
参考４ 

 

 

 

 

行政各分野の主な取り組み実績 
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所 管 部：福祉部 

関連計画：「第２次地域福祉計画」「地域福祉活動計画」 

 

平成23年度 主な実績 

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

会について 

・市内を４ブロックに分け、地区担当職員（地域福祉コーディネーター）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 

・小学校区を中心にボランティアアドバイザーの育成 

・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 

・朝霧地区、望海地区において、小学校地区社会福祉協議会への再編の協議 

【福祉総務課】 

●地区民生児童委員協

議会および地区民生

児童委員について 

・地区民生児童委員協議会は中学校区単位で設置（現在13協議会） 

・各地区民生児童委員協議会内で、委員同士の連携を図りながら、小学校区

の福祉活動を推進 

【福祉総務課】 

●地域福祉計画および

地域福祉活動計画の

推進及び次期計画

（ 平 成 28 ～ 32 年

度）の策定 

・地域福祉計画（２次）および地域福祉活動計画（１次）は、平成23年3月に

策定（計画期間：平成23～27年度） 

・平成23年度は、市社会福祉協議会の地区担当職員と市福祉総務課職員が連

携し、地域福祉の活動メンバーと共に地域福祉活動を推進 

【福祉総務課】 

●社会福祉法人等の認

可および監査業務の

県からの権限移譲に

伴う体制整備 

・平成23年に制定された第２次地方主権改革一括法において、社会福祉法が一

部改正され、平成25年度から社会福祉法人の所轄庁権限が県から市に移譲さ

れることとなり、平成25年４月より、市内に本部があり、活動範囲が市内に

限定される社会福祉法人本体につき、市が指導監督を行う。 

 

施策分野 １－１ 地域福祉の推進 
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所 管 部：市民・健康部 福祉部 

関連計画：「高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【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館を設置、運営。平成19年度

に指定管理者制度を導入、平成22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。 

・平成23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】 

●シルバー人材セ

ンターについて 

 

・ひとり暮らし高齢者を支援する「シルバー救急隊」を平成21年度に発足、平成

23年度から地域班の設立を進めるなど地域貢献に向けた取り組みを推進。 

・シルバー人材センター事務所は昭和59年に建設、雨漏りが多数発生するなど老朽化

が著しいことから、平成23年度に屋上防水工事を実施。 

【高年介護室】 

●高齢者施策（市

単独給付事業）

について 

①敬老優待乗車券制度 

②敬老金 

③ふれあい入浴 

④はり灸マッサージ施術助成券 

⑤敬老会 

【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】 

●要援護者保健医

療福祉システム

(地域ケア会議) 

について 

・地域ケア会議における課題に対しての取組み 

⑴地域における要支援者の見守りや早期発見のための活動を推進 

⇒地区在宅サービスゾーン協議会において実施 

⑵高齢者虐待等の緊急的に避難を要する人の避難先の確保 

⇒緊急にショートステイを受ける体制づくり 

⑶介護マークの作成・配布 

⇒介護者支援の一貫（兵庫県では初の取組み） 

・要支援者を支援する関係機関の相互連携 

⑴ケアマネと民生児童委員との連携促進にて、介護保険サービスの利用状況が

わかる「見守りれんらくばん」を作成・配布 

⑵事例検討会議を開催し、ケアマネ等の個人では解決できない問題を検討  

⑶ケアマネと主治医との連携のための統一様式を作成 

 

施策分野 １－２ 高齢者福祉の充実 
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所 管 部：市民・健康部 福祉部 

関連計画：「障害者計画」「障害福祉計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【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理。 

・医療的ケアに対応する県内（阪神地区）４か所の生活介護施設等に関す

る調査を実施。 

【障害福祉課】 

●次期障害者計画（平成

26～30年度）及び障害

福祉計画（平成27～29

年度）の策定 

・平成21年３月に現障害者計画を策定。 

・平成24年３月に現障害福祉計画を策定。 

【障害福祉課】 

●障害者グループホーム

等の整備 

・民間の賃貸住宅等を改修し、新たにグループホームやケアホームを開設する

事業者に対して、改修費用等を1箇所当たり10,000千円を上限として助成。 

平成23年度実績：3箇所 

平成24年度実績：1箇所 

 

施策分野 １－３ 障害者福祉の充実 
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所 管 部：こども未来部 教育委員会事務局 

関連計画：「次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【こども育成室】 

●就学前児童施設

について 

・幼稚園・保育所などの就学前児童施設についての検討を含む、就学前児童の子

育て環境の整備について一体的に取り組む組織として、こども未来部を創設。 

・就学前教育・保育に関するアンケート調査の実施。 

・国公私立幼稚園・保育所（園）の教職員・職員を対象とした合同研修会（講師：山

縣文治大阪市立大教授）を開催。 

・幼保連携・一体化に係る調査を特例市（40市）と県下23市を対象に実施。 

【こども育成室】 

●公立保育所につ

いて 

・待機児童の解消策として、定員の２割超の児童を受け入れ。 

【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） 

【こども育成室】 

●幼稚園内への保

育所分園設置 

・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。 

【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推進。 

・H23年度は、臨床心理士を週３日配置し、相談体制を充実。 

・市民を対象とした講演会や出前講座による地域への啓発、民生児童委員との協働に

よる研修の実施、新任教員への研修等を実施。 

・発生予防への取り組みとして家庭支援講座を開始｡ 

【青少年教育課】 

●放課後児童クラ

ブ事業の推進 

・厚労省のガイドラインでは、対象児童は小学校１～３年生とされているが、本

市では６年生までの全学年を受け入れている。 

＜過年度＞ 

・空き教室の利用を最優先に、校舎内での開設が困難な場合は、やむを得ず学校

敷地内に専用施設としてプレハブを建設し、児童クラブ室を整備。 

＜H23年度＞ 

①施設整備として、高丘西で教室の改修と錦が丘小学校で児童クラブ室を増設。 

②24年度以降に施設整備が必要なクラブの抽出、整備内容を検討。 

＜H24年度＞ 

・年度当初に待機児童が生じた４クラブのうち２クラブについて、施設整備等に

より待機を解消。  

施策分野 １－４ 子育て環境の充実 
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所 管 部：総務部 市民・健康部 

