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平成平成平成平成２２２２９９９９年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成のののの基本方針及基本方針及基本方針及基本方針及びびびび各会計予算額各会計予算額各会計予算額各会計予算額    
    

《《《《市長市長市長市長のののの施政方針施政方針施政方針施政方針よりよりよりより》》》》    

    

１１１１    ３３３３期期期期１２１２１２１２年年年年をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって    

        私私私私はははは平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年１１１１月月月月、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様からのごからのごからのごからのご支持支持支持支持をいただをいただをいただをいただ

きききき「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと三木三木三木三木」」」」のののの舵取舵取舵取舵取りをおりをおりをおりをお任任任任せいただいてせいただいてせいただいてせいただいて以来以来以来以来、、、、今今今今

年年年年で３で３で３で３期期期期１２１２１２１２年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えることとなりましたえることとなりましたえることとなりましたえることとなりました。。。。    

        これもひとえにこれもひとえにこれもひとえにこれもひとえに、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの市政市政市政市政にににに対対対対するごするごするごするご理解理解理解理解とごとごとごとご

支援支援支援支援、、、、ごごごご協力協力協力協力のののの賜物賜物賜物賜物とととと心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

        市長市長市長市長にににに就任以来就任以来就任以来就任以来、、、、三木三木三木三木のまちにのまちにのまちにのまちに新新新新たなたなたなたな元気力元気力元気力元気力をををを生生生生みみみみ出出出出しししし

将来将来将来将来にににに明明明明るいるいるいるい展望展望展望展望をををを拓拓拓拓くためくためくためくため、、、、常常常常にににに前向前向前向前向きにきにきにきに果敢果敢果敢果敢にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しししし、、、、

「「「「改革改革改革改革」」」」をををを大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱としてとしてとしてとして、、、、無駄無駄無駄無駄をををを排除排除排除排除しつつしつつしつつしつつ将来将来将来将来のためのためのためのため

にににに種種種種をまきをまきをまきをまき、「、「、「、「成長成長成長成長」」」」へへへへ向向向向けけけけ、、、、まちづくりをまちづくりをまちづくりをまちづくりを進進進進めてまいりまめてまいりまめてまいりまめてまいりま

したしたしたした。。。。    

        そのそのそのその主主主主なななな実績実績実績実績はははは次次次次の５つですの５つですの５つですの５つです。。。。    

    

    (1)(1)(1)(1)    財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化    

        就任就任就任就任してまずしてまずしてまずしてまず取取取取りりりり組組組組んだのはんだのはんだのはんだのは、、、、財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化ですですですです。。。。    

        人口減少人口減少人口減少人口減少、、、、少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化がががが急速急速急速急速にににに進進進進むむむむ社会社会社会社会にににに対処対処対処対処するためするためするためするため、、、、

行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革をををを断行断行断行断行。。。。現行現行現行現行のままではのままではのままではのままでは借金借金借金借金であるであるであるである市市市市債債債債がががが増増増増ええええ、、、、

貯金貯金貯金貯金としてのとしてのとしてのとしての基金基金基金基金がががが底底底底をつきをつきをつきをつき、、、、赤字赤字赤字赤字再建再建再建再建団体団体団体団体にににに陥陥陥陥るるるる見込見込見込見込みみみみ
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でしたでしたでしたでした。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、体力体力体力体力があるうちにがあるうちにがあるうちにがあるうちに財政財政財政財政のののの立立立立てててて直直直直しにしにしにしに取取取取りりりり

組組組組みみみみ、、、、将来将来将来将来へのへのへのへの明明明明るいるいるいるい展望展望展望展望につなぐためにつなぐためにつなぐためにつなぐため、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年９９９９月月月月

にににに財政危機財政危機財政危機財政危機をををを宣言宣言宣言宣言。。。。市民市民市民市民、、、、議員議員議員議員、、、、職員職員職員職員とととと一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって、、、、職職職職

員給与員給与員給与員給与・・・・議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のカットのカットのカットのカット、、、、職員数職員数職員数職員数のののの削減削減削減削減、、、、イベントのイベントのイベントのイベントの中中中中

止止止止、、、、補助金補助金補助金補助金のののの削減削減削減削減、、、、行政行政行政行政コストのコストのコストのコストの見直見直見直見直しなどしなどしなどしなど歳出歳出歳出歳出のののの削減削減削減削減にににに

取取取取りりりり組組組組むむむむとともにとともにとともにとともに、、、、収入収入収入収入のののの確保確保確保確保にもにもにもにも努努努努めてきたことがめてきたことがめてきたことがめてきたことが実実実実をををを

結結結結びびびび、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度にににに財政危機財政危機財政危機財政危機をををを脱却脱却脱却脱却。。。。    

        平平平平成成成成２４２４２４２４年度以降年度以降年度以降年度以降、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度までまでまでまで４４４４年連続年連続年連続年連続してしてしてして、、、、赤赤赤赤

字補字補字補字補てんのためのてんのためのてんのためのてんのための基金基金基金基金をををを取取取取りりりり崩崩崩崩すことなくすことなくすことなくすことなく黒字決算黒字決算黒字決算黒字決算をををを続続続続けけけけ

ててててまいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。なおなおなおなお、、、、市市市市のののの基幹税収基幹税収基幹税収基幹税収であるゴルフであるゴルフであるゴルフであるゴルフ場利用場利用場利用場利用

税税税税のののの堅持堅持堅持堅持についてもについてもについてもについても奔走奔走奔走奔走してきたところですしてきたところですしてきたところですしてきたところです。。。。    

    

    (2)(2)(2)(2)    統合病院統合病院統合病院統合病院のののの開院開院開院開院    

        次次次次にににに、、、、統合病院統合病院統合病院統合病院のののの開院開院開院開院ですですですです。。。。    

        財政危機宣言財政危機宣言財政危機宣言財政危機宣言をををを発発発発するするするする一因一因一因一因ともなったともなったともなったともなった旧市民病院旧市民病院旧市民病院旧市民病院のののの経営経営経営経営

悪化悪化悪化悪化。。。。高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会をををを迎迎迎迎ええええ、、、、将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって地域医療地域医療地域医療地域医療のののの核核核核となとなとなとな

りりりり、、、、市民市民市民市民のののの命命命命のののの砦砦砦砦となるとなるとなるとなる病院病院病院病院のののの灯灯灯灯をををを消消消消すわけにはいかないすわけにはいかないすわけにはいかないすわけにはいかない。。。。

このこのこのこの想想想想いからいからいからいから、、、、全国全国全国全国でもでもでもでも数例数例数例数例しかないしかないしかないしかない公立病院公立病院公立病院公立病院同士同士同士同士のののの統合統合統合統合

のののの道道道道をををを選択選択選択選択しましたしましたしましたしました。。。。    

        そのそのそのその北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療センターはセンターはセンターはセンターは、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年１０１０１０１０月月月月にオにオにオにオ

ープンープンープンープン。。。。そのそのそのその後後後後の３の３の３の３年余年余年余年余りでりでりでりで、、、、医師数医師数医師数医師数はははは約約約約１４１４１４１４００００名名名名、、、、診療診療診療診療



3 

 

規模規模規模規模ではではではでは県内第県内第県内第県内第３３３３位位位位のののの市民病院市民病院市民病院市民病院にににに成長成長成長成長。。。。経営面経営面経営面経営面においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、

開院開院開院開院４４４４年目年目年目年目にしてにしてにしてにして黒字決算黒字決算黒字決算黒字決算のののの見込見込見込見込みみみみ。。。。正正正正にににに患者患者患者患者とととと医療人医療人医療人医療人をををを

魅魅魅魅きつけるマグネットホスピタルとしてきつけるマグネットホスピタルとしてきつけるマグネットホスピタルとしてきつけるマグネットホスピタルとして地域医療地域医療地域医療地域医療のののの核核核核となとなとなとな

りりりり、、、、市民市民市民市民のののの命命命命をををを守守守守りりりり続続続続けていますけていますけていますけています。。。。    

    

    (3)(3)(3)(3)    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

        次次次次にににに、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実ですですですです。。。。    

        これまでこれまでこれまでこれまで、、、、中学中学中学中学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの医療費医療費医療費医療費のののの無料化無料化無料化無料化、、、、中学校給中学校給中学校給中学校給

食食食食のののの実施実施実施実施、、、、保育料保育料保育料保育料のののの軽減軽減軽減軽減、、、、幼保一体化幼保一体化幼保一体化幼保一体化のののの推進推進推進推進、、、、アフタースアフタースアフタースアフタース

クールのクールのクールのクールの充実充実充実充実、、、、またまたまたまた各種予防接種各種予防接種各種予防接種各種予防接種へのへのへのへの助成助成助成助成のののの充実充実充実充実などをなどをなどをなどを行行行行

ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。    

        これらのことからこれらのことからこれらのことからこれらのことから、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年８８８８月月月月のののの週刊東洋経済週刊東洋経済週刊東洋経済週刊東洋経済「「「「子子子子

育育育育てしやすいてしやすいてしやすいてしやすい街街街街ランキングランキングランキングランキング」」」」においてにおいてにおいてにおいて関西圏関西圏関西圏関西圏でででで第第第第７７７７位位位位、、、、県県県県

内内内内ではではではでは第第第第２２２２位位位位のののの評価評価評価評価をいただいたところですをいただいたところですをいただいたところですをいただいたところです。。。。    

        またまたまたまた、、、、００００～～～～５５５５歳児歳児歳児歳児のののの人口推移人口推移人口推移人口推移においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度

からからからから平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度ではではではでは、、、、１１１１年間年間年間年間に３０に３０に３０に３０人人人人からからからから１００１００１００１００人程度人程度人程度人程度

のののの減少減少減少減少となっていましたがとなっていましたがとなっていましたがとなっていましたが、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度ではではではでは、、、、逆逆逆逆に３０に３０に３０に３０

人人人人をををを超超超超えるえるえるえる増加増加増加増加となったとなったとなったとなった次第次第次第次第ですですですです。。。。    

    

    

    (4)(4)(4)(4)    高齢者施策高齢者施策高齢者施策高齢者施策のののの充実充実充実充実    
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        次次次次にににに、、、、高齢者施策高齢者施策高齢者施策高齢者施策のののの充実充実充実充実ですですですです。。。。    

        これまでこれまでこれまでこれまで、、、、老人老人老人老人クラブへのクラブへのクラブへのクラブへの助成拡大助成拡大助成拡大助成拡大、、、、みっきぃ☆いきいみっきぃ☆いきいみっきぃ☆いきいみっきぃ☆いきい

きききき体操体操体操体操などなどなどなど介護予防介護予防介護予防介護予防のののの充実充実充実充実、、、、バスバスバスバス券券券券などのなどのなどのなどの利用助成利用助成利用助成利用助成のののの拡充拡充拡充拡充、、、、

デイサービスセンターのデイサービスセンターのデイサービスセンターのデイサービスセンターの整備整備整備整備、、、、直通直通直通直通バスやバスやバスやバスや地域地域地域地域ふれあいバふれあいバふれあいバふれあいバ

スのスのスのスの導入導入導入導入などなどなどなど、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方がががが健康健康健康健康でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けるけるけるける

