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第３回明石市長期総合計画審議会 第２分科会（議事要旨） 

 

日  時  平成22年3月21日（日）13:30～ 

場  所  市役所806会議室  

議事要旨 

 

１ 開 会 

 

２ 分科会長あいさつ 

・分科会として第２回目となりましたが、前回の内容を踏まえてご意見をお伺いしたい。 

 ※委員出席状況の報告 

 

３ 議 事 

 

（分科会長） 

・議事に入る前に、地方自治法の改正が行われようとしており、総合計画と大きく関連して

いるので、事務局から説明をお願いする。 

（事務局） 

※資料６について説明。 

（分科会長） 

・地方のことは地方で決めよという意味で、大変よい流れになってきている。明石の場合は、

自治基本条例で総合計画策定を義務づけようとしている。国が全国一律に同じことをせよ

という時代ではなく、総合計画を明石のイニシアチブで、皆さんの意見で作りあげていく

ことができる体制が整ってきた。我々の責任も大変重いといえ、これからの明石の10年に

ついて真剣に考えていただき、まとめていきたい。 

 

（事務局） 

※資料１～資料５について説明。 

 

（分科会長） 

・前回は、目指すべき明石のまちの理想像と、理想像を実現するために活かしていきたい明

石の地域資源というテーマであった。欠席された委員から意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・日本全体が高齢社会に入っていく中で、高齢社会にどのように対応していくかが重要にな

る。元気な高齢者もいれば、家にずっといる高齢者もいるが、高齢者の足となるべきバス

がまだ充実していない。たこバスが導入され便利になったと言われているが、利用が広が

っているとはいえない。 
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・元気な高齢者の力を活かしてまちづくりを進めていける。例えば、明石の魚の棚には、若

い人たちより高齢者がよく来るが、どのようにしてそこまで導いていくかを考えていく必

要がある。 

 

（委員） 

・この先明石をよくしていくために、まず市民が明石のことをもっとよく知って、明石のこ

とを好きにならないといけない。若い世代は就職などで、神戸や大阪、東京などの都会に

出ていってしまうが、もっと市民自体が、明石のよさを体感するようになればよい。明石

には、文化があるし、海や里山など自然も豊富なところであり、そういう点を見直してい

ければよい。 

 

 (委員) 

・資料を見て目に止まったのは、福祉を充実した余生を過ごしたいまち日本一というもので

ある。商業を考えると、行政の枠組みをこえた観光圏という考え方を出していかないとい

けない。また、中心市街地や駅の近くに新しく住む人のために、なじんでもらう仕掛けや、

明石の魅力を分かってもらうことが必要である。その方法として、日本一をめざしている

というのは、高い目標であるが住みたいということにつながっていく。 

・明石は兵庫県のなかで縦横ちょうどいい位置にあり要衝であるので、交通の便をいかした

観光や商業という点から、人を集める仕掛けが考えられたらおもしろい。 

 

（委員） 

・若い方に明石のまちを知ってもらい、本当に住みやすいと思ってもらうために、海や自然、

魚があるという意見が学生のアンケートで多く出ているので、神戸より安くてよい食べ物

があることを伝えるとともに、高齢者は伝統的な漁などをアピールできるとよい。 

・ファッションでは神戸に勝てないし、歴史では姫路に勝てないが、明石と聞いて思いつく

のは子午線やタイ、タコなどであり、住んでいる人にもっと知ってもらうために、魚の棚

などいろいろな人と話をすることで、人を集めることができたらよい。 

 