関連計画：「地方独立行政法人明石市立市民病院中期目標」 

 

平成23年度 主な実績 

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） 

○明石市立市民病院の経営のあり方に関する答申（H21.11） 

○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） 

○会議の開催（5回） 

○地域医療市民フォーラムの開催（H23.11） 

【地域医療課】 

●予防接種事業の

充実 

 

・平成22年4月～ ヒブワクチン半額助成開始（1／2県補助） 

・平成22年9月～ 子宮頸がん予防接種全額助成開始（市単） 

・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24年度で終了） 

・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 

（かかりつけ医での接種推進のため） 

【地域医療課】 

●市民病院の運営

（中期計画の進

捗状況を踏まえ

た） 

・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 

 ○明石市安心の医療確保対策協議会において、市民病院にふさわしい経営形態と

して地方独立行政法人への移行を答申（H21.11） 

・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） 

 

施策分野 １－５ 地域医療の充実 
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所 管 部：市民・健康部 

関連計画：「新あかし健康プラン21」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【健康推進課】 

●生活習慣病予防

対策 

 

・生活習慣病予防の啓発 

○地域での出前講座等（H23実績：221件：延べ14,778人） 

・地域での健康づくりの推進 

○出前健診（5地区：310人受診） 

○健康ソムリエ（地域の健康づくりボランティア）の養成（18回：延べ299人参加） 

○明石健診受診率向上プロジェクト（AKP）の展開 

○３歳児健診時受診勧奨（33回：延べ2113人に勧奨） 

【健康推進課】 

●こども健やかひろ

ば計画の具体化 

・保健センターで実施している保健事業をすこやか広場で実施する場合の検討会議 

→こども健やか広場検討プロジェクトチームによる視察・会議（H23.11～H24.3） 

【健康推進課】 

●未熟児訪問指導

の権限委譲 

 

・「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律」において、母子保健法による下記の事務が県から市へ

平成25年度から権限移譲されることが決まる（H23.11） 

○低体重児の届出の受理（母子保健法第18条） 

○未熟児の訪問指導（同第19条） 

○養育医療の給付（同第20条） 

18条、19条について平成25年度から健康推進課で実施。 

・23年度出生数2,665人に対し、未熟児出生数は264人（9.9％）で増加傾向にある。 

・低体重児は、心身の成長発達において、就学前まで保健師による長期的支援を必

要とするケースが多い。 

・現在保健師1人あたり約200人前後の就学前までの乳幼児をフォローしている

が、虐待や発達障害児等の増加により、きめ細かな対応が困難な現状である。 

【健康推進課】 

●各種健診事業にお

ける受診率の向上 

 

・特定健診については自己負担額の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% 

胃がん検診      7.1%      6.4% 

大腸がん検診    17.2%     13.1% 

胸部(肺がん)検診  17.5%     14.5% 

子宮がん検診    19.3%     17.1% 

乳がん検診      18.1%     17.1% 

 

 

施策分野 １－６ 健康づくりの推進 
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所 管 部：市民・健康部 福祉部 

関連計画：－ 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【国民健康保険課】 

●国民健康保険

料率の改定 

・保険料率について 

 H20年度 保険料率、賦課限度額を改定 

H21年度 賦課限度額１万円引き上げ 

H22年度 賦課限度額４万円引き上げ 

H23年度 同上 

 

・決算状況について                 （単位：千円） 

 H20決算 H21決算 H22決算 H23決算 

収入 27,560,543 27,393,372 28,148,279 29,697,402 

支出 26,922,315 26,440,741 27,291,104 28,229,593 

差額 638,228 952,631 857,175 1,467,809 
 

【国民健康保険課】 

●医療費の抑制

対策の推進 

・ジェネリック医薬品の普及促進 

○ジェネリック医薬品希望カードの配付及び差額通知の送付 

【ジェネリック医薬品普及率】H23.2月：25.2％ → H24.1月：27.3％ 

・レセプト点検の強化 

○資格点検の業務委託を実施 

【財政効果額】H22過誤調整額：64,009千円（一人あたり：885円） 

・特定健康診査の自己負担額の無料化 

【特定健診受診率】H21：16.4％  H22：17.1％  H23：22.9％ 

【国民健康保険課】 

●国民健康保険

料収納率向上

対策の実施 

・H22～ 債権管理課との連携による滞納処分の強化 

・H23～ ペイジー口座振替受付サービスを活用し口座振替を推進 

 

 現年分

収納率 

前年比 滞納繰越分

収納率 

前年比 口座振替

利用率 

前年比 

H20 89.60 △2.06 14.56 1.21 － － 

H21 89.67 0.07 16.76 2.20 － － 

H22 90.67 1.00 18.61 1.85 43.30 0.15 

H23 91.61 0.94 18.49 △0.12 44.94 1.64 
 

【生活福祉課】 

●生活保護の適

正実施及び就

労・自立支援

の充実 

①地域の民生委員との連携強化 

 各地区民生委員協議会への積極的参加（概ね隔月程度） 

②就労支援プログラムの活用による就労支援 

 ・就労支援対象者：267人 

 ・就労開始、転職が図れた者：96人 

③稼働年齢者就労能力調査を 実施 

 ・就労可能性の有無・程度に基づき今後の支援の目安を検討 

・調査対象者数（15歳から64歳までの全受給者）：3,045人 

  （参考）被保護者数 :5,891人（平成24年3月現在） 

④家庭訪問調査活動及び課税調査等各種調査事業の徹底 
 

施策分野 １－７ 社会保障の円滑な運営 
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所 管 部：こども未来部 教育委員会事務局 

関連計画：「あかし教育プラン」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【学校管理課】 

●学校普通教室

の空調化 

・平成22年度に各校の設計は完了。 

・東日本大震災により、国は耐震補強に特化して補助金を交付する方針。 

【学校管理課】 

●学校施設のバ

リアフリー化 

・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、施設のあり方が示されている。 

【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） 

【学校管理課】 

●非構造部材の

耐震化 

・平成21年度以降に耐震補強工事を実施した屋内運動場はリニューアル工事により

非構造部材の耐震化が図られている。 

【H23年度の実績】 

○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） 

【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 

【学校教育課】 

●学力向上への

取組 

・各学校から提出された学力向上プランの進捗状況について、確認及び指導助言。 

・H23年度の全国学力・学習状況調査は、東日本大震災により中止。 

・H24年度の全国学力・学習状況調査は、抽出調査として実施。 

・新学習システムやスタートフォロー事業による少人数授業を実施。 

【こども育成室】 

●市立幼稚園に 

ついて 

・幼児教育相談室を２室増設し、９園に11教室開設｡ 

・弁当日を週５日に拡充し、午後２時までの保育を実施。 

・園児対象の園庭開放（なかよし広場）を午後3時まで実施。 

・未就園児対象の園庭提供（ふれあいキッズ）を、各園月2回程度実施。 

 

