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資料１ 

平成23年１月28日 

第11回審議会資料 

第１０回明石市長期総合計画審議会 全体会（議事要旨） 

日 時 平成22年12月21日（火）10:00～12:10 

場 所 市議会大会議室 

出 席 者 加藤会長、田端副会長、浅野委員、安達委員、泉委員、井上委員、小田委員、 

黒岩委員、桑原委員、小阪委員、小松委員、阪本委員、塩野委員、谷内委員、 

寺山委員、筒井委員、平野委員、藤井委員、藤田委員、堀沢委員、松尾委員、 

丸谷委員、水田委員、安原委員、山下委員、山端委員、山本(章)委員、山本(洋) 

委員、吉川(義)委員、米澤委員 （計30名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

・いよいよ最終が近づいており、今回が実質的には中身を議論していただく最後になるので、 

忌憚のないご意見をいただきたい。 

※委員出席状況の報告 

３ 議 事 

（会長） 

・議事に入るが、事務局から報告があるということであり、まずお願いしたい。 

（事務局） 

・新聞報道等でご存じと思うが、市長の退任意向の表明や本会議での30万人都市を目指すと 

いう発言があり、審議会での審議について不安な気持ちをお持ちではないかと思う。 

・今後の進め方として、説明してきたとおり、審議会からの答申をいただき、３月議会に基 

本構想議案を提出する予定である。 

・人口については、市長の本会議での発言は個人の思いであり、審議会や市議会で議論いた 

だいてきたこれまでの経緯を尊重してほしいということで、確認を取っている。12月13日 

の特別委員会でもその旨説明している。 

・素案については審議会や特別委員会での議論を踏まえて作成したものであり、市長の発言 

にとらわれずに、審議会としてご意見をいただきたい。 

（会長） 

・本日のテーマは総合計画の素案についてであり、事務局から資料を説明いただきたい。 

（事務局） 

－資料に基づき事務局説明－ 

・資料１－１から１－４は前回の議事要旨であり、ホームページ上で公開する。 

・資料２－１、２－２は、素案について、いただいたご意見をもとに修正したものである。 

基本構想では、目指すまちの姿を「ひと まち ゆたかに育つ 未来安心都市・明石」に 

修正するとともに、全体の流れが分かりやすくなるよう構成や内容を修正した。
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・戦略計画では、施策の追加などを行うとともに、分かりやすい表現となるよう修正した。 

