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素 案 の 主 な 修 正 内 容 

※「素案修正の参考としたご意見」欄は、修正に反映したご意見のみを抜粋しています。 

１ 全体構成について 

⑴序論の構成の修正 

修正内容 素案修正の参考としたご意見 

・従来の３章構成を２章構成に改めた。 

第１章を「計画の概要」とし、従来の「第１章 計画策定の趣旨と基本姿勢」お 

よび「第２章 計画の構成と期間」をまとめるとともに、第３章の「計画策定の背 

景」を第２章とした。 

・第２章「計画策定の背景」の節構成を改めた。 

第１節に「明石の地勢とこれまでの歩み」を新たに加えた。また、第２節を「明 

石の地域特性」とし、明石の強みを示す部分をより前で示すこととした。 

（新） （旧） 

第１章 計画の概要 第１章 計画策定の趣旨と基本姿勢 

第１節 計画策定の趣旨と基本姿勢 第１節 計画策定の趣旨 

第２節 計画策定の構成と期間 第２節 計画の基本姿勢 

第２章 計画の構成と期間 

第１節 計画の構成 

第２節 計画の期間 

第２章 計画策定の背景 第３章 計画策定の背景 

第１節 明石の地勢とこれまでの歩み 第１節 社会経済情勢の変化 

第２節 明石の地域特性 第２節 明石市を取り巻く状況 

第３節 社会経済情勢の変化 第３節 明石の地域特性 

第４節 明石を取り巻く状況 

・冒頭に、明石の地理的位置や歴史、市制施行から自治基本条例制 

定までの歴史・成り立ちについて、簡単な説明があるとよい。 

・背景から基本方向までの流れが暗い。明るい未来へ向けて具体的 

に取り組むことにつながる表記がほしい。 
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⑵ 基本構想の構成 

修正内容 素案修正の参考としたご意見 

・従来の３章構成を２章構成に改めた。 

第１章を「目指すまちの姿」とし、従来の第１章「まちづくりの基本方向」と第２章 

「まちづくりの目標」をまとめるとともに、第３章の「まちづくりの手法と戦略」を第２ 

章とした。 

・第１章「目指すまちの姿」の節の表現を修正した。 

第２節を従来の「まちづくりの基本認識」から「これからの時代認識」に改めた。 

第３節を従来の「10年後の目標」から「目指す10年後のまちの姿」に改めた。 

（新） （旧） 

第１章 目指すまちの姿 第１章 まちづくりの基本方向 

第１節 まちづくりの理念 第１節 まちづくりの理念 

第２節 これからの時代認識 第２節 まちづくりの基本認識 

第３節 目指す10年後のまちの姿 

第４節 今後の人口、都市空間の考え方 第２章 まちづくりの目標 

第１節 10年後の目標 

第２節 今後の人口、都市空間の考え方 

第２章 まちづくりの手法と戦略 第３章 まちづくりの手法と戦略 

第１節 まちづくり手法 第１節 まちづくり手法 

第２節 まちづくり戦略 第２節 まちづくり戦略 

・理念の部分が、「人が集まり、つながり、成長できるよう 

な人が豊かに育つまちをつくる」という目標にどういかし 

て、流れていっているかがわかりにくい。理念だけ、目標 

だけをそれぞれ見ればなるほどと思うが、どうつながるか 

の流れがわかりにくい。 

・「10年後の目標」という言葉について、10年後のまちのあ 

るべき姿があり、そのための目標ではないか。 

・10年後の明石の社会像を表すものにしたい。
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２ 序論の内容の修正 

修正箇所 修正内容 素案修正の参考としたご意見 

計画の基本姿勢 

素 案：P.2 

修 正 案：P.2 

・「～将来ビジョンとその実現のための基本的な方針を定める総合 

計画～」を「～まちの将来ビジョンをしっかりと定めます～」に 

修正した。 

・新たに「～市民、事業者とともに計画を推進します～」を追加し 

た。また、説明のなかで、自治基本条例の趣旨を明確にして、そ 

れを踏まえた計画推進について記載した。 

・自治基本条例について、文章上条例の趣旨は出ているが、明 

石市の基盤となる決まりごとであり、もっとはっきり打ち出 

すべきである。 

・市民が自ら担い手になっていこうということを、市民に広げ 

ていく必要がある。この審議会を含め市民から聞いた声であ 

るということをできるだけ出したほうがよい。 

社会経済情勢の変化 

素 案：P.4,5 

修 正 案：P.6,7 

・現状の説明を簡潔に記載することとし、以下のとおり修正した。 

・「経済の低成長」の説明を簡潔にした。 

・「価値観の多様化」を「人々の意識の変化」に修正し、説明を簡 

潔にした。 

・まちづくりの基本認識に社会経済情勢の変化とあるが、序論 

の内容と重複するのでないか。 

３ 基本構想の内容の修正 

修正箇所 修正内容 素案修正の参考としたご意見 

まちづくりの理念 

素 案：P.12,13 

修 正 案：P.14 

・簡潔な説明となるよう整理した。 ・理念の中で、まちの賑わいや活力が、個人の尊厳とどう関連 

して展開しているかがわかりにくい。 

これからの時代認識 

(まちづくりの基本認識) 