 

施策分野 ２－１ 学校教育の充実 
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所 管 部：教育委員会事務局 

関連計画：「あかし教育プラン」「第2次子どもの読書活動推進計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【児童生徒支援課】 

●生徒指導相談員

の配置 

 

○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中学校に配置している。 

・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している。 

・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。 

【青少年教育課】 

●子どもの見守り活

動の推進 

○スクールガードあかし 

 各校区スクールガードによる校地内及び通学路等での子どもたちの見守り活動等を

実施。 

登録者数：平成24年5月1日現在5,174人 

○おれんじキャップの配付 

 スクールガードをはじめ子どもの見守り活動を行っている方に配付。 

配付総数：平成24年6月1日現在13,565個 

○不審者情報メールの配信 

 不審者情報や学校園からの緊急連絡等を、希望する保護者の携帯電話へメー

ル配信。 

登録者数：平成24年6月1日現在15,666人 

○防犯ブザーの配付 

 全小学生（神大附属を含む）に防犯ブザーを配付。 

購入個数：平成23年度4,000個 

○こども１１０番の家 

 子どもたちの通学路上で困ったときの駆け込み場所として、登録と看板の掲

示を依頼。 

設置箇所：平成24年3月31日現在3,090箇所 

○防犯教室・防犯訓練の実施 

児童や保護者、地域の方向けの防犯教室や、教職員対象の防犯訓練を実施。

平成23年度48回 

○「子ども安全の日」運動 

毎月15日を「子ども安全の日」と定め、施設の安全点検、通学路の安全点

検、登下校指導などを実施。「子ども安全の日」啓発イベントを平成23年7月

14日に実施。 

○その他 

「明石市子どもの安全を守る地域連絡会議」の開催（年２回）、｢わんわんパ

トロール｣エチケットバッグ、｢こども１１０番｣自転車巡回プレート、｢安

全・安心パトロール｣ステッカーの配付。 

【青少年教育課】 

●学校の安全対策の

推進 

○学校警備員の配置 

 校内及び校区内の安全性を確保するため、全小学校及び明石養護学校に警備

員を各２名配置。 

平成23年度実績：年間約200日、午前７時45分から午後５時まで  

施策分野 ２－２ 青少年の健全育成 
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所 管 部：文化・スポーツ部 教育委員会事務局 

関連計画：「スポーツ振興計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【スポーツ振興課】 

●生涯スポーツの推進 

①ニュースポーツ（ショートテニス）講習会開催（年4回） 

②市民ショートテニス大会開催 

③市長杯グラウンド・ゴルフ大会開催 

④ウォーキング（毎月1回） 

⑤ジュニア自転車競技教室開催（年6回） 

⑥サイクルスポーツフェスティバル開催 

⑦ニュースポーツ用具貸出 

⑧関西大学ビーチバレー男女選手権大会を大蔵海岸に誘致 

【学校教育課】 

●あかしっ子元気・

体力アップ事業の

実施 

・児童の心身の成長につながる体力アップ事業の実施 

平成23年度実績 

・にこにこスポーツチャレンジ教室の実施（6会場） 

・あかしっ子体力向上事業 

 

施策分野 ２－３ スポーツの振興 
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所 管 部：文化・スポーツ部 

関連計画：「文化芸術創生基本計画」「あかし教育プラン」 

 

平成23年度 主な実績 

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行っている。 

・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けて募集することとした。 

【文化振興課】 

●音楽のあふれる

まちづくり 

○あかしふれあいコンサート 

平成23年度実績：毎月１回、アスピア明石アトリウムコートやイオン明石２番街海

の広場等で開催。 

○たこたこジャズフェスティバル 

平成23年度実績：9月23日に子午線ホールなどで開催。 

○明石音楽祭 

平成23年度実績：9月18日にグリーンヒルホテル明石であかしまちかどミュージ

シャン出演の演奏会を開催。 

○まちかどミュージシャン登録紹介制度 

 地域のまつりやイベントなどへ「まちかどミュージシャン登録紹介制度」に登

録した者を紹介。 

平成23年度実績：登録者 85組  派遣実績 23回 

○明石フィルハーモニー管弦楽団、明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラ 

平成23年度実績 

7月10日（日） 第2回明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラサマー 

コンサート 

9月11日（日） 第10回定期演奏会を市民会館大ホールで開催。 

12月18日（日） 第29回明石第九演奏会で演奏。 

2月 5日（日） 第3回明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラウイン 

ターコンサート 

3月18日（日） 第11回定期演奏会を市民会館大ホールで開催。 

その他：アウトリーチ活動21回（ジュニア・オーケストラ分含む）。 

【文化振興課】 

●伝統芸能 

○明石薪能 

明石薪能本番前に「こども仕舞」の練習成果の舞台発表。（参加者１７名） 

平成23年度実績：10月22日（土）開催。 

入場者数 約600人。 

○歌舞伎鑑賞教室 

小中学生のこどもたちの歌舞伎体験を実施。 

平成23年度実績：6月19日（日）開催。 

市民会館大ホール 

 

施策分野 ２－４ 文化芸術の振興 
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所 管 部：文化・スポーツ部 教育委員会事務局 

関連計画：「生涯学習ビジョン」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【あかねが丘学園】 

●あかねが丘学園

の校舎改築 

 

○体育館耐震補強工事 

・耐震補強工事設計委託(H21年度) 

・体育館2・3階改修工事設計委託(H22年度) 

○その他補修工事 

・エレベーター設置（H21年度） 

・小規模な補修は随時実施している。 

【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 

【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 

 

施策分野 ２－５ 生涯学習の推進 
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所 管 部：政策部 産業振興部 