・資料３－１は、11月１日から19日まで市民意見を募集し、11名からいただいた意見を28項 

目に整理し、市の考え方とあわせ示している。個別具体の要望に近い意見が多かったが、 

食の大切さや楽しさを養うという意見を計画に反映している。今後、具体の取り組みを進 

める上で参考にする。 

・資料３－２は、明石高専の授業で総合計画を取り上げていただき、お借りしたレポートか 

ら生徒の意見を整理したものである。 

・資料３－３、３－４は、審議会や市議会特別委員会でいただいた素案への意見をそれぞれ 

整理している。また委員から書面でいただいた意見も配付している。 

（会長） 

・それでは、ご意見、コメントをいただきたい。 

（委員） 

・資料２－２に参考としたご意見という欄があり、37件の意見があるが、審議会の傍聴者の 

意見なども含め今までいろいろ出されていたが、どういう絞り込みをしたのか教えていた 

だきたい。 

（事務局） 

・審議会や特別委員会での意見を中心に、市民の意見も含めている。主な意見ということで 

ご理解いただきたい。 

（委員） 

・パブリックコメントとして11月19日までに意見を出さないといけないかを確認し、そうで 

なくてもよいということで11月30日に32項目の意見を出したが、それも修正の対象に入っ 

ているのか。 

・資料３－１の中に「市の考え方」とあるが、市というのはどう理解したらよいか。 

（事務局） 

・修正の対象に入っている。 

・市とは明石市役所全体のことであり、事務局でまとめ、市の考え方としている。 

（委員） 

・以前に比べるとわかりやすくなっている。 

・どの意見を反映したかを丁寧に示したほうがもっとわかりやすかったのではないか。 

（委員） 

・市長の人口30万人発言に関連することだが、どこの市でもこういう審議会を作り市民の意 

見を聞いて進めており、委員を委嘱して諮問して答申をもらいそれを尊重して計画を策定 

するのが一般的な流れである。今回の審議会では、諮問では何も案がなく、意見を下さい 

ということではじまり、市民や審議会の意見をまとめていき素案ができた。 

・この素案を作成したのは審議会でも議会でもなく市であり、作成責任者は市ということで 

よいか。それとも意見を踏まえて審議会が素案を作ったということか。 

・審議会が議会に素案を提出するわけではなく、パブコメも審議会が市民に出したわけでは 

ない。 

（会長） 

・事務局は審議会の意見をまとめて整理したものであり、形式上は審議会の意見が素案にな
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っている。 

