委 員 会 審 査
各委員会では、住民投票条例や協働のま

地域の個性を生かす
協働のまちづくり推進条例

交付金で地域が自主的に活動

当初予定地で建設へ

要であることについて、
慎重に検討していくべき
だとの意見がありました。
本委員会で同条例案を
否決したことで、慎重審
議と継続審議にするよう
求める請願については、
不採択とみなしました。
なお、本条例案は、
月 日の本会議において
も賛成なしで否決し、請
願についても不採択とみ
なしました。

専門家会議の報告受け

文教厚生常任委員会で
は、（仮称）東部中学校
給食センター建設予定地
の土壌調査の結果が報告
されました。また、安全
対策を行った上で同地に
給食センターを建設する
方向性が示されました。
東部中学校給食センタ
ーは、建設予定地の地中
から産業廃棄物が見つか
ったため工事が中 止され、
市は専門家会議を設置し、
土壌調査と安全性の検討

東部中学校給食センター

ちづくり推進条例の議案などを審査したほ

公営企業会計へ

生活文化常任委員会で の具体的な推進方策を明
は、明石市協働のまちづ 確にすることで、市民自
くり推進条例案について 治によるまちづくりを推
審査を行い、原案どおり 進し、地域の個性を生か
承認しました。本条例は、 した、質の高い、心豊か
明石市自治基本条例に基 な社会の創造を目指すも
づき、協働のまちづくり のです。
条例に定める協働のま
したものです。
ちづくりの仕組みとして、
この会計では、貸借対 市民は、小学校区単位で
照表や損益計算書など民 地域の課題に対応するた
間企業と同様の決算書類 めの組織を設立し、要件
を作成するため、資産や を満たせば、市は、協働
損益などの経営状況を正 のまちづくり推進組織と
確に把握することができ して認定することができ
ます。これにより中長期 ます。その後、推進組織
的な視点に立って計画的
な経営基盤の強化と財政
マネジメントの向上を図
ることができるとともに、
弾力的な経営を行うこと
が可能になります。
なお、 月 日の本会
議において、本条例案を
全 会一致で可 決しました。

日の本会議において、こ
れら 件の条例案を賛成
多数で可決しました。
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票資格者に定住外国人が
含まれていることの理由
や、必要署名数を条例素
案の８分の１以上から６
分の１以上に変更した具
体的な経緯や根拠が不明
確であるため、市民へ十
分に説明する必要がある
との意見がありました。
さらに、署名等の収集期
間が２カ月以内であるこ
とや、他の自治体で例が
ない署名の際に押印が不

下水道事業

昭和 年から本格的な運
営に着手し整備を進めて
きました。その結果、平
成 年度末の普及率が、
・５％まで向上し、施
設の普及拡大を主目的と
した事業から、現在は、
維持管理を主目的とした
事業への転換期にありま
す。今後、下水道サービ
スを持続的に提供してい
くためには安定した経営
が必要であり、さらに国
からも移行するよう要請
が行 われていることから、
民間企業の会計基準の考
え方を取り入れた公営企
業会計を導入することに

経営基盤の強化

建設企業常任委員会で
は、明石市下水道事業の
設置等に関する条例案に
ついて審査を行い、原案
どおり承認しました。
本条例は下水道事業に
対し、平成 年度から地
方公営企業法の財務規定
等を適用し、公営企業会
計を導入しようとするも
のです。
本市の下水道事業は、
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か、東部中学校給食センター建設に関する
また、住民投票の請求
に必要な署名数を投票資
格者総数の６分の１以上
としています。これは、
住民投票条例検討委員会
が平成 年 月に出した
答申を受け、 年９月の
本委員会で報告した条例
素案の８分の１以上から
変更しています。市から
は、必要署名数を８分の
１以上から６分の１以上
に変更した経緯として、
議会から、もう少し厳し
くし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、
６分の１以上としたとの
説明がありました。
このほか、署名等の収
集期間については２カ月
以内とし、署名の際に押
印は不要としています。
委員からは、請求・投
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報告がありました。

