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第３回 明石市自治基本条例市民検証会議 会議録 

 

日時 平成２８年３月２５日（金曜日）午後３時３０分から午後５時３０分まで 

場所 明石市役所 議会棟 第２委員会室 

出席委員 
加藤恵正会長、田端和彦副会長、橋本浩司委員、山本洋子委員、松本誠委員、

小田幸子委員、小島彰夫委員 

傍聴者 ６人 

審議事項 

１ 第２回市民検証会議での主な意見 

２ 法令遵守及び公益通報（コンプライアンス制度）について 

３ 総合計画について 

４ 国及び他の地方公共団体との関係（行政連携制度）について 

５ 今後のスケジュールについて 

配布資料 

資料１  市民検証会議での主な意見 

資料２  コンプライアンス制度について 

資料３  総合計画制度について 

資料４  行政連携制度について 

資料５  今後の検証会議の開催スケジュールについて 

参考資料 各校区別防災訓練等実施状況について（危機管理制度追加資

料） 

事務局 コミュニティ推進部市民協働推進室 

※委員の発言は、委員が所属する団体等の立場を反映するものではなく、委員個人として

の意見です。 
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開 会 

【会議次第１】第２回市民検証会議での主な意見 

 第２回市民検証会議での主な意見について、資料１に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

何かご意見はありますか。また、参考資料の各校区別防災訓練等実施状況についてもご

意見があればお願いいたします。 

 

○松本委員 

２ページにまとめとして市役所と市民の皆さんとの情報の格差がなくなって、きめ細か

な行政ができる。明石市はそういうところに向かって行っていると書かれています。内容

については異存ありませんが、これは現在行政がきちんと対応していますという結論のよ

うな話に受け取れます。ほかはこういうふうにしていくべき、こういうふうにしてほしい

という文言ですが、ここだけが肯定的な文言になっているので、違和感があります。向か

っていく、努力していくべきだというような表現の方が全体のトーンとしては適切ではな

いかと思います。 

 また、参考資料については、過去５年間、各地域において協働のまちづくりの取り組み

が進むにつれて、防災面でもこれだけの広がりと進展があるということが一目瞭然にわか

り、大変良い資料なので、是非活用してほしいと思います。一つ一つの訓練の中身は別で

すが、定量的な資料があるとわかりやすいなと思います。 

 

○加藤会長 

そういう努力をしてる、そういう姿勢があるような表現の方が良いのではないかという

ご指摘がありました。皆さん同意されていますので、そのような方向で再検討していただ

きたいと思います。 

参考資料について、小学校区によってはあまり熱心ではないところもあります。防災に

おいて、学校は非常に重要な機能を果たしますので、もっと丸があっても良いのかなと思

います。このあたりについては皆さんどうでしょうか。 

 

○山本委員 

この資料は本当に参考になると思います。恐らく自治会関係が主な主体となっていると

思います。平成２７年度はマルが多くなっており、これからさらに取り組んでいくかと思

いますが、地域格差がありますので、自治会関係にもこの資料を出されたほうがいいと思

います。 

  

 



 3 

○橋本委員 

 校区まちづくり組織において、既に防災関係の部会を立ち上げて活動しているところも

ありますが、防災関係の取り組みに熱心ではない校区に対しては再度働きかけを行ってい

きたいと思います。 

 

○加藤会長 

これからぜひとも防災関係については努力していただきたいと思います。 

 

○小島委員 

高齢化が進む中で、要配慮者訓練の実施は難しいと思います。実施校区は増えてきてい

ますが、どの程度の内容かは分かりませんので、難しい課題だと思います。 

 

○松本委員 

要配慮者の名簿が地域に提供されだしたことと連動して増えているかと思います。 

自主防災組織の設立状況について、形式上、自主防災組織が全小学校区でできているこ

とになっていますが、名称から見ても分かるように、自主防災の専門的な組織としてでき

ているところと、校区連合自治会が担っているところがあります。 

震災以降の自主防災組織の設立状況について、兵庫県あるいは神戸市が１００％とか言

っていますが、既存の住民組織に看板を一枚乗せただけで、本当に機能しているどうかは

別の話かと思います。 

形式的な部分があるという問題点について、例えば、自主防災を専門にする住民組織で

繰り返し取り組んでいるからＡランクあるいはＢランクというようにきちんと精査をしな

ければ、看板をかけたから自主防災組織ができているという甘い評価になりかねないと思

います。 

 

