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大河ドラマにあわせて誕生したゆるキャラ「てるひめちゃん」、各地
で活躍をしています。1 月 11 日には、特別加古川観光大使に任命さ
れ、さらに加古川市を全国へと発信すべく活動の場を拡大していま

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

す。また、地域イベントなど呼んで下されば駆けつけます。（詳しく
は加古川観光協会まで）

厳しい寒さが続いており、体調を崩される方も増えているようです。日々の健康管理

こうした取り組みが、地域の歴史を知り、郷土を思う心を育み、地域

に更に注意をしたいところです。

文化となると思います。

そのような中、加古川市議会においては、12 月議会が行われました。議案審議のほか、

皆さんも今一度、加古川の歴史に触れられてはいかがでしょう。

私は一般質問も行い、ポイ捨てや犬のふん害問題について質問を致しました。快適な
住環境は行政だけでなく、地域と共に作り上げねばならないとの思いからです。

道路橋長寿命化
道路橋長寿命化修繕計画が策定されました
橋長寿命化修繕計画が策定されました

次世代に誇れる加古川のためにも、今このまちに住む我々で責任をもってまちづくり
をせねばなりません。

全国的に問題となっているインフラの老朽化問題ですが、こ

（図 1）

のたび道路橋長寿命化修繕計画が策定されました。

平成 25 年第 5 回定例会

（平成 25 年 11 月 29 日～12 月 10 日）

加古川市の管理する橋梁は現在 863 橋あり、橋長 15m 以上
の 106 橋のうち、102 橋（新設橋等除く）を計画の対象と

主な議案

しています。
このうち建設から 50 年以上を経過している橋は 7 橋です

エリア

これまでの対策は、
損害が大きくなってから修繕や架け替え
をしていましたが、今後はこの計画に基づき、状況に応じた

（図 2）

約 95 億円のコスト削
対策をとることにより、今後 100 年で約
減が見込まれます。また、これまでの対策だと膨大な費用
が集中して必要となり、
修繕や架け替えが難しくなっていま
したが、この計画によって、予算が平準化され計画的な修繕
や架け替えが可能となります（図 2）。
今後はこうした道路橋以外に建物でも老朽化が進んできま
す。以前に一般質問でも取り上げましたが、ファシリティ・
マネジメントの考えに基づき、将来負担を削減、平準化して
いくべきです。
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指定管理者制度って？

≪指定管理の指定について≫
指定管理の指定について≫

が、20 年後には 66 橋になります（図 1）。
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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
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
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。
）

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
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施設名
加古川市立日岡体育館
加古川市立武道館
日岡公園野球場
日岡山公園エリア 日岡公園グラウンド
日岡公園第1テニスコート
日岡公園第2テニスコート
日岡山市民プール
加古川スポーツ交流館
南部エリア
加古川海洋文化センター
浜の宮市民プール
加古川ウェルネスパーク
西部エリア
市立漕艇センター
平荘湖アクア交流館
加古川市立志方体育館
北部エリア
志方東公園テニスコート
中央エリア
加古川市民会館
東部エリア
加古川総合文化センター
斎場エリア
加古川市斎場
松風ギャラリーエリア 加古川市立松風ギャラリー

指定管理者

地方自治体が所管する公の施
設の管理・運営を民間事業者に

ミズノグループ

委託することができる制度。
民間のノウハウを導入するこ
とで、効率化や市民サービス向
上を目指す。指定管理者の指定

ＴＲＳＳグループ
（代表：神鋼不動産㈱）

は、基本的には、公募した後、
専門家による委員会等を設け、

ＳＴＲＫＳグループ
（代表：神鋼不動産㈱）

その企画提案を審査し、最適と

特定非営利活動法人
加古川総合スポーツクラブ

る。

㈱ケイミックス
小学館集英社プロダクション共同体

㈱五輪
加古川市美術協会

思われる会社・団体に委託す
委託に際しては、議会の議決を
経て、条例を定め、首長が使用
許可を与える。

≪職員の給与に関する条例について≫
職員の給与に関する条例について≫
平成 24 年人事院勧告に基づく国家公務員の給与制度改定に準じ、職員の給与制度を改正しました。
具体的には、職員が 55 歳に達した日の属する年度の次年度以降の昇給は原則行わないことになります。

≪特定秘密保護法の慎重な運用を求める意見書を採択≫
特定秘密保護法については、安全保障や国民の生命と財産を守る視点から一定の理解ができます。しかし、特定
秘密の範囲の恣意的な拡大の懸念など、国民の理解が十分とは言えないことから、慎重な運用を国に求めました。