とともにとともにとともにとともに、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会でででで活躍活躍活躍活躍していただくしていただくしていただくしていただくためのためのためのための施策施策施策施策をををを行行行行っっっっ

てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。    

        これらのこととこれらのこととこれらのこととこれらのことと、、、、高齢者自高齢者自高齢者自高齢者自らのらのらのらの活動活動活動活動がががが評価評価評価評価されされされされ、、、、昨年昨年昨年昨年８８８８

月月月月にににに日本経済日本経済日本経済日本経済新聞新聞新聞新聞がががが実施実施実施実施したしたしたした「「「「シニアにやさしいまちランシニアにやさしいまちランシニアにやさしいまちランシニアにやさしいまちラン

キンキンキンキンググググ」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、近畿近畿近畿近畿でででで第第第第３３３３位位位位、、、、県内県内県内県内ではではではでは第第第第１１１１位位位位となりとなりとなりとなり

ましたましたましたました。。。。    

    

    (5)(5)(5)(5)    産業産業産業産業のののの振興振興振興振興    

        次次次次にににに、、、、産業産業産業産業のののの振興振興振興振興ですですですです。。。。    

        これまでこれまでこれまでこれまで、、、、トップセールスによるトップセールスによるトップセールスによるトップセールスによるひょうごひょうごひょうごひょうご情報公園都市情報公園都市情報公園都市情報公園都市

へのへのへのへの企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致、、、、三木金物三木金物三木金物三木金物のブランドのブランドのブランドのブランド化化化化・・・・山田錦山田錦山田錦山田錦のののの生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大・・・・

ゴルフのゴルフのゴルフのゴルフの振興振興振興振興などなどなどなど地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用したしたしたした産業産業産業産業のののの振興振興振興振興、、、、融資制融資制融資制融資制

度度度度やややや利子補給制度利子補給制度利子補給制度利子補給制度のののの充実充実充実充実・・・・設備投資設備投資設備投資設備投資にににに対対対対するするするする助成助成助成助成・・・・中小企中小企中小企中小企

業業業業サポートセンターのサポートセンターのサポートセンターのサポートセンターの設置設置設置設置などなどなどなど中小企業中小企業中小企業中小企業のののの経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化強化強化強化、、、、

住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム助成助成助成助成のののの新設新設新設新設、、、、海外海外海外海外へのへのへのへの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大などになどになどになどに取取取取りりりり

組組組組んでまいりんでまいりんでまいりんでまいりましたましたましたました。。。。    
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        ああああわせてわせてわせてわせて、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度にににに中小企業振興条例中小企業振興条例中小企業振興条例中小企業振興条例をををを制定制定制定制定するするするする

とともにとともにとともにとともに、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業アクションプランもアクションプランもアクションプランもアクションプランも策定策定策定策定しししし、、、、市内総生市内総生市内総生市内総生

産産産産額額額額をををを平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度にににに比比比比べべべべ平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度までには１０までには１０までには１０までには１０％％％％アアアア

ップップップップすることすることすることすることをををを目標目標目標目標としたところですとしたところですとしたところですとしたところです。。。。    

        本 年本 年本 年本 年 １１１１ 月月月月 にににに 兵 庫 県兵 庫 県兵 庫 県兵 庫 県 がががが 発 表発 表発 表発 表 し たし たし たし た 市 内 総 生 産市 内 総 生 産市 内 総 生 産市 内 総 生 産 額額額額 で はで はで はで は 、、、、            

２２２２，，，，５７６５７６５７６５７６億円億円億円億円ととととなっておりなっておりなっておりなっており、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度の２の２の２の２，，，，３９０３９０３９０３９０

億円億円億円億円とととと比比比比べ１８６べ１８６べ１８６べ１８６億円億円億円億円、、、、率率率率にして７にして７にして７にして７．．．．８８８８％％％％のののの増加増加増加増加となりとなりとなりとなり、、、、

アクションプランのアクションプランのアクションプランのアクションプランの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けけけけ順調順調順調順調にににに進捗進捗進捗進捗してしてしてしてきてきてきてきていいいい

ますますますます。。。。    

    

２２２２    まちづくりのキーワードまちづくりのキーワードまちづくりのキーワードまちづくりのキーワード    

        このようにこのようにこのようにこのように、、、、これまでこれまでこれまでこれまで蒔蒔蒔蒔きききき続続続続けてきたまちづくりのけてきたまちづくりのけてきたまちづくりのけてきたまちづくりの種種種種がががが

芽芽芽芽をををを吹吹吹吹きききき、、、、まちのまちのまちのまちの未来未来未来未来にににに明明明明るいるいるいるい兆兆兆兆しとなってしとなってしとなってしとなって現現現現われてきたわれてきたわれてきたわれてきた

ところですところですところですところです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの兆兆兆兆しをしをしをしを、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの各分野各分野各分野各分野にににに広広広広げげげげ、、、、

まちがまちがまちがまちが大大大大きくきくきくきく成長成長成長成長しししし、、、、大木大木大木大木となるようとなるようとなるようとなるよう育育育育てていくことがてていくことがてていくことがてていくことが、、、、

今後必要今後必要今後必要今後必要となってまいりますとなってまいりますとなってまいりますとなってまいります。。。。     

        そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、まちにまちにまちにまちに「「「「にぎわいにぎわいにぎわいにぎわい」」」」をををを醸醸醸醸しししし出出出出しししし、、、、人人人人にににに「「「「やややや

るるるる気気気気」」」」をををを起起起起こしこしこしこし、、、、心心心心をををを合合合合わせてまちをわせてまちをわせてまちをわせてまちを「「「「変革変革変革変革」」」」していくこしていくこしていくこしていくこ

とがとがとがとが重重重重要要要要となってきますとなってきますとなってきますとなってきます。。。。    

    

    (1)(1)(1)(1)    「「「「にぎわいにぎわいにぎわいにぎわい」」」」をををを創創創創るるるる    
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        そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、「「「「にぎわいにぎわいにぎわいにぎわい」」」」をををを創創創創るるるることことことことですですですです。。。。    

        そもそもまちはそもそもまちはそもそもまちはそもそもまちは、、、、人人人人がががが集集集集まるところにまるところにまるところにまるところに市場市場市場市場がががが立立立立ちちちち、、、、にぎにぎにぎにぎ

わいのわいのわいのわいの場場場場がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、そこにそこにそこにそこに人人人人がががが住住住住みみみみ発展発展発展発展してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。にににに

ぎわいはぎわいはぎわいはぎわいは、、、、まちをまちをまちをまちを成長成長成長成長・・・・発展発展発展発展させていくエネルギーとなりさせていくエネルギーとなりさせていくエネルギーとなりさせていくエネルギーとなり

ますますますます。。。。    

        しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、現在現在現在現在のののの三木三木三木三木のまちなかにおいてはのまちなかにおいてはのまちなかにおいてはのまちなかにおいては、、、、空空空空きききき

家家家家・・・・空空空空きききき地地地地などがなどがなどがなどが増増増増ええええ、、、、活気活気活気活気がががが失失失失われつつありますわれつつありますわれつつありますわれつつあります。。。。三木三木三木三木

のまちをのまちをのまちをのまちを発展発展発展発展させていくためにはさせていくためにはさせていくためにはさせていくためには、、、、まちににぎわいをまちににぎわいをまちににぎわいをまちににぎわいを甦甦甦甦らららら

せエネルギーをせエネルギーをせエネルギーをせエネルギーを蓄積蓄積蓄積蓄積していかなければなりませんしていかなければなりませんしていかなければなりませんしていかなければなりません。。。。    

        またまたまたまた、、、、人人人人がががが集集集集まればまればまればまれば交流交流交流交流がががが生生生生まれますまれますまれますまれます。。。。交流交流交流交流にはにはにはには、、、、観光観光観光観光

やビジネスやビジネスやビジネスやビジネスなどなどなどなど様々様々様々様々なななな形態形態形態形態がありがありがありがあり、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ地域地域地域地域のののの文化文化文化文化やややや

経済経済経済経済をををを発展発展発展発展させるさせるさせるさせる大大大大きなエネルギーをきなエネルギーをきなエネルギーをきなエネルギーを有有有有していますしていますしていますしています。。。。特特特特にににに、、、、

人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会となったとなったとなったとなった今今今今、、、、定住人口定住人口定住人口定住人口がががが増加増加増加増加とまではとまではとまではとまでは見込見込見込見込めめめめ

ないないないない中中中中でででで、、、、交流人口交流人口交流人口交流人口にににに対対対対するするするする期待期待期待期待がががが大大大大きくなってきくなってきくなってきくなってきておりきておりきておりきており、、、、

交流交流交流交流エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをまちのにぎわいにをまちのにぎわいにをまちのにぎわいにをまちのにぎわいに活用活用活用活用していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があがあがあがあ

りますりますりますります。。。。    

    

    (2)(2)(2)(2)    「「「「やるやるやるやる気気気気」」」」をををを集集集集めるめるめるめる    

        またまたまたまた、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの成否成否成否成否はははは、、、、まちにまちにまちにまちに暮暮暮暮らすらすらすらす人人人人のののの「「「「やるやるやるやる気気気気」」」」

がががが大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響をををを及及及及ぼしますぼしますぼしますぼします。。。。    

        まちがにぎわうとまちがにぎわうとまちがにぎわうとまちがにぎわうと人人人人がががが増増増増ええええ、、、、活気活気活気活気がががが起起起起こりビジネスチャこりビジネスチャこりビジネスチャこりビジネスチャ
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ンスがンスがンスがンスが生生生生まれまれまれまれ、、、、人人人人にやるにやるにやるにやる気気気気ができてができてができてができてきますきますきますきます。。。。これがこれがこれがこれが好循環好循環好循環好循環

となってとなってとなってとなって、、、、さらにさらにさらにさらに人人人人がががが増増増増ええええ、、、、よりよりよりより活気活気活気活気があふれがあふれがあふれがあふれ増々増々増々増々まちがまちがまちがまちが

発展発展発展発展しししし、、、、産業産業産業産業がががが発展発展発展発展していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

        三木三木三木三木のののの未来未来未来未来をををを築築築築くにはくにはくにはくには、、、、このようなこのようなこのようなこのような市民一人市民一人市民一人市民一人ひとりのやひとりのやひとりのやひとりのや

るるるる気気気気をををを集集集集めめめめ、、、、まちづくりのエネルギーとしてまちづくりのエネルギーとしてまちづくりのエネルギーとしてまちづくりのエネルギーとして結集結集結集結集していくしていくしていくしていく

必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

        まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの主体主体主体主体はははは、、、、まずはまずはまずはまずは市民市民市民市民でありでありでありであり、、、、そしてそしてそしてそして経済面経済面経済面経済面

においてはにおいてはにおいてはにおいては産業界産業界産業界産業界、、、、さらにはさらにはさらにはさらには、、、、それらとそれらとそれらとそれらと連携連携連携連携していくしていくしていくしていく行政行政行政行政

などとなっていますなどとなっていますなどとなっていますなどとなっています。。。。これらこれらこれらこれらのののの主体主体主体主体がががが、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの方向方向方向方向にににに