○山本委員 

現在は自治会長が市役所で名簿を提供してもらえるという形になっていますので、要配

慮者訓練を取り入れているところが出てきています。 

分かる範囲で近所の車椅子に乗られている方を訓練に誘うというような形で行っている

状況だと思います。 

 

○松本委員 

名簿を出すことになったのは４年ほど前ですが、資料によると要配慮者訓練の実施校区

が増えだしたのは平成２６年です。 
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○橋本委員 

民生委員は名簿を持っていますが、守秘義務がありますし、自治会の役員を兼ねている

人はいないということで、名簿提供を希望する自治会が増えてきています。 

自治会が名簿を持つにしても、どこにどんな高齢者がいるか、何かあったときにまず誰

に連絡するかという程度の情報共有になると思います。 

私の校区では１年交代の自治会長が約半数ですが、民生委員は３年任期で、長い人だと

２０年、２５年もやっている人がいますので、自治会と民生委員では違いがあります。 

 

○加藤会長 

次の段階として、皆さんどこに避難するのかという議論も必要になってくると思います。

また、介護器具や医療器具が必要な方も受け入れることができる施設はありますでしょう

か。 

 

○橋本委員 

主に小学校になりますが、避難所は設けられています。小さな避難所には特別な器具は

ないかもしれません。また、非常食などは各校区の組織で用意するというようになってい

ます。 

 

○松本委員 

防災訓練に限らず、自治基本条例の検証というのは参画と協働によるまちづくりが、ど

れだけ進んでいるかと、あるいは進むための仕組みがどこまで進展したかということが、

非常に大事だと思います。そういう意味では、協働のまちづくり条例が施行されたことも

ありますので、他の分野においても、２８小学校区それぞれでどのような事業が進んでい

るか、マトリックスの表を作成して検証すればより分かりやすいかと思います。 

 

○加藤会長 

次第２に移る前に、前回、議員など有力者からの口ききと言われる不当要求に対する取

り扱いについて、運用状況を確認したいというご意見がありました。既に事務局から各委

員に運用状況について説明をしていただいておりますが、本日改めて事務局から要旨を説

明いただきまして、皆さんからご意見を伺いたいと思います。 

 

○事務局 

資料は特にございませんが、説明させていただきます。 

 市の機関、例えば、市長のほかに教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、

農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、市議会議長が、議員や

公務員、利害関係者などの公職者等から要望または提案等を受けた場合、受けた人がその
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内容を確認して記録します。そして、上司に報告をし、最終的には要望・提案等の概要及

び対応方針等の概要を公表するということが、法令遵守の推進等に関する条例及び条例施

行規則において定められています。 

 ただし、次の場合は対象外となっています。一つは、公式または公開の場における提案・

要望等で議事録等に記録される場合です。もう一つは、提案・要望等の内容が単に事実、

手続等に関する問い合わせや苦情・意見等にすぎないことが明白な場合です。このような

場合は、記録の公表の必要はないということになっております。 

 また、提案・要望等が不当要求行為に該当するかどうかの判断については、具体例を定

めたガイドラインに基づいて行っています。判断が難しい場合は、条例に定めている要望・

提案等審査会に諮問し、判断を仰ぐ仕組みになっています。 

 現状としては、これらの手続を踏まえる中で、議員や公務員、利害関係者などの公職者

等からいただいた要望・提案等が不当要求行為に該当する事案はなく、前回総合安全対策

局から説明させていただいた内容のとおりです。 

 

○松本委員 

要するに、条例施行以降は公職者等からの不当要求行為は１件もないということですね。 

 

○加藤会長 

 この点に関してまして、ほかにご意見ありますでしょうか。 

 

○田端副会長 

公務員の側から議員にどのような情報を提供しているのかが気になります。 

 条例とは関係ありませんが、例えば、イギリスでは、二大政党の与野党があると、両方

に同じ情報を与えなきゃいけないというガイドラインがあります。議員には適切な情報を

持って判断してもらわないといけないことがたくさんあるので気になりましたが、明石市

においてはきちんと情報提供されていると思います。 

 

○加藤会長 

 きちんと運用されていて、現時点では問題ないということですね。 

それでは、次第２の法令遵守及び公益通報（コンプライアンス制度）について、事務局

より資料の説明をお願いいたします。 

 