・我々が作る立場にあるが、一人ひとりが文章を書くには一貫性の問題や時間の関係もあ 

るので、事務局が意見を整理、集約した。我々だけでなく、市民や市議会の意見も組み 

込み、多くの人たちが関わりながら作り上げてきたが、中心となる議論を行い、資料を 

点検してきたのはこの審議会である。 

・パブコメについては、審議会が市民に審議会意見のまとめを見ていただいたものと理解し 

ている。 

（委員） 

・市長の30万人発言は、審議会に案もなく諮問し29万人と審議会がまとめているのに、市長 

はそれと違う意見を持っていたということか。 

・審議会と市長の関係はどうなのかという手続き的な筋のことを言っているだけであり、市 

長に自分の思いがあるのであれば、最初から人口30万都市でどうかと諮るべきではないか。 

（会長） 

・審議会で人口の議論をした時にも多くの意見があり、もっと上を目指すべきという意見も 

あった。まだ素案の段階であり、市長の個人の思いを言われたということに過ぎない。 

（委員） 

・事務局の説明では、市長個人の思いであると確認したということだが、個人の思いだけで、 

公式の場である本会議で発言するのはどうか。12月13日の特別委員会ではどのような反応 

が示されたのか。 

（事務局） 

・特別委員会では、市長発言をどう考えているかという質問があり、先ほどの報告のとおり 

説明した。 

（会長） 

・審議会で29万人という答申をしたとして、市長は30万人という思いがあっても齟齬はなく、 

審議会の形式として、29万人で提案させていただくということではないか。 

（委員） 

・答申を30万人に修正するかどうかは別にして、このまま29万人で答申したとすると、市長 

の思いは30万人であるが、答申を尊重して29万人で議案として提出するということか。 

（事務局） 

・この審議会で改めて人口についての意見があれば出していただきたい。審議会として素案 

に対してどう考えるかを答申として報告いただき、それを尊重して議案につなげていく。 

（委員） 

・パブコメで29万人というのが出ているかどうかに関わらず、30万人発言をするのは審議会 

を軽視している気がする。整理の仕方としてこれでよいのか。素案をどうするという前の 

段階の話をしているのである。 

（会長） 

・我々は市とは独立した審議会であり、市長の発言を受けて答申内容を修正するというのは 

違うのではないか。 

（委員） 

・新聞報道に出て、委員の一人も軽視ではないかという発言もされていたが、そういう理解



- 4 - 

をしなくてもよいと考える。 

・人口については今まさにこの審議会で議論しており、市長が発言する前に30万人、31万人 

がよいと発言し、今でもそう思っている。人に焦点をあてるといいながら、何がその原動 

力となるかが埋もれてしまっている。強烈な原動力が必要であり、中核都市を目指してい 

かないと、長期計画としてしっかりしたものにならないとかねてから言っている。 

・計画を３月までに作る必要はなく、立派なものを作るために延ばしてよい。今の素案は軽 

く見える。もっと論議する必要がある。 

（会長） 

・市長発言は新聞の取り上げ方もあり、物議をかもすと思っていたが、我々は市長から諮問 

され、市から独立した組織として議論しており、我々の見識を事務局に整理してもらうと 

いうことでよいのではないか。 

（委員） 

・立派な計画を作りたいという思いから、第４次計画の評価をきっちりやるべきと当初から 

発言してきた。素案の修正案の２ページに４次計画は概ね順調な進捗をみてきたとまとめ 

ているが、未着手の資料が資料３－４にあり、いろいろな問題があって、５次計画に置き 

換えてもいいぐらい４次計画には盛り込まれている。それを２行でまとめて５次計画を作 

りましたでいいとは思わない。市民も納得しないのではないか。本当に軽いと思う。 

（委員） 

・大変細かく真摯に議論されているが、計画を細かくまとめ過ぎてしまうと時代の流れにつ 

いていけない明石ができあがるのでないか。言葉はおかしいかもしれないが、いつでも修 

正、微調整ができる内容にまとめるべきである。根幹的なところを十分に議論してまとめ、 

いつでも柔軟に対応ができるようにすべきである。 

・若年層が見てもわかるような内容にすることは大事なことであり、もう少し柔らかい表現 

でまとめるとよい。 

・目指す10年後のまちの姿について、明石らしさを盛り込むべきという意見が素案への意見 

で出ていたが、未来安心都市がよいのか、子午線のまち、時のまちといったものを盛り込 

むのかというところを取り上げるべきでないか。 

・資料２－１素案の修正案の32ページにある「高齢者の地域での活躍の場を広げる」につい 

て、高齢者にも活躍していただきたいが、最近の報道では大学生の就業率が悪く、高齢者 

というフレーズだけでいいのか、議論の余地がある。 

（会長） 

・大きな方向性を出すことが総合計画の最も大きな役割であり、細かいところはそれぞれの 

計画が作られるので、接点の所をうまくするべきである。 

（委員） 

・８ページの土地利用の現状のところで、農地が転用され住宅地へ変わっているとある。14 

ページの理念の３つ目には、「自然や歴史、文化をいかし、個性がある」とあり、海や川、 

田んぼやため池など自然を守るという姿勢が見えている。44、45ページの個別計画一覧に 

は、(仮称)生物多様性あかし戦略や、海岸ウォーターフロント整備計画、緑の基本計画が 

あるが、こういった計画の中で自然などを守るといった理念がどう具体に反映されるかを 

心配している。
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（事務局） 

・生物多様性あかし戦略や緑の基本計画は現在策定中であり、土地利用について都市計画マ 

