターを大久保北地区で開設。

（次世代育成支援対策推進行動計画の整備目標：6施設） 

【子育て支援課】 

児童虐待防止の取り組

み強化 

・児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応、再発防止及び非行や犯罪の未然防

止のため、「こどもすこやかネット」を構築し、地域、関係機関及び団体が一

体となって児童健全育成に向けた取り組みを進めてきた。 

 H23年度は、臨床心理士を週3日配置し、相談体制の充実を図った。 

【こども育成室】 

幼稚園内への保育所分

園設置について 

・待機児童対策として、平成24年秋を目途に貴崎・藤江・高丘東幼稚園に私立保

育所の分園を設置する方針を決定。 

・運営法人を決定し、低年齢児の保育に必要な設備整備の実施設計を行った。 

【児童福祉課】 

乳幼児医療費助成の

拡充 

・就学前児童の完全無料化や小学生の市民税非課税世帯の無料化など、県基準を

超えて段階的に拡充。 

 

 

展開の方向５－２ 質の高い教育を推進する 
項  目 実  績 

【学校管理課】 

学校施設のバリアフリ

ー化 

【これまでの経緯】 

・新改築を除き、H19年度から年に１校程度整備。 

・H23年度までに６小学校及び１中学校にエレベーターを設置。 

・兵庫県において福祉のまちづくり条例が施行され、施設のあり方が例示。 

【H23年度の実績】 

○実施設計委託：二見北小学校 

○設置工事：魚住中学校 

【学事給食課】 

中学校給食導入準備 

・各実施方式の概算コストと課題を整理 

・平成23年12月に実施時期、方式、場所について方針表明 

・平成24年3月市議会にて、早期実施をすることについて再確認（センター方式

を前提とした給食施設実施設計費は認められなかったが、基本計画に係る予算

は承認） 

・中学校長会への説明、教職員へのアンケートや意見交換を実施 

【児童生徒支援課】 

生徒指導相談員運営

事業 

・登下校指導や校内巡回や個別支援など教師対応の隙間を埋め、問題行動を未然に防止

するため、25名を指導困難度に合わせて11中学校に配置。 

・相談員は、教員免許（幼・小・中・高）、保育士、看護士、心理士の有資格者

で、校内適応教室や別室対応を行っている学校では、その指導補助にもあたっ

ている。 

・問題行動の未然防止を図るために、登下校指導、巡回指導、授業補助、個別支

援等多岐にわたって活躍。 

・校内適応教室を設置している学校では、不登校生徒の学級、学校復帰の大きな

支えとなっている。 

・教師の煩雑な事務処理や、業間指導など教師の隙間を埋める活動ができてい

る。 

 

戦略の柱 ５  一人ひとりの成長を支える 
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展開の方向５－３ 幅広い世代の意欲を育む 

項  目 実  績 

【青少年教育課】 
（仮称）市民図書館の
開設準備及び市立図
書館の運営 

○（仮称）市民図書館の開設準備 

＜H23年度＞ 

・明石駅前南地区再開発事業の都市計画決定（H23.3） 

・パブリックコメントを実施（H23.7、8） 

・市民図書館及び子ども図書館が再開発ビル内に位置付け（H23.9） 

・「図書館のあり方検討会議」（庁内の関係次長課長で構成）を設置し、「図書館 

のあり方基本検討報告書」を作成（H24.3） 

＜H24年度＞ 

・学識経験者や公募市民からなる「（仮称）市民図書館のあり方検討委員会」 

を設置し、「図書館整備基本計画書」を策定(H25.3) 

・資料収集、施設整備、事業化等について検討 

○市立図書館の運営 

＜H23年度＞ 

・指定管理者制度を導入（H18.4）し、2期＝6年間実施 

・3期目の指定管理者を選定（H24.3） 

・指定管理者は1～3期目ともNTTデータ・DHS・NTTファシリティーズ共同事業体 

＜H24年度＞ 

・指定管理者制度３期目として、指定管理者による適正かつ円滑な図書館管理 

運営により、図書館サービスの更なる充実を図る。 

・市立図書館の明石駅前への移転をふまえ、老朽化した現行施設の再利用と、 

再利用に沿った改修について検討 

【あかねが丘学園】 
あかねが丘学園の入
学者減少対策 

○学生募集の取り組み 

・広報あかし、明石CATV等で募集案内 

・本庁、市民センター、コミセン等での募集要項配布 

・学生、卒業生からの勧誘 等 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前年 直近 

５－１ 

乳幼児健康診査の受診率 

4か月児健康診査 
96.1％ 

1歳6か月児健康診査
97.1％ 

3歳児健康診査 
95.1％ 

4か月児健康診査 
97.4％ 

1歳6か月児健康診査
96.8％ 

3歳児健康診査 
97.6％ 

待機児童数 48人 50人 

「子育てが楽しい」と答えた子どものいる親の割合 － 75.3% 

５－２ 

市立学校における学習指導に対する保護者の 
満足度 

－ 52.1% 

市立小中学校施設の耐震化率 74.4% 82.8% 

新体力テストにおける本市平均値と全国平均値と
の比較 

上回る 13項目 
同程度 44項目 
下回る 93項目 

上回る   6項目 
同程度  29項目 
下回る 115項目 

不登校になっている児童生徒の割合 1.68% 1.49% 

５－３ 

「この１年間に何らかの生涯学習を行った」と答
えた市民の割合 

－ 14.1% 

市立図書館の図書貸出冊数 1,649,800冊 1,788,874冊 

「この１年間に国際交流活動に参加した」と 
答えた市民の割合 

－ 4.5% 
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