【会議次第２】法令遵守及び公益通報（コンプライアンス制度）について 

 法令遵守及び公益通報（コンプライアンス制度）について、資料２に基づき総務課

が説明。 
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○加藤会長 

 ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

○松本委員 

一般的なコンプライアンス制度は、不祥事などネガティブな行為を防ぐという服務規律

ですが、９ページの５つのコンプライアンス行動指針を見ますと、２番目に市民への説明

責任と書かれています。それは市民から信頼を得られるように市の取り組みを積極的にオ

ープンにし、わかりやすく丁寧に説明するということです。これは、自治基本条例の前提

に沿った的確な方針だと思います。 

 今は、情報公開から情報共有の時代に入っているので、市民が説明してほしいことにつ

いて、きちんと説明責任を果たしているかどうかが大きな問題になると思います。 

 例えば、平成２７年１２月議会に提案された住民投票条例案について、１カ月間のパブ

リックコメントを行いました。そのときにパブリックコメントで提示した案の内容が市議

会に提案されたときに一番大事なところが修正されていましたが、なぜ修正したのかとい

うことが全く市民に説明されないままに市議会の審議に入って、よくわからないままで否

決されて終わってしまいました。 

パブリックコメントの内容からなぜ変わったのかということを市民に説明すべきで、パ

ブリックコメントに対する意見もその部分を変えなさいというのは一つもありませんでし

た。勝手に変わっていることについて、いまだに市民への説明が無いことは、コンプライ

アンスに違反した行為ではないかと言えると思います。 

この６年間、同様のことはなかったのかどうか振り返れば、多々あったかと思います。

市民にきちんとした説明がないまま、行政政策がどんどん進められているということが、

大きな課題から地域住民の権利にかかわるようなことまであるのではないかと思います。

これは大事な問題だと思います。 

 

○橋本委員 

住民投票条例の件については、事実関係を市民に説明していかないといけないと思いま

す。 

 

○加藤会長 

 ほかに何かありますでしょうか。 

 

○小田委員 

 職員研修の中のコンプライアンス研修は全職員が受けるものでしょうか。民間企業では

パートタイマーの従業員でも毎年必ずコンプライアンス研修を受け、テストまであります。

学習することでコンプライアンス意識を持ち続けられると思います。 
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 内部公益通報で、警備員が市役所敷地内で拾得した封書を一定期間保管せずに投函した

事例がありましたが、コンプライアンスの意識を持っていたら、一言どこかに尋ねること

で状況は違っていたかもしれませんので、職員一人一人への意識啓発研修は大切だと思い

ます。 

 

○加藤会長 

 研修の内容としてはどのようなものでしょうか。 

 

○総務課   

職員研修について、平成２５年度以降、毎年、階層別に研修をしています。ある年度は

課長級以上、次の年度は係長級という形で全職員が研修を受けるシステムで、来年度には

一巡する予定です。 

 内容については、大体１時間から１時間半程度で、コンプライアンスの基本的な知識に

加えて、具体的な案件を取扱いながら学ぶ研修になります。 

 また、その部署特有の問題については、別枠でその部署の職員のみを集めての研修を行

うといった取組みも行っています。 

 

○小田委員   

民間企業では、個人で都合の良い時間に各自のパソコンを使用しての研修を行っていま

す。市職員も１人１人パソコンをお持ちだと思いますので、費用もかかりますが、例えば、

ソフトを作成して活用することもできると思います。防災訓練と同じように意識は時間の

経過とともに薄れていくものなので、役職や年齢は関係ないと思います。 

 

○加藤会長 

 最低限のことは職員としてクリアしてほしいということで、パソコンを使用しての研修

は合理的な方法だと思います。 

 

○田端副会長 

大学においても文部科学省の方針で全員コンプライアンス研修を受けますが、先ほどの

お話にもありましたパソコン上での研修を受講することも可能です。そのような市販の研

修ソフトもあるかと思います。 

 

○加藤会長 

 ほかにご意見はありますでしょうか。 
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○山本委員 

市民への説明責任については、十分意識して、研修内容にも入れてほしいと思います。 

 

○田端副会長 

コンプライアンスは法令遵守だけではなく、外部との関わりの中で決まってくるもので

す。例えば、研究者における研究費用のチェックもそうですが、今まで、組織内部の習慣

で行ってきたものを社会の常識に照らし合わせなさいというのが現在のコンプライアンス

です。 

 