（副分科会長） 

・第４次計画では、核、軸、面という点から明石全体の都市の空間の方向性が描かれ、それ

が空間から見た都市の目指すべき方向として示されている。それはどこの都市でも同じで

あるが、これからはそのような従来的な空間のモデルを示すのでなく、新しい方向性を見

いだしていかなければならない。 

・例えば、外国や日本のいくつかの都市でも言われている「風の道」のように、環境面から

都市の方向性を考える、都市の核として魅力がある中心市街地について、例えば歴史的な

環境など他の魅力から考える、中央に広がる農地をコミュニケーションの場として活用す

るといったように、今までと違う新しい空間の価値を見い出しながら、都市の方向性を描

いていくということである。 

・明石は住むということについてアピールする必要がある。人口減少社会のなかで、居住地

が選択され人気のあるところとそうでないところに分かれていくだろうが、住み続けられ
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るというキーワードで、いかに若い人、お年寄りなど年齢階層のバランスのよいコミュニ

ティを作っていくかが非常に大事である。 

 

（分科会長） 

・副分科会長から指摘があったように、第４次計画の策定時とは状況が一変していて、全く

新しいところからスタートすると考えていかなければ、明石の将来像は描けないというこ

とであろう。高齢化の問題も含め、想定しえなかった様々な課題が迫りつつあり、それに

対して、どう提案できるかがが非常に重要であると考える。 

・今日のテーマはまちづくりの力点ということであり、忌憚のない発言をお願いしたい。前

回は目指すべき理想像という重要なテーマであったので、意見があればその点も含めて、

伺っていきたい。 

・本来、会議はディスカッションの場であるが、この審議会は、公募市民や業界などそれぞ

れの立場から参加いただいていて、相互のやりとりは時間も含めて難しいところがある。

とにかく皆さんから意見をうかがうこととし、それを整理して次回のテーマを設定してい

くかたちで進めていきたい。 

 

（委員） 

・明石に農地は約800haあり、その半分が市街化区域内の農地で、残り半分が調整区域内で

ある。市街化区域内の農地は、固定資産税が住宅並みに高く、生産者に重くのしかかって

いて、年をとると農地を転用してしまうという繰り返しになっている。国では、相続人へ

の納税猶予として、農家を続ける意思があれば税を緩和しようという施策ができていて、

明石に農地や農業を残すということなら、固定資産税の制度について考えてほしい。 

（分科会長） 

・井上委員は欠席だが、メールでいただいた意見を紹介する。「どのような環境や時代の移

り変わりがあったとしても、人が中心である。人にやさしい、人と人とのつながり、人づ

くり、安全安心なまちづくり、それから子午線というフレーズを盛り込むことが望まし

い。」という指摘である。 

 

（委員） 

・明石の環境という点から問題点がいくつかある。明石というのは東西に長くて南北に狭い

が、国道２号線や明姫幹線が東西に走り、産業振興からみると必要だろうが、環境面から

みると、交通渋滞や排気ガスなどマイナス面が多い。中心市街地の活性化にとっても、Ｊ

Ｒや山陽電鉄、国道２号線があるため、魚の棚が分断されていてマイナスである。 

・安全防災面では、条例が甘くていまだに住宅のミニ開発が可能であり、消防活動などに支

障がある行き止まりのところができてしまう。 

・河川整備やため池の整備は、野鳥や魚などの生態系を守るほか、樹木や花の植栽など地球

温暖化の防止や、人間にとって癒しや潤いのある生活につながるものであり、大事なこと

である。 

・生活道路の段差解消や水路の危険地域解消など、障害者や高齢者などハンデのある方に対

して住みよい環境、福祉の視点から、住んでよかったと思える環境にする必要がある。 
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（分科会長） 

・日本の都市は工業化と同時に発展し、臨海部の工業地域は巨大な道路や鉄道で市街地が分

断されている。工業化から抜け出ようとしているこの10年ほどの間に、大きな障壁となっ

てきたことは、主要都市の共通の課題である。 

 

（委員） 

・高齢者の活力をいかす点から、高齢者の足となるバスなどの整備が重要である。また、地

域の連帯感のあるまちづくりということで、小学校や幼稚園などと協働でごみ拾いする回

数を増やすなど、お年寄りと子どもとのつながりを増やしていくことで、まちを活性化で

きる。 

・明石は東西に長く、国道２号線は非常に便利ではあるが交通渋滞が多く、その緩和をはか

っていくべきである。バスをもっと充実して使っていくことが大事である。 

 