関連計画：「商業振興基本計画」「（仮称）工業振興ビジョン（策定予定）」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【商工労政課】 

●明石地域振興

開発㈱ 

 

（経過） 

・東仲ノ町再開発事業における保留床取得法人として市等が出資してＨ12に設立 

・同社設立時から駐車場事業に対し、市が継続的に支援を行い同社の経営安定化を

図ってきた。 

（平成23年度実績） 

・ＴＭＯ支援事業補助金：117,423千円 

【商工労政課】 

●㈶明石市産業

振興財団 

 

（経過） 

・市内産業振興を図るため、産業交流促進事業等を実施して地域経済に寄与するこ

とを目的に、平成10年に設立。 

（平成23年度実績） 

・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 

【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 

【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   

【卸売市場】 

●卸売市場 

 

○H23 

・耐震補強・設備改修の費用が多額であるため、H24年度に市場棟電気設備改修

の実施設計を先に行うことが決定。 

○H24 

・市場棟電気設備改修工事実施設計 

・市場の将来計画を検討するため、「卸売市場のあり方検討委員会」を設置 

（今後の予定） 

○H25～H26 

・市場棟電気設備改修工事  

・市場運営審議会で市場のあり方、耐震補強、設備改修について協議していく。 

 

 

施策分野 ３－１ 商工業の振興 
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所 管 部：産業振興部 

関連計画：「農業基本計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【農水産課】 

●ため池の防災対策

の推進 

 

①ため池の保全管理について 

H22.7月、H23.3月･7月、H24.3月･7月 

ため池管理講習会開催 

②防災ため池の指定や要綱策定に向けて 

H23年度：ため池流域等調査実施、浸水シミュレーション評価実施、ため池 

管理台帳の整備 

③H23年度ため池協議会の設置状況 

8団体組織化(12→20)  組織化率54→75％ 

④ため池協議会活動への支援状況 

H23年度ため池協議会活動 → 延べ24回開催(土･日) 

⑤ため池の改修状況 

H23年度 防災･減災対策 ２池 

【農水産課】 

●農業用施設の維持

管理 

・農道、水路など農業用施設の緊急維持補修を実施。また水利組合に対して、

農業用施設の維持補修に必要な改修資材を支給 

平成23年度実績 

・農業用施設の緊急維持補修  36件 

・農業用施設改修用資材の支給 18件 

 

 

 

施策分野 ３－２ 農業の振興 
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所 管 部：産業振興部 

関連計画：「水産業振興計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【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５日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

する（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

利子補給を行う（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ー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） 

 

施策分野 ３－３ 水産業の振興 
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所 管 部：産業振興部 

関連計画：「観光振興基本構想」 

 

平成23年度 主な実績 

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 

【天文科学館】 

●プラネタリウ

ム投影機の更

新 

・昭和35年6月10日の開館以来、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。 
 

 

施策分野 ３－４ 観光の振興 
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所 管 部：産業振興部 

関連計画：－ 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【商工労政課】 

●勤労福祉会館に

ついて 

 

≪経 過≫ 

・昭和57年に設置 

・トレーニング室の各種トレーニング機器老朽化が顕著に。修繕も不能。 

・平成22年度にトレーニング機器を更新（約500万円） 

≪平成23年度実績≫ 

・利用料収入：12,587千円 

・全館稼働率（平均）：56.2％ 

・全館利用率（平均）：83.2％ 

・冷却塔工事実施 

【商工労政課】 

●中高年齢労働者

福祉センター 

（サンライフ明石） 

 

≪経 過≫ 

・昭和61年11月に設置 

≪平成23年度実績≫ 

・利用料金収入：7,924千円 

 ・全館稼働率（平均）：72.0％ 

 ・全館利用率（平均）：93.3％ 

 ・高圧受電設備改修 

 

施策分野 ３－５ 就労・勤労者の支援 
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所 管 部：総合安全対策局 政策部 コミュニティ推進部 福祉部 土木交通部 都市整備部 

関連計画：「地域防災計画」「交通安全計画」 

 
平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【総合安全対策局】 
●安全管理体制の
充実 

 

・平成13年に大蔵海岸で発生した２つの重大事故を教訓に､市の安全管理体制を
強化し市民の｢安全･安心｣を最優先に全庁をあげて事故の再発防止に取り組ん
できた 

【平成23年度実績】 
①リスク管理者等の育成 
②安全・安心の誓い（管理職） 
③安全・安心のまちづくり研修（若手職員) 
④安全・安心啓発コーナーの設置（防災ｾﾝﾀｰ） 
⑤職員向け市民救命士講習の実施 
⑥市管理施設等の安全一斉点検(年３回) 

【総合安全対策局】 
●協働による防犯
施策の推進 

 

・明石警察署、防犯協会等と連携し、市内における最新の防犯情報を基にした広
報啓発等の対策を講じるとともに、地域住民と連携し、安全安心パトロール車
２台による巡回パトロールを実施。 

【平成23年度実績】 
①地域防犯施策会議の開催 
②広報媒体を使った啓発活動 
③地域に出向く「出前講座」（5件） 
④明石防犯協会への活動支援 
⑤「あかし安全・安心市民大会」の開催 

【総合安全対策局】 
●暴力団排除等の
取り組みの推進 

 

・平成16年7月に明石市不当要求行為等に関する規則を施行して以来、組織的に
不当要求等への適正対応を取ってきた。昨年4月に県が暴力団排除条例を施行
したことを受け、本年4月に明石市暴力団排除条例を施行｡ 

【平成23年度実績】 
①不当要求等行為への対応要領等に関する職員研修の実施 
②暴力団排除条例の制定 

【総合安全対策局】 
●防災対策の強化 
 

・兵庫県南部地震以降、地域防災公園や防災無線の整備などを積極的に講じてきた。 
【平成23年度実績】 
東日本大震災を受け、市として取り掛かれる事業の展開を図った 
①明石地区ﾀｸｼｰ協会との輸送協定 
②神姫バス・山陽バスとの輸送協定 
③携帯電話会社各社のｴﾘｱﾒｰﾙ導入 
④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 

⑤沿岸部に標高表示板の設置 
⑥津波に関する地域説明会の実施 
⑦沿岸部５小学校区で津波避難訓練の実施 
⑧出前講座の大幅増加(H22/24件→H23/63件) 