○松本委員 

コンプライアンスの問題は作為により違反する場合と不作為による場合があります。 

作為によりコンプライアンスに反する場合は、内部公益通報制度のお話もありましたが、 

具体的に何かを行ったがゆえに出てきた問題ですので、目に見えます。 

 しかし、説明責任を果たさないなどの不作為によるコンプライアンスの違反行為をきち

んとチェックしないと本当に自治基本条例に基づいた行政になっているかどうかは言えな

いと思います。 

可能であれば、次回までに過去６年間の事例を列挙して一覧表を出しますが、具体的な

事例をこの検証の中で、自発的にコンプライアンスの制度に照らし合わせて検証しないと

今後同じことを繰り返すのではないかと思います。 

 要望として、過去６年間の事例について、自発的に市のほうで検証した結果をこの検証

会議がある間に提示していただきたいと思います。 

 

○加藤会長 

この件に関しては、二つの大きなご指摘があったと思います。 

 一つは、住民投票条例のプロセスの中で、住民への説明が欠落しているところがあった

ということで、委員の皆さんも賛同しています。同様の事例はほかにもあるかもしれませ

んので、市として認識していることがあれば、次回提示いただきたいと思います。  

もし、市で認識していることがないであれば、松本委員から出していただくということ

も一つの方法かと思います。このあたりは、次回までに事務局との調整の中で、資料作成

を行っていきたいと思います。 

 二つ目は、職員研修ですが、重要なポイントだと思います。民間の教育パッケージがあ

るのではないかという話もありましたので、コストの問題なども含めて調べていただいて、

提案ということで受けとめていただきたいと思います。 

 

○田端副会長 

ついうっかりで違反をしてしまう場合がありますが、コンプライアンスの場合はそれが
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言い訳にはなりませんので、きちんとした教育が必要になってきます。そのあたりの考え

方だけ市にしっかり受け止めていただければと思います。 

 

○加藤会長   

そうですね、この検証会議においては、具体的にどうという回答をいただく場ではあり

ませんので、コンプライアンスの考え方を受けとめていただくというところまでが適切で

す。 

一方で、市民への説明責任の件については、次回までに整理していただければと思いま

す。 

 次の議題に移ります。総合計画についてご説明お願いいたします。 

 

【会議次第３】総合計画について 

 総合計画について、資料３に基づき政策室が説明。 

 

○加藤会長 

ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○橋本委員 

待機児童について、もっと具体的に教えていただけますか。 

 

○政策室 

待機児童の数については、少し前のデータになりますが、資料３の中間まとめの２８ペ

ージを見ていただきますと、平成２７年４月時点で１５６人ですが、現在も増加しており

ます。今後も子育て世帯の増加が見込まれる中でさらに保育所の受け入れ枠を増やす必要

がありますが、保育所の整備には時間も費用もかかりますので、長期的・緊急的に取り組

まなければいけないと考えております。 

 

○橋本委員   

空き家を利用するという話は出ていますか。 

 

○政策室   

認可保育所、認可外という区分がありますが、一般の認可保育所だと園庭や設備で最低

でも５００平米が必要で、望ましい規模としては１,０００平米のため、そのようなまとま

った土地を見つけるのは困難です。 
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○橋本委員 

施設整備に加えて、十分な数の保育士を確保することが大事ですので、平行して進めて

いかなればいけないと思います。 

 

○政策室 

保育士の処遇改善について、明石市でも既に保育士の処遇改善案を予算に入れており、

私立保育園も含めて、処遇改善を行っていきます。 

 

○橋本委員 

まず、賃金を上げる必要があると思います。老人ホームにしても低賃金のために介護士

が不足しています。 

 

○政策室 

明石市だけではなく全国的な課題になっていますね。 

 

○加藤会長 

保育士の賃金や保育所の建物の問題について、明石市としてはどのように対応する方向

でしょうか。民間にある程度依頼するのでしょうか。 

 

○政策室 

保育士の処遇改善と施設整備に加えて、民間保育所を整備する事業者に対する補助率の

引上げ等を行っていきます。 

 

○加藤会長 

総合計画について、ほかにご質問、ご意見はありますでしょうか。 

 

○松本委員 

 二つあります。 

一つめは、個別計画と総合計画の関係です。先ほどの説明では、第５次総合計画策定時

点から現時点まで個別計画の策定数が大きく増えていますが、個別政策と総合計画の整合

性が最も大きな課題だと思います。第４次総合計画までは総合計画の中に個別計画が入り

込んでいましたが、第５次総合計画は骨格だけということです。第５次総合計画策定前後

の個別計画の整合性は、当然議論されたはずですが、第５次総合計画策定後の個別計画と

総合計画の整合性の検証は欠くことができないと思います。 

中間まとめを見ても、個々の政策の中身の評価はありますが、個別計画と総合計画の関

係については分かりませんので、どのような検証結果になっているかをお聞きしたいです。 
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 二つめは、ＰＤＣＡサイクルを毎年実施して公表してきたということですが、その結果

