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本格的な梅雨を迎え鬱陶
しい日が続きますが︑皆様は

ことができました︒
また︑適正な議員定数の検

私は昨年５月に市議会議長
には︑次期選挙において﹃議

重ねておりますが︑今年度中

証については︑現在も協議を

に就任し︑一年間︑議長とし
員定数削減﹄の結論が出せる

如何お過ごしでしょうか︒

ての大役を務めさせて頂き︑
ものと確信しています︒
ナウイルスの影響により︑我

一方で 今年に 入り 新型コ ロ

令和２年第２回定例会初日に
退任となりました︒
顧みますと︑﹃公正・公平

会﹄を目指し︑微力ながら市

﹃市民の皆様に信頼される議

るなど︑学校生活や地域経済

殆どの事業が中止や延期とな

況となっており︑姫路市でも

な立場での円滑な議会運営﹄︑ が国全体が国難ともいえる状

政発展に全力で取り組ませて

に甚大な影響を及ぼすなど爪
痕は大きく︑その対策として︑

いただきました︒
その結果︑議会改革の一環

様々な経済対策等を講じてき
現在︑第一波は収まったも

ました︒

アルの見直し﹄︑人口減少社

のの︑今後も予断を許さない

として︑前期からの課題であっ

会が進展する中での②﹃適正

状況となっており︑第二派︑

た①﹃政務活動費運用マニュ

な議員定数の検証﹄の２点に

必要不可欠となっています︒

第三派の流行に備えた準備が
私たちが今までのような日

ついて協議会を立ち上げ︑政
務活動費運用マニュアルにつ

常を取り戻すには︑今暫くの

な対応が必要とされる︑

た︑これまでの学習の延長と

日程を調整していること︑ま

から︑行先等の変更は難しい︒

して場所を決定していること

▼妊婦と配偶者等を対象とし

たＰＣＲ検査の実施

▼地域外来・検査センターの

い出になるものであり︑過去

︵要望︶修学旅行は一生の思

▼ひとり親世帯への地場産品

の形態にとらわれることなく︑

開設

提供による地元生産者支援

様々な選択肢を考えて実施に

◎学校における熱中症対

向け最大限努力いただきたい︒

▼姫路の飲食店を応援しよう！

億７４２４万円の補正

プロジェクト
等の

予算については全会一致で即

Ｑ︑学校園のエアコン運用指

策について

また︑その他の議案につい

針には︑省エネや節電の取り

日可決しました︒

ては︑それぞれ所管の委員会

年は新型コロナウイルス感染

組みは記載されているが︑今

拡大防止の観点から︑教室内

で審議が行われました︒

名と議会選出監査

本会議最終日には︑農業委

れ︑全ての議案を可決・同意・

委員の人事案件が追加上程さ

考えているのか？

熱中症の危険性をどのように

でもマスクを着用しいるが︑

員会委員

承認しました︒以下︑その概

Ａ︑電気式エアコンの場合︑

報が鳴らないよう設定した︒

いるが︑今年は使用に応じ警

※デマンド警報装置をつけて

要を報告します︒

症対策について

◎修学旅行における感染

また︑エアコンの設定温度

に検討していきたい︒

いては︑領収書のインターネッ

Ｑ︑小学校は新型コロナウイ

︵要望︶今年度は特に︑熱中

ト公開などをはじめとする市

令和２年

学旅行が実施できない場合︑

症対策のためにも︑電気代や

期間を要することになります

も︑市庁舎の ℃設定を参考

日帰りなど内容を変更して実

ガス代に囚われることなく︑

民の皆さんに積極的な情報公

ルスの感染拡大等で従来の修

施する方針とのことだが︑中

児童・生徒の安全を考慮した

第２回定例会

学校は内容を変更しての実施

が︑その都度︑タイムリーな

は検討しないのか？

開を実施することで︑今の時

間で開催され︑慣例による正

使用を徹底してもらいたい︒

ができるよう︑私自身︑日々

平穏な日常が取り戻せること
の研鑽を重ね︑姫路市政のさ

副議長選挙︑ 新型コロナウ

日
らなる発展に向け︑微力なが

イルス感染症への対応として︑ Ａ︑現在︑９月中の実施で調

６月４日から 日までの

ら全力投球してまいる所存で

時 間連 続 で 最大 需 要電 力 を

きない場合︑進路選択を控え

うになると警報を発信する装置

予測し︑設定目標値を 超過しそ

※

緊急経済対策を盛り込んだ補
件が上程

ていることや市内全中学校で

整しているが︑それが実施で
ございますので︑ぜひ今後と

25
正予算案など︑計

政策を提言し︑一日でも早く
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も皆様の貴重な声をお聞かせ

代に相応しい形へと改善する
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されました︒そのうち︑早急
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令和２年度第２回定例会は