【交通安全課】 
●交通安全対策の
実施 

 

・交通安全教室の開催 
○明石交通安全協会へ委託し、実施 
○自転車運転免許証等制度を活用した自転車交通安全教室実施 
○自転車シミュレーターを活用した交通安全教室実施 
○３世代対象自転車教室実施 
○高齢者対象交通安全教室実施 

・ひとり暮らしの高齢者に対する交通安全教育の実施 
○高齢者ワンポイント啓発の実施 

・学校や地域と連携した自転車利用者への啓発の実施 
○チャリ通向上プロジェクトの支援 

・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 
○自転車マナーアップ（緊急雇用）事業 

・道路環境の整備 
○「あんしん歩行エリア」の指定による整備 
○小学校区内の道路(通学路)の交通安全総点検の実施 
○道路の維持補修や、交通安全施設（カーブミラー、防護柵、啓発看板等）の
新設や維持補修 

○通学路等の路肩のカラー舗装  

施策分野 ４－１ 防災・生活安全対策の推進 
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所 管 部：消防本部 

関連計画：「消防基本計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【消防本部総務課】 

●人材育成 

 

・人材確保に向けて試験制度を改正 

○採用試験については、平成18年～22年度、統一試験を実施 

○平成19年度から人物重視の試験を実施 

○平成23年度は統一試験検証のもと、学歴区分試験を復活 

・職員の人材育成 

○階層別の計画的・段階的な消防職員教育を通じ、各種専門知識と特殊技能

を習得（兵庫県消防学校、消防大学校、救急救命士養成所、安全衛生資格

取得等） 

○ジョブローテーション（５年以上の同一業務勤務者で本部と署との定期的

な人事異動の活発化） 

【消防本部総務課】 

●消防署所の再配置 

 

・各消防署所に救急車の配置を行い、平成23年度から江井島分署において兼務

隊による救急隊運用を行う 

・各消防署所の仮眠室の個室化が平成22年度で全て終了、平成23年度から使用可 

・中崎分署の整備を検討  

【消防本部総務課】 

●消防団機能の強化 

 

・平成23年度の消防団員数は、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・消防署】 

●高度救助隊の設置 

 

・高度救助隊員の資格取得養成 

○資格隊員：２名(学校取得) 

○平成22年度：21名養成  平成23年度：３名養成 

○資格取得者に対して年間60時間の教育訓練を実施 

・高度救助用資機材の整備 

○平成23年度 地震警報機購入 

【警防課】 

●消防車両の整備更

新計画 

 

・消防車両更新計画による対象車両の整備 

・平成23年度実績（更新） 

○救助工作車Ⅱ型、多目的災害対応コンテナ車、水槽付消防ポンプ自動車：

各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（H23.4） 

・実施設計等業務委託の契約業務を行い、業者を選定(H24.2) 

・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 

・工事の契約方法などを検討 

・構築委員会を立ち上げ、部内の意見集約と調整を実施 

 

施策分野 ４－２ 消防・救急の充実 
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所 管 部：政策部 環境部 土木交通部 

関連計画：「第２次環境基本計画」「ストップ温暖化！低炭素社会のまちあかしプラン」 

「つなごう生きもののネットワーク 生物多様性あかし戦略」「みんなでつくる循環型のまち・あかしプラン」 

 

平成23年度 主な実績 

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 

【環境総務課】 

●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

を促進してきた。 

・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 

 

 

施策分野 ４－３ 環境の保全と創造 
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所 管 部：政策部 コミュニティ推進部 こども未来部 

関連計画：「人権施策推進方針」「あかし男女共同参画プラン」 

 

平成23年度 主な実績 

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する。 

○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 

【人権推進課】 

●平和広報事業の

推進 

 

・平和映画会の開催 

○アニメ「かんからさんしん」の上映 

  対 象：市内小学生、保護者 

来場者：約1,100名 

・平和市長会議への加盟（H23.8.1に加盟済み） 

【男女共同参画課】 

●男女共同参画の

推進 

 

・「あかし男女共同参画プラン」の策定とプランに基づく施策の推進 

○男女共同参画に向けた意識啓発の実施（絵本発行など） 

○女性の自立に向けた就労支援 

○ＤＶ防止に向けた啓発や教育の実施(出前講座や啓発カードの配布) 

○子育て中の父と子を対象とする講座の実施 

○男性の生活自立に向けた学習機会の提供 

○あかし男女共同参画プラン推進懇話会による施策の進捗管理と評価 

 

施策分野 ４－４ 人権の尊重・共生社会の推進 
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所 管 部：財務部 コミュニティ推進部 

関連計画：「協働のまちづくり」推進に向けて 

 

平成23年度 主な実績 

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

を行うとともに、既存組織の充実に取り組んだ。 

・地域課題の解決に向け、地域と連携をとりながら検討を進めた。 

【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が展開された。 

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しつつある。 

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している。 

 

施策分野 ４－５ コミュニティづくりの推進 
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所 管 部：政策部 文化・スポーツ部 

関連計画：－ 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【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てきた。 

・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）した。 

【文化振興課】 

●友好都市交流 

・文化・スポーツ・教育などさまざまな分野で活発な交流が行われてきた。 

・代表団の相互派遣、研修生の受け入れなどを実施。 

・平成23年度は提携30周年記念事業として、市内中学生62名を無錫市に派遣して

演奏会を開催したほか、無錫市から団を招き明石市で駅伝大会を開催するな

ど、両市で大々的に30周年を祝った。 

 

 

施策分野 ４－６ 都市間交流・国際交流の推進 
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所 管 部：市民・健康部 都市整備部 

関連計画：－ 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【緑化公園課】 

●石ケ谷墓園の収

支健全化 

 

・園内施設の老朽化に伴う維持管理費の増加及び、新規造成区画の募集が平成

23年度で終了すること等により、近い将来、歳入不足による特別会計の赤字

化が懸念されていた。そこで、条例改正等を含め、望ましい墓園のあり方に

向けた管理運営方法ついて検討するとともに、墓所使用者の住所と住民基本

台帳の住所との照合を行い、住所不明者の住所調査を行った。 

（平成23年度） 

・住所不明の使用者について、承継手続依頼文書の送付や、他市町に照会する

等により調査を実施。 

※住所調査対象総件数：10,133件(H22.4.1) 