をどこで、どのように市民と情報共有し、市民の意見をフィードバックしてきたかが今一

つ分かりにくいです。 

自治基本条例の趣旨では、ＰＤＣＡサイクルは行政の中で実施したことを公表して、市

民にその再評価や、評価そのものへの評価を求めるということだと思いますので、どのよ

うな仕組みとどのような運用実績で行われてきたのかを教えてください。 

 

○政策室   

個別計画の件について、個別計画が現在４７ありますが、第５次総合計画策定当時と違

い、国からの指示的で策定したものが多いです。平成２７年度の例で言いますと、教育に

係る方針を市長が定めなければならないという法改正を受けて、３月に教育大綱を作りま

した。当然、今までの教育方針や総合計画の趣旨を踏まえて、教育委員会と総合教育会議

などで協議しながら策定しました。 

 また、地方創生にかかる総合戦略についても、国が今年度中に策定しなさいということ

で、全国の自治体もほぼ策定を終えたところです。明石市の場合は、地方創生の総合戦略

の目的が人口の減少の克服、地域活力の向上ということで、第５次長期総合計画をベース

に、庁内の全部長を集めて推進会議を行い、パブリックコメント等でも意見をいただいて

策定しました。 

自殺の対策の防止法のような個別分野の計画、または地方創生のような全体の計画につ

いて、国からつくりなさいと言われるようなものが増えてきていますが、第５次長期総合

計画の策定時には想定されていなかった事態ですので、個別計画が増えているかと思いま

す。 

 

○加藤会長   

基本的には整合性は図られているということですね。 

ＰＤＣＡについてはどうでしょうか。 

 

○政策室  

ＰＤＣＡについて、推進会議を平成２３年度から毎年２回ずつ実施しており、ホームペ

ージに開催日、場所、全配布資料を掲載しています。また、会議録も掲載していますので、

一般の方にも会議内容がわかるように公表しています。あわせて、財務部の当初予算事業

説明シートなどをホームページで公表しています。また、内部評価になりますが、事務事

業の総点検などで全ての事業についての内容を説明しています。これが個別計画に基づく

事業であり、第５次長期総合計画に基づく事業になっています。 

事業の評価について、成果指標は直接的な成果であるアウトプットと相対的な成果であ

るアウトカムがありますが、アウトカムについて、市民アンケートの結果等によると成果
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が表れていると考えています。例えば、中間まとめの５ページに市民意識調査の結果が記

載されていますが、この結果は個別事業一つ一つの効果が集まったものだと考えており、

総合計画の評価がなされているという認識です。また、この調査結果は翌年の推進会議に

おいて資料として活用しています。 

 

○加藤会長   

市民の皆さんとどのように共有されているのかが、ご質問の趣旨だったと思います。ホ

ームページに掲載する以外は、特段市民への情報提供の取組みはしていないということで

すね。 

 

○田端副会長   

先ほど教育大綱の話がありましたが、総合計画の推進会議においても、個別計画につい

て取り上げて確認しています。 

 また、市民からの評価について、総合計画の考え方として、「足による投票」でいいまち

をつくれば人口が増えるというのが評価基準の一つです。実際に総合計画では子育て世代

の増加を目的としていたので、それが果たされているということは市民から評価されてい

ると考えています。 

先ほどのお話にもありました評価そのものに対するフィードバックについては、タイム

ラグがあるので、そこまでは実施できていないということですね。 

 

○加藤会長 

「足による投票」とは経済学の用語で、各個人が好きなところに住居を置いて移動し、

結果としてまちづくりがうまくいっているところは人がどんどん集まってくるということ

です。明石市は人口が増大しているという点では、総合計画の成果だということですね。 

 

○田端副会長 

子育て世代の増加を目的として取り組んでいるからこそ保育所の問題が出てくるわけで

す。 

 

○松本委員   

個別計画は特定計画も含めてビジョンを念頭に置いて作っていますので、ビジョンを念 

頭に置いているから整合しているというのは検証ではありません。検証とは、計画の進行

過程も含めて、ビジョンとの整合性を確認することだと思います。また、検証を行うのは

当たり前で、検証結果がどうだったかというのが大切だと思います。 

 また、個別計画を検証した結果、それが総合計画を補強するものとして機能してきたの

かを市民にフィードバックしなければいけません。ＰＤＣＡの公表の問題にもつながりま
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すが、そのあたりがよく分かりません。推進会議での説明資料等は全部ホームページに掲