（委員） 

・西のほうの海水浴場を整備すれば若者がもっと来るのでないか。若者の花火の後始末のこ

とで苦情があるとも聞いているが、西のほうに若者が来て活性化できるのでないか。 

 

（委員） 

・地球温暖化防止、低炭素社会というのが非常に大きなテーマである。国の基本方針に則っ

て、地方公共団体が地球温暖化対策を総合的かつ経済的に推進をはかりつつ実施するとい

うことについては、環境基本計画の中に委ねることになる。 

・大蔵海岸は、太陽光を利用できる非常に広いスペースがあり、海に近いことによる弊害も

考えられるが、日照時間や晴天の日が長いことから、将来のエネルギー源として太陽光に

かなり期待できる。場所によっては風力発電なども考えられる。 

・人がたくさん集まってくる、外から流れこんでくるまちにしたいという一方で、魚の棚が

観光地化すると、住民が行きにくくなるという逆効果も考えないといけない。 

 

（委員） 

・先ほども意見が出ていたが、明石に住むにあたって明石を知ることや明石をよくしようと

する意識をどう植えつけるかいうのが基本になる。 

・明石市には多くの企業、産業があり、ものづくりという視点で、地域の企業がともに協力

しあって、明石ブランドとして世界に発信できるようなものづくりができればよい。 

・明石は東西に広く、明石駅前の開発だけでなく、例えば、魚の棚は歴史の深いものだが、

西明石や魚住に第二、第三の魚の棚があってもよい。明石は魚や食べ物に魅力があり、市

内どこでも同じものがすぐに手に入るのが住む人にとってはよいことである。 

・学校に行けない、あるいは行かないという子どもが増えていると感じており、共働きなど

が増えるなかで、みんなで次代を担う子どもたちを支えあう仕組みを作っていかないとい

けない。今でも取り組んでいると思うが、より全体として考えていかないといけない。 
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（分科会長） 

・ここまでの意見に対し、質問、意見はありますか。 

 

（委員） 

・住みやすいまちをめざすにあたって、安心・安全と便利性という矛盾する点がある。例え

ば、便利にするためには道路を作らないといけないが、そのことにより安全がなくなる。

このあたりの兼ね合いが非常に難しい。 

 

（分科会長） 

・安心・安全を求めることは、これまでどちらかというと追求してきた利便性と相反するの

でないかという指摘であるが。 

 

（副分科会長） 

・これまでの都市づくりは、機能的に便利にという点から進められてきて、最低限の安全性

は確保しながらも、快適さや便利さを追求していたところがあるが、精度を上げるのはあ

る程度限界にきている。 

・使い方や使う人という視点から、例えば道や公園、交通手段などを上手く使いこなしたり、

地域や市民がうまく使えるように工夫したりするなど、便利なモノを人と人とのつながり

の中で使いこなしていくことが大事である。 

 

（分科会長） 

・ハードはかなり成熟段階にきていて、これからは、例えば、若い人が就職できなかったり、

失業したりしても、明石にはいろいろなサポートがあって働くチャンスがあるという意味

での安心というのもある。人間関係やコミュニティのなかでの安心が重要である。 

 

（委員） 

・先ほど言われた元気な高齢者の活力をいかすということに共感する。私たちの世代は、戦

後の復興を成し遂げるために頑張ってきて高度成長に貢献したが、地球を痛め、若い人が

安心して子どもを生めない今を作ってきた。 

・職につけない、結婚できないなど先が見えない若い人が多く、高齢者が持っているストッ

クをうまく活用する手立てや仕組みを考えていく必要がある。 

 

（委員） 

・うまく活用して、若者がこれからの明石の発展につなげていけるとよい。 

 

