援を進めている。
また、今年４
具体的には、独身者
月に明石商工会
の出会いを支援する
「お
議所１階に移転
節介人」の育成として、
した県の東播磨
支援者向けの婚活応援
出会いサポート
ハンドブックを作成し
センターとも連
配布するとともに、支
携し、婚活イベ
援者の交流会を行って
ントなどの情報
いる。さらに、民 間 団
発信に努めると
体の婚活イベントを支
ともに、今後も
援するため婚活支援事
支援者や婚活支
業補助金制度を設けて
援団体との連携
いる。 年度は、
スポー
をより一層進め
ツを通じた交流、ラン
ていく。
問 本市の婚活支援に対
チタイムを一緒に楽し
する取り組みについて
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
むイベントなどを開催
聞く。
ごみ減量化の取り組み
した３団体に対して補
答 本市は、平成 年に
助金の交付を行い、合
策定した明石市まち・
指定袋の導入は慎重に検討
計で約１７０名の参加
ひと・しごと創生総合
があり、約 組のカッ
戦略に基づき、若い世
資源化推進で処分場は 年延命
プルが成立した。
代の結婚につながる支
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 問 地球温暖化対策とし
て、二酸化炭素（ＣＯ
２）などの温室効果ガ
スを削減するため、ご
みの減量化を推進する
べきだ。また、ごみ埋
立処分場の延命化につ
いて聞く。
答 本市のごみ排出量は、
家庭系ごみは減少し、
事業系ごみは横ばいと
なっており、削減目標
は、今後７年で現状よ
り ・９％少ない８万

10

教育長
任命に同意
きよしげたか

教育長として、清重隆
のぶ
信氏（ 歳・大蔵本町）
を任命することに同意し
ました。同氏は昭和 年
に文部科学省に入省、初
等中等教育局財務課教育
財政室長、同局視学官な
どを歴任、今年７月から
は明石市理事（教育担当）
を務められていました。
なお、教育長の任期は
３年です。

教育委員会委員
任命に同意

総務

―

常任委員長に聞く

委員長として一言
消防、防犯、防災など市民の生
命 や 財 産 を 守 る た めの 課 題 から、
市政の在り方、将来を見据えた政
策などを議論しています。これか
らも市民に身近な市政の実現に取
り組んでいきます。

市内企業と連携し、地場産品や企
業の優良製品など返礼品のライン
ナップを拡充し、税収をプラスに
できるよう取り組んでいます。

―

重点的に取り組む事項
来年には市制施行１００周年、
明石城築城４００周年を迎えます。
具体的な１００周年記念事業では、
各種団体などをはじめ、市民とと
もに取り組んでいきたいと思いま
す。幅 広い世代の市民 が、明 石 に
住んでよかった、これからも住み
続けたいと思えるよう、本市の魅
力を発信していきます。
ふるさと納税では、漁協や農協、

常任委員長に聞く

在職３期。議長、副議
長、監査委員、総務常
任委員長などを歴任。
53歳。

文教厚生

在職６期。議長、副議
長、監査委員、文教厚
生常任委員長などを歴
任。66歳。

宏希

梅田

宏

三好

るよう、舵取りを担っていきます。

また、中核市移行に伴い、あか
し保健所を設置しました。身近な
基礎自治体として、より早くより
細やかなサービスを提供します。
委員長として一言
先進的な施策を推進する中、人
口と税収が増え、にぎわいが戻り、
まちの好循環が感じられます。こ
の流れをさらに加速し、今後も明
石に住み続けたいと思ってもらえ

―

重点的に取り組む事項
中学校給食は、東部給食センタ
ーが稼働し、全校で栄養バランス
の良い温かい給食の提供が始まり、
地産地消を意識した食育を推進し
ています。
待機児童対策では、待機児童ゼ
ロを目指し、認可保育所の新設や、
市立幼稚園での預かり保育の拡充
など、２千人規模の受入枠の拡充
に取り組みます。

―

き

こう

だ

うめ

ひろし

よし

み

61

22

14

【担当分野】
市政の総合企画、広報、
財政、市税などの総務・
財務部門や防災、消防
などの市民の安全に関
わる分野を審査します。

【担当分野】
教育、福祉、介護保険、
子育て支援や子どもの
健全育成、保健衛生な
どの市民の暮らしを支
える分野を審査します。

51

62

市制施行100周年を市民とともに
先進的な施策でまちの好循環を

「お節介人」への講習

教育委員会委員の任期
かわもと
こ
満了となる川本まり子氏
トンである。ごみの減
量対策として、分別品 （ 歳・王子２丁目）を引
き続き任命することに同
目を増やすことは有効
意しました。同氏は明石
であるが、市民の負担
が増すことから、今後、 保育協会会長や明石市教
育委員会委員長などを歴
新ごみ処理施設の検討
任、同委員には平成 年
を行う際に調査、研究
から就任し今回で３期目
を進めていく。なお、
です。
ごみ指定袋の導入につ
なお、本市の教育委員
いては、市民の理解が
会委員は４人で任期は４
必要なため慎重に取り
年です。
組んでいく考えだ。
また、ごみ埋立処分
監査委員
場の延命化は、当初の
計画では第３次最終処
選任に同意
分場が２０２４年度で
識見を有する者の中か
終了する予定であった
ら選任する監査委員のう
が、紙類・布類の分別
ほしかわ
ち、任期満了となる星川
や再資源化の推進によ
ひろあき
啓明氏 ( 歳・上ノ丸３
り、 年の延命が可能
丁目 を
と見込んでいる。加え
) 引き続き選任す
ることに同意しました。
て、ごみの焼却灰を大
同氏は公認会計士として
阪湾に埋め立て処分す
活躍されており、平成
る大阪湾フェニックス
年から同委員に就任し今
計画の３期事業にも、
回で５期目です。
本市は引き続き参加す
なお、
任期は４年です。
る予定である。
62

婚活団体へ補助金を交付

27

早期に策定を

41

29

20

み、本市を含む４市町
が作業中である。本市
の計画の策定時期と、
その内容について問う。
答 本市では、今年７月、
環境室に検討部会を設
置し、国の指針と県の
処理計画を踏まえ、計
画策定を進めている。
なお、上位計画であ
る市の地域防災計画に
沿って、災害発生前の
平時の備え、発生後の
応急対策、その後の復
旧・復興対策に分けて
検討するとともに、海
洋性地震、内陸部地震
や風水害で発生する廃
棄物量の推計、分別方
法、市の組織体制、職
員の行動指針等を盛り
込む予定である。今年
度中も視野に入れ、早
期に計画を策定する考
えだ。

10

「お節介人」の育成や

災害廃棄物処理計画

問 大規模災害で損壊や
浸水した家屋、家財道
具、流木などの災害ご
みが大量に発生し、そ
の処理が社会問題化し
ている。国は自治体に
収集方法や仮置き場の
候補地などを定める災
害廃棄物処理計画の策
定を要請している。報
道によると、災害廃棄
物処理計画は県下 市
町中、 市町が策定済

分別は再資源化への第一歩

若者の出会いをサポート

社会問題化する災害ごみ

11
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あ か し 市 議 会 だ よ り
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