※住所不明者：2,863件(H22.4.1) → 1,345件(H24.2.1) 

・合葬式墓地等の先進市状況調査の実施。 

 

施策分野 ４－７ 斎場・墓園の整備、管理 
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所 管 部：都市整備部 

関連計画：「都市計画マスタープラン」「都市景観形成基本計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【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。 

【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) 

 

 

施策分野 ５－１ 良好な都市環境の整備 
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所 管 部：総合安全対策局 総務部 財務部 土木交通部 

関連計画：「総合交通計画」「新たな道路整備プログラム」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【交通政策課】 

●コミュニティバス 

（たこバス） 

 

・平成19年度の拡大運行以降、年間利用者100万人に向けて、利便性向上と利用

促進により、利用者数の増加を図るとともに、経費の節減にも努めてきた。 

・平成23年度については、スタンプラリーやエコファミリー制度の社会実験

などの利用促進により、利用者は年間約92万人、1日平均約2,500人と昨年

度と比べ6%の増加を果たした。 

また平成22年度に実施した、二見ルートの利用者及び沿線住民アンケート

の結果や地元協議を踏まえ、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を始めている。 

【道路整備課】 

●幹線道路 

 

・現在の都市計画道路 

 ○整備率59％（H23年度） 

 ○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） 

【道路整備課】 

●バリアフリー化の充実 

・平成14年に策定された明石市交通バリアフリー基本構想に基づき、平成17年

に明石市交通バリアフリー道路特定事業計画を策定し、明石駅、西明石駅、

魚住駅の重点整備地区のバリアフリー化整備を行なった。 

・平成23年度には、準整備地区の東二見駅周辺の整備がほぼ完了。松が丘地区

の整備を進めている。 

【道路整備課】 

●生活道路、狭あい道

路の整備 

 

・あんしん歩行エリア事業における交通安全対策 

平成15年度～19年度：明石駅周辺、西明石駅北 

平成20年度～24年度：西明石駅北、魚住駅周辺 

・狭あい道路事業 

 平成３年度より現都市整備部で実施、平成19年度より現土木交通部にて実施 

 平成22年度より補助採択事業となる。（実績705箇所） 

【道路整備課】 

●施設の計画的修繕 

・３年間かけて点検し、平成22年度に「明石市橋梁長寿命化修繕計画（45

橋）」を策定し、平成23年度に２橋補修 

・平成23年度に市内の全橋（182橋）の「明石市橋梁長寿命化修繕計画」を改訂。 
 

施策分野 ５－２ 交通体系の構築 
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所 管 部：政策部、土木交通部 

関連計画：－ 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【政策室】 

●大蔵海岸について 

・民活による施設整備については、施設用地の全区画（Ａ１、Ａ２、Ａ３、

Ｂ、Ｃ、Ｃ２区画）の 49,755 ㎡について、土地分譲方式で２者、借地方

式で４者の合計６者の事業者と契約している。 

・土地分譲したＣ区画については、平成 21 年３月に食品スーパーが開業し

ている。 

・借地方式によるＡ区画・Ｂ区画については、平成 14 年度にスポーツ施

設、温浴施設の２者、平成 15 年度に物販施設の１者、平成 16 年度に住宅

展示場の１者が開業している。 

【海岸課】 

●明石港の利活用 

 

・明石市中心市街地活性化プロジェクト発足(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） 

・公園及び駐車場の所管を緑化公園課及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 

【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してきた。 

・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。 

 

 

施策分野 ５－３ 海辺の利活用の推進 
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所 管 部：都市整備部 

関連計画：「緑の基本計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【緑化公園課】 

●公園の整備（和坂） 

○和坂公園の整備 

平成23年度実績：防災放流施設整備工事の設計 

【緑化公園課】 

●都市公園安全・安心対策

緊急総合支援事業の実施 

○遊具・公園灯の更新 

公園施設長寿命化計画で更新が必要とされた遊具及び公園灯等を更新 

平成23年度実績：13公園 遊具27基 

○バリアフリー化の推進 

平成23年度よりバリアフリー化事業を実施。 

平成23年度実績：2公園 

便所、園路 

 

施策分野 ５－４ 公園の整備・緑化の推進 
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所 管 部：都市整備部 

関連計画：「住宅マスタープラン」「公営住宅ストック総合活用計画」「耐震改修促進計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【住宅課】 

●今後の市営住宅の

あり方の検討 

（明石市公営住宅

ストック総合活用

計画の見直し） 

 

・平成12年度 

 明石市公営住宅ストック総合活用計画を策定（計画年次：平成13年～22年） 

・平成16年度 

 明石市公営住宅ストック総合活用計画の改訂（計画年次：平成17年～26年） 

・平成23年度 

 平成24年度の計画見直しの準備として、市営住宅に関連する各部部長による

「今後の市営住宅のあり方意見交換会」を２度開催。 

【住宅課】 

●市営住宅の整備 

○市営住宅の建替等を実施。 

【平成23年度実績】 

・西二見小池住宅建替2期工事着工（平成25年3月末竣工予定） 

・大窪南住宅12号棟建替工事実施設計 

・貴崎東住宅外壁ほか改修工事 

【建築安全課】 

●住宅耐震化の促進 

○簡易耐震診断事業 

H23年度実績：戸建住宅86戸 共同住宅11棟 

事業費460万円 

○わが家の耐震改修促進事業 

H23年度実績：計画策定35件（46戸） 

工事費33件（33戸） 

○わが家の耐震改修促進事業 

県基準に明石市独自の耐震改修工事費上乗せ補助 

H23年度実績：工事費33件（33戸） 

事業額8,169,000円 

○住宅・建築物安全ストック形成事業に基づく耐震改修に係る国庫補助申請業務 

H23年度実績：＜耐震診断＞コミセン1棟、市民センター1棟 

通園療育施設2棟、公立保育所3棟 

＜補強計画＞コミセン1棟、市民センター1棟 

通園療育施設2棟、公立保育所1棟 

＜補強工事＞公立高校1施設(2棟)、コミセン1棟、公立保育所1棟 

全事業額166,213,000円（うち補助額6,930,000円） 

○分譲マンションの所有者・管理者に耐震改修を促進するよう意識啓発 

H23年度実績：管理者85件に意識啓発DMのみ実施 

○セミナー等で、耐震化と家具の転倒防止の啓発 

H23年度実績：耐震・リフォームセミナー参加者83名×1回）開催 

出前講座（参加者約50名×2回、約100名×2回)開催 

耐震改修現場見学会 

(参加者13名×1回)にてPR活動、啓発関連706,842円分使用） 

 