動動動動くのではなくくのではなくくのではなくくのではなく、、、、一一一一つのつのつのつの方向方向方向方向にベクトルをにベクトルをにベクトルをにベクトルを合合合合わせわせわせわせ一丸一丸一丸一丸となとなとなとな

ってまちづくりにってまちづくりにってまちづくりにってまちづくりに取取取取りりりり組組組組むことによりむことによりむことによりむことにより、、、、エネルギーはさらエネルギーはさらエネルギーはさらエネルギーはさら

にににに増幅増幅増幅増幅されされされされ、、、、まちはまちはまちはまちは大大大大きくきくきくきく飛躍飛躍飛躍飛躍・・・・発展発展発展発展してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

        このようにこのようにこのようにこのように、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの主体主体主体主体にやるにやるにやるにやる気気気気をををを創創創創りりりり、、、、ひとつひとつひとつひとつ

のののの方向方向方向方向にににに力力力力をををを集中集中集中集中してしてしてして発揮発揮発揮発揮させることがさせることがさせることがさせることが必要必要必要必要となってとなってとなってとなってまいまいまいまい

りますりますりますります。。。。    

    

    (3)(3)(3)(3)    まちをまちをまちをまちを「「「「変革変革変革変革」」」」するするするする    

        さらにさらにさらにさらに、、、、このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにして集集集集まったまちづくりのエネルまったまちづくりのエネルまったまちづくりのエネルまったまちづくりのエネルギギギギ

ーをーをーをーを活用活用活用活用してまちをしてまちをしてまちをしてまちを変変変変えていくためにはえていくためにはえていくためにはえていくためには、、、、従来従来従来従来からのからのからのからの発想発想発想発想

をををを捨捨捨捨てててて、、、、殻殻殻殻をををを打打打打ちちちち破破破破るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

        これこれこれこれまでのまでのまでのまでの考考考考ええええ方方方方のののの延長線上延長線上延長線上延長線上ではではではでは、、、、何何何何もももも新新新新たなものはたなものはたなものはたなものは生生生生
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まれてきませんまれてきませんまれてきませんまれてきません。。。。変変変変えることにはえることにはえることにはえることには必必必必ずずずず反対反対反対反対・・・・抵抗抵抗抵抗抵抗がありがありがありがあり、、、、

大大大大きなエネルギーがいりますがきなエネルギーがいりますがきなエネルギーがいりますがきなエネルギーがいりますが、、、、それをそれをそれをそれを恐恐恐恐れていてはれていてはれていてはれていては何何何何もももも

前前前前にはにはにはには進進進進みませんみませんみませんみません。。。。    

        全全全全くくくく新新新新しいしいしいしい発想発想発想発想によるによるによるによる製品開発製品開発製品開発製品開発、、、、新天地新天地新天地新天地ででででのののの市場開拓市場開拓市場開拓市場開拓、、、、

働働働働きききき方改革方改革方改革方改革、、、、そしてそしてそしてそして新新新新たなまちづくりやまちのたなまちづくりやまちのたなまちづくりやまちのたなまちづくりやまちの再生再生再生再生のためのためのためのため、、、、

今今今今こそイノベーションによるこそイノベーションによるこそイノベーションによるこそイノベーションによる高高高高いいいい付加価値付加価値付加価値付加価値をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、新新新新

たなたなたなたな理念理念理念理念をををを確立確立確立確立してしてしてして将来将来将来将来へのへのへのへの明明明明るいるいるいるい展望展望展望展望をををを拓拓拓拓いていくいていくいていくいていく必要必要必要必要

がありますがありますがありますがあります。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、まちをまちをまちをまちを成長成長成長成長・・・・発展発展発展発展させるべくさせるべくさせるべくさせるべく「「「「変変変変

革革革革」」」」をををを勇気勇気勇気勇気をもってをもってをもってをもって進進進進めていかなければなりませんめていかなければなりませんめていかなければなりませんめていかなければなりません。。。。    

    

３３３３    平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度のののの主要施策主要施策主要施策主要施策    

        さてさてさてさて、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは、、、、おりしも５おりしも５おりしも５おりしも５かかかか年年年年にわたるにわたるにわたるにわたる三木創三木創三木創三木創

生計画生計画生計画生計画のののの折折折折りりりり返返返返しのしのしのしの年年年年になりますになりますになりますになります。。。。今年度今年度今年度今年度はははは、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援

のののの充実充実充実充実・・・・待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消、、、、産業産業産業産業のののの振興振興振興振興・・・・雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出、、、、教育教育教育教育

のののの向上向上向上向上をををを「「「「未来未来未来未来へのへのへのへの投資投資投資投資」」」」としてとしてとしてとして重点的重点的重点的重点的にににに取取取取りりりり組組組組むとともむとともむとともむととも

にににに、、、、三木創生計画三木創生計画三木創生計画三木創生計画をををを着実着実着実着実にににに実行実行実行実行するためするためするためするため、、、、次次次次のののの５つ５つ５つ５つのののの柱柱柱柱にににに

よりよりよりより施策施策施策施策をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

    (1)(1)(1)(1)    まちのにぎわいをつくるまちのにぎわいをつくるまちのにぎわいをつくるまちのにぎわいをつくる    

        まずまずまずまず、、、、一一一一つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「まちのにぎわいをつくるまちのにぎわいをつくるまちのにぎわいをつくるまちのにぎわいをつくる」」」」ことでことでことでことで

すすすす。。。。    
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①①①①    大型集客施設大型集客施設大型集客施設大型集客施設のののの誘致誘致誘致誘致    

        若者若者若者若者がががが魅力魅力魅力魅力をををを感感感感じじじじ、、、、働働働働きたくなるきたくなるきたくなるきたくなる雇用雇用雇用雇用のののの場場場場をををを創出創出創出創出するたするたするたするた

めめめめ、、、、三木三木三木三木サービスエリアサービスエリアサービスエリアサービスエリア北側北側北側北側にににに誘致誘致誘致誘致をををを進進進進めているめているめているめている「「「「大型集大型集大型集大型集

客施設客施設客施設客施設」」」」はははは、、、、本年本年本年本年３３３３月末月末月末月末までにまでにまでにまでに基本構想基本構想基本構想基本構想をををを策定策定策定策定しししし、、、、平成平成平成平成        

３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月にこのにこのにこのにこの構想構想構想構想をををを市市市市とともにとともにとともにとともに推進推進推進推進するするするするパートナーとパートナーとパートナーとパートナーと

なるなるなるなる民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者をををを選定選定選定選定しますしますしますします。。。。    

        基本構想基本構想基本構想基本構想にはにはにはには、、、、地産地消施設地産地消施設地産地消施設地産地消施設をベースとしたをベースとしたをベースとしたをベースとした広域的広域的広域的広域的にににに人人人人

をををを引引引引きききき寄寄寄寄せるせるせるせる魅力魅力魅力魅力あるコンセプトをあるコンセプトをあるコンセプトをあるコンセプトを備備備備えたえたえたえた「「「「集客集客集客集客ゾーンゾーンゾーンゾーン」」」」、、、、

そしてそしてそしてそして高速道路高速道路高速道路高速道路のののの優位性優位性優位性優位性をををを活活活活かしたかしたかしたかした企業企業企業企業ニーズのニーズのニーズのニーズの高高高高いいいい「「「「産産産産

業業業業・・・・流通流通流通流通ゾーンゾーンゾーンゾーン」」」」をををを盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ予定予定予定予定ですですですです。。。。    

        なおなおなおなお、、、、事業事業事業事業のののの推進推進推進推進にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計とはとはとはとは別別別別にににに「「「「特特特特

別会計別会計別会計別会計」」」」をををを新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置しししし、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして独立採算独立採算独立採算独立採算をををを旨旨旨旨としまとしまとしまとしま

すすすす。。。。    

        またまたまたまた、、、、高速道路高速道路高速道路高速道路をををを利用利用利用利用しししし大型集客施設大型集客施設大型集客施設大型集客施設をををを訪訪訪訪れるれるれるれる人々人々人々人々をををを旧旧旧旧

市街地市街地市街地市街地へへへへ誘導誘導誘導誘導しししし、、、、まちのまちのまちのまちの活性化活性化活性化活性化につなげるためにつなげるためにつなげるためにつなげるため、、、、加佐草加加佐草加加佐草加加佐草加

野線野線野線野線、、、、岩宮大村線岩宮大村線岩宮大村線岩宮大村線、、、、高木平田線高木平田線高木平田線高木平田線などのなどのなどのなどの整備整備整備整備をををを引引引引きききき続続続続きききき進進進進めめめめ

ますますますます。。。。    

        開発開発開発開発のキーのキーのキーのキーとなるスマートインターチェンジについてはとなるスマートインターチェンジについてはとなるスマートインターチェンジについてはとなるスマートインターチェンジについては、、、、

現在現在現在現在、、、、設置設置設置設置にににに向向向向けけけけ「「「「準備段階調査準備段階調査準備段階調査準備段階調査」」」」のののの実施箇所実施箇所実施箇所実施箇所としてとしてとしてとして選定選定選定選定

されるようされるようされるようされるよう国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省へへへへ申請申請申請申請しているところでしているところでしているところでしているところですすすす。。。。    

    ②②②②    別所別所別所別所ゆめゆめゆめゆめ街道街道街道街道のののの整備整備整備整備・・・・活用活用活用活用     
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        次次次次にににに、、、、現在整備現在整備現在整備現在整備をををを進進進進めているめているめているめている別所別所別所別所ゆめゆめゆめゆめ街道街道街道街道はははは、、、、主主主主にににに三木三木三木三木

のののの西西西西のののの玄関玄関玄関玄関となるとなるとなるとなる別所地域別所地域別所地域別所地域のののの活性化活性化活性化活性化をめざしをめざしをめざしをめざしておりておりておりており、、、、すですですですで

にににに交付決定交付決定交付決定交付決定されたされたされたされた地方創生拠点整備交付金地方創生拠点整備交付金地方創生拠点整備交付金地方創生拠点整備交付金をををを活用活用活用活用してしてしてして整備整備整備整備

するするするする「「「「カフェテラスカフェテラスカフェテラスカフェテラス」」」」ではではではでは、、、、地元食材地元食材地元食材地元食材をををを使使使使ったったったった料理料理料理料理のののの提供提供提供提供

などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力をををを情報発信情報発信情報発信情報発信しますしますしますします。。。。    

        これまでこれまでこれまでこれまで継続継続継続継続してしてしてして整備整備整備整備をををを進進進進めてきためてきためてきためてきた約約約約５５５５kmkmkmkm のののの線路跡線路跡線路跡線路跡をををを    

利用利用利用利用したしたしたした遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道はははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度中年度中年度中年度中にににに完了完了完了完了するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

カフェテラスのカフェテラスのカフェテラスのカフェテラスの運営事業者運営事業者運営事業者運営事業者はははは、、、、３３３３月末月末月末月末までまでまでまでにににに決定決定決定決定、、、、平成平成平成平成        

３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月ののののオープンをオープンをオープンをオープンを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

        またまたまたまた、、、、カフェテラスのオープンカフェテラスのオープンカフェテラスのオープンカフェテラスのオープンにににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、ゆめゆめゆめゆめ街街街街道道道道とととと