載されているということですが、膨大な資料を見る人は多くないと思います。常に市民の

関心を集めて、行政の目標と進行状況を知ってもらう努力をするということが自治基本条

例の基本である参画と協働のまちづくりの情報共有だと思います。 

例えば、市民と行政をつなぐ定期的なツールは広報あかしですが、月２回８ページを大

きな予算をかけて全戸配布していますので、総合計画、個別計画、その整合性、ＰＤＣＡ

の検証結果を分かりやすいように掲載しなければいけないと思います。 

自治基本条例の施行後は広報あかしに載る情報量が減ったと思います。適切な情報を掲

載し、地に足のついたかたちで市民に情報提供していく努力をする必要がありますので、 

 そのあたりを自治基本条例の情報共有という観点から検証してほしいと思います。 

 

○山本委員   

いかに適切な時期に適切な方法で情報を流すかいうことがポイントだと思います。 

また、広報紙をパソコンで読む人は少ないので、紙媒体で全家庭に配るという今の方法

が一番適していると思います。 

 

○小田委員   

紙面としての文字のフォントについても今のものが一番読みやすいです。別冊子があっ

たところで一般の方は読まないと思います。 

 

○加藤会長   

広報あかしは皆さん読んでいるということですね。 

 

○小田委員 

地域の情報も記載されているので、よく読まれていると思いますし、先ほどのお話にも

ありました検証の内容についても掲載すれば、読む人は読むと思います。 

 

○山本委員 

１年間分綴っている方もいます。 

 

○小田委員   

一時期に比べると写真が多いなというのは感じています。とても読みやすい紙面なので、

適切な情報を広報紙に載せるのが一番市民に伝わるように思います。 

 

○小島委員   

広報紙は新聞配達を通じて各戸に配布されていますからパソコンを開いてホームページ
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見る方はよほど関心を持っている方だと思います。 

 

○橋本委員 

広報活動はやはり大事なことで、各校区において新たなまちづくり組織をスタートさせ

る際、広報部会というもの立ち上げているところもあります。また、平成２８年度に設立

を予定している明石市連合まちづくり協議会においても広報部会を設ける予定ですが、い

ずれにしても広報活動は費用がかかります。 

明石の市政だよりは多くの紙を使って、写真も入れていますので、かなりの費用がかか

っていると思います。 

 

○松本委員 

全国の自治体で既にネット上での市民との情報交流に力を入れているところは、端末で

行政からの情報を提供していくというシステムを取っているところもあります。 

明石市も８年ほど前にそのような計画がありましたが、実現されていません。 

一般的な市民は、現在の掲載内容以外にも、もっと広報紙で広報するべきことがあるの

ではないかと感じていると思います。 

 

○小田委員 

市政だよりですから、市政を伝えていただくのは第一だと思います。 

 

○山本委員 

自治基本条例ができたときも具体的な説明が掲載されましたが、検討などの堅苦しい話

でも掲載すれば、見る人は見ていますので、少しずつ取り入れていくことが効果的だと思

います。 

 

○加藤会長   

紙媒体が一番効果的ということですが、一方で、ＩＴ、ＩＣＴをうまく活用して合理的、

効率的な広報手段についても模索し続けていただきたいところです。 

 

○松本委員 

医療・福祉などにも活用できますから、情報化システムについての提言書を一度見直す

べきかと思います。 

 

○加藤会長 

８年前と状況が変わっていますね。 

明舞団地で学生と一緒に８０歳くらいの方１０人にＮＴＴの協力でパソコンを渡して、
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ネットもつないで１年間無料で使っていただいたことがあります。学生が行ったらまずス

イッチがどこにあるか毎回質問する方もいました。一方、株式取引を行えるまで上達され

た方もいましたが、高齢者にパソコンを使用していただくのはなかなか難しいことだと思

います。 

行政として大きな流れを見据えながら広報、情報共有に注力していただくということで

お願いしたいと思います。 

次の議題に移ります。国及び他の地方公共団体との関係（行政連携制度）についてです。

ご説明お願いいたします。 

 

【会議次第４】国及び他の地方公共団体との関係（行政連携制度）について 

 国及び他の地方公共団体との関係（行政連携制度）について、資料４に基づき政策

室から説明。 

 

○加藤会長 

ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○橋本委員   

播磨広域連携協議会について、最初の広域防災訓練の実施はいつごろですか。 

 

