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中学校給食の早期実現を考える議員連盟が発足！
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中学校給食が早期に実現できるよう、議員連盟が発足しました！
平成 24 年度 12 月定例会に、「中学校給食を自校方式で行う

次世代に誇れる加古川のために
次世代に誇れる加古川のために

よう求める」請願が提出される。
↓

春が訪れたものの、暑い日・寒い日が入り混じっており、体調管理の難し

自校方式にこだわると給食実施が遅れてしまう恐れがあり、
自校方式にこだわると給食実施が遅れてしまう恐れがあり

い時期です。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

また中学校給食検討委員会の提言を尊重する立場から、請願

議会は３月定例会において、予算審議を中心に行い、予算案が可決されま

に反対する。

した。しかし、依然として財政は厳しく、優先順位付けが更に求められて
↓

います。その観点から一般質問も致しました。

共産党の市政報告で誤解を招く表現があり、請願に反対した
議員が中学校給食も反対しているかのような誤解を受ける。
↓
・早期実現にブレーキがかからないようにせねばならない。
・市民が混乱しないよう、正確な情報提供をせねばならない

⇒議員連盟の結成へ

今後も、このまちの未来を見据えて行動し、次世代に誇れる加古川のため
中学校給食の早期実現を考える議員連盟議員
中学校給食の早期実現を考える議員連盟議員

に活動して参りますので、引き続きのご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し
上げます。

小林直樹、中村亮太
小林直樹 中村亮太、掘井健智
中村亮太 掘井健智、玉川英樹
掘井健智 玉川英樹、木谷
玉川英樹 木谷
万里、森田俊和、原田幸廣、松本裕一、井上隆司、
畑広次郎、安田実稔
畑広次郎 安田実稔、隈元悦子
安田実稔 隈元悦子、相良大悟、三島

平成 25 年第 1 回定例会

（平成 25 年 2 月 26 日～3 月 26 日）

俊之、中山廣司、大西健一、村上孝義、名生昭義、
御栗英紀、佐藤守、坂田重隆、吉野晴雄、神吉耕藏

市民クラブは、
12 月議会で以下の意見表明をしています。

※太字は役員
※太字は役員

◆中学校給食についての考え方
中学校給食については、共働き世帯の増加等の社会情勢の変化などから、全国の 8 割を超える公立中学校で実施さ
れている現状であり、我々としても、中学校給食の必要性、市民ニーズの大きさ、食育の観点等から、樽本市長に対
し予算提言や、態度表明の場などで、中学校給食の推進、実施に向けた検討、調査について要望・提言してきました。

新年度予算が成立！
一般会計
特別会計
企業会計

771億
0.2%減
591億2484万 1.6%減
75億7993万 9.9%減

総額

1438 億 477 万

しかし、実施方法について現段階では、様々な角度から調査・検証する必要があると考えます。兵庫県の他の市町
においては、平成 22 年 5 月現在、中学校給食を実施している中で、センター方式が 15 市 9 町。自校方式２市。親子
方式２市。民間調理方式１市１町であり、各市の実状に合わせた様々な方式がとられているのが実態です。
そのような議論が具体的にされていない中、自校式を最善と限定し進めることは、逆に早期実施を遅らせることも
否定できないと考えます。まずは生徒においしい給食を提供する土台を築くことが先決であり、中学校給食検討委員
会の提言の中でも、調理方式については更に専門的に調査研究した後に方針を見出すことと提言されています。