そのそのそのその周辺施設周辺施設周辺施設周辺施設とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより、、、、人人人人びとがにぎわうびとがにぎわうびとがにぎわうびとがにぎわう地域地域地域地域をををを創創創創

ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

        そのためのそのためのそのためのそのための仕掛仕掛仕掛仕掛けとしてけとしてけとしてけとして、、、、カフェカフェカフェカフェテラステラステラステラスとととと農産物工房農産物工房農産物工房農産物工房がががが連連連連

携携携携した６した６した６した６次産業化次産業化次産業化次産業化のののの推進推進推進推進、、、、ウオーキングイベントなどのウオーキングイベントなどのウオーキングイベントなどのウオーキングイベントなどの実実実実

施施施施、、、、オーナーオーナーオーナーオーナー制制制制をををを導入導入導入導入したしたしたした遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道のののの整備整備整備整備、、、、レンタサイクルレンタサイクルレンタサイクルレンタサイクル

のののの導入導入導入導入などについてなどについてなどについてなどについて検討検討検討検討ししししてまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。    

    ③③③③    産業産業産業産業のののの振興振興振興振興    

        次次次次にににに、、、、産業産業産業産業のののの振興振興振興振興ですですですです。。。。    

        中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、新新新新たにたにたにたに県県県県のののの制度制度制度制度にににに随伴随伴随伴随伴するするするする

形形形形でででで、、、、市内市内市内市内中小企業中小企業中小企業中小企業にににに就職就職就職就職したしたしたした社員社員社員社員のののの奨学金奨学金奨学金奨学金のののの返済返済返済返済をををを支援支援支援支援

しししし、、、、企業企業企業企業のののの人材確保人材確保人材確保人材確保とととと若若若若者者者者のののの市内市内市内市内でのでのでのでの就職就職就職就職をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    
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        またまたまたまた、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業制度制度制度制度融資融資融資融資のののの預託金預託金預託金預託金をををを拡大拡大拡大拡大するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

制度制度制度制度融資融資融資融資にににに係係係係るるるる信用保証料信用保証料信用保証料信用保証料・・・・利子補給利子補給利子補給利子補給、、、、設備投資設備投資設備投資設備投資にににに対対対対するするするする

助成助成助成助成などによりなどによりなどによりなどにより経営力経営力経営力経営力をををを強化強化強化強化しますしますしますします。。。。    

        金物金物金物金物産業産業産業産業についてはについてはについてはについては、、、、三木金物商工協同組合連合会三木金物商工協同組合連合会三木金物商工協同組合連合会三木金物商工協同組合連合会がががが中中中中

心心心心となりとなりとなりとなり、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度から５から５から５から５年間年間年間年間かけてかけてかけてかけて「「「「みきかなもんみきかなもんみきかなもんみきかなもん

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

        これまでこれまでこれまでこれまで台湾台湾台湾台湾のののの見本市出展見本市出展見本市出展見本市出展やミャンマーへのやミャンマーへのやミャンマーへのやミャンマーへの市場視察市場視察市場視察市場視察なななな

どどどどをををを行行行行ってきましたがってきましたがってきましたがってきましたが、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは世界市場世界市場世界市場世界市場でのでのでのでの販路販路販路販路

拡大戦略拡大戦略拡大戦略拡大戦略のののの取組取組取組取組にににに対対対対しししし支援支援支援支援をををを拡充拡充拡充拡充しますしますしますします。。。。    

        おりしもおりしもおりしもおりしも三木市三木市三木市三木市はははは、、、、ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー国国国国ヤンゴンヤンゴンヤンゴンヤンゴン市市市市とのとのとのとの友好友好友好友好協協協協

定締結定締結定締結定締結にににに向向向向けけけけ、、、、京都市京都市京都市京都市とともにとともにとともにとともに取取取取組組組組をををを再開再開再開再開しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその

ようなようなようなような中中中中、、、、台湾台湾台湾台湾をはじめをはじめをはじめをはじめ東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア新興国新興国新興国新興国へもへもへもへも販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓をををを

業界業界業界業界、、、、市市市市がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって展開展開展開展開することによりすることによりすることによりすることにより、、、、金物産業金物産業金物産業金物産業のののの

活性化活性化活性化活性化をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

        またまたまたまた、、、、農業農業農業農業についてについてについてについてはははは、、、、主力主力主力主力のののの酒米酒米酒米酒米「「「「山田錦山田錦山田錦山田錦」」」」はははは、、、、海外海外海外海外

のののの和食和食和食和食ブームをブームをブームをブームを追追追追いいいい風風風風にににに、、、、日本酒日本酒日本酒日本酒のののの輸出額輸出額輸出額輸出額が７が７が７が７年連続年連続年連続年連続でででで過過過過

去最高去最高去最高去最高となったこととなったこととなったこととなったことなどをなどをなどをなどを受受受受けけけけ、、、、作付面積作付面積作付面積作付面積はははは近年増加近年増加近年増加近年増加、、、、出出出出

荷量荷量荷量荷量もももも順調順調順調順調にににに伸伸伸伸びてびてびてびてきてきてきてきていいいいますますますます。。。。    

        引引引引きききき続続続続きききき山田錦山田錦山田錦山田錦のののの生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大にににに対対対対するするするする補助補助補助補助をををを行行行行いいいい、、、、更更更更なるなるなるなる

山田錦山田錦山田錦山田錦のののの増産増産増産増産をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

        一方一方一方一方でででで、、、、有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣のののの被害対策被害対策被害対策被害対策としてとしてとしてとして、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度からからからから
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新新新新たにたにたにたに鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策にににに関関関関するするするする専門的知識専門的知識専門的知識専門的知識をををを有有有有するするするする「「「「鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣対対対対

策専門員策専門員策専門員策専門員」」」」をををを設置設置設置設置しししし、、、、技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

④④④④    ゴルフのゴルフのゴルフのゴルフの振興振興振興振興     

        次次次次にににに、、、、市市市市のののの大大大大きなきなきなきな収入源収入源収入源収入源であるゴルフであるゴルフであるゴルフであるゴルフ場利用税場利用税場利用税場利用税はははは、、、、東京東京東京東京

オリンピックをオリンピックをオリンピックをオリンピックを前前前前にににに、、、、廃止廃止廃止廃止のののの声声声声がががが根強根強根強根強くくくく予断予断予断予断をををを許許許許さないさないさないさない状状状状

況況況況ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその収入収入収入収入の１の１の１の１割割割割をををを充充充充てててて、、、、引引引引きききき続続続続ききききゴルフゴルフゴルフゴルフ振興振興振興振興のののの

よりよりよりより一層一層一層一層のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

        レディースゴルフトーナメントやレディースゴルフトーナメントやレディースゴルフトーナメントやレディースゴルフトーナメントやレディースプロアマレディースプロアマレディースプロアマレディースプロアマ大大大大

会会会会をををを開催開催開催開催しししし、「、「、「、「三木三木三木三木はははは女子女子女子女子プロがプロがプロがプロが育育育育つまちつまちつまちつまち」」」」というというというという環境環境環境環境づくづくづくづく

りをりをりをりを進進進進めめめめ、、、、三木市三木市三木市三木市のののの知名度知名度知名度知名度をををを高高高高めますめますめますめます。。。。なおなおなおなお、、、、大会運営大会運営大会運営大会運営をををを

事事事事業者業者業者業者だけだけだけだけににににまかせずまかせずまかせずまかせず、「、「、「、「トーナメントアシスタントトーナメントアシスタントトーナメントアシスタントトーナメントアシスタント」」」」をををを市市市市

職員職員職員職員からからからから育成育成育成育成しししし、、、、将来的将来的将来的将来的にににに市民市民市民市民ボランティアへとボランティアへとボランティアへとボランティアへと広広広広げげげげていていていてい

ききききますますますます。。。。    

        またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは今年度今年度今年度今年度にににに実施実施実施実施した１した１した１した１千人千人千人千人コンペをコンペをコンペをコンペを

１０１０１０１０倍倍倍倍のののの１１１１万万万万人人人人コンペコンペコンペコンペとしてとしてとしてとして実施実施実施実施しししし、、、、三木三木三木三木をををを全国全国全国全国にアピーにアピーにアピーにアピー

ルしますルしますルしますルします。。。。    

        さらにさらにさらにさらに、、、、プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム付付付付きゴルフきゴルフきゴルフきゴルフ場利用券場利用券場利用券場利用券についてはについてはについてはについては、、、、平平平平

成成成成２８２８２８２８年度年度年度年度でででではははは、、、、先着順先着順先着順先着順で２で２で２で２，，，，０００セット０００セット０００セット０００セット発行発行発行発行しましたしましたしましたしました

がががが、、、、長蛇長蛇長蛇長蛇のののの列列列列ができたにもができたにもができたにもができたにも拘拘拘拘らずらずらずらず、、、、購入購入購入購入できないできないできないできない方方方方がががが発生発生発生発生

しししし、、、、市民市民市民市民へのへのへのへの販売販売販売販売はははは約約約約８００セットに８００セットに８００セットに８００セットに留留留留まりましたまりましたまりましたまりました。。。。このこのこのこの

反省反省反省反省にににに立立立立ちちちち、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは販売方法販売方法販売方法販売方法をををを往復往復往復往復ハガキでのハガキでのハガキでのハガキでの申申申申
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込込込込みにみにみにみに変変変変ええええ、、、、市民市民市民市民やややや市内在勤市内在勤市内在勤市内在勤のののの方方方方にににに限定限定限定限定ししししてててて１１１１，，，，０００セ０００セ０００セ０００セ

ットをットをットをットを発行発行発行発行しししし、、、、市内市内市内市内ゴルファーによるゴルフゴルファーによるゴルフゴルファーによるゴルフゴルファーによるゴルフ場場場場のののの利用促進利用促進利用促進利用促進

をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

    (2)(2)(2)(2)    多世代多世代多世代多世代がががが交流交流交流交流するまちをつくるするまちをつくるするまちをつくるするまちをつくる    

        次次次次にににに、、、、２つ２つ２つ２つ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「多世代多世代多世代多世代がががが交流交流交流交流するまちをつくるするまちをつくるするまちをつくるするまちをつくる」」」」

ことですことですことですことです。。。。    

    ①①①①    生涯活躍生涯活躍生涯活躍生涯活躍のまちのまちのまちのまち構想構想構想構想のののの推進推進推進推進    

        平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年８８８８月月月月３０３０３０３０日付日付日付日付けでけでけでけで、、、、全国全国全国全国で１０で１０で１０で１０市町市町市町市町、、、、関西関西関西関西でででで

はははは三木市三木市三木市三木市だけがだけがだけがだけが内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣からからからから「「「「生涯活躍生涯活躍生涯活躍生涯活躍のまちのまちのまちのまち構想構想構想構想」」」」

のののの認定認定認定認定をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

        三木市三木市三木市三木市のののの構想構想構想構想はははは、、、、国国国国のののの構想構想構想構想にににに加加加加ええええ、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの地域内地域内地域内地域内でのでのでのでの

住住住住みみみみ替替替替えやえやえやえや若者若者若者若者のののの転入転入転入転入をををを促進促進促進促進しししし、、、、住民同士住民同士住民同士住民同士がががが世代世代世代世代をををを超超超超えてえてえてえて