議長席での議事進行

第2回定例会冒頭での退任あいさつ

ください︒
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◎中央卸売市場の移転整

速やかに用地取得を確約す

コロナ禍による事業者の経

や近年の流通構造の変化︑

ものだが︑用地取得の辞退

方向性などの将来展望を明

加するための方策や施設の

画を再考して︑取扱量を増

を早急に決定して︑関係部

ているのだから︑その方針

かけ議論し︑概ね結論は出

︵要望︶今まで長い年月を

てきたのが現状である︒

もあり︑今まで明言を避け

さなければならない可能性

部の動物を現在の場所に残

民が生活に困窮しているこ

スの影響を受け︑多くの市

︵要望︶新型コロナウイル

しいと考えている︒

めには︑さらなる減免は難

業を健全に経営していくた

支障を来すことなく水道事

ためのものであり︑事業に

業に必要な財源を確保する

現に向け︑しっかりと取り

かりますが一日でも早い実

実現にはまだまだ時間がか

きな効果が期待されます︒

緩和や物流の発展などで大

臨海部の慢性的な道路渋滞

決定しました︒

﹃内陸・加古川ルート﹄に

ち︑優先整備区間約

間を結ぶ播磨臨海道路のう

神戸市西区と兵庫県太子町

針について
本動物園は昭和 年に開業し︑
毎年 万人以上が来園する播
磨唯一の公立動物園として人

策に対応するため︑姫路市緊
急経済対策第３弾の１つとし
て︑地域経済や家計への影響
を鑑み︑水道料金の基本料金

性を示すべきではないか？

と︑はっきりと移転の方向

存続を望む声などを鑑みる

示されている現状や市民が

から﹃移転が望ましい﹄と

の文化財保存や整備の見地

金の値上げは︑今後の管路

Ａ︑４月に実施した水道料

じることは検討しないのか？

用しさらなる減免措置を講

げで増加した料金収入を活

カ月間の減免実施後︑値上

金を値上げしているが︑６

Ｑ︑令和２年４月に水道料

市民生活へのさらなる支援

を検討いただきたい︒

◎播磨臨海道路優先整備

区間が決定

㌔が

確に示してもらいたい︒

局とも連携し候補地の選定

とから︑市民生活を第一に

組んで行きます︒

◎市立動物園の今後の方

を行うなど︑動物園の移転

考え︑投資・財政計画を見

書案が出され︑姫路市として
新施設で開業を目指し検討を
進めたい旨の報告がなされた︒

Ａ︑新たな動物園の規模に

を６カ月間無料とするもの︒

よっては︑現在飼育してい

更新や令和４年度着工予定

Ｑ︑国の特別史跡区域内で

る動物全てを移転させるこ

の新浄水場整備等の投資事

行われることになります︒

しい体育館で様々な行事が

います︒令和３年春には新

大規模改修が着々と進んで

た広畑第二小学校体育館の

地域の皆さんの悲願であっ

整備が着々と進行中

◎広畑第二小学校体育館
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備事業について
新市場に併設予定のにぎわい施
設は︑平成 年に市場の運営協
議会で設置に向けた確約書が︑
また平成 年には︑整備・運営
予定の３事業者から用地取得の
要望書が提出され︑本市が用地
を確保︒しかし︑本年５月 日

を前進させるよう努めてい

直すとともに︑地方創生臨

気があるものの︑姫路城周辺

◎新型コロナウイルス感

る旨が記載されているにも

営悪化など︑計画時と状況

とができず︑当面の間︑一

時交付金等を活用するなど

ただきたい︒

施設の改修等に厳しい制約が

染症に係る水道料金の

の特別史跡に位置付けられ︑

あり︑そのため動物の飼育環

また︑事業者は運営協議

減免措置について

関わらず︑取得辞退との申

が大きく変化しており︑こ

新型コロナウイルス感染症対

境の悪化が問題となっていた︒

だけでなく播磨全域の食の

し出があったことについて

のまま事業を進めて市場を

会で﹃移転が適当﹄との報告

会の理事でもあり︑辞退に

ため︑請求は難しい︒
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この度︑有識者による専門部

本市としては補填が可能の

賠償 請求の可 能性 はあ るが ︑

市場の全体図とにぎわい施設用地（青色部）

は賛 同してい ると 思わ れる ︒

の事業者に新市場への参入を求

拠点とすべく︑新市場の活

にぎわい施設は︑姫路市

める意見など︑市場移転に関わ

性化に必要不可欠な施設と
してどのように整備して行
くのか早急に検討したい︒
︵要望︶新市場は市場の経

どのように考えているのか？

維持できるのか強い懸念を
抱いている︒改めて現状を

また︑事業者の申し出を
えているのか？

しっかりと把握し︑事業計

運営協議会はどのように考

は ︑土壌汚染 対策 の完 了後 ︑ 営 戦 略 に 基 づ き 進 め て き た

Ｑ︑事業者からの要望書に

ら厳しい意見が相次いだ︒

るこれまでの経緯への不信感か

示した加古川公設地方卸売市場

募の実施︑さらには閉鎖方針を

の法的措置や新たな事業者の公

では事業者への損害賠償請求等

出された︒それを受け︑委員会

設の再検討を求める要望書が提

に事業者から用地取得辞退と施
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Ａ︑約束不履行による損害

新体育館のイメージ図
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