素 案：P.14 

修 正 案：P.15 

・序論「計画の背景」を踏まえたこれからの時代認識として、全面 

的に修正した。その中で「ひと」に焦点をあてたまちづくりを進 

めることへの展開を明確にした。 

・まちづくりの基本認識に社会経済情勢の変化とあるが、序論 

の内容と重複するのでないか。 

・人口減少に伴い、どのような現象が発生するといった、長期 

的なビジョンにかかる２次的な予測がされていない。 

・「まちづくりの目標」や「10年後の目標」という見出しを、「目 

指す10年後のまちの姿」に変更した。 

・10年後の目標とあるが、10年後のまちのあるべき姿があり、 

そのための目標ではないか。 

目指す10年後のまちの姿 

(まちづくりの目標) 

素 案：P.15 

修 正 案：P.16 

・目標のフレーズを「人もまちも豊かに育ち続ける 未来安心都 

市・明石」から「ひと まち ゆたかに育つ 未来安心都市・明 

石」に変更した。 

・目標のフレーズには、ありとあらゆることが詰め込まれてお 

り、見やすく、すぐ頭に入る表現にしてほしい。 

・「子午線のまち」というフレーズを、明石の商標のようなも 

のとして、目標フレーズの中で使ってはどうか。また、駅名 

やインターチェンジ名等にも使い、子午線のまちという方向 

性が出せればよい。
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・従来から使われていた「時のまち 明石」というのも、子午 

線と重ねて明石を象徴する表現としてよい。 

・目標のフレーズは、全体を網羅した表現となっており、よ 

い。 

まちづくり戦略 

素 案：P.18 

修 正 案：P.21 

・「子どもの健やかな育ちで みんなの元気をうみだす」というま 

ちづくり戦略の狙いについて、目指すまちの姿との関連を明確に 

するなど、説明を修正した。 

４ 戦略計画の内容の修正 

修正箇所 修正内容 素案修正の参考としたご意見 

戦略の展開（全般） 

素 案：P.26～35 

修 正 案：P.30～39 

・それぞれの「展開の方向」の説明について、打ち出した理由と、今 

後の方針についての記載に整理し直した。 

・それぞれの「主な施策」について、わかりすい表現に修正するとと 

もに、すべて丁寧語に変更した。 

・戦略や展開の方向、主な施策の表現がコンパクトにまとまり 

すぎているように感じる。 

・展開の方向「日常生活の安全性を高める」の主な施策 

①「消費生活の安全を図る」を「消費生活における啓発や相談体制 

を充実します」に修正した。 

・個別計画の中で「消費生活」が抜けていて、今ある個別計画 

だけでは対応できない。是非検討をお願いしたい。 

・展開の方向「健康に暮らせる期間を延ばす」を「健康な心と身体を 

維持する」に修正した。 

・その主な施策 

①「医療連携体制を充実する」を「地域医療機関のそれぞれの機能 

に応じた連携体制を充実します」に修正した。 

・「健康に暮らせる期間を延ばす」について、表現に違和感が 

ある。意味は分かるが表現が露骨に感じる。「健康に暮らせ 

る長寿社会を目指す」などの表現のほうがよいのではない 

か。 

・市民病院は本来、急性期医療病院としての役割がある。市民 

にその点を理解してもらい、かかりつけ医を持ってもらう必 

要がある。「医療連携体制を充実する」の中にその点が含ま 

れるのか。 

１ 安全・安心を高める 

素 案：P.26～27 

修 正 案：P.30～31 

・展開の方向「共に生きるための支えあいを充実する」の主な施策 

①「地域での連携した福祉活動を充実する」を「社会福祉協議会と 

連携して地域での福祉活動を充実します」に修正した。 

②「障害者の就労を支援する」を「障害者の就労支援や生活支援を 

・総合計画（素案）の広報紙には、障害という文言がない。 

「障害者市民」という語句が他市でも使われる例が多くなっ 

ており、障害者へ目を向けるような表現があってもよいので 

ないか。
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充実します」に修正した。 ・主な施策「支援が必要な高齢者の見守りや生活支援を充実す 