スタープランも策定中である。審議会に各部長が出席し、調整会議などで庁内調整してい 

る。総合計画の基本的な考え方は十分に反映していく。 

（委員） 

・32ページの「高齢者地域での活躍の場を広げる」の主な施策に「地域活動のきっかけとな 

る活動の情報提供」や「高齢者の社会参加意欲・勤労意欲を地域活動につなげる仕組みを 

つくる」などがあり喜ばしいが、ボランティアの参加についても記してほしい。 

（事務局） 

・大きくは地域活動に含んでいる。 

（委員） 

・戦略はすばらしい言葉ばかりだが、それを進めるために何をしたらよいのかについて、今 

後そういう話し合いの場があるのか。 

（事務局） 

・計画の推進について、具体の形はまだ持っていないが、市民の参画をいただきながら進捗 

を確認していく必要がある。また、戦略計画の推進にあたっては、市民との協働を基本に 

考えている。 

（委員） 

・審議会の進め方で、委員の発言に会長のコメントがあるという流れで進んでおり、言いっ 

ぱなしの面もあった。他の委員がその発言に対しどう思うかということが、あまり話し合 

われなかったことを少し気にしている。 

・素案の修正案の２ページに「計画の概要」とあるが、概要ではないのではないか。 

・２ページの中ごろ「定めます」、「明らかにします」という表現があるが、計画ができあ 

がった段階ではどうか。 

・４，５ページの第１節と第２節は読んでみるともっともらしいが、つらつら見るとごちゃ 

混ぜになっているのでないか。 

（事務局） 

・概要は中身を簡潔に表すという意味であるが、ここでは計画のアウトラインという意図で 

あり、いい表現を考えたい。 

・「定めます」といった表現についても十分に精査していきたい。 

・構成については、これまで章がたくさんにまたがっていたものを単純にしたところであり、 

再度検討するが、分かりやすくなったと考えている。 

（委員） 

・目指す10年後のまちの姿で明石らしさを出すことについて、いろいろな委員から指摘があ 

ったが、なぜ「未来安心都市」としているのか。他都市をあてはめても違和感がない。本 

当にこれでよいのかと感じる。 

・２ページに、総合計画は市の全ての行政計画の最上位に位置するとあり、これが大事であ 

る。それを受けて42ページに、総合計画に定めるまちづくりの方向と整合しないときに個 

別計画を見直すとあり大変よいことである。市民が参画しながら計画の推進を見ていくと 

あるが、たくさんある個別計画を実際に総合計画の方向に基づいて実施していくことが可
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能なのか、その方向性についてどういう形を考えているのか聞きたい。 

・23ページにある目指す10年後のまちの姿の図について、全体のバランスから考えると右上 

がりにするほうがよい。 

・30万人都市については、10月の神戸新聞の紙面で県知事から30万人を目指すよう頑張って 

ほしいと言われ、市長もそういう気概を持ってやっていくと応えている。概ね29万人とし 

ているので、概ね30万人に変えてもよいのでないか。 

（会長） 

・キャッチフレーズについてはこれまで長く議論し、皆さんの合意ではないが、こういう方 

向で行こうという経緯があることをご確認いただきたい。 

（事務局） 

・キャッチコピーの専門家にも相談したところ、子午線や海といった地域特性は、単に事実 

や状態を表すものであり、それ自体は目指すものや目標にならないということから、掲げ 

ないという整理をした。 

・戦略４の「明石のファンを増やす」の施策で「都市ブランドを確立・共有し、戦略的に発 

信する」と掲げており、そうした都市ブランド戦略の展開にあたって、市外に対してキャ 

ッチフレーズを出すなかで地域特性を示すほうがよいと考えている。 

・計画の推進については、毎年、予算の編成に合わせて実行計画を作成していきたいと考え 

ている。それに基づき事業を実施し、その検証を行っていくが、その手法については、総 

合計画では概要を示すこととし、どういう形で詳細に実施していくかを考えていきたい。 

市民の意見を聞く懇話会のようなものも必要ではないかと思っている。 

・23ページの図については、ご指摘のとおり修正する。 

（委員） 

・「未来安心都市・明石」について、「未来」がある場合とない場合の違いについてどう考 

えているか。目指す10年後のまちの姿の中にある「未来」とはいつのことなのか。10年後 

に今よりも「安心都市・明石」にしようというほうがよりよいのではないか。 

（事務局） 

・今も、10年後も安心な都市でありたいという思いである。審議会でも意見をいただいたが、 

今の暮らしはいろいろなことに恵まれ豊かになっているが、それでも将来に対して大変不 

安を持って暮らすことが増えているなかで、いつの時代にあっても、その時々で未来が安 

心できるような都市を作っていくという意味を込めている。 

（委員） 

・未来安心都市でよいと思う。明石らしさについては、計画を市民に発信したときにも必ず 

また出てくると思うが、時、海、食それぞれに関わっている市民がいて、一つ入れるとこ 

っちもということになる。将来への不安に対して市民と行政が一緒に考えながら進めてい 

こうという提案であり、よいと思う。 

（委員） 

・30万人都市については、あまり欲張らずに29万人という数字にしているが、１万のことな 

ら30万としてもよい。一般の市民はそう思うのではないか。 

・就職の内定率がクローズアップされており、若者が不景気のせいで社会進出ができない。 

高齢者の引きこもりが多いと言われ、健康寿命を延ばすような社会を築くことが言われる
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が、それだけでなく、青年についてどこかで言及しないといけない。就職できず非正規や 