拡

子ども医療費助成事業
（事業費：9981 万）

いのちと心サポート事業

新

（事業費：計 622 万）

平成 25 年 7 月から、小学校４年生～中学校３年生まで

「学校生活に関するアンケート」「いじめ相談シート」

の入院医療費の全額、及び小学校４年生～中学校３年生

を実施し、いじめの未然防止・早期発見に繋げる。また、

までの通院医療費の自己負担額の 1/3 を助成。

サポート体制の充実も図る。

このようなことから、自校式に限定した本請願については、現段階では賛成することはできません。

市

政

報

告

の

郵

送

ご

希

望

の

方

へ

拡

中心市街地整備事業
（事業費：3 億 9211 万）

総合防災マップ更新事業

拡

（事業費：1000 万）

加古川駅南地区の密集市街地の改善を図る。17 階建て

東海・東南海・南海地震の新たな被害想定の公表に伴い、

この市政報告は、基本的にポスティングと駅前等での配布となっております。郵送をご希望されます方は、ご遠慮な

の共同住宅、6 階建て高齢者用施設が H28 年 3 月を目

平成 19 年度に作成した総合防災マップを更新し、全戸

く下記までご連絡下さい。次回より、郵送にてお送り致します。（お名前とご住所を明記下さいますよう、お願い致

途にオープン。ヤマトヤシキ南の防災道路も延伸。

配布する。

します。頂戴した個人情報につきましては、厳重に管理を致しております。
）
中村 亮太

住所：加古川市加古川町北在家 2000 加古川市議会市民クラブ
TEL：
TEL：079079-427427-9308（会派控室）
9308（会派控室）・079
・079079-425425-3811 / FAX：
FAX：050050-31563156-1255
E-MAIL：
MAIL：info@ryotanakamura.com
ホームページからでもお申込みいただけます。http://ryotanakamura.com/
ホームページからでもお申込みいただけます。http://ryotanakamura.com/

拡

河川整備事業
（事業費：9629 万）

新

緊急雇用対策加古川魅力発信事業
（事業費：500 万）

減災計画（法華山谷川流域）に基づく設計を行う。

新たな観光資源の発掘や PR を行う。また、平成 26 年

また、普通河川泊川（泊神社前）については、修景整備

に放送される「軍師官兵衛」に合わせた観光 PR も行う。

工事を行う。（詳しくは内面に記載）

（詳しくは内面に記載）

公的施設を適正化し、将来世代の負担軽減を！
公的施設を適正化し、将来世代の負担軽減を！

コンビニを活用し、サービス向上を！
Q：コンビニ収納の拡大は

しかし、全ての施設を維持していくと財政的な負担が大

◆今回の一般質問項目

きくなるため、最適な施設保有量を検証するとともに、
最適な施設保有量を検証するとともに、

答弁：
答弁 コンビニ収納の納期内納付への効果は高い。各料金への拡大は、それ

施設の長寿命化や複合化などの様々な方策を検討する。
施設の長寿命化や複合化などの様々な方策を検討

１．ファシリティマネジメントについて
１．ファシリティマネジメントについて
①施設資産の総量について
②データの収集・管理について
③施設資産の分類・優先順位について

Q：データの整備は

る最適な公共施設のマネジメント方針を検討したい。
る最適な公共施設のマネジメント方針を検討したい

Q：資産の分類・優先順位は

①公金のコンビニ収納について

答弁：類似の用途をもった民間施設も増えているため、
答弁

②モバイルレジ導入について

官民の役割分担なども考慮し、行政でなければ管理運
営できないものを最優先で維持すべきと考えている。

Q：インフラ資産の扱いは
答弁：特に橋梁については、落ちたりすると復旧が難
答弁

公的施設の適正化に向けて、
公的施設の適正化に向けて、市役
所も動き出します。
ファシリティマネジメントとは、施設の適正管理
のことです。加古川市が保有している資産を経営的
な観点から最適に運用していきましょうということ

充実できるものと考える。モバイルレジも含めた納付環境整備に努めたい。

ごとのカルテを作成する。それを基に、ファシリティ
ファシリティ

⑤今後の資産活用の考え方について

（詳しくは「中村亮太 HP」にてご覧下さい
HP」にてご覧下さい）
」にてご覧下さい）

答弁：
答弁 モバイルレジについては、県下でも利用例が出ており、納付環境を

用状況や維持管理コストなどの基礎的データから施設
マネジメントの考え方を取り入れながら、本市におけ

③証明書のコンビニ交付について

Q：公金のモバイルバンキング対応は

答弁：新年度から、各施設の建築年次や延床面積、利
答弁

④インフラ資産の扱いについて

２．コンビニエンスストアの活用について

ぞれの性質を踏まえ、次期情報システム導入あわせ現在検討を進めている
次期情報システム導入あわせ現在検討を進めている。
次期情報システム導入あわせ現在検討を進めている

