議会に中核市移行にか
かる申し出議案を提出
し、議決を経た上で、
同年４月に県知事に同
意を申し入れ、県議会
での同意の議決後、同
年８月に総務大臣に指
定を申し出ることを予
定している。

答 地方分権時代の行政
課題に的確に対応する
とともに、正規職員１
８００名体制を実現す

きた。具体的には、他
市に先駆けた人物重視
の採用試験や人材育成
評価制度の導入などを
行ってきたとこ
ろである。
今後は、各施
策の定着を図り
ながら、課題や
効果等の検証を
行っていく考え
である。その上
で、基本方針お
よび基本計画に
ついては、社会

情勢の変化等を踏まえ
ながら、集約等も含め
た見直しなどを図って
いく。

また、投票資格に定
住外国人を含めた理由
は、住民投票は市の政
策等の意思決定をする
ものではなく、将来に
わたり市に重大な影響
を及ぼすと考えられる
事項について、住民の
意思を確認するために
行われるものであり、
幅広く意見を聞くため
にも、同じ地域で住民
として生活する定住外
国人からも意見を聞く
ことが必要であるとの
考えからだ。

職員の能力向上を（職員研修センター）

市の人事制度改革
少数精鋭体制の確立へ
問 市の人事制度改革に
ついて、これまでの取
り組みを踏まえた今後
の展望について聞く。

明石駅前再開発ビル
親子が集うこども広場を整備

るためには、少数精鋭
体制の確立が不可欠で
あり、職員のさらなる
意識改革や能力向上に
取り組む必要がある。
本市では、人材育成
基本方針を基礎として、
職員の育成のみならず、
採用 から、配 置 、任 用 、
退職までの人事制度全
般を通した総合的な対
応を図るため、人事制
度改革基本計画を策定
して人材育成型人事制
度の構築に取り組んで

成 年９月議会で説明
したが、このたびの条
例案はその素案と異な
る６分の１以上として
いる。さらに定住外国
人に投票資格を認める
こととしているが、そ
の理由も聞く。
答 必要署名数は、９月
の総務常任委員会で、
もう少し厳しくてもい
いのではとの意見があ
り、答申と議会の意見
を総合的に判断した結
果、署名数を６分の１
以上とした。
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明石の特色を生かした仕掛けを

きや喜びを感じてもら
えるようなスペースも
考えたい。例えば、同
広場に水槽や解説パネ
ルを設置したり、明石
たこ大使のさかなクン
に関連したコーナーを
設けることなども検討
していく考えだ。

外国人に投票資格

問 市は明石市住民投票
条例検討委員会の答申
を受け、当初、発議要
件の必要署名数を投票
資格者数の８分の１以
上とする条例素案を平

実施に必要な署名数

18

10

16

短縮すること、市立小
中学校教職員の研修を
市の実情に応じて企画・
実施できること、市が
保健所の設置主体とな
るため、新型インフル
エンザ等の感染症対策
を市の判断で迅速にで
きることなどのメリッ
トがある。このほか、
高齢者福祉や環境など
さまざまな分野におい
て県から事務が移譲さ
れ、市の実情に応じた
市民サービスが可能に
なる。
今後は、 年３月市

そして、提案のとお
り、この空間に明石の
特色を生かした仕掛け
をすることは、にぎわ
いづくりに大い
に効果があるも
のと考える。施
設の形状や仕様
などに制約はあ
るものの、好奇
心旺盛な子ども
たちが、目を輝
かせながら、明
石の海や魚など
の生態系を見て、
触りながら、驚

住民投票条例案に疑問

月８日、９日、
日の本会議では、 人
の議員が質問に立ち、
住民投票条例や子ども
子育て支援、 歳選挙
権による若年層の投票
率向上の取り組みなど
について、市の見解を
求めました。
なお、発言者と質問
項目の一覧は下段に、
主な内容は２面から４
面に掲載しています。