（委員） 

・資料では、平成30年には65歳以上は26.6%、平成50年には32.8%、３人に１人は高齢者にな

る。元気な高齢者を活用するには、高齢者の働き場所が必要である。経済的に潤って使っ

てもらえるとまちの活性化につながる。 

・一方で、少子化対策に目を向けて、育児手当、幼稚園・保育所の施設の充実など、母親が
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安心して働ける環境、子育てのしやすい環境が必要である。 

 

（分科会長） 

・それでは、引き続き順にご意見をいただきたいと思う。 

 

（委員） 

・以前に東播磨の田園都市構想で、何もないようなところを観光地化したことがあった。ボ

ランティアのガイドにまちの案内をしてもらい、養鶏場に行ってたまご取りなどをしたが、

作った人の思いやまちのロケーションなどの話を聞くと、たまごの価値が全く変わるし、

意識や風景の見方が変わる。また、地元の食材を使って巻きずしを作るとイベントもあっ

たが非常におもしろかった。 

・明石には素材が多くあり、それをどう伝えるか、どう感じてもらえるかという考え方やア

ピールの仕方が大事である。体験型の観光、感じる観光がこれからは重要視される。 

 

（委員） 

・まちが元気になるには人が育たないといけない。心が弱くて自信がなく、引っ込み思案で、

なかなか前に出て行かない若者が昔に比べると多い。勉強で数字を追いかけて、頭の良い

子はたくさんいるが、心の勉強をしていなくて、芯がない。 

・教育は家族、親が一番大切であるが、地域や学校の環境が大きく関わってくる。子どもを

育てる環境をみて他のまちに移っていく人がいることを意識して、明石に来ればしっかり

芯をもって、すくすく育つ子どもができる、安心して子どもが育てられるというような環

境整備が必要である。 

・私の会社では、知識がありバイタリティもある定年退職された方が、自信の持てない若者

を育ててくれるが、そのように強い世代の元気なお年寄りがどんどん若い世代を教えてい

く環境が必要である。再チャレンジが可能な社会を目指して、取り組んでいただきたい。 

・親、子、孫が一体となって進めていける地域づくりができれば、元気な明石ができる。 

・教育面では、明石だけにとらわれず、例えば明石から日本を元気にするというような偉人

を輩出するという気概を持って取り組めるとおもしろい。 

 

（委員） 

・これからの元気な明石を担う子どもたちが健全に育つために、食生活をもっと考えていく

べきである。青少年の食育として、江井ヶ島で明石の野菜を使ったカレー作りやバーベキ

ューをしたが、この明石で70から80種類もの野菜が生産されることを説明しながらやって、

大変好評であった。 

・まちの中に大きな木があり、鶯や白鷺も飛んできたが、スズメバチが巣を作ったことがあ

り、安全安心と言うことから木を処分したことがあった。環境面からまち中に緑を残そう

という反面、近所のことを考えると悩む。 

 

（委員） 

・短い発言時間のなかで言い切ることは難しいし、話し合ったことを理解するのも大変だと
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思い資料にした。審議会の効率を上げる手立ての一端であり、審議会の効率を高めてほし

