いじめを 生 まない 許 さない

学校・家庭・地域
それぞれに 役 割 あり
じめは絶対に許さない
という価値観を培うた

市営住宅
建て替えよりも
長寿命化に重点

めに、リーフレットを
配付している。地域に
対しては、子どもたち
への見守りや励ましと
ともに、気付きや発見
があれば、速やかに連
絡をもらえるようお願
いをしていく。

総務常任委員会では、
明石市土地開発公社の解
散の計画について報告が
ありました。

土地開発公社は、将来
の公共施設や道路の用地
を市に代わりあらかじめ
取得するため市の出資で
昭和 年に設立されまし
たが、近年の地価の下落
による資産価値の減少な
どで、平成 年度決算か
らは債務超過になってい
ます。その後も好転の見
込みがないことから、市
は将来の負担を軽減する
ため 年度末までに公社
を解散することとしまし
た。解散にあたり市は公
社への貸付金 億円を放

棄するとともに、公社の
金融機関からの借入金１
０１億円を代位弁済し、
公社の保有する 億円相
当の土地を引き継ぎます。
この財源としては地方債
を活用することにしてお
り、返済については、返
済期間を 年とした場合、
１年あたり約 億円が必
要となる見込みです。市
は地方債の発行による財
政指標の大幅な悪化はな
いとしています。今後、
公社解散や起債、債権放
棄などに必要な議案は、
本年３月定例会以降に順
次提案され、市議会で審
議する予定です。

○明石地区における兵庫県高等学校の通学区

▽一部採択・一部不採択とされた請願△

域改編に関する請願

意見書１件を可決し、兵庫県教育委員会に
送付しました。以下はその要旨です。

◎兵庫県高等学校の通学区域再編に関して
兵庫県教育委員会は新たな通学区域として現
行の 学区を５学区に再編し、平成 年度から
実施する方針を発表した。この中で明石地区は
加古川市、高砂市等の加印学区と三木以北の北
播学区をまとめた第３学区として改編されるこ
とになっているが、この改編に伴い通学区域が
拡大し、他市からの生徒流入や市内生徒の市外
流出、さらに遠距離通学を余儀なくされる生徒
の進学断念など明石市内の中学生に多大な不安
と混乱を招くことが危惧される。よって明石を
含む新学区の課題を解決するため具体的な再編
内容の決定にあたっては格段の配慮をされるよ
う強く要望する。

〔可決された議案〕

▽明石市道路構造の技術的基準等を定める条例
制定
これまで全国一律に定められていた道路
標識の寸法などの道路構造の技術的基準
等を地方公共団体が自ら定めることにな
ったことに伴い、新たに条例を制定
▽明石市立二見中学校南校舎改築ほか（建築）
工事請負契約
億２６３７万５千円で二見中学校南校
舎などを改築
◎このほか、議案 件を可決





 0120－ 135－ 084

じゃないと嫌だと言い、

室へ行く時に兄と一緒

歳の妹。ある日音楽教

している小３の兄と４

いつもけんかばかり

大好きなのね。（ふ）

が多いけど、やっぱり

普段は冷たくすること

ってくれたお兄ちゃん、

緒に音楽に合わせて踊

恥ずかしくても妹と一

いて来てくれました。

遊ぶ約束を遅らせてつ

放送に関するお問い合わ
せは明石ケーブルテレビ

請願

親が困り果てていると

明石市議会のホームページアドレスはht
t
p:
//www.
c
i
t
y.
akas
hi
.
l
g.
j
p/gi
kai
/です。ぜひご覧ください。
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本会議は明石ケーブルテ
レビ7
17ch（ミルルチャン
ネル）で生中継されます。

2
2

２月25日（月）午前10時
３月５日（火）午前10時※
６日（水）午前10時※
７日（木）午前10時※
14日（木）午後３時
26日（火）午前10時
※は議案質疑および一般質問日

60

特殊勤務手当の廃止や収
集事業の民間委託化など
を提言しました。総務常
任委員からは、組織的な
不正で管理責任は大きい
ことから管理体制を強化
するよう意見があり、市
からは責任の重大さは認
識しており、体制等を見
直していきたいとの答弁
がありました。