○政策室   

平成２７年８月３０日に東播磨と北播磨の各地域の各市町が参加して行いました。兵庫

県と播磨広域連携協議会が主催で、各市町、消防機関、警察、自衛隊、ライフライン関係

機関など約１５０の機関が参加しています。 

 内容としては、山崎断層帯を震源とする地震を想定し、各参加市町で会場を設けて、三

木の総合防災公園に設置された県災害対策本部の事務局との連携を実施する訓練です。具

体的には、情報の伝達、救援物資の搬送、負傷者の広域医療施設への搬送の訓練などを実

施しました。 

 

○加藤会長 

 ほかにご意見、ご質問はありますか。 

 

○小島委員   

幼児の流行病における隣接市との連携はどうなっていますか。 

 

○政策室 

病児病後児保育について、明石市は他市からの受け入れを行っております。一方、他市
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への受け入れ依頼については、提案を行っていますが前には進んでいない状況です。 

 

○小田委員 

高齢者版ののびのびパスポートは何歳以上が対象で、どうしたらもらえるのでしょうか。 

 

○政策室   

現在検討中です。事務局において６５歳以上という話も出ていますが、小中学生対象の

無料分と各市において高齢手帳などの取り組みがありますので、そのあたりを集約した上

でまとめたいと考えています。 

 

○小田委員 

３番目の東播磨流域文化協議会への助成を行っているということですが、いくら助成し

ていますか。 

 

○政策室   

１団体の上限が１０万円です。 

 

○小田委員 

例示されている４事業が対象ですか。 

 

○政策室   

単年度につき協議会全体で１３団体分の枠があり、基本的には各市町で一つずつです。

平成２７年度は岩屋神社のふとん太鼓の復活事業が対象です。 

 

○山本委員 

地域活動などのお話いただいた事業の推進を図ることは、良いことだと思いますので、

続けてほしいと思います。 

 

○松本委員 

 二つあります。 

一つは、行政の連携制度について、資料に掲載されていることは以前からずっと行って

いることなので、検証ではないと思います。それぞれの地域・テーマの連携がつつがなく

進んでいるのか、ぎしぎししているのかというところを検証結果として書けばいいことだ

と思います。ぎしぎししていることもあるなら、どんな問題があるのかを挙げて、今後の

課題につなげるべきだと思います。 

 具体的な事例を挙げますと、明舞団地に関しての神戸市または兵庫県との関係です。明
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舞団地はできてから４０年を超えていますが、できた当時から明石舞子団地ということで

明石市または神戸市の団地というよりも兵庫県の団地という形で長年対応してきましたの

で、エアーポケットのような状態になっていました。特にここ１０年ぐらいは県が力を入

れていますが、神戸市も明石市もまだ力の入れ方が足りないのではないかということで、

住民団体は声を上げています。 

 神戸市または兵庫県との関係において、進んだ部分と進んでない部分を検証することが

自治基本条例に基づく検証ではないかと思います。 

 二つ目は、なぜ東播磨での連携において、ため池協議会の話がないのでしょうか。触れ

にくい話であえて外したのでしょうか。昨年、ため池協議会の会長の訪問を受けた際、市

長が失礼な対応をし、その後、市長自らが謝罪に出向くという一件がありました。明石市

は東播磨の中でもため池に関しては重要な地域で、住民も熱心に取り組んでいますが、東

播磨のため池ミュージアムでは明石市は今一つ熱心ではないと外から見られているので、

あのような事件が起こったのだと思います。 

 こうしたことを、具体的に事例として検証されなければ、検証になりませんので、うま

くいっているかどうか検証する絶好の素材だと思います。 

 

○加藤会長   

この二つの事例について事務局からコメントをいただけますか。 

 

○政策室   

 二つの事例のほかにも様々な各種協議会がありますが、担当者レベルではしっかり取り

組んでいます。 

 

○加藤会長   

明舞団地については、５、６年前にまちづくり委員会というものができ、県、公社、明

石市、神戸市、ＮＰＯ、住民組織などが一堂になって情報共有、意見交換を行うという取

り組みが始まりましたが、今、それが動きつつあります。 

 一方、自治体間の関係については、兵庫県が引っ張り、明石市と神戸市が後に続いてい

るという状況かと思いますが、ニュータウンの問題が全国的に顕在化してきた中で、ここ

４、５年は明石市も一緒に議論するようになり状況は変わってきていると思います。 

 ほかにご意見、ご質問はありますか。 

 

○田端副会長   

なぜ自治基本条例に行政連携が入っているのかを考えると、住民からは見えにくい合併

の問題や一部事務組合などを住民がきちんとチェックしなければいけないということだと

思います。 
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合併の動きのようなものは実際にあるのでしょうか。 