いという市長の期待に応える努力をしていきたい。会議の前に考えていることを文書にし

て、お互い読みあったうえでこの会議に臨むと、より議論が進むと思うがいかがか。 

・市議会だよりを見ると、議員から第４次計画の検証結果を踏まえたうえで、協議を進めて

ほしいとの意見があり、それに対して市は、審議会委員に第四次の計画の課題等の情報を

提供するという説明をした。前回の分科会で検証資料をいただいたが、検証結果を踏まえ

た状態で協議を進めるには心細い状況である。 

・その検証資料について、大きく四点気付いたことがある。一つ目は、「主な取り組み」の

箇所について、計画段階での主な施策事業に対応したものでなく、単に実施したことを書

いている。二つ目は、目標が定性的であって、定量値がなかった。三つ目は、全項目につ

いて、成果のほか課題もたくさん書いてあり、結果として成果なのかそうでないのかが判

然としない。四つ目は、最後のまとめで、計画段階での主な施策事業について、20年度末

で完了もしくは順調に推進されているものが概ね90％弱と書かれていたが、１年後の平成

21年度末でどうなるのかということは、検証が非常に難しいと思う。それは、個別の検証

が明確でないからである。 

・これから先の明石を考える時に、今までのことは考えないで先を見ようということだが、

今自分たちが今いる足元をどう認識するか、これまでどんなことをやってきてこれから先

どんな状況になるかということ抜きでは考えられないのでないか。 

・この審議会での意見・提言が、市役所内の調整会議そして策定会議を経て、どのように素

案に反映されていくか明確でないが、審議会の価値を高める努力が委員として必要である。 

自治基本条例の検討では、検討委員会の答申と条例素案との乖離が大きいと見受けられた。

審議会に同席している市の幹部が委員に対して何らかの示唆をいただけるような機会があ

ってもよいと考える。 

・自治基本条例案に、「市長は総合計画に定めるまちづくりの目標を実現するため、具体的

な施策・事業について個別の計画を定めるとともに、実行していくための計画を策定し、

達成目標等をできる限り数値で示すものとする。」とあり、このことを十分認識して取り

組んでいかなければならない。ちなみに、今回の資料４にある37の個別計画のうち数値目

標があるのは16である。定量的に設定しなさいということから、第４次と第５次の計画で

は大きな変化が明示されることが求められている。 

・今までは数値目標がなくてもやってこられたことや、あるいは検証にあたっても、目の前

の仕事がたくさんあって、それをまとめるので精一杯という情況なのかもしれない。 

・以上述べたことは、今日のテーマから逸脱しているという指摘があろうかと思うが、自分

としてはまちづくりの力点の最大のポイントだと考えている。自治基本条例がいくつもの

別途の条例を定めるという規定になっている。第５次長期総合計画についてどうするのか、

現存する個別計画の見直しに係る考え方の整理が何よりも大切であると考える。 

・協働のまちづくりの推進については、平成17年度末の提言に沿って推進されているが、自

治基本条例の中で別途条例を定めるとするなかで、もっとも重要な課題である。市民の行

政への参画、情報の共有、検証、見直しの体制など急を要する課題は多くあると認識して

いる。 
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（分科会長） 

・委員の指摘は総合計画の大きな枠についてであり、それを超えて自治基本条例のところま

で踏み込んだ意見である。事務局からコメントをいただきたい。 

 

（事務局） 

・審議会の進め方について、できるだけ皆さんからご意見をいただく一方で、負担になりす

ぎないよう考えていく必要がある。 

・検証資料は、コンパクトにまとめているので大まかになっているが、概ねの課題について

できるだけ整理している。定量的な検証については、第１回審議会で配付した明石の現況

の資料も活用していただきたい。 

・総合計画を作った後どう進行管理していくかは大きなポイントであり、計画素案を作って

いく中でＰＤＣＡについて考えていくので、皆さんからご意見をいただきたい。 

 

（事務局） 

・定量的な検証について、10年前の計画時にきちんとできていなくて、反省すべき点もあり、

そういう時代でなかったということもある。ただ、行政の取り組みについては、定量的に

評価できるもの以外に、定性的評価に終わらざるを得ないものもあるので、全部を定量的

にというのは難しい。また、定性的な検証は、評価が分かれるところがあるので、定量的

な評価と違う方法でしないといけないということもある。 

・第５次計画については、これからのまちづくりのイメージ、夢を描いていただくというこ

とを考えており、個別計画がそれぞれの分野で動いているので、各分野の評価検証につい

ては、個別計画で行っていきたい。自治基本条例案にもあるが、総合計画では横串的に大

きく見ていく中で、全体的な検証を行っていくことになる。 

・第５次長期総合計画の検討の中では、今後10年間、どうまちづくりをしていくかという視

点で、それぞれ10年後の明石のまちの姿、夢を描いていただき、こんなまちになったらい

い、こんな運営ができたらいいという議論していただきたい。検証の資料については、そ

ういった構想づくりの参考にしていただきたいと考えており、ご理解いただきたい。 

 

