問 市制施行１００周年
記念のシンボルマーク
について聞く。
答 １００周年のシンボ
ルマークのデザイ
ンを公募したとこ
ろ、８歳から 歳
までの幅広い世代
から１７６作品の
応募があった。そ
のうち５作品を候
補として選定し、
市内小学生の投票
により平成 年１
月に採用作品を発
表する。

シンボルマークを決定
31

共生社会の実現へ
20

平成 年 月 日の本
会議では、明石市更生支
援及び再犯防止等に関す
る条例を賛成多数で可決
しました。
本市では、共生のまち
12

賛成多数で可決

シンボルマークのデ
ザイン募集から投票ま
での過程を通じて、わ
がまち明石を見つめ直
す機会となるとともに、
最終審査を行った小学
生が、自分の暮らして
いる地域やふるさと明
石について、興味や関
心を持つ良い機会にな
ったのではないかと考
えている。
採用されたシンボル
マークは、関係機関に
周知するとともに、市

づくりの一環として、罪
に問われた人等の円滑な
社会復帰を促進して再犯
を防止することにより、
市民が犯罪による被害を
受けることなく、安全で
安心して暮らせる社会の
実現を目的とした更生支
援の取り組みを進めてい
ます。このたび国が 年
に制定した再犯の防止等
の推進に関する法律の趣
旨を踏まえ、本市におけ
る更生支援の取り組みを
推進するための条例を新
たに制定するものです。

28

安全対策は。
答 山手環状線は、国道
２号等の渋滞解消を図
るバイパス道路として
和坂から大久保北部を
経て魚住
町金ケ崎
につなが
る都市計
画道路で
あり、西
脇地区か
ら金ケ崎
までの西
工区は平
成 年

月末に完成予定だ。完
成後は渋滞の緩和や地
域の利便性と安全性の
向上が期待できる。未
整備区間は大久保石ケ
谷線と県道
大久保稲美
加古川線間
の大窪工区
のみとなる。
この工区の
整備が国道
２号等の渋
滞解消に大
きくつなが
ることは認

主催事業や市制施行１
迎えている。老朽化し
県を中心に事業提携な
などにより厳しい状況
場運転管理の包括業務
００周年記念の冠事業 転換期を迎える
た施設の延命化と改築・
どを前向きに検討して
にある。将 来にわたり
委託など、民間活力の
に関するポスター・チ
いく。
事業を継続するため、
拡大を進めている。水
更新の平準化、新規投
上下水道
ラシなどへの掲載、関
抜本的な見直しを含め
道法改正案で打
資の抑制を基本に施設
連グッズの作成などに
た今後の在り方を議論
ち出された運営
規模の見直しや民間活
今
後
の
在
り
方
は
活用したい。その上で、
する必要があると考え
権を民間事業者
力の活用拡大など、経
市制施行１００周年と
るが、市の見解は。
に設定するコン
営基盤の強化を図って
問 上下水道は市民生活
なる２０１９年の雰囲
答 下水道事業は、施設
セッション方式
いく。
に必要不可欠な社会基
気を盛り上げていく考
の普及拡大から維持管
盤だが、その経営は人
水道事業は、料金徴
の導入は、海 外
えだ。
理へと経営の転換期を
口減少や施設の老朽化
収等や夜間休日の浄水
では料金高騰や
水質悪化などの
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
識 しているが、多額の
問題が発生して
費用と長い期間を要す
おり、慎 重に対
るため、西工区完成後
応
する。広域連
の交通状況の変化等を
携 については、
調査し、市の財政状況
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
井上氏は財団法人兵庫
等も勘案しながら整備
公平委員会委員
県勤労福祉協会理事など
の必要性と実現性につ
を歴任、平成２年から同
いて検討したい。
選任に同意
委員に就任し今回で８期
西工区供用開始後は、
目です。柴田氏は明石商
公平委員会委員の任期
接続する周辺道路の交
いのうえかず み
工会議所会頭などを歴任、
満了に伴い、井上一美氏
通状況等を調査し、信
号機の設置等の対策が （ 歳 大
･ 久保町谷八木） 平成 年に同委員に就任
しば た たつぞう
し今回で４期目です。
必要な箇所については、 と柴田達三氏（ 歳 魚
･
なお、本市の公平委員
住町中尾）を引き続き選
地域や警察と連携し安
会委員は３人で、任期は
任することに同意しまし
全対策に努めていく。
４年です。
た。

30年12月末に供用開始

大窪工区は引き続き検討

問 山手環状線の整備に
おいて西工区の完成後、
大窪工区に着手するの
か。また、西工区供用
開始後の周辺地域への

山手環状線西工区

30

12

山手環状線西工区（平成30年12月18日撮影）

将来にわたり安全な水を

本条例は、市や関係機
関等の責務と役割に加え、
対象者の特性に応じた就
労、住居確保等の支援の
内容、地域における共生
の考え方や市民等の理解
促進などについて規定し
ています。
審査を行った文教厚生
常任委員会では、委員か
ら、「再犯防止の必要性
は理解するが、どんな罪
を犯した人でも全て支援
の対象になるのか」との
質問がありました。市か
らは、「犯罪の種類によっ
て区別することはないが、
薬物や性犯罪などの罪を
犯した人への支援は、国
が刑務所等で行う矯正プ

ログラムが中心となる可
能性が高く、本条例で定
める支援の対象にはなり
にくいと考えている」と
の答弁がありました。こ
れに対し委員からは、
「市
が想定する本条例による
支援の対象は、条文から
は分かりにくく、市民に
理解してもらうには、ま
だまだ不十分である。さ
らなる啓発や周知が必要
である」との意見があり
ました。このほか、「関
係機関と連携して支援を
行う際、罪に問われた人
の個人情報等の取り扱い
は、極めて慎重に行われ
たい」との意見もありま
した。

魚住の浜西第

17

号池を運動公園へ

その際に生み出される約
５・４㌶の土地を市民の
健康増進、スポーツや自
然に親しめる運動公園と
します。
施設概要は、硬式野球
の公式試合ができる野球
場、サッカーの公式試合
や軟式少年野球、ソフト
ボールができる多目的広
場、普通自動車１００台、
大型バス５台が収容でき
る駐車場のほか、１周１
㎞の周遊路を整備します。

２０２２年度に完成予定

野球場や多目的広場を整備

17

建設企業常任委員会で
は、
（仮称） 号池公園
の整備について報告があ
りました。
浜西第 号池は、ＪＲ
魚住駅の北東約７５０㍍、
国道２号と魚住小学校に
隣接する約８㌶の広大な
ため池です。近年、周辺
の都市化が進み、農地が
減少したため、利水およ
び防災上必要となる最低
限の水量を確保した上で
規模の縮小を行います。

73

76

総事業費は約９
億円で、国の交付
金を活用し、２０
１８年度に基本設
計、２０１９年度
から工事に着手し、
２０２２年度に完
成予定です。
整備にあたって
は、専 門 家による
点検や助言を受け、
利用者等の意見を
適切に反映したみんなに
やさしい運動公園として
ひょうご県民ユニバーサ
ル施設の認定を目指しま
す。
委員からは、完成後の
管理運営の考え方につい
ての質問がありました。

18

市からは「大規模な公園
であり、広く市民に利用
してもらうため、業務委
託や指定管理者制度など
さまざまな方法が考えら
れるが、完成までに十分
な精査を行い決定したい」
との答弁がありました。

広大な敷地を公園へ

17
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小学生12,988名の投票で決定

小学生が最終審査
83

100周年を盛り上げる
更生支援に関する条例
30
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あ か し 市 議 会 だ よ り
2019年
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