交流交流交流交流をををを図図図図るるるる「「「「多世代共生多世代共生多世代共生多世代共生によるによるによるによる生涯活躍生涯活躍生涯活躍生涯活躍ののののまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり」」」」をををを

力強力強力強力強くくくくおしおしおしおし進進進進めますめますめますめます。。。。    

        平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは、、、、事業推進事業推進事業推進事業推進のののの主体主体主体主体となるとなるとなるとなる「「「「一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人

三木市生涯活躍三木市生涯活躍三木市生涯活躍三木市生涯活躍のまちのまちのまちのまち推進機構推進機構推進機構推進機構」」」」のののの運営体制運営体制運営体制運営体制をををを整備整備整備整備。。。。市市市市のののの

健康福祉部内健康福祉部内健康福祉部内健康福祉部内にににに本部本部本部本部をををを設置設置設置設置しししし、、、、事業事業事業事業のののの基盤基盤基盤基盤づくりをづくりをづくりをづくりを着実着実着実着実にににに

進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

        生涯活躍生涯活躍生涯活躍生涯活躍のまちのまちのまちのまち構想構想構想構想でででではははは、、、、２４２４２４２４時間健康医療相談時間健康医療相談時間健康医療相談時間健康医療相談ダイヤダイヤダイヤダイヤ

ルのルのルのルの開設開設開設開設、、、、介護介護介護介護ファミリーサポートセンターのファミリーサポートセンターのファミリーサポートセンターのファミリーサポートセンターの運営運営運営運営、、、、成年成年成年成年
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後見支援後見支援後見支援後見支援センターのセンターのセンターのセンターの運営運営運営運営などなどなどなどについてはについてはについてはについては、、、、全市全市全市全市域域域域をををを対象対象対象対象とととと

してしてしてして取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

        一方一方一方一方、、、、モデルとしてモデルとしてモデルとしてモデルとして実施実施実施実施するするするする緑緑緑緑がががが丘丘丘丘ではではではでは、、、、緑緑緑緑がががが丘事業部丘事業部丘事業部丘事業部

をををを設立設立設立設立するとともにするとともにするとともにするとともに３か３か３か３か所所所所ににににサテライトをサテライトをサテライトをサテライトを開設開設開設開設。。。。日常生活日常生活日常生活日常生活

のののの情報情報情報情報・サービス・サービス・サービス・サービス等等等等のののの集約集約集約集約、、、、相談相談相談相談からからからから生活生活生活生活サポートまサポートまサポートまサポートまでのでのでのでの

ワンストップワンストップワンストップワンストップ窓口窓口窓口窓口、、、、地域地域地域地域のののの交流交流交流交流をををを促進促進促進促進するふれあいのするふれあいのするふれあいのするふれあいの場場場場のののの

提供提供提供提供などなどなどなどをををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている団団団団

体間体間体間体間のコーディネーのコーディネーのコーディネーのコーディネートトトトををををもももも行行行行いますいますいますいます。。。。    

        なおなおなおなお、、、、モデルとなるモデルとなるモデルとなるモデルとなる集合住宅集合住宅集合住宅集合住宅をををを駅前駅前駅前駅前にににに整備整備整備整備するためするためするためするため、、、、平平平平

成成成成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは基本設計基本設計基本設計基本設計とととと用地取得用地取得用地取得用地取得、、、、緑緑緑緑がががが丘地区内丘地区内丘地区内丘地区内のののの道路整道路整道路整道路整

備備備備（（（（歩道歩道歩道歩道のバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリー化化化化））））をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    ②②②②    総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館とととと大型遊具大型遊具大型遊具大型遊具のオープンのオープンのオープンのオープン    

        次次次次にににに、、、、三木山総合公園内三木山総合公園内三木山総合公園内三木山総合公園内にににに延延延延べべべべ床面積約床面積約床面積約床面積約４４４４，，，，００００００００００００㎡、㎡、㎡、㎡、

観観観観客席約客席約客席約客席約６００６００６００６００席席席席、、、、アリーナはバスケットボール２アリーナはバスケットボール２アリーナはバスケットボール２アリーナはバスケットボール２面分面分面分面分のののの

広広広広さのさのさのさの規模規模規模規模をををを持持持持つつつつ総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館をををを建築建築建築建築していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、遊遊遊遊

びのアイデアがいっぱいのびのアイデアがいっぱいのびのアイデアがいっぱいのびのアイデアがいっぱいの「「「「大型遊具大型遊具大型遊具大型遊具」」」」やややや大人大人大人大人からからからから子子子子どもどもどもども

までがまでがまでがまでが使使使使えるえるえるえる「「「「健康遊具健康遊具健康遊具健康遊具」」」」をををを同同同同じじじじ公園公園公園公園にににに整備整備整備整備しししし、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９

年年年年１０１０１０１０月月月月にオープンしますにオープンしますにオープンしますにオープンします。。。。    

        陸上競技場陸上競技場陸上競技場陸上競技場、、、、野球場野球場野球場野球場、、、、プールおよびテニスプールおよびテニスプールおよびテニスプールおよびテニス場場場場にににに加加加加ええええ、、、、ここここ

のののの二二二二つのつのつのつの施設施設施設施設がオープンすることによりがオープンすることによりがオープンすることによりがオープンすることにより、、、、三木山総合公園三木山総合公園三木山総合公園三木山総合公園

はははは子子子子どもからどもからどもからどもから高齢者高齢者高齢者高齢者までがまでがまでがまでが集集集集まるまるまるまる多世代多世代多世代多世代がががが交流交流交流交流しししし、、、、にぎわにぎわにぎわにぎわ
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いをいをいをいを創創創創るるるる拠点拠点拠点拠点となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

        なおなおなおなお、、、、大型遊具大型遊具大型遊具大型遊具についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算におにおにおにお

いていていていて、、、、議会議会議会議会にににに対対対対してしてしてして地方創生推進交付金地方創生推進交付金地方創生推進交付金地方創生推進交付金などなどなどなどをををを活用活用活用活用してしてしてして事事事事

業業業業をををを推進推進推進推進するとするとするとすると説明説明説明説明していましたしていましたしていましたしていました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府にににに対対対対しししし、、、、

生涯活躍生涯活躍生涯活躍生涯活躍のまちのまちのまちのまち事業事業事業事業のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして大型遊具大型遊具大型遊具大型遊具をををを位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、協協協協

議議議議をををを進進進進めてきましたがめてきましたがめてきましたがめてきましたが、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府からはからはからはからは、、、、モデルとしてのモデルとしてのモデルとしてのモデルとしての緑緑緑緑

がががが丘丘丘丘からからからから場所的場所的場所的場所的にににに離離離離れてのれてのれてのれての位置位置位置位置ではではではでは交付金交付金交付金交付金のののの対象対象対象対象ととととするにするにするにするに

はハードルがはハードルがはハードルがはハードルが高高高高いいいいとのとのとのとの指摘指摘指摘指摘をををを受受受受けたところですけたところですけたところですけたところです。。。。    

        そこでそこでそこでそこで、、、、７７７７月月月月のののの申請申請申請申請ではではではでは、、、、大型遊具大型遊具大型遊具大型遊具をををを除除除除きそのきそのきそのきその代代代代わりにわりにわりにわりに

同地区内同地区内同地区内同地区内のののの歩道歩道歩道歩道のバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリー化化化化などをなどをなどをなどを新新新新たにたにたにたに追加追加追加追加してしてしてして最最最最

終申請終申請終申請終申請をしをしをしをし、、、、８８８８月下旬月下旬月下旬月下旬にににに交付決定交付決定交付決定交付決定がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

        当初予算時当初予算時当初予算時当初予算時にはにはにはには、、、、このこのこのこの交付金交付金交付金交付金のののの採択基準採択基準採択基準採択基準などのなどのなどのなどの詳細詳細詳細詳細がががが不不不不

明明明明でででであったためあったためあったためあったため、、、、このようなこのようなこのようなこのような変遷変遷変遷変遷をををを辿辿辿辿りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、１２１２１２１２月月月月

にプロポーザルそしてにプロポーザルそしてにプロポーザルそしてにプロポーザルそして今年今年今年今年の１の１の１の１月月月月にににに契約契約契約契約をををを行行行行うううう前前前前、、、、遅遅遅遅くとくとくとくと

もももも１２１２１２１２月議会月議会月議会月議会においてにおいてにおいてにおいて報告報告報告報告すべきところすべきところすべきところすべきところ、、、、それがそれがそれがそれが全全全全くくくくできできできでき

てててておらずおらずおらずおらず、、、、議会議会議会議会にににに大変大変大変大変ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしていることにつきをおかけしていることにつきをおかけしていることにつきをおかけしていることにつき

ましてましてましてまして、、、、市長市長市長市長としてとしてとしてとして深深深深くくくくおおおお詫詫詫詫びびびびをををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    ③③③③    若者若者若者若者・・・・子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯のののの定住促進定住促進定住促進定住促進    

        次次次次にににに、、、、若者若者若者若者・・・・子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯のののの市外市外市外市外へのへのへのへの転出転出転出転出のののの抑制抑制抑制抑制とととと市内市内市内市内へへへへ

のののの転入転入転入転入をををを促進促進促進促進するするするするためためためため、、、、住宅住宅住宅住宅のののの取得助成取得助成取得助成取得助成やややや住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム

のののの助成助成助成助成のののの制度制度制度制度をををを拡充拡充拡充拡充しますしますしますします。。。。    
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        現在現在現在現在、、、、住宅住宅住宅住宅をををを新築新築新築新築またはまたはまたはまたは購入購入購入購入されたされたされたされた夫婦夫婦夫婦夫婦いずれかが４０いずれかが４０いずれかが４０いずれかが４０

歳未満歳未満歳未満歳未満のののの世帯世帯世帯世帯をををを対象対象対象対象にににに、、、、固定資産税相当額固定資産税相当額固定資産税相当額固定資産税相当額をををを一般住宅一般住宅一般住宅一般住宅のののの場場場場

合合合合はははは新築後新築後新築後新築後３３３３年間年間年間年間、、、、省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・耐震化住宅耐震化住宅耐震化住宅耐震化住宅などなどなどなど長期優良住宅長期優良住宅長期優良住宅長期優良住宅

のののの場合場合場合場合はははは新築後新築後新築後新築後５５５５年間助成年間助成年間助成年間助成していますしていますしていますしています。。。。    

        平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度からからからからはははは、、、、このこのこのこの助成助成助成助成にににに加加加加ええええ、、、、市外市外市外市外からからからから転入転入転入転入ささささ

れれれれ新新新新たにたにたにたに住宅住宅住宅住宅をををを取得取得取得取得されたされたされたされた夫婦夫婦夫婦夫婦いずれかが４０いずれかが４０いずれかが４０いずれかが４０歳未満歳未満歳未満歳未満のののの世世世世

帯帯帯帯にはにはにはには、、、、新築住宅取得助成新築住宅取得助成新築住宅取得助成新築住宅取得助成として２５として２５として２５として２５万円万円万円万円をををを上乗上乗上乗上乗せしてせしてせしてせして助助助助

成成成成しますしますしますします。。。。    

        またまたまたまた、、、、現在現在現在現在、、、、市内業者市内業者市内業者市内業者のののの施工施工施工施工によりによりによりにより住宅住宅住宅住宅をリフォームさをリフォームさをリフォームさをリフォームさ