問 本市は、平成 年７
月に県から理事を迎え
るとともに中核市準備
室を設置し、中核市移
行の本格的な検
討に入った。中
核市移行に関す
る市の考えを聞
く。

問 明石駅前南地区再開
発ビルに整備されるあ
かしこども広場に、シ
ティセールスの観点か
ら明石の自然生態系を
楽しく学ぶことができ
る機能を加えてはどう
か。
答 親子が集い交流する
ことができるあかしこ
ども広場は、親子で遊
び・学ぶ場として活用
していくことを予定し
ており、多くの家族連
れでにぎわう施設にし
ていくつもりだ。

親子がにぎわう交流スペース（イメージ）

覧
一
者
言
発
29

12

答 本
 市としては、
一層の市民サー
ビスの向上につ
なげるため、
年４月に中核市
へ移行する考え
だ。中核市へ移
行すれば、身体
障害者手帳の交
付までの期間が
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―発言順―（ ）は会派名
大 西 洋 紀（未来創造明石）
①議案第119号 地方独立行政法人明石市立市民
病院第２期中期目標制定のこと
辻 本 達 也（日本共産党）
①住民投票条例 ②（仮称）明石市東部中学校
給食センター ③生産緑地制度 ④駅ホームの
安全対策
宮 坂 祐 太（民主連合）
①改正地方公務員法と人事制度改革
寺 井 吉 広（真誠会）
①中核市への移行 ②上下水道事業 ③文化芸
術振興
松 井 久美子（公明党）
①夢を紡ぐ子育て支援施策 ②明石港旧フェリ
ー乗り場跡地及び周辺整備と活用 ③結婚支援
事業と少子化への歯止め ④明石市職員定期健
康診断に胃がんリスク検診の導入を
中 西 礼 皇（未来創造明石）
①議案第98号 明石市住民投票条例制定のこと
②市立幼稚園の保育内容 ③放課後児童クラブ
の待機児童対策
楠 本 美 紀（日本共産党）
①子ども・子育て支援 ②肢体不自由児特別支
援学級 ③雲楽池のユスリカ対策
尾 仲 利 治（民主連合）
①児童生徒が生き生きと学ぶことができる環境
づくり
辰 巳 浩 司（真誠会）
①明石駅前南地区再開発ビル ②公共施設配置
適正化に関する取り組み ③明石市公設地方卸
売市場の活性化の取り組み ④空き家対策
国 出 拓 志（公明党）
①地域猫対策 ②世界の明石鯛、明石タコに向
けたマレーシアでの取り組みの成果と今後の取
り組み ③明石市独自のアプリ ④広報あかし
特別号あかしこども新聞 ⑤合葬式墓地 ⑥時
のわらしグッズ
丸 谷 聡 子（未来創造明石）
①個人番号（マイナンバー）制度 ②あかしの
生態系を守る条例施行の成果と課題 ③明石市
のエネルギー政策
林
健 太（真誠会）
①女性の活躍促進 ②投票率向上の取り組み
③JR大久保駅周辺整備
尾 倉 あき子（公明党）
①18歳選挙権に伴う主権者教育 ②シティセー
ルスと女性の活躍推進 ③高齢者の外出促進の
ための支援
永 井 俊 作（市民クラブ）
①住民投票条例の請求に必要な署名数の要件を８
分の１から６分の１へ変更したこと ②明石市特
定事業主行動計画 ③保育士等の確保 ④個人情
報保護の認識と自衛隊の住民基本台帳閲覧等
家根谷 敦 子（スマイル会）
①（仮称）明石市障害者差別解消条例 ②介護
を必要とする障害者の支援 ③中核市移行に伴
う障害者福祉の充実
北 川 貴 則（市民クラブ）
①福祉のまちづくりと税金の使い道 ②日本一
安全なまち明石の実現のための危機管理 ③時
のまち明石の天文科学館 ④あかし斎場火葬場
棟の雨漏り ⑤中学校給食 ⑥観光振興と明石
港の砂利揚げ場
さらに住みよいまちへ

迅速なサービスが可能に

一 般 質 問・質 疑
平成30年4月
中核市に移行へ
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