総務常任委員会では、
明石市住民投票条例案の
審査を行い、賛成なしで
否決としました。
本条例案では、住民投
票の請求・投票資格者を
満 歳以上の住民とし、
住民票の作成対象者であ
る特別永住者や、在留資
格があり、日本に３年を
超えて滞在中の定住外国
人も対象としています。

月に完成予定
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る市立図書館は、再開発
ビル 階に移転し、本の
まち明石の核として充実
を図っていきます。
委員からは、
こども広場はさ
まざまな機能が
あり、管理体制
が複雑になるが、
関係機関等と連
携し、適切な管
理運営に努めて
ほしいとの意見
がありました。
なお、 月
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階および 階に妊娠期
から中高生世代までの子
どもの育ちと子育てを支
援するもので、親子交流
スペース、中高生世代が
交流するラウンジ、子ど
もの健診を行う窓口など
を整備します。
あかし市民広場は、
階ににぎわいの創出や交
流を促進するための広場
を整備するもので、イベ
ント実施などに貸し出さ
れます。
また、明石公園内にあ
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つの公共施設

明石駅前再開発ビル内
こども広場など
年
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開発ビル 階に行政窓口
を整備し幅広いサービス
をワンフロアで提供する
ものです。取り扱い業務
は、現在の明石駅前サー
ビスコーナーが行う 業
務から１６０業務へと大
幅に拡充されます。
あかしこども広場は、

工事が進む再開発ビル

平成
中心市街地再整備等特
別委員会では、明石駅前
再開発ビル内に平成 年
月に完成予定の３施設
の設置管理条例案と市立
図書館条例の一部改正案
の審査を行い、原案どお
り承認しました。
あかし総合窓口は、再
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さまざまな意見
賛成なしで否決
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を行っていました。
土壌の調査では、鉛は
土壌汚染対策法の基準値
以下でしたが、ヒ素は、
２地点でわずかに超過し
ました。産業廃棄物の調
査では、鉛、ヒ素ともに
廃棄物処理法の基準値以
下となりました。またメ
タンガスが一定以上の濃
度で検出された場所があ
りました。専門家会議で
は、ヒ素については、濃
度の分布状況などから自
然由来のものであり、メ
タンガスについても過去
に同地にあった池底の堆
積物から発生したものと
評価しています。
安全対策としては、ヒ
素の基準値を超えた場所
をアスファルト 等で 覆い、
メタンガスを検出してい
る場所では、ガスが自然
に抜けるよう緑地にする

は協働のまちづくり
に関する計画の作成
に努めることになり
ますが、市は、作成
された計画等を基に
して、推進組織と協
働して行う事業につ
いて協議し、協定を
締結することができ
ます。そして、推進
組織が自主的かつ主
体的に協働のまちづ
くりを推進できるよ
うに、地域交付金を交付
できることを定めていま
す。
委員からは、推進組織
の認定にあたり、さまざ
まな団体や個人が参画で
きる開放性についても適
切に審査できるのかと質
問がありました。市から

ことや土壌を除去するこ
となどとしています。ま
た地中の産業廃棄物につ
いては、全部を撤去しな
ければならないほど深刻
なものではないと判断さ
れることから、基礎工事
で必要となるところまで
撤去処分を行うこととし
ています。
これらの専門家会議の
報告を踏まえ、市は同地
において安全対策を行っ
た上で給食センターを建
設する考えです。
委員からは、地中の廃
棄物は廃棄物処理法だけ
ではなく土壌汚染対策法
の基準でも調査を行うべ
きではないかと意見があ
り、市からは専門家会議
で安全対策が示されてお
り、これに沿って整備を
進めていきたいと答弁が
ありました。

は、チェックリストによ
る書面審査のほか、明石
市コミュニティ創造協会
の意見を踏まえて総合的
に判断したいとの答弁が
ありました。
なお、 月 日の本会
議において、本条例案を
全 会一致で可 決しました。
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まちづくりをみんなで考える（魚住小学校区）