れたれたれたれた世帯世帯世帯世帯をををを対象対象対象対象にににに２０２０２０２０万円以上万円以上万円以上万円以上のののの工事工事工事工事についてについてについてについて、、、、住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修

費用費用費用費用の１０の１０の１０の１０分分分分の１の１の１の１、、、、限度額限度額限度額限度額１０１０１０１０万円万円万円万円をををを助成助成助成助成していますしていますしていますしています。。。。    

        平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度からはからはからはからは、、、、このこのこのこの助成助成助成助成にににに加加加加ええええ、、、、市外市外市外市外からからからから転入転入転入転入ささささ

れれれれ住宅住宅住宅住宅ををををリフォームされたリフォームされたリフォームされたリフォームされた夫婦夫婦夫婦夫婦いずれかが４０いずれかが４０いずれかが４０いずれかが４０歳未満歳未満歳未満歳未満のののの世世世世

帯帯帯帯にににに対対対対しししし、、、、１０１０１０１０万円万円万円万円をををを上限上限上限上限にににに上乗上乗上乗上乗せしてせしてせしてせして助成助成助成助成しますしますしますします。。。。    

        なおなおなおなお、、、、これらのこれらのこれらのこれらの制度制度制度制度はははは、、、、全市域全市域全市域全市域をををを対象対象対象対象としとしとしとし、、、、若者若者若者若者・・・・子育子育子育子育

てててて世帯世帯世帯世帯のののの転入転入転入転入とととと定住定住定住定住をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    

    

    (3)(3)(3)(3)    切切切切れれれれ目目目目なくなくなくなく教育教育教育教育・・・・子育子育子育子育てをてをてをてを支援支援支援支援するするするする    

        ３つ３つ３つ３つ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「切切切切れれれれ目目目目なくなくなくなく教育教育教育教育・・・・子育子育子育子育てをてをてをてを支援支援支援支援するするするする」」」」でででで

すすすす。。。。    

        子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、家族家族家族家族のののの宝宝宝宝であるとともにであるとともにであるとともにであるとともに、、、、まちのまちのまちのまちの宝宝宝宝ですですですです。。。。    
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        三木三木三木三木のののの未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが自立自立自立自立しししし、、、、たくましくたくましくたくましくたくましく育育育育っっっっ

ていくためにていくためにていくためにていくために教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの充実充実充実充実をををを図図図図っていかなければなりっていかなければなりっていかなければなりっていかなければなり

ませんませんませんません。。。。    

    ①①①①    幼保一体化幼保一体化幼保一体化幼保一体化のののの推進推進推進推進    

        このためこのためこのためこのため、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは、、、、三木市三木市三木市三木市にとってにとってにとってにとって喫緊喫緊喫緊喫緊のののの重要重要重要重要

課題課題課題課題であるであるであるである待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消などなどなどなど児童数児童数児童数児童数のののの増加増加増加増加へのへのへのへの対応対応対応対応やややや保保保保

育料育料育料育料のののの軽減軽減軽減軽減にににに大大大大きくきくきくきく意意意意をををを用用用用いたところですいたところですいたところですいたところです。。。。    

        まずまずまずまず、、、、子育子育子育子育てしやすいてしやすいてしやすいてしやすい環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを更更更更にににに推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、

３３３３～～～～５５５５歳児歳児歳児歳児のののの保育料保育料保育料保育料のののの完全無償化完全無償化完全無償化完全無償化をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

        またまたまたまた、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消のためにのためにのためにのために、、、、市内市内市内市内５か５か５か５か所所所所にににに小規模保小規模保小規模保小規模保

育 施 設育 施 設育 施 設育 施 設 をををを 設 置設 置設 置設 置 す る と と も にす る と と も にす る と と も にす る と と も に 保 育 士保 育 士保 育 士保 育 士 のののの 確 保 対 策確 保 対 策確 保 対 策確 保 対 策 をををを 進進進進 めめめめ 、、、、        

約約約約２４０２４０２４０２４０人人人人のののの潜在的待機児童潜在的待機児童潜在的待機児童潜在的待機児童を５を５を５を５月末月末月末月末にはゼロにしますにはゼロにしますにはゼロにしますにはゼロにします。。。。    

        これらのこれらのこれらのこれらの幼保一体化施策幼保一体化施策幼保一体化施策幼保一体化施策のののの充実充実充実充実によりによりによりにより、、、、００００～～～～５５５５歳歳歳歳のののの子子子子どどどど

もももも一人当一人当一人当一人当たりにかけるたりにかけるたりにかけるたりにかける予算額予算額予算額予算額をををを約約約約１４１４１４１４万円増額万円増額万円増額万円増額していますしていますしていますしています。。。。    

        なおなおなおなお、、、、在家庭支援在家庭支援在家庭支援在家庭支援としてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域のののの公園遊具等公園遊具等公園遊具等公園遊具等のののの整備整備整備整備をはをはをはをは

じめじめじめじめ、、、、一時預一時預一時預一時預かりかりかりかり保育保育保育保育やややや地域地域地域地域のののの子育子育子育子育てててて支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの補助補助補助補助なななな

どどどどをををを行行行行いいいい、、、、子子子子どもどもどもども同士同士同士同士やややや親子親子親子親子がががが交流交流交流交流できるできるできるできる環境環境環境環境、、、、保護者保護者保護者保護者がががが

安心安心安心安心してしてしてして子育子育子育子育てができるてができるてができるてができる環境環境環境環境をををを充実充実充実充実ししししますますますます。。。。    

        またまたまたまた、、、、認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園などのなどのなどのなどの教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上およびおよびおよびおよび

運営運営運営運営のののの適正化適正化適正化適正化をををを図図図図りりりり、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育をををを行行行行うためうためうためうため、、、、「「「「三三三三

木市特定教育木市特定教育木市特定教育木市特定教育・・・・保育施設保育施設保育施設保育施設のののの評価及評価及評価及評価及びびびび監査監査監査監査にににに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」をををを
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制定制定制定制定しししし、、、、第三者委員第三者委員第三者委員第三者委員によるによるによるによる評価評価評価評価およびおよびおよびおよび専門官専門官専門官専門官によるによるによるによる監査監査監査監査をををを

行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

        このこのこのこの評価評価評価評価・・・・監査監査監査監査をををを、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度、、、、２８２８２８２８年度年度年度年度の２の２の２の２年間年間年間年間でででで

２２２２２２２２園園園園すべてをすべてをすべてをすべてを対象対象対象対象にににに実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの結果結果結果結果はははは、、、、広報広報広報広報３３３３

月号及月号及月号及月号及び５び５び５び５月号月号月号月号でででで市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにおさまにおさまにおさまにお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。    

    ②②②②    学校環境学校環境学校環境学校環境のののの整備検討整備検討整備検討整備検討    

        次次次次にににに、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは、、、、今後今後今後今後のののの学校環境学校環境学校環境学校環境のありのありのありのあり方方方方についについについについ

てててて検討検討検討検討をををを開始開始開始開始するするするする大事大事大事大事なななな年年年年となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

        昨年昨年昨年昨年のののの総合教育会議総合教育会議総合教育会議総合教育会議でででで決定決定決定決定したしたしたした三木市三木市三木市三木市がめざすがめざすがめざすがめざす学校環境学校環境学校環境学校環境

のののの方向性方向性方向性方向性にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、小学校小学校小学校小学校はははは地域地域地域地域のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして重要重要重要重要なななな役割役割役割役割

をををを持持持持っていることからっていることからっていることからっていることから、、、、小規模校小規模校小規模校小規模校をををを維持維持維持維持ししししますますますます。。。。一方一方一方一方、、、、中中中中

学校学校学校学校はははは、、、、一定集団一定集団一定集団一定集団のののの中中中中でででで切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨するするするする経験経験経験経験をををを通通通通したしたしたした社会性社会性社会性社会性

をををを育成育成育成育成するするするする必要必要必要必要があるためがあるためがあるためがあるため、、、、１１１１学年学年学年学年１クラス１クラス１クラス１クラス、、、、全校生徒数全校生徒数全校生徒数全校生徒数

１００１００１００１００人未満人未満人未満人未満のののの小規模中学校小規模中学校小規模中学校小規模中学校をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして、、、、統廃合統廃合統廃合統廃合ありきありきありきありき

ではなくではなくではなくではなく様々様々様々様々なななな手法手法手法手法をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。    

        検討検討検討検討にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、保保保保護者護者護者護者、、、、地域代表地域代表地域代表地域代表およびおよびおよびおよび学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者

によるによるによるによる「「「「学校環境学校環境学校環境学校環境ありありありあり方検討会議方検討会議方検討会議方検討会議」」」」をををを設置設置設置設置ししししますますますます。。。。    

        併併併併せてせてせてせて、、、、区長協議会区長協議会区長協議会区長協議会やまちづくりやまちづくりやまちづくりやまちづくり協議会協議会協議会協議会とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換やややや

住民住民住民住民・・・・生徒生徒生徒生徒へのアンケートへのアンケートへのアンケートへのアンケート調査調査調査調査、、、、住民意見交換会住民意見交換会住民意見交換会住民意見交換会のののの開催開催開催開催なななな

どによりどによりどによりどにより、、、、保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域のののの意見意見意見意見をををを十分十分十分十分おおおお聞聞聞聞きしながらきしながらきしながらきしながら進進進進めめめめ

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    
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    ③③③③    コミュニティ・スクールコミュニティ・スクールコミュニティ・スクールコミュニティ・スクール    

        またまたまたまた、、、、コミュニティ・スクールのコミュニティ・スクールのコミュニティ・スクールのコミュニティ・スクールの導入導入導入導入にににに向向向向けけけけ、、、、モデルモデルモデルモデル校校校校

をををを選定選定選定選定しししし、、、、調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

        コミュコミュコミュコミュニティ・スクールニティ・スクールニティ・スクールニティ・スクールににににはははは、「、「、「、「学校運営協議会学校運営協議会学校運営協議会学校運営協議会」」」」のののの設置設置設置設置

がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。このこのこのこの協議会協議会協議会協議会はははは、、、、保護者保護者保護者保護者やややや地域住民地域住民地域住民地域住民、、、、校長校長校長校長などなどなどなど

のののの委員委員委員委員でででで構成構成構成構成しししし、、、、学校運営学校運営学校運営学校運営のののの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを承承承承認認認認したりしたりしたりしたり教育活教育活教育活教育活

動動動動などについてなどについてなどについてなどについて意見意見意見意見をををを述述述述べるといったべるといったべるといったべるといった取組取組取組取組をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

        学校学校学校学校とととと保護者保護者保護者保護者やややや地域住民地域住民地域住民地域住民がががが力力力力をををを合合合合わせわせわせわせ学校運営学校運営学校運営学校運営にににに取取取取りりりり組組組組

むことでむことでむことでむことで、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの豊豊豊豊かなかなかなかな成長成長成長成長をををを支支支支ええええ「「「「地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに

あるあるあるある、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり」」」」をををを推進推進推進推進ししししまままますすすす。。。。    