 

○政策室   

合併に関しては今のところ動きはありません。また、全部の都道府県でできていますが、

後期高齢者の広域連合には入っています。 

 

○加藤会長 

少子高齢化の中で一つの自治体だけが頑張れるという時代ではないのははっきりしてい

ます。かつてのわかりやすい競争の状態から、連携をどのようにしていくのかというとこ

ろに入り始めていますので、行政間の結びつきのあり方というのはこれから重要になって

くると思います。 

オランダでは、小さな自治体がたくさんあり、行政の効率化、質を高めるためにどうし

たらいいのかという議論が昔からありますが、最近の論文では行政間の結びつきのあり方

を明示しています。 

 例えば、リップサービス的なネットワークである姉妹都市関係から、部局の一部を融合

するような結びつきについて、整理がなされており、広域連携のあり方の議論が本気で行

われ始めています。 

 明石市の場合はそのような議論も難しいのかもしれませんが、もはや明石だけがよけれ

ばいいというような議論は成り立たないので、周辺の自治体とどううまく結びつきながら、

財政運営もより効率化していくかを検討していく必要があります。広域連携、行政連携と

いうのはこれから非常に重要なテーマになってくると思います。 

 

○松本委員   

転入キャンペーンの一環として、他市で呼びかけを行っていましたが、特に近隣・隣接

地域とどのような関係を築いていくかということを念頭に置くべきです。 

広域連携は住民にとっても非常に重要で、例えば、明舞団地においても真ん中に境界線

がありますが、何かとスムーズに進まないことも起きています。明石市の出張所と垂水区

の出張所の二つがありますが、行政同士で話し合って一つにしたらいいと思います。 

神戸市と明石市で同等な形でのかかわりではなく、もっと明石市が親身になって、神戸

市にも働きかけながら住民をサポートしていく必要があると思います。 

また、市バスの運行ルートや砂利揚場の問題など、広域連携が必要な事例がたくさんあ

りますので、そういったものがどうなっているかをきちんと検証してほしいと思います。 

 

○加藤会長 

市バスの運行ルートの例は分かりやすいですね。要するに、住んでいる人にとっては自

由に動けるというサービスで受けられるというのが一番良いのですが、供給している側は
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明石市はここまで、神戸市ここまでという線を引いて、その不便をつくっているという状

況ですので、ユーザーサイドの視点に立って行政の連携に取り組んでほしいと思います。 

 供給側の論理で粗いものがつくられているとしたら、その障壁を取り除くのがの連携の

あり方ということかと思います。 

 

○田端副会長   

 一部事務組合などは制度化しないとできないということもあり、事例として多かったか

もしれませんが、実は制度化できない部分に重要な課題があり、そこらへんが今どんどん

明らかになってきていると思います。 

また、市の境界部分については、お互いの市がサービスを提供するという意味では、明

舞団地ではメリットを享受できていたのではないかと思います。 

 

○小島委員 

明石市と神戸市では、やはり制度や仕組みが違うので、同じことをやろうとしてもうま

くいきません。 

また、養父市との交流について、明舞団地に養父市から突然やってきて、何かやったら

終わりというような感じなので、もう少しＰＲして、今後の広がりがある方法を考えてい

ただきたいと思います。 

 

○加藤会長   

学生との議論の中でも、明石市でもなく神戸市でもなく、明舞団地のルールというのを

つくって、一つの居住の間というイメージをつくったらどうかという意見もあります。 

 

○松本委員   

 明石と淡路についても歴史的に見たら、一体のように人やもののつながりがありますが、

フェリーが廃止になってしまいました。 

明石市と淡路市、あるいは淡路三市と上手く連携できていないということだと思います。 

 結果的には、明石の海の玄関口をなくしてしまったということを検証材料にしなければ

いけないと思います。 

 

○加藤会長 

現場を知っている皆さんはそれぞれ想いもあると思うので、本日の議論を上手くまとめ

ていただいて、より前進すべしというのは、皆さんの共通したご意見だったと思います。 

 それでは、今後のスケジュールについて、お願いいたします。 
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【会議次第５】今後のスケジュールについて 

 今後のスケジュールについて、資料５に基づき事務局から説明。 

 協議の結果、次回会議は平成２８年５月１３日 午後３時３０分からで決定。 

 

○事務局 

それでは、これをもちまして第３回明石市自治基本条例市民検証会議を閉会いたします。 

  

 