る」について、高齢者だけでなく障害者も加えてほしい。 

・展開の方向「主体的な地域活動、市民活動を広げる」の主な施策 

①「事業者や学生と地域との交流・連携の場を広げます」を追加し 

た。 

展開の方向「認め合う開かれた地域をつくる」にあった主な施 

策「企業と地域社会との交流・連携の機会を充実する」に、学 

生との交流・連携を加えて、記載場所を変更。 

・地域コミュニティの中で、ＮＰＯなどに加え、教育機関を活 

かすという視点もいるのではないか。 

・地域の企業の中に学生などが入っていく体制をつくっていく 

ことも、コミュニティを活性化させる上においては大事にな 

る。 

２ 自立した地域コミ 

ュニティをつくる 

素 案：P.28～29 

修 正 案：P.32～33 

・展開の方向「認め合う開かれた地域をつくる」の主な施策 

①「多様な立場や違いを理解し、認め合うユニバーサル社会の実現 

に向け、意識の啓発を進めます」を追加した。 

・ユニバーサル社会に向けた取り組みは、今後継続的に行って 

いくことが大事であり、ユニバーサルの拠点を中心とした地 

域コミュニティづくりなど、ユニバーサルという文言を入れ 

ることによって、地域コミュニティの意味合いを明確にでき 

るのではないか。 

３ 明石らしい生活文 

化を育てる 

素 案：P.30～31 

修 正 案：P.34～35 

・展開の方向「自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる」 

の主な施策 

①「生物の多様性を守り、はぐくむ」を「生物の多様性を守るとと 

もに、自然に触れ学ぶ機会や場を充実します」に修正した。 

②「自転車を利用しやすい環境を整える」を「サイクリングなど自 

転車を利用しやすい環境を整えます」に修正した。 

・主な施策「生物の多様性を守り、はぐくむ」について、それ 

らを守るための学習を小・中学校の段階で取り入れるべきで 

はないか。 

・小、中学生に明石の漁業や農業などを体験学習させるような 

観点を、積極的に加えても良いのではないかと思う。 

・主な施策「自転車の利用しやすい環境を整える」について、 

広い意味では、「１ 安全安心を高める」の中にあるバリア 

フリー施策に含まれるのではないか。環境問題として捉える 

ことは理解できるが、わかりにくくなるのではないか。 

・自転車について、「自然を享受する」という視点で考える 

と、自転車だけでなく、歩行者も同様に考えられる。人が歩 

けるまちも大事である。 

・自転車が通りやすくなるということは、歩行者にとって危険 

が生まれる可能性もある。そのあたりを踏まえた整備が必要 

である。 

・車で来ても駐車場で止め、その後、自転車や歩いて移動でき 

るような仕組みを整備できるとよい。
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・展開の方向「食・海・時を暮らしにいかす」の主な施策 

①「地域の食材をいかし、食文化を育てる」を「明石の食材をいか 

し、食の豊かさを楽しむ機会を充実します」に修正した。 

②「食育を進める」を「食の大切さや楽しさを養う食育を進めま 

す」に修正した。 

・世界中で魚食文化が注目され始めていて、つながりもできて 

きていることを再認識し、地元の方に理解してもらえる仕組 

みづくりが大事である。 

・海を守るとともに、漁業をするところと遊ぶところの住み分 

けなどを市民とともに考えて、うまく利用できるとよい。 

・働いているとなかなか地元の食にあずかれない。地産地消の 

直売所がある市もあり、そういう場所があると、住んでいる 

人も明石の恵みを手に入れられる。 

・食の大切さや食事の楽しさ、一緒につくる喜び、そして栄 

養や食品に関する正しい知識等の栄養教育を実施すること 

は、より豊かな選択の目を養うことができる。未来ある子 

ども達には地域の特性を生かした食育も大切である。食育 

（栄養教育）が教育現場や地域社会で実施されることを望 

む。 

・展開の方向「子育て家庭を支える」の主な施策 

①「妊娠・出産期の母子や家庭への支援を充実します」を追加し 

た。 

②「一人親家庭への支援を充実します」を追加した。 

・人を育てるという視点から、子どもが生まれる前からの支 

援、胎児に対する施策も必要である。 

・母子家庭、父子家庭など低所得の単身家庭が増えている。負 

の連鎖を断ち切ることが必要だ。 

５ 一人ひとりの成長 

を支える 

素 案：P.34～35 

修 正 案：P.38～39 

・展開の方向「幅広い世代の意欲をはぐくむ」の主な施策 

①「女性の就労や地域活動への参加を広げる環境づくりを進める」 

を「女性の就労や男性の地域活動への参加を広げる環境づくりを 

進めます」に修正した。 

行政経営の展開 

素 案：P.36～37 

修 正 案：P.40～41 

・展開の方針の各項目について、今後の主な取り組みを分かりやすく 

示すため、冒頭に主な取り組みを記載した。 

（参考）個別計画一覧 

素 案：P.40～41 

修 正 案：P.44～45 

・都市基盤整備分野 住環境 「建築行政マネジメント計画（策定 

中）」について、市が策定するのではなく、県民局単位で策定する 

ことに変更となったため、削除した。