        なおなおなおなお、、、、学校環境学校環境学校環境学校環境のののの整備整備整備整備をををを検討検討検討検討するにあたってはするにあたってはするにあたってはするにあたっては、「、「、「、「コミュコミュコミュコミュ

ニティ・スクールニティ・スクールニティ・スクールニティ・スクール」」」」のののの活用活用活用活用もももも視野視野視野視野にににに入入入入れてれてれてれて進進進進めてまいりまめてまいりまめてまいりまめてまいりま

すすすす。。。。    

    

    (4)(4)(4)(4)    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なまちをつくるなまちをつくるなまちをつくるなまちをつくる    

        ４４４４つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱はははは、「、「、「、「安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なまちをつくるなまちをつくるなまちをつくるなまちをつくる」」」」ですですですです。。。。    

    ①①①①    空空空空きききき家対策家対策家対策家対策    

        まずはまずはまずはまずは、、、、空空空空きききき家対策家対策家対策家対策ですですですです。。。。    

        三木市三木市三木市三木市はははは、、、、国国国国のののの法律法律法律法律にににに先駆先駆先駆先駆けけけけ、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にににに「「「「三木市三木市三木市三木市

空空空空きききき家等家等家等家等のののの適正管理適正管理適正管理適正管理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」をををを制定制定制定制定しししし、、、、空空空空きききき家対策家対策家対策家対策
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にににに取取取取りりりり組組組組んできましたんできましたんできましたんできました。。。。    

        そのそのそのその後後後後、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日にににに「「「「空家等対空家等対空家等対空家等対策策策策のののの推進推進推進推進

にににに関関関関するするするする特別措置法特別措置法特別措置法特別措置法」」」」がががが公布公布公布公布されされされされ、、、、そのままそのままそのままそのまま放置放置放置放置すればすればすればすれば倒倒倒倒

壊壊壊壊などなどなどなど著著著著しくしくしくしく保安上危険保安上危険保安上危険保安上危険となるおそれのあるとなるおそれのあるとなるおそれのあるとなるおそれのある状態状態状態状態のののの「「「「特定特定特定特定

空家空家空家空家」」」」にににに対対対対してしてしてして行政代執行行政代執行行政代執行行政代執行をををを含含含含むむむむ対策対策対策対策がががが強化強化強化強化されましたされましたされましたされました。。。。    

        このこのこのこの法律法律法律法律をををを受受受受けけけけ、、、、空空空空きききき家家家家のののの適正管理適正管理適正管理適正管理・・・・有効活用有効活用有効活用有効活用などのなどのなどのなどの問問問問

題解決題解決題解決題解決にににに向向向向けけけけ、、、、よりよりよりより積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

        まずまずまずまず、、、、各自治会各自治会各自治会各自治会とととと連携連携連携連携するするするする中中中中でででで、、、、危険危険危険危険なななな空空空空きききき家家家家のののの情報情報情報情報をををを

収集収集収集収集しししし調査調査調査調査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。そのそのそのその後後後後、、、、専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会においてにおいてにおいてにおいて危険危険危険危険

度調査度調査度調査度調査をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる特定空家特定空家特定空家特定空家のののの認定認定認定認定およびおよびおよびおよび空空空空きききき家家家家

対策対策対策対策をををを協議協議協議協議しますしますしますします。。。。    

        そのそのそのその結果結果結果結果をををを受受受受けけけけ、、、、特定空家特定空家特定空家特定空家にににに対対対対しししし行政代執行行政代執行行政代執行行政代執行などをなどをなどをなどを行行行行いいいい、、、、

危険危険危険危険なななな空空空空きききき家家家家をををを解消解消解消解消することによりすることによりすることによりすることにより、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境のののの向上向上向上向上をめをめをめをめ

ざしますざしますざしますざします。。。。    

    ②②②②    消防団活動消防団活動消防団活動消防団活動のののの充実充実充実充実    

        次次次次はははは、、、、消防団活動消防団活動消防団活動消防団活動のののの充実充実充実充実ですですですです。。。。    

        全国全国全国全国でででで大規模大規模大規模大規模なななな災害災害災害災害がががが発生発生発生発生しているしているしているしている中中中中、、、、地域地域地域地域のののの住民住民住民住民にににに密密密密

着着着着しししし第一線第一線第一線第一線でででで活躍活躍活躍活躍しているのがしているのがしているのがしているのが消防団員消防団員消防団員消防団員ですですですです。。。。    

        そのそのそのその消防団員消防団員消防団員消防団員のののの報酬報酬報酬報酬をををを国国国国からのからのからのからの指導指導指導指導やややや近隣市町近隣市町近隣市町近隣市町とのとのとのとの均衡均衡均衡均衡

をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、北播磨地域北播磨地域北播磨地域北播磨地域のののの平均平均平均平均とととと同水準同水準同水準同水準にににに増額増額増額増額することですることですることですることで、、、、

市内市内市内市内でででで活動活動活動活動するするするする約約約約１１１１，，，，３００３００３００３００人人人人のののの団員団員団員団員のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善をををを図図図図りりりり、、、、
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活動活動活動活動をををを支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

        またまたまたまた、、、、各地区各地区各地区各地区のののの専任分団長専任分団長専任分団長専任分団長をををを分団長格分団長格分団長格分団長格としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、

そのそのそのその報酬報酬報酬報酬についてもについてもについてもについても改正改正改正改正することですることですることですることで、、、、消防団組織消防団組織消防団組織消防団組織でのでのでのでの指揮指揮指揮指揮

命令系統命令系統命令系統命令系統のののの充実充実充実充実とととと円滑円滑円滑円滑なななな団運営団運営団運営団運営をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    ③③③③    上上上上・・・・下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業のののの安定経営安定経営安定経営安定経営    

        次次次次はははは、、、、上上上上・・・・下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業のののの安定経営安定経営安定経営安定経営ですですですです。。。。    

        このたこのたこのたこのたびびびび、、、、総務省総務省総務省総務省からのからのからのからの通知通知通知通知をををを受受受受けけけけ、、、、全国的全国的全国的全国的なななな流流流流れとしれとしれとしれとし

てててて、、、、上下水道事業上下水道事業上下水道事業上下水道事業のののの経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略をををを策定策定策定策定しましたしましたしましたしました。。。。    

        このこのこのこの経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略はははは、、、、市民生活市民生活市民生活市民生活にににに密着密着密着密着したインフラであるしたインフラであるしたインフラであるしたインフラである水水水水

道事業道事業道事業道事業とととと下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業をををを将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって安定的安定的安定的安定的にににに事業事業事業事業をををを継続継続継続継続

していくためのしていくためのしていくためのしていくための基本基本基本基本となるものですとなるものですとなるものですとなるものです。。。。    

        水道事業水道事業水道事業水道事業においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、単年度単年度単年度単年度のののの収益収益収益収益のののの悪化悪化悪化悪化がががが見込見込見込見込まれままれままれままれま

すがすがすがすが、、、、運転資金運転資金運転資金運転資金とはとはとはとは別別別別にににに予算規模予算規模予算規模予算規模とほぼとほぼとほぼとほぼ同額同額同額同額の３０の３０の３０の３０億円億円億円億円のののの

基金基金基金基金をををを保有保有保有保有しているためしているためしているためしているため、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度から３８から３８から３８から３８年度年度年度年度までまでまでまで

向向向向こう１０こう１０こう１０こう１０年年年年のののの計画期間内計画期間内計画期間内計画期間内でのでのでのでの料金改定料金改定料金改定料金改定はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。    

        一方一方一方一方、、、、下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、過去過去過去過去のののの整備整備整備整備にににに要要要要したしたしたした借金借金借金借金

のののの償還償還償還償還がピークをがピークをがピークをがピークを迎迎迎迎えることなどからえることなどからえることなどからえることなどから、、、、計画期間計画期間計画期間計画期間のののの後半後半後半後半にににに

はははは、、、、資金資金資金資金がががが枯渇枯渇枯渇枯渇することがすることがすることがすることが見込見込見込見込まれるためまれるためまれるためまれるため、、、、計画期間計画期間計画期間計画期間のののの前前前前

半半半半においてにおいてにおいてにおいて使用料使用料使用料使用料改定改定改定改定時期及時期及時期及時期及びびびび改定率改定率改定率改定率などをなどをなどをなどを検討検討検討検討しししし、、、、経営経営経営経営

のののの安定化安定化安定化安定化をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    
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    (5)(5)(5)(5)    公共交通公共交通公共交通公共交通をををを守守守守るるるる    

        ５５５５つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「公共交通公共交通公共交通公共交通をををを守守守守るるるる」」」」ですですですです。。。。    

    ①①①①    路線路線路線路線バスのバスのバスのバスの充実充実充実充実        

        平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１０１０１０１０月月月月にバスにバスにバスにバス交通交通交通交通のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、

見直見直見直見直しししし後後後後のののの平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度のののの実績実績実績実績はははは、、、、見直見直見直見直しししし前前前前のののの平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年

度度度度にににに比比比比べべべべ、、、、北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療センターへのセンターへのセンターへのセンターへの直通直通直通直通バスをバスをバスをバスを途中乗途中乗途中乗途中乗

降可能降可能降可能降可能にしたことなどからにしたことなどからにしたことなどからにしたことなどから、、、、利用者数利用者数利用者数利用者数はトータルではトータルではトータルではトータルで約約約約３３３３千千千千

人増加人増加人増加人増加しましたしましたしましたしました。。。。    

        一方一方一方一方、、、、バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者へのへのへのへの赤字補助赤字補助赤字補助赤字補助はははは重複路線重複路線重複路線重複路線のののの整理統合整理統合整理統合整理統合なななな

どによりどによりどによりどにより見直見直見直見直しししし前前前前よりよりよりより減少減少減少減少しているもののしているもののしているもののしているものの、、、、一律運賃制一律運賃制一律運賃制一律運賃制のののの

導入導入導入導入によりによりによりにより利用者利用者利用者利用者のののの運賃補運賃補運賃補運賃補てんてんてんてん額額額額はははは増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

        平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは、、、、見直見直見直見直しししし後後後後のののの状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた予算予算予算予算としてとしてとしてとして

いますがいますがいますがいますが、、、、よりよりよりより利用者利用者利用者利用者ニーズをニーズをニーズをニーズを反映反映反映反映したバスしたバスしたバスしたバス交通交通交通交通となるよとなるよとなるよとなるよ

うううう再構築再構築再構築再構築をををを行行行行ってってってってまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    ②②②②    神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線のののの存続支援存続支援存続支援存続支援    

        またまたまたまた、、、、神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線にににに対対対対するするするする支援策支援策支援策支援策としてはとしてはとしてはとしては、、、、従来従来従来従来かかかか

らのらのらのらの神戸電鉄粟生線活性化協議会神戸電鉄粟生線活性化協議会神戸電鉄粟生線活性化協議会神戸電鉄粟生線活性化協議会によるによるによるによる取組取組取組取組にににに加加加加ええええ、、、、平成平成平成平成

２９２９２９２９年度年度年度年度からはからはからはからは、、、、神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄がががが行行行行うううう車両更新車両更新車両更新車両更新のペースアップのペースアップのペースアップのペースアップ

をををを県県県県やややや沿線市沿線市沿線市沿線市とともにとともにとともにとともに重点的重点的重点的重点的にににに支援支援支援支援しますしますしますします。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、三木三木三木三木