Q：証明書のコンビニ交付は
答弁：
答弁 コンビニ交付は利便性の向上、発行枚数の増加も見込めるため、コ
一般質問の様子

スト面の試算もおきながら将来的には自動交付機からの移行を含めた十
分な検討が必要と考えている。

コンビニでの市
コンビニでの市
民サービス拡大
民サービス拡大
へ、前向きな答
弁！

再質問：検討スケジュールは
自動交付機のリプレースとマイナンバー制導入はともに H28 年。ここを目標に
検討していくべきと思うが、どうか。
答弁：H28
答弁 H28 年までには、コンビニへ
年までには、コンビニへ移行の準備をしたい
コンビニへ移行の準備をしたい。
移行の準備をしたい

しく、影響も大きいため、現在長さ 15m 以上の 96 橋
を対象に点検を行い、安全確保に努めている。インフ
ラ資産は、今後の財政状況を踏まえて継続的に提供で
きるよう対策を講じていきたい。

Q：今後の考え方は

泊川を綺麗に！修景整備計画！
算が組まれています。長年、地域からの要望
があった件ですが、いよいよ第一歩を踏み出

答弁：公共施設は、市民のためにも、効率的で適正な
答弁

しました。

コストでの維持管理により機能を確保する必要があ

上半期で設計、下半期で水位が下がったとき

日本には高度経済成長期に作られた施設が多くあり、今

る。今後は公共施設の計画的・効果的な投資による長

を見計らって工事を行う予定です。

後それらの更新・修繕費が重くのしかかります。同じよう

寿命化の実現と望ましい最適保有量を検討するととも

綺麗な泊川のため、ご協力お願い致します。

適正化を図り、次の世代
なやり方では、もうもちません。適正化を図り、次の世代

に、将来ニーズや財政状況を見据え、全庁的な視点で

の負担を減らすべきです。
の負担を減らすべき

公共施設の再構築に取り組んでいきたい。

の考え方を質しました。

※これまでの施設管理の問題点

Q：施設資産の総量は
答弁：本市では約
400 の公共施設を保有しており、その
答弁
半数が昭和 40~50 年代に建築されている。そのため、今
後それらが老朽化することで、集中的に大規模改修や建

⇒一定期間に集中的に老朽化。

ている。

かこがわ観光物産館 OPEN！大河「軍師官兵衛」にあわせて PR 強化！
加古川駅構内に、かこがわ観光物産館がオープンし
ました。かつめしや国包建具、靴下など加古川の地

・今までのように建替えるような財政的余裕無し。

場産品を紹介しています。ぜひお立ち寄り下さい。

・人口減を見越せば、いらない施設も増える。

また、来年の大河ドラマの主人公、黒田官兵衛の妻

・加古川市には、そうしたものの管理台帳がない

「光姫（てるひめ）」が志方出身のため、増加が予
想される観光客への PR も行います。

替えが必要となる。公共施設は福祉増進や防災拠点の観
点から、耐震化を早急に進めていく必要があると認識し

現在の泊川

てるひめちゃん

・高度経済成長期に整備されたものが多い。

（写真は他の河川）

25 年度予算で、泊川の修景整備のための予

です。そこには、補修はもちろん、老朽化対策、施
設統廃合、見直しなどが含まれます。

その視点から、今後の施設資産のあり方について、当局

イメージ図

ファシリティマネジメントにより、中長期的にコスト

光姫のキャラクター「てるひめちゃん」もできまし

を平準化し、負担軽減と長寿命化を実現へ。

た！ご注目下さい！

オープン式典の様子