快適な環境のなかで住み続けられるまち
快適な環境のなかで住み続けられるまちに
られるまちに

加古川市の玄関口に相応しい駅前環境を
◆今回の一般質問項目

答弁：例えば加古川駅南口では、平成
25 年 10 月の調
答弁

Q：イエローカード作戦の強化を

査において、19 年と比較し、ひと月あたり 285 本か

イエローカード作戦は、高砂市や甲府市等で行われ効果を上げ

ら 233 本と 18.2％減少している。他地区も同様である。

１．「加古川市空き缶等の散乱及び飼い犬

しかし、綺麗と言える程ではなく、周辺地域の意識は

のふんの放置の防止に関する条例」につい

向上しているが、一部の方々の行動により残念な状況

ており、本市でも一部行われているが、今後の展開は。
答弁：イエローカード作戦は、悪質な飼い主に対して自主的な抑止
答弁

にあるとも言える。

て

を期待できる対策だと認識している。その効果を上げるためには、

①これまでの実績及び効果について

条例制定後 10 年以上経つが、減少は見られる

地域ぐるみの取組みだということを前面に出す必要があり、町内会

②投げ捨て禁止重点地区の歩道上に標識を

ものの、根本的な状況は変わっていない。

等の協力が不可欠である。現在、12 町内会に 100 枚以上お渡しして

だからこそ、一歩進んだ対応が必要！

おり、今後も協力いただける町内会に対して、実施方法を説明し、

設置することについて

一

般

質

問

の

様

子

カードをお渡ししていく。

③歩き煙草禁止区域の設定について

イエローカード作戦とは

④犬のふん害について

Q：歩道上に標識を設置しては？

Q：犬のふん害対策は？

放置されたふんのそばにカードを置き、

⑤イエローカード作戦について

路面上にシート状の標識を貼って啓発してはどうか。安

答弁：これまで町内会向けにチラシを配布す
答弁

飼い主に対して心理的に働きかけ、自

（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）

価で効果も高いと聞くし、清掃費（年間 430 万円・所管

るほか、個人の方に屋外で使えるようラミネ

発的にふんの放置を止めさせる施策。

部署は土木）から一部ねん出できないか。

ート加工したチラシを配布した。また広報か

効果は高いが、町内会など近隣住民の

こがわでも特集記事を掲載し、市民の意識向

協力が必要。

駅前のゴミや吸い殻、このままで
良いですか？
良いですか？

答弁：路面のシートについては、明石市なども導入し
答弁
ており、一枚当たり 2～3 万円と聞いている。清掃費
は担当部署が違っているが、環境美化は市の施策であ
り、関係部局とも横断的に協議し、調査してゆく。

加古川市では平成 13 年に「加古川市空き缶等の散

安価で効果も高いので、路上サインは是非すべ

乱及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例」

き。予算も縦割りでなく、駅前環境を一体とし

が制定されています。特に加古川駅・東加古川駅
は投げ捨て禁止重点地区に指定されています。し

て考えるべき！それがムダ削減にもなります。

町内会をはじめとして、住民の方々の協力をいただき、

つ、ふん放置が条例で禁止されていることの

快適に過ごせるまちを作っていきましょう。

周知を図ってゆく。

一般質問の様子はインターネットでご覧いただけます。

Q：歩き煙草禁止区域にできるか？

～ 議会改革・現状報告
議会改革・現状報告 「委員会を改革すべし！」～

答弁：歩き煙草と投げ捨ては互いに密接に関係する上、

〇委員会のののの自由討議について

常任委員会において、現在は議員同士の議論

が少ない状況にあります。そのため、自由討

議 の 時 間を 委 員長 の 裁量で 設 定 でき る よう

にし、闊達な議論を行う素地を作るべきとの

方向にあります。

〇一日一委員会制について

毎月行われている委員会ですが、現在は 3 委

員会とも同日・同時刻に行われており、傍聴

がしにくい、理事者の出席が限られるなどの

弊害がありました。所管がまたがる場合に、

十分な答弁が得られないこともありました。

そのため、一日に 1 つの委員会のみの実施を

すべきとの方向にあります。

です。

〇委員会のネット中継について

よく使える環境作りが必要

先進自治体では、委員会のインターネット中

駅を使用する方が、気持ち

継が行われています。加古川市でも今後を見

駅前のポイ捨ての様子。

据え、特別委員会内で試験的に撮影をしてい

えている。啓発の効果も続いていると考えている。

ます。これについては、今後の課題となりま

もに減少しており、重点地域の効果は上がっていると考

す。

行う施策へと転換すべきと考えます。

議 会 が 何 をし て いる か 、広 報 に も 力を 入れ

収し、測定したところ、たばこの量・全体のごみの量と

ようとしていますが、その前提として

ところが増えています。灰皿を設置し、分煙を

“闊達なななな議論がががが議会内でされていること”が

重点地区である加古川駅・東加古川駅の周辺のごみを回

無 く て は なり ま せん 。 その た め に は委 員会

近隣市でも駅前を「歩き煙草禁止区域」にする

か ら 改 革 する 必 要が あ りま す 。 本 格的 な運

引き続き調査・研究してゆく。

用 は 改 選 後と な りま す が、 議 会 改 革の 一環

歩き煙草はその危険性だけでなく、受動喫煙という健

答弁：
答弁 現状では、条例に基づく勧告や命令はない。また、

Q：条例の目的は達成されているか？

住みよいまちは、行政だけで出来るものではありません。

泉佐野市等の過料や犬税の動向も見極めつ

配信 URL：http://www.kakogawa-city.stream.jfit.co.jp/

康上の問題も含むため、関係部署や団体と十分協議し、

Q：条例設置後の効果は？

でもなく、根気強く続けていきたい。今後も

として取り組んで参ります。

かし、駅前ではポイ捨てされた煙草の吸い殻が依
然として見られますし、地域でも犬のふんの問題
は常に言われるものです。そうした変わらない状
況を踏まえ、改善点はないのかという視点から質
問をしました。

イエローカード

上を図ってきたが、すぐに効果が出来るもの