 

施策分野 ５－５ 住環境の充実 
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所 管 部：下水道部 

関連計画：「下水道中期ビジョン『あかし下水道計画ガイド』」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【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） 

・平成元年度以降処理施設の改築計画に基づき工事を順次実施。 

・平成16年度より老朽管の改築工事開始。 

・平成22年度: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。 

・平成23年度: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。 

【下水道建設課】 

【下水道施設課】 

●下水道施設のネット

ワーク化 

 

・船上浄化センターの耐用年数（H33年度）が近づく中で、 

○H20年度：都市計画決定、事業認可取得。 

      事業期間8年、事業費約130億円。 

○H21年度：事業着手予定であったが、浸水対策優先として10年延期。 

○東日本大震災による下水道施設の甚大な被害から、事業着手の前倒しを

提案。 

 

施策分野 ５－６ 下水道の整備 
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所 管 部：水道部 

関連計画：「水道ビジョン」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【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並びに各施工区間での工法を決定

し、今後は以下の検討を行う。 

 

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 

【浄水課】 

●施設の更新整備 

 

・施設更新手法の検討と並行して、水運用をはじめ、将来の水道施設の配置や規

模について検討の範囲を拡大し、施設更新が水道事業全体に与える影響を検証

する。検討の期間は水道ビジョンと同期間とする。 

【工務課】 

●老朽管更新 

 

・平成13年度から平成22年度までの10年間で約30Kmの老朽管更新。 

・平成22年度、新たな更新計画を作成、平成23年度から平成32年度までの10年間

で、昭和43年以前に布設された管路64.4kmを更新予定。 

・平成23年度実績（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% 

 

施策分野 ５－７ 安全安心な水の安定供給 
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所 管 部：総務部 コミュニティ推進部 

関連計画：「行政改革実施計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【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、これまで12回にわたって会議を開催。

条例に規定すべき項目について検討してきた。 

・庁内検討会議の開催 

・庁内検討会議作業部会の開催 

 

 

施策分野 ６－１ 参画と協働の仕組みづくりの推進 
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所 管 部：政策部 総務部 財務部 

関連計画：「行政改革実施計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【政策室】 

●地域主権の確立 

（権限と財源の

移譲） 

 

・中核市の人口要件の緩和要望 

○東播磨地域づくり懇話会(H23.7) 

○総務大臣と特例市長との懇談会(H24.1) 

・教育・福祉部門の権限移譲の要望 

○総務大臣と特例市長との懇談会(H24.1) 

・都市制度・基礎自治体のあり方等の意見交換 

○関係市長会の意見交換会(H24.2、H24.4) 

【法務課】 

●自治基本条例の

理念に基づく関

連条例等の整

備・体系化 

・自治基本条例施行(H22.4.1) 

・市民参画条例施行(H23.4.1) 

・（仮称）協働のまちづくり条例案策定に向けた検討(H23～：コミュニティ推進部) 

 

施策分野 ６－２ 自立した地方行政の推進 
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所 管 部：政策部 総務部 市民・健康部 

関連計画：「行政改革実施計画」「新情報化推進プラン」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【広報課】 

●市ホームページ

リニューアル 

・ホームページを現在の形にリニューアル(H16.6) 

・各担当部でページを更新できるシステムを導入。 

動画配信「明石の魅力発見！」スタート(H17.6) 

・公開日時管理用のシステム及び音声読み上げや文字の拡大・縮小などの閲覧 

支援ソフト導入(H20.3) 

・ケーブルテレビ放映「海峡のまち明石」動画配信スタート(H21.10) 

・RSSリーダーによるページ更新情報の配信スタート(H22.10) 

・ページの内容充実やリンク切れ、不要ページ削除等の総点検を実施（H23.5） 

【市民相談課】 

●市民相談の充実 

○特別相談 

・昭和47年度に特別相談室開設以来、一般相談のほか、市民の幅広いニーズに応

えられるよう、法律相談をはじめ、各種特別相談を実施してきた。 

・平成23年度実施状況：一般相談：5,409件 

特別相談：1,382件 

○相談窓口の一元化 

・総合的な相談窓口として、市民の様々な相談に対し、特別相談の案内や専門相談

窓口への的確な案内、また幅広い情報の提供など相談機能の充実に努めてきた。 

【情報管理課】 

●インターネット

施設予約システ

ムの導入 

 

・他自治体の状況調査 

・市の施設調査 

・内部予約システムを所管する生涯学習センター及び現契約業者とのインターネ

ット施設予約システム開発の協議 

・システム構築の方向性について検討 

【市民課】 

●住民基本台帳法

の一部改正に伴

う住民記録シス

テムの運用 

・国からの法令、省令などの情報整理 

・運用開始のための研修の実施 

・条例改正の実施(H24.3) 

・システム改修の検討及びテストの実施 

【市民課】 

●住民基本台帳カ

ードの普及促進

に向けた対応策

の検討 

・広報活動 

・市民課、各市民センターの窓口において住民基本台帳カード申請者の写真無料

撮影サービスの実施 

【市民課】 

●明石駅市民サー

ビスコーナーの

移転対応 

①H8.12.2 明石駅市民SC設置 

②H17.1.4 平日の業務時間延長 

③H18.12.2 土日祝日開庁 

※H26.1(予定）リニューアル工事 

【大久保市民センター】 

●大久保市民セン

ターの庁舎整備

（エレベーター

改修） 

・平成20年度：１階空調設備改修工事 

・平成21年度：屋上防水改修工事 

・平成22年度：防火シャッター設置工事 

【魚住市民センター】 

●魚住市民センター

の庁舎施設整備 

・平成20年度：本館３階大会議室空調改修 

・平成21年度：本館の耐震改修 

・平成22年度：本館１階多目的トイレ改修 

・平成23年度：本館１階窓口事務室空調改修 

【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) 