16
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0



本会議は

環境部職員の手当不正受給

2
4

意見書を提出

議決結果（抜すい）

３月定例会の 日 程

101億円の借金を引き受け

回数は 回 人数は 人

1
2
21

調査委員会は民間委託化を提言
計 人が関与していたと
結論を出しました。調査
委員会は、管理体制や手
当制度に問題があると指
摘し、再発防止策として

10：00
～11：30

２月３日（日）

情勢の変化や厳しい財
政状況などにより、計
画の進行に遅れが生じ
るなど、実績とのずれ
が大きくなっている。
このため現在の市営住
宅の課題について検討
を行い、策定中の新た
な計画では、今後の市
営住宅の在り方を定め
ていきたい。現在の計
画で建て替えとなって
いる住宅については、
改めて整備の手法を定
める予定だが、今後は
既存施設の長寿命化に
よる長期活用に重点を
置く考えだ。
年度中をめどに利活
用計画の具体的な検討
を進め、中心市街地活
性化基本計画期間内の
年度末までに利活用
計画を策定するととも
に、それに基づく施策
を実施していきたい。

お問い合わせ：明石市議会事務局 078－911－260
0

市は60億 円の土 地と

環境部職員による特殊
勤務手当の不正受給につ
いて、外部調査委員会の
調査の結果、平成 年度
に２５７回、約 万円の
不正受給があったことが
総務常任委員会で報告さ
れました。
外部調査委員会は、
年５月から 回開催され、
記録が残る 年４月から
年１月までを調査期間
とし、関係者１０７人を
対象に事情聴取を行いま
した。その結果、 人の
不正受給を認定し、さら
に調査期間以前を含める
と不正行為に関与した職
員は 人、それ以外に不
正行為の存在や方法を知
っていた職員は 人、合
57

10

受付は先着順で開始3
0
分前からとなります。定
員を超えた場合は入場をお断りさせていただき
ますのでご了承ください。

土地開発公社を解散
2
3

10

※いずれの会場も自由に参加できます。

17

1
7

24

48

2
5

議会基本条例の骨子案と、議員定数・報酬の検討内容
について報告し、市民と意見交換を行います。※詳し
くは市議会ホームページをご覧ください。

8
0

明石市議会報告会

問 現在策定中の（仮称）
明石市営住宅整備・管
理計画の方針では、市
営住宅の戸数維持のた
めの建て替えは行わな
いとしているが、現在
の計画である明石市公
営住宅ストック総合活
用計画で掲げた市営住
宅の建て替えは白紙に
するということか。
答 現在の計画は、社会
な事業と考える。今後
の取り組みを聞く。
答 本市は明石港周辺を
中心市街地活性化の南
の拠点と位置づけてお
り、その課題等につい
ては明石港を管理する
県と情報共有を図って
いるところだ。
特にたこフェリ
ー解散後の跡地
利用については、
県や土地所有者
などの関係者と
十分協議しなが
ら、明石港周辺
の将来像を検討
する必要がある
と考える。
今後は、平成

たこフェリー跡地

2
5
2
7

問 いじめを生まない、
許さない学級づくりと、
そのための家庭や地域
の役割を問う。
答 いじめ問題の解決に
は、子どもたちが互い
に信頼し合える人間関
係を築き、自らがより
良い学校生活をつくり
出しているという実感
を持てることが大切で
ある。各学校での話し
合い活動や人権教育、
道徳教育を充実すると
ともに、いじめストッ
プあかしこども会議や
実践発表会の開催など
の主体的な活動を通じ
て仲間意識の醸成につ
なげていく考えだ。
家庭に対しては、い

利活用計画策定へ
43

問 中心市街地活性化基
本計画に掲げる の事
業のうち、明石港のあ
るべき姿や方針、活性
化施策などを盛り込ん
だ明石港周辺利活用計
画の策定は、最も重要

● 市役所市議会棟２階大会議室
定員：7
5
人
● 産業交流センター４階研修室１
定員：1
2
0
名

２会場で
同時開催

県や土 地 所 有 者と協 議し

257

3
0
2
2

2
4

2
3

明石港周辺の再整備

（ 4）
平成25年（2013年）１月６日
あ か し 市 議 会 だ よ り
第209号