（分科会長） 

・委員指摘の点は、頭の中に置きながら議論をしていかないといけない。特に計画の検証に

ついては、いずれの計画を作るときにも検証をどこまでするかという議論は必ず出てくる。

今回、明石の場合は、第４次計画の策定時に想定していなかったこともあり、どれぐらい

の達成度があったかを数値的に把握するのは難しいということである。事務局のほうでで

きる限り、目に見える形で成果を示していただきたい。 

・この場で議論したことは聞き置いて、後は事務局が作るということでは困るという指摘に

ついては、事務局も十分に考えていただきたい。また、各委員の指摘や提案について、制

度を作っていく行政としてどう対処できるか、これからの議論のなかでどう提示できるか

ということも含め、整理していただきたい。我々は市に対して投資しているのであり、そ

れに対して少しでも報いていただくとともに、パートナーとしてそれぞれが協力して進め

ていきたい。 
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（委員） 

・計画を作ったが、冊子になって終わりというプロジェクトや、実施はするがノルマを達成

するためだけということにならないか危惧している。今回は私たちが作るのでなく、意見

を聞いてそれを反映して作るということなので、実行しやすく市民に広まりやすい計画の

提案が必要になる。 

・明石の良さを市民がよく知って明石を好きになることが、将来的に明石が繁栄するために

重要だと考えている。実行しやすく、広まりやすい方法として、児童や学生に対する地元

についての教育があればよい。週休二日制になってからは、身近な環境や地元のことにつ

いて調べる時間がどんどん減っている。 

・例えば環境問題をみると、ＣＯ２削減は自分が取り組んだところでどうにもならないと考

える人がおそらく多くいるなかで、明石には里山やため池があり、川や水路を伝って農地

や最終的に海に流れ込むという一連の水の流れがあり、そういう大切な自然が残っていて、

珍しい鳥も来るし、オニバスなど絶滅危惧種もある。毎年、地元の団体が観察会などの活

動を行っているところもあるが、コミュニティや財政的な問題もあり、もっと支援して、

地元や学校に見えるかたちにできればよい。最近は小学校、中学校への環境教育も広まっ

てきているが、学校の先生がもっと進んでやっていくことで明石の良さが出てくればよい。 

・明石のよいスポットはいっぱいあり、地域コミュニティを中心にイベントを開催するのも

よい。自然が豊富にある場所は、危ない箇所やバリアフリーの問題が出てくるかもしれな

いが、埋めたりなくしたりしてしまうと、明石のいいところが失われるということも考え

ていただきたい。農地がどんどん住宅地になっているという現状も考えていくべきである。 

・コミュニティを作るために何か市民の人たちの手であずまやのような施設を作るのもよい。

コンクリートを使って植物を傷めて作るのではなく、市民の手で自然の材料を使って作っ

ていく方法で考えることが大事である。 

 

（分科会長） 

・重要かつおもしろい提案である。もっと踏み込んで、学校で地域のことを学べるようにと

いうことである。地域への愛着が出てくると子どもたちの情操にも影響する。市民が提案

しながら行政と一緒に地域づくりをしていくのは、これから本当に重要になってくる。 

 