市独自市独自市独自市独自のののの施策施策施策施策としてとしてとしてとして、、、、車両更新車両更新車両更新車両更新にににに係係係係るるるる神鉄負担分神鉄負担分神鉄負担分神鉄負担分のののの一部一部一部一部をををを

３３３３千万円千万円千万円千万円をををを上限上限上限上限としてとしてとしてとして新新新新たなたなたなたな支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、粟生線粟生線粟生線粟生線のののの維持維持維持維持、、、、
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存続存続存続存続にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

    ③③③③    新新新新たなたなたなたな交通網交通網交通網交通網づくりづくりづくりづくり    

        先先先先ほどほどほどほど述述述述べたようにべたようにべたようにべたように、、、、バスバスバスバス交通交通交通交通についてのについてのについてのについての再構築再構築再構築再構築をををを行行行行っっっっ

ていくていくていくていく必要性必要性必要性必要性にににに加加加加ええええ、、、、神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄についてはについてはについてはについては、、、、３３３３月下旬月下旬月下旬月下旬からからからから

粟生線粟生線粟生線粟生線のののの昼間時間帯昼間時間帯昼間時間帯昼間時間帯でのでのでのでの減便減便減便減便がががが発表発表発表発表されたこともされたこともされたこともされたことも踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、

平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度にはにはにはには新新新新たなたなたなたな第第第第５５５５次公共交通網計画次公共交通網計画次公共交通網計画次公共交通網計画をををを策定策定策定策定してしてしてして

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

        そそそそのののの中中中中でででで、、、、利用実態利用実態利用実態利用実態によりによりによりにより即即即即したしたしたした運行形態運行形態運行形態運行形態へのへのへのへの見直見直見直見直しししし、、、、

鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅をををを拠点拠点拠点拠点としたとしたとしたとした神鉄粟生線神鉄粟生線神鉄粟生線神鉄粟生線とバスのとバスのとバスのとバスの更更更更なるなるなるなる接続強化接続強化接続強化接続強化やややや、、、、

デマンドデマンドデマンドデマンド交通交通交通交通などなどなどなど新新新新たなたなたなたな交通手段交通手段交通手段交通手段のののの検討検討検討検討などをなどをなどをなどを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

    (6)(6)(6)(6)    そのそのそのその他他他他のののの重点事業重点事業重点事業重点事業    

        以上以上以上以上のののの５つ５つ５つ５つのののの柱以外柱以外柱以外柱以外のののの市政運営市政運営市政運営市政運営とととと市民生活市民生活市民生活市民生活をををを守守守守るるるる上上上上でででで重重重重

要要要要なななな項目項目項目項目についてはについてはについてはについては、、、、次次次次の３の３の３の３事業事業事業事業ですですですです。。。。    

    ①①①①    公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画のののの推進推進推進推進    

        まずまずまずまず、、、、現有現有現有現有するするするする公共施設公共施設公共施設公共施設、、、、約約約約３２３２３２３２万万万万㎡㎡㎡㎡をををを長期的長期的長期的長期的かつかつかつかつ総合総合総合総合

的的的的なななな視点視点視点視点にににに立立立立ってってってって、、、、効率的効率的効率的効率的、、、、効果的効果的効果的効果的なななな公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの維持管維持管維持管維持管

理理理理をををを行行行行うためうためうためうため、、、、３３３３月末月末月末月末にににに公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画をををを策定策定策定策定しししし

ますますますます。。。。    

        平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度はははは、、、、このこのこのこの計画計画計画計画のののの方針方針方針方針にににに従従従従いいいい施設類型施設類型施設類型施設類型ごとのごとのごとのごとの
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個別計画個別計画個別計画個別計画をををを作成作成作成作成しししし、、、、公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの量量量量のののの適正化適正化適正化適正化やややや質質質質のののの確保確保確保確保、、、、

またコストのまたコストのまたコストのまたコストの縮減縮減縮減縮減やややや平準化平準化平準化平準化にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

    ②②②②    一般廃棄物処理基本計画一般廃棄物処理基本計画一般廃棄物処理基本計画一般廃棄物処理基本計画のののの策定策定策定策定    

        次次次次にににに、、、、ごみごみごみごみ処理処理処理処理のののの民間委託民間委託民間委託民間委託をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ一般廃棄物処理一般廃棄物処理一般廃棄物処理一般廃棄物処理

基本計画基本計画基本計画基本計画をををを策定策定策定策定しますしますしますします。。。。    

        現在現在現在現在、、、、民間民間民間民間のののの力力力力をををを活用活用活用活用したしたしたした一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの処理処理処理処理のあのあのあのありりりり方方方方にににに

ついてついてついてついて、、、、自治会単位自治会単位自治会単位自治会単位でででで住民説明会住民説明会住民説明会住民説明会をををを開催開催開催開催しておりしておりしておりしており、、、、６６６６割割割割をををを

超超超超えるえるえるえる自治会自治会自治会自治会からからからから開催申込開催申込開催申込開催申込みをいただいていますみをいただいていますみをいただいていますみをいただいています。。。。    

        ここここのののの説明会説明会説明会説明会でのでのでのでの住民住民住民住民意見意見意見意見やややや専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる意見意見意見意見をををを基基基基にににに、、、、循循循循

環型社会創造研究会環型社会創造研究会環型社会創造研究会環型社会創造研究会やややや環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会でのでのでのでの議論議論議論議論、、、、またパブリッまたパブリッまたパブリッまたパブリッ

クコメントのクコメントのクコメントのクコメントの実施実施実施実施をををを経経経経てててて、、、、８８８８月末月末月末月末にはにはにはには計画案計画案計画案計画案をををを策定策定策定策定しししし、、、、９９９９

月月月月にはにはにはには議会提案議会提案議会提案議会提案をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。    

    ③③③③    働働働働きききき方改革方改革方改革方改革     

        最後最後最後最後はははは、、、、職員職員職員職員のののの働働働働きききき方改革方改革方改革方改革ですですですです。。。。    

        労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法のののの改正改正改正改正などなどなどなど、、、、国国国国のののの「「「「働働働働きききき方改革方改革方改革方改革」」」」のののの取組取組取組取組にににに合合合合

わせわせわせわせ、、、、時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの削減削減削減削減にににに取取取取りりりり組組組組むとともにむとともにむとともにむとともに、、、、職員職員職員職員のののの健康健康健康健康

増進増進増進増進とワークライフバランスをとワークライフバランスをとワークライフバランスをとワークライフバランスを推進推進推進推進ししししてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

        三木市三木市三木市三木市のののの年収水準年収水準年収水準年収水準はははは、、、、東京都東京都東京都東京都にににに次次次次ぎぎぎぎ全国第全国第全国第全国第２２２２位位位位のののの高高高高いいいい状状状状

況況況況にありにありにありにあり、、、、このこのこのこの一因一因一因一因としてとしてとしてとして時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務手当手当手当手当のののの多多多多さがさがさがさが挙挙挙挙げらげらげらげら

れますれますれますれます。。。。    

        三木市三木市三木市三木市のののの職員数職員数職員数職員数はははは、、、、北播磨地域北播磨地域北播磨地域北播磨地域のののの他市他市他市他市とととと比較比較比較比較してしてしてして人口人口人口人口１１１１，，，，
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００００００００００００人当人当人当人当たりたりたりたりにおいてにおいてにおいてにおいて同程度同程度同程度同程度にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤

務務務務はははは月月月月あたりあたりあたりあたり７７７７時間程度多時間程度多時間程度多時間程度多くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。    

        平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度にはにはにはには対前年度対前年度対前年度対前年度１１１１時間時間時間時間のののの削減削減削減削減がががが達成可能達成可能達成可能達成可能とととと見見見見

込込込込んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、働働働働きききき方方方方をををを変変変変えていくえていくえていくえていく中中中中でででで残残残残り６り６り６り６時間時間時間時間をををを平成平成平成平成    

２９２９２９２９年度年度年度年度から３から３から３から３年間年間年間年間かけてかけてかけてかけて月月月月あたり２あたり２あたり２あたり２時間時間時間時間ずつずつずつずつ段階的段階的段階的段階的にににに削削削削

減減減減してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

        以上以上以上以上、、、、これらによりこれらによりこれらによりこれらにより、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度のののの一般会計一般会計一般会計一般会計、、、、特別特別特別特別        

会 計 及会 計 及会 計 及会 計 及 びびびび 企 業 会 計企 業 会 計企 業 会 計企 業 会 計 のののの 歳 出 予 算歳 出 予 算歳 出 予 算歳 出 予 算 に つ き ま し て はに つ き ま し て はに つ き ま し て はに つ き ま し て は 、、、、                    

総額総額総額総額５８７５８７５８７５８７億億億億４４４４，，，，７９４７９４７９４７９４万円万円万円万円。。。。平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度とととと比較比較比較比較してしてしてして、、、、

００００．．．．２２２２％、％、％、％、金額金額金額金額にして１にして１にして１にして１億億億億４４４４，，，，１９２１９２１９２１９２万円万円万円万円のののの増額増額増額増額となったとなったとなったとなった

次第次第次第次第ですですですです。。。。    

        一般会計一般会計一般会計一般会計につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、３０８３０８３０８３０８億億億億８８８８，，，，００００００００００００万円万円万円万円でででで、、、、

平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度とととと比較比較比較比較して６して６して６して６，，，，４５６４５６４５６４５６万円万円万円万円、、、、００００．．．．２２２２％％％％のののの減額減額減額減額

となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

歳入歳入歳入歳入のののの主主主主なものについてなものについてなものについてなものについて申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、    

市税市税市税市税                                        １１１１１１１１１１１１億億億億６６６６，，，，５０５０５０５０５５５５万円万円万円万円    

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税                                        ５３５３５３５３億億億億８００８００８００８００万円万円万円万円    

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金                                        ３７３７３７３７億億億億１３１３１３１３万円万円万円万円    

市債市債市債市債                                                ３４３４３４３４億億億億２２２２，，，，６６０６６０６６０６６０万円万円万円万円    

などとなっておりますなどとなっておりますなどとなっておりますなどとなっております。。。。    
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特別会計特別会計特別会計特別会計につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、    

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計    １１８１１８１１８１１８億億億億８８８８，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円    

介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計    ６７６７６７６７億億億億２２２２，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円    

農業共済事業特別会計農業共済事業特別会計農業共済事業特別会計農業共済事業特別会計    ７７７７，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円    

後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計    １１１１１１１１億億億億３３３３，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円    

学校給食事業特別会計学校給食事業特別会計学校給食事業特別会計学校給食事業特別会計    ３３３３億億億億３００３００３００３００万円万円万円万円    

合計合計合計合計    ２０１２０１２０１２０１億億億億２２２２，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円    

企業会計企業会計企業会計企業会計ではではではでは、、、、    

水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計    ２５２５２５２５億億億億４４４４，，，，２８９２８９２８９２８９万円万円万円万円    

下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計    ５１５１５１５１億億億億９９９９，，，，９０５９０５９０５９０５万円万円万円万円    

合計合計合計合計    ７７７７７７７７億億億億４４４４，，，，１９４１９４１９４１９４万円万円万円万円    

となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    