アルバイトばかりあふれると、明石のみならず日本全体が活力のない社会になってしまう。 

・青年の引きこもりが増えており、放置すると自殺や他者を傷つけるような社会問題も出て 

くる。 

（会長） 

・そういった社会全体の危機感を計画にどう取り込むか、事務局で検討してほしい。 

（委員） 

・青年の年代から意見を言うと、明石に住んでいても市内ではなかなか就職が見つからない 

という現状であり、マンションを増やす方向で人口を増やす、30万人都市にするというこ 

とではなく、就職できるところを増やすことも人口増の一手段と考えられる。 

・人口を増やすためベッドタウン化してたくさんマンションを建てて、それで農地をつぶす 

のではなく、明石らしさを守るという視点で農地や自然を守っていただきたい。生物多様 

性を守るというのは流行であるが、その場としての農地や自然環境を守るということは特 

にこの計画の中に入っていない。資料３－３の意見にもあるが採用されていない。特別委 

員会のなかでも意見が出ており考えていただきたい。 

・パブリックコメントを審議会から市民に提示したという話であったが、市民にどのような 

資料を示すかについて審議会に提示もなく行われていたのは妙ではないか。事務局にまと 

めてもらっているのはわかるが、どこまでが審議会主体なのかがわかりにくい。 

（事務局） 

・審議会でいただいた意見を踏まえて素案を作成した。市民に意見公募をする際は、素案を 

見やすい形にまとめて新聞折込も行ったが、そういった手続きは任された範囲であると考 

えている。後ほど審議会答申のイメージを案として報告させていただくが、素案を修正し 

たものを答申としていただこうと考えている。 

（委員） 

・本来であれば、資料を審議会に提示してから市民にパブコメをするべきである。 

（事務局） 

・審議会に提示させていただいた素案でもってパブリックコメントを行ったが、審議会でい 

ただいた素案への意見を反映してからパブリックコメントしたらどうかという意見を、そ 

の時にもいただいた。それが最もよかったと思うが、その点はおわびしないといけない。 

（会長） 

・あらゆる情報を委員の皆さんに出して共有していく方針で進めているので、時間的な都合 

があってもきめ細かく対応してほしい。 

（委員） 

・パブリックコメントをする段階で戦略についてはまだ審議していない段階であり早すぎる 

と言った。また、既にパブリックコメントを行ったからもういいということであるなら、 

市民に対して失礼ではないかと言った。出てきた意見を審議会の委員が参考にしてまた組 

み立てていくとう流れであり、それにはまだ時間がいる。 

・17ページの図にあるこれからの時代認識と15ページの内容との関係がわからない。他にも 

同様のことがたくさんある。 

・14ページの「いつの時代も変わらないまちづくりの基本的な考え方を理念として定めま
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す。」とあるが、変わらないのなら第４次計画と同じでよい。変わるのなら、いつの時代 