（委員） 

・計画を作ってしまえばそれで終わりということに関連して、政策や施策の大綱を作り、実

行計画に移っていくなかで、定性的でなく定量的な目標を作り、そこに住民が参加するの

が参画である。ある事業を自治会などと一緒にやろうということだけが参画ではない。 

・今まで自治体は東京に要望を出していた時代であったが、これからは、住民による自治体

を作っていくことが大事である。市民が参画できる行政のシステム作りが大事である。 

・将来像のキーワードがいろいろ出ているが、一つにまとめるならおそらく住み続けたいま

ちということであり、そこに環境や緑、安全安心など全部ぶら下がってくるのでないか。 

・例えば、国の生活保護制度について市独自でプラスアルファをすると、生活保護者が集ま

ってくるし、高齢者施策を打ち出すと高齢者が、子育て施策を打ち出すと子育て世代が集



 - 10 -

まってくる。子育ては明石が良くても、中間世代は神戸がよいとなると転居されてしまう。 

・国の施策によるものが結構あり、金太郎飴のような施策を残しておいてもよいが、そこで

明石が基礎自治体として独自でできること、しかもお金がない中でやれることというのは、

ソフト的なことになる。また、そういうなかで、例えば用途地域をこうと決めてしまい、

開発をしないとすればお金はかからないが、そういうお金のかからない施策で市独自でで

きることをどうやって持ってくるかが重要である。 

・住み続けたいまち、住み続けようというまちが、一番のキーワードと考えている。明石は

サラリーマン世帯が一番多く、ベッドタウン化しているが、土日は家にいてほっとする、

子どもを連れてどこか散歩に出るなど、住環境のよいまちが目指すべきまちである。 

 

（分科会長） 

・政策の重点のあり方によってまちの個性が変わり、人はその個性を求めてやって来るだろ

うという意見である。いわゆる足による投票である。明石が金太郎飴でなく、どのような

個性のあるまちになりたいかというのは、どんな人に寄ってきてほしいかということにな

らざるをえない。これまでの日本のまちづくりの観点からいくとなかなか難しいが、これ

からは各地域が自らの政策を出していくという方向になろう。 

 

（委員） 

・全部に手を入れていこうとすると、これもあれも大事となってどうしても総花的になり、

地域間競争の中でどこもスーパーをやっているようなことになる。今までの流れからこれ

から変わって行くというなかで、この部分が得意という専門的分野に絞りこんで、柱をい

くつか見つけていかないといけない。 

・家族が小さくなって多様化し、インターネットも普及したなかで、ライフスタイルととも

にモノを買うスタイルも変化しており、明石が今まで以上にもっと力を入れていかなけれ

ばならないのは観光である。 

・商店街の立場からいうと、地元に軸足を置いて、地元のお客さんに支持される商店街づく

りが、観光客にも支持されるというのは当然であり、魚の棚の周りもひっくるめて活性化

し、住んでいただけるお客さまが増えるというのが大事である。 

・有馬では、学生を使って、まちのベストショットとワーストショットを撮り、よくないと

思うところ、ここが危ない、こう改善したいというものを観光に活かしていた。 

・魚の棚は、地域密着の店と観光型の店が競争しているところがあるが、魚の棚だけでなく、

周り全体をひっくるめた面で考えないと、これから先の商店街は厳しい。歩きたくなるま

ちの演出や、イベントなどが定着して勝手に動いていくようなかたちを作っていかないと

いけない。 

・安全安心という点では、明石流のユニバーサルデザインを考えるとよい。例えば、道路を

平らにしたが、店との間に段差ができたではいけないし、これからいろいろな方、中国な

どよその国からも来て、交流するまちになるかもしれないと考えると、より受け皿の広い

ユニバーサルデザインを考えていくのがよい。 

・空き店舗対策として、商店街に学生のチャレンジショップや、海のない自治体、市場のあ

る市との交流のほか、元気な高齢者に何かしていただくなど、コミュニティの問題なども
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一緒に考えられるようなものができればよい。 

 