・平成23年度に施設の耐震診断と耐震補強工事の設計委託を実施 

  

施策分野 ６－３ 市民ニーズに対応した行政経営 
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所 管 部：総合安全対策局 政策部 総務部 教育委員会事務局 

関連計画：「人事制度改革基本計画」「行政改革実施計画」 

 

平成23年度 主な実績 

項  目 実  績 

【総務課】 

●コンプライアンス

の確保 

 

・「明石市法令遵守の推進等に関する条例」を制定、施行（H22.7） 

・条例の運用について、全職員を対象とした研修を実施（H22.6～8） 

・内部公益通報により環境部手当不正受給問題が発覚し、市が公益監察員から

是正措置等の勧告を受けた(H23.9) 

・勧告を受けて人事課による調査を実施(～H24.1) 

・外部調査委員会による調査を実施（H24.5～） 

【総務課】 

●組織の簡素・効率化 

 

・時代のニーズにあった、組織横断的な課題に対応できる柔軟で機動的な組織

体制の整備 

  ○H24年度当初：１局18部20室84課215係 

【人材開発課】 

●人材育成評価制度

の活用によるOJT

の活性化 

・職員の人材育成を第一の目的として制度を導入し、ＯＪＴ（職場実践トレー

ニング）との連携による職員の意欲・能力の向上に取り組んでいる。 

（平成22年度）：管理職（事務職、技術職、保健師）を対象に制度を導入した。 

（平成23年度）：管理職に加え、対象を係長級まで拡大して制度を実施した。 
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所 管 部：財務部 会計室 
関連計画：「行政改革実施計画」 
 

平成23年度 主な実績 
項  目 実  績 

【財政課】 
●土地開発公社
の清算 

 

・公社保有土地の買戻し等の推進 
・公社経営健全化のため市から支援 
<平成19年度まで> 
○一般会計から10億円貸付け   
○土地開発基金から25億円貸付け 

<平成20年度から> 
○土地開発基金廃止による引継金を原資に、一般会計から貸付け 
 H20年度：3,000,000千円 

H21年度：2,892,000千円 
H22年度：1,802,000千円 
H23年度：1,810,000千円 

 ○代替地等の売却に伴う差損補てん 
   H20年度：108,000千円 H21年度：85,000千円 

 H22年度：229,000千円 H23年度：285,000万円 
・第三セクター等改革推進債の許可申請に係る償還期限の延長など、兵庫県と協議 

【契約課】 
●総合評価落札
方式の拡充 

・平成20年度から特別簡易型での試行を開始し、平成22年度に簡易型・標準型の試
行要領を制定し、平成23年度に簡易型にて１件発注。実績は下記のとおり。 

H20：特別簡易型 ３件（工事・委託） 
H21：特別簡易型 ２件（工事） 
H22：特別簡易型 ２件（工事） 
H23：特別簡易型 １件（委託）、簡易型 １件（工事） 

【契約課】 
●入札制度の検討 

・より適正な積算による入札の促進を図るため、平成22年7月1日から設計金額５千
万円以上の建設工事の制限付一般競争入札において、予定価格及び低入札調査基
準価格の事後公表を試行実施している。 
※H22.7～H24.3（事後公表）：発注件数：65件、平均落札率：80.45％ 

くじ引き発生件数：0件 
【管財課】 
●本庁舎建替 

・平成14年度：本庁舎耐震診断を実施。 
・平成16年度：庁舎整備検討委員会において、耐震改修を行わず、新庁舎建設を結論付｡ 
・平成18年度：庁舎建設積立基金開始。東南海・南海地震発生の可能性の観点と庁舎の

耐用年数である50年を勘案し、平成32年度を新庁舎建設の目標とする。 
・平成21年度：サマーレビューにおいて、新庁舎建設場所・仮設庁舎の費用等に 

ついての意見交換を実施。 
・平成22年度：｢庁舎における行政サービスのあり方検討懇話会｣において、５市民センタ

ーについて検討。コンサルタント業者による新庁舎基本構想素案作成。 
・平成23年度：｢市役所機能検討委員会｣により、市役所機能について検討。 

【管財課】 
●庁舎建設基金
積立金 

・平成18年度：庁舎建設積立基金開始。１億円積立。 
・平成20年度：１億円積立。 
・平成22年度：総務省起債基準の変更により、起債にかかる標準単価・標準面積が

廃止されるとともに、庁舎整備事業の充当率が70%から75%に改正。 
・平成23年度：平成24年度予算要求において､3億円の積立を計上｡3億円積立の予算成立｡ 

【財政健全化室】 
●市有財産の有
効活用 

・公共ファシリティマネジメント兵庫会議への参加（情報交換や先進事例の調査） 

【財政健全化室】 
●財政健全化の
推進 

・前行政改革実施計画（H19年度～H22年度）に基づく事業見直し等により、計画の目
標のうち、「経常収支比率95％未満」「総職員数2,300名体制」「基金残高40億円の
確保」は達成されたが、「H22年度以降の収支均衡」は達成されていない。 

・現行政改革実施計画（H23年度～H25年度）の目標のひとつに「財政の健全化」を
掲げ、数値目標のひとつに「収支改善目標総額30億円」を掲げているが、H23年度
は10億円を上回る36億円の収支改善効果があった。 

【資産税課】 
●適正課税の強
化(1) 

 土地の地目異動
調査による課税
客体の把握 

・H21年度に撮影した航空写真をベースにH22年度に現況調査を行い、H23年度から以
下の通り課税地目を見直した。その結果、納税者から1件の審査申出が出された
が、申出は棄却となり、当市の主張が認められた。（異動対象筆数：569筆） 
増額合計：13,246千円(446筆) 
減額合計： 1,575千円(123筆) 
  差引 11,671千円 

【資産税課】 
●適正課税の強
化(2) 

 償却資産未申告
者の捕捉及び課
税客体の把握 

・申告依頼をしてもなお未申告者（既存事業者・新規事業者の合計212件）を対象と
して現況調査（６月～10月）を実施し、32件（廃業３件、申告指導29件）を課税
台帳に反映した。 
増額合計：630千円 
減額合計：229千円 

差引 401千円  
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