も変わらないという表現はおかしい。 

・明石らしさをいかしていくには、中核市を目指すべきである。前にも言ったが、教育の人 

事権や都市計画は大きい。新聞記事については、県知事は県全体的なことを考え、明石の 

ことだけ考えられずに気の毒だという思いがあるから30万都市の発言をされたのではない 

か、市長もそういう思いであるという内容であったと理解している。 

・中核市になることが飛躍につながるのではないか、計画を達成する大きな力になるのでは 

ないかと考える。副市長からは難しいという話もあったが、30万人や31万人のほうがよい 

と思っている。 

・「取り組み」という表現について以前に指摘した。名詞と動詞では書き方が違うというこ 

とについてであり、私が間違っているのであれば教えていただきたいと出したが、回答を 

いただいていない。国が出している白書では、すべて見たわけではないが、名詞の場合は 

「取組」もしくは「取組み」、動詞の場合は送り仮名が入っており、正しい表記となって 

いる。兵庫県では、中には「取り組み」となっているものもあったが、見た中ではほとん 

ど大丈夫であった。明石市では、教育の指針では正しい書き方となっているが、その他の 

ものは、例えば広報あかしでは名詞のところが「取り組み」となっているなど、正しい表 

記ではないのではと思われるところがパラパラと見られる。明石市としてどう考えている 

かをお聞きしたい。 

（会長） 

・表現については、計画の風格ということもあるので、修正を検討してほしい。 

・いつの時代も変わらないという表現について、具体的にはどのような表現がよいか。 

（委員） 

・今回の理念はこうしたという表現がよいのでないか。 

（委員） 

・38ページの「質の高い教育を推進する」のところに書いてあるように、人格の形成につい 

ては子どもの教育が大きく、「共に生きる心」と書かれてもいるが、学校教育の中や青年 

層も含めて、福祉学習の場を位置づけることができるとよい。子どもたちがこれから明石 

を担っていくことを考えると、福祉を学ぶことでやさしく育っていくということを入れて 

いただきたい。 

（会長） 

・時間が迫っているが、もう一つの議事内容について事務局から説明をお願いしたい。 

（事務局） 

・資料４の答申書のイメージについて説明する。答申書では審議会としての計画案を別に添 

付する旨を記載し、特記事項として審議会で多く出された意見を踏まえ、総合計画の策定 

や推進にあたって特に留意すべき事項を数項目でまとめる形を考えている。 

・別に添付する審議会の計画案は、本日の資料にある素案の修正案をさらに修正したもので 

考えている。 

・このほかに参考資料として、第１回の審議会からいただいたご意見を計画案の項目別に整 

理することを考えている。
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（会長） 

・10回にわたる議論を全て盛り込むのは不可能であり、また意味のないことでもある。ある 

方向に向けた整理を行うために議論をいただいてきたところであり、いただいたご意見は 

別に冊子にして市長にお示しするということで、答申はこのような形にしたい。 

・最後に副会長から今日の議論を踏まえてコメントをお願いしたい。 

（副会長） 

・計画が形を持ってきたため、どう推進していくのかを含めて考えていかないといけないと 

いう思いから、改めてこの審議会は何だったのかという議論が出てきたのではないか。 

・計画書はよく考えられていて、委員の意見でも非常によいという評価をかなりいただいて 

いる。これからの人を中心とした社会の中で明石はどうあるべきか、どういうまちをつく 

るべきか、ということを考えられているという意見であった。 

・明石高専の生徒の意見も拝見したが、この計画の内容に沿ってどう具体的に高めていける 

かという意見をいただいている。個別計画に反映できる意見もあるのではないか。 

・40ページ以降の計画の進め方についての議論が十分でないとか、第４次計画の進捗をチェ 

ックできていいないとか、計画を進めていくのにこの審議会がどう関わっていくのかとい 

った意見があった。例えば、行政経営の展開の②以降や個別計画の策定と推進、ＰＤＣＡ 

サイクルによる進行管理について、議論が十分ではないといえる。 

・こうした部分はあえて計画に載せなくても、この計画をどう実行していくかは次の段階と 

して、計画を監視していく審議会を作って考えていくとか、行政が作った計画を立法府で 

ある市議会が審議して正式に認められるものであるので、議会の中で進行をチェックし、 

市民が意見を述べられる調整組織を作るといったことが必要であろう。この審議会は立派 

な計画を作るためにあり、次のステップで計画を監視して進捗状況をチェックし、第６次 

計画につなげていくということだろう。 

・10年おきに計画を作っているが、機械的にではなく、オイルショックやバブル崩壊、グロ 

ーバル化の進行など、その時々の時代の変化に合わせて明石のあるべき姿を出してきてい 

るとも言える。変化していくなかで、どういう理念を持って明石を作っていくのかという 

意味ではいい計画ができてきたので、どう動かしていくかは、次のステップで考えていく 

ことではないか。 

（会長） 

・計画の進め方のところはいらないくらいという大胆な意見もいただいたが、この審議会は 

計画のあり方について議論する場であり、計画の動かし方については、行政にしっかり進 

めてもらい、また、それにしかるべき場があるだろうという意見である。この部分につい 

ては、事務局と整理し、改めて提示したい。 

（事務局） 

・次回の審議会は全体会として、１月28日（金）15:00からこの市議会大会議室で行う予定 

である。素案の修正案をさらに修正したうえで、審議会の答申として、付帯意見とともに 

審議いただく予定である。 

・今後のスケジュールは、次回が最終であり答申案への意見をいただいたうえで、２月上旬 

に会長から市長に答申をいただき、３月議会に議案として提案したい。