（委員） 

・学校で明石のことを勉強し体験するのがよい。昔は、海、池、川など住んでいるまち自体

が遊び場であった。今は家でゲームをするので、家と学校の間にある地域のことをあまり

知っていないのが現状である。学生に就職や結婚をしても住んでもらえる明石にしていき

たいし、それだけの土壌、財産が明石にはたくさんある。これを発信するために学生と話

をする機会を持てたらよい。 

・明石には海という素晴らしい素材があり、漁師、観光協会、商店街それぞれで考えるので

なく、皆が知恵を出しながら、市とも一緒になって作っていくことが大事である。豊かな

海を発信し、利用してまちづくりに活かすことができるとよい。 

 

（分科会長） 

・まちづくりの推進には、パートナーが重要だという意見である。各委員の発言について質

問やご意見があればお願いする。 

 

（委員） 

・今回、様々なメンバーが集まっており、審議会と併行して議論できるような別の場が設け

られないか。 

 

（事務局） 

・総合計画を作った後、どう具体的に進めていくかについて、市民のご意見をいただく場な

ど考えていきたい。 

 

（分科会長） 

・最後に副分科会長に今日のまとめをお願いする。 

 

（副分科会長） 

・たくさんの意見をいただき、総合計画を作るうえで重要なキーワードを出していただいた

が、それぞれが相互に関連していると感じた。 

・一つめは、人の問題であり、人をこう育てる、人をこう活かすという意見、二つめは、明

石という場所や立地条件を活かすという意見、三つめは、明石の持っている地域の中の資

源を活かすという意見であった。 

・今日のテーマであるまちづくりの重点として、一つは安心安全であり、それは一般にいう

安心安全ではなく、明石なりに地域の資源をいかしながら、安全安心を考える必要がある

ということである。例えば、明石なりのユニバーサルデザインや、ため池の活用である。 

・二つ目は、地球環境の問題である。これも一般論でなく、明石が持っている特色とか資源

をいかした中で、考えることが大事である。例えば、海、川、里山を活用して環境教育や

元気な高齢者が一緒に取り組む環境教育で、環境問題に対応していくことである。 

・三つ目は、観光の問題である。例えば、体験型の観光で明石ブランドを活かすことや、コ
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ミュニティビジネスを進めていくことなどである。特に食育でも意見をいただいたが、明

石特有の食べ物の活用や、子どもたちの食生活の問題は、教育の問題にも広がる。その前

には農業政策が大事であり、都市農業を守っていくことが、食生活につながり、それが子

どもの教育につながり、それが安心な社会につながっていく。 

・さらに、教育環境を整えるのも非常に大事である。親と子が一体となった教育の場で、若

い人に明石を知ってもらうことが第一であるという指摘や、子どもの遊び場としても明石

の特色を活かすということもあった。 

・また、人の問題として、元気な高齢者に地域でその能力を活かしてもらうと同時に、若い

人にも明石のことをよく知ってもらうことが大事である。住む人と訪れる人、あるいは従

来から住み続けている人と新規に居住する人、それらの人と人とのつながりについて、持

続性やパートナーシップが大事である。それから、地域力というものを育てていく、それ

を活かしたまちづくりをしていくことが大事である。 

・いろいろなキーワードが関連していると感じたところであり、事務局でうまく整理してい

ただきたい。 

 

（分科会長） 

・私も副分科会長と同じ感想であり、事務局で整理いただき、それを委員の皆さんに確認い

ただく。それでは第２回目の第２分科会はこれで終了する。 

 

４ 閉  会 

 

（事務局） 

・長時間にわたり、幅広くご意見いただき、総合計画のビジョンを考えていく上で、また、

個別の分野に取り組んでいく上で活かしていきたいと思う。 

・次回の審議会は、４月24日土曜日の午後１時半から、市議会の大会議室で開催を予定して

いる。午前中には第１分科会を予定している。内容については、都市経営の展開というこ

とで、市民の皆さんと行政とがどういった形で力を合わせて進めていくか、また、市民が

持っている資源をどう活用していくかといったマネジメントの話についてご意見いただき

たいと思っている。本日はありがとうございました。 


