
第５次長期総合計画 素案へのご意見 

［第８回長期総合計画審議会（ 10月23日 ）］ 

［第９回長期総合計画審議会（11月10・11日）］ 

［審議会委員から書面でいただいたご意見］ 

※第５次長期総合計画（素案）に対して審議会委員からいただいた主なご意見について、素案 

の修正案の項目に沿って整理しています。 
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Ⅰ 序論 

１ ・冒頭に、明石の地理的位置や歴史などの簡潔な説明があったほうがよい。 

２ ・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。計画の内容は、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。 

３ ・社会経済情勢の変化についての記載が、序論と基本構想（まちづくりの基本認 

識）にあるが、重複しているのでないか。 

４ ・市民の姿が序論の明石を取り巻く状況から見えない。人に焦点を当てることか 

ら、人々の生活文化や価値観、意識がどのように変化してきたのかを盛り込む 

必要があるのではないか。 

Ⅱ 基本構想 

第１章 目指すまちの姿 

第１節 まちづくりの理念 

５ ・いつの時代も変わらないまちづくりの理念というのなら、第４次計画で掲げて 

いるまちづくりの基本理念と変わらないと解せるが、矛盾していて、理念の解 

釈が妥当ではない。 

６ ・理念の部分をどういかして目標の部分に流れていくのか、つながりがわかりに 

くい。 

７ ・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。 

第２節 これからの時代認識 

８ ・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。 

９ ・これまでの忙しく働くという価値観から、少しゆとりを持ってゆったり過ごせ 

ることを目指すというような、価値観の変化などが未来へのワクワク感につな 

がるのではないか。 

第３節 目指す10年後のまちの姿 

10 ・10年後の目標という見出しがあるが、10年後のまちのあるべき姿があり、その 

ための目標でないか 

11 ・目標のフレーズは、他のどこの都市でも謳うような内容である。 

12 ・目標のフレーズは、選択と集中と言いながら、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。 

13 ・「子午線のまち」を、明石の商標のようなものとして、フレーズの中で使って 

はどうか。駅名やインターチェンジ名などにも使い、明石は子午線のまちとい 

う方向性が出せればよい。 

14 ・従来から使われている「ときのまち 明石」も、明石を象徴する表現としてよ 

い。 

15 ・戦略を導くことや、市民主体の自治に通じることから、「人を育み、人が育む 

子午線海峡都市・明石」はどうか。
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16 ・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。 

17 ・人に焦点をあてた点でユニークな計画である。「人の成長」が都市政策上どう 

いう意味を持つか、市民に理解してもらえる表現をしていくことが大切であ 

る。 

「人の成長」とは学校教育や意識教育もあるが、大切なのはまちづくりの担い手 

が地域活動に関心を持ち参加するという意味での成長である。 

18 ・「人に選ばれ人が集まる」に関して、人が集まり相乗効果があるということ 

で、「人が集まり魅力がある」などの表現でもよいのではないか。「人に選ば 

れる」という表現は考える余地がある。 

第４節 今後の人口、都市空間の考え方 

19 ・目標人口を30万人、あるいは31万人とし、中核市を目指してチャレンジするこ 

とが、目標の達成につながるのでないか。 

第２章 まちづくりの手法と戦略 

第１節 まちづくり手法 

20 ・明石らしさとは何か、それをどう普及し活用するかという意見が多い。まちづ 

くり手法の「地域にあるものを活用する」のところでもっと踏み込んで書くと 

よい。 

第２節 まちづくり戦略 

21 ・｢子どもの健やかな育ちで みんなの元気を生み出す｣という戦略について、人の 

成長が基本であり、子どもが元気に育てばみんなが元気をもらえるという考え 

方には賛同できない。子どもが健やかに育つまちづくりを進めることを戦略に 

するのは賛成である。 

22 ・戦略の柱の順番には理由があるのか。子育てが戦略の中心であるなら、「５ 

一人ひとりの成長を支える」を一番前に持ってくるべきではないのか。 

23 ・戦略の柱の順番は、関わる人が多い順であると感じた。直接的な戦略が最後に 

あると、読まない人が多いようにも感じる。
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Ⅲ 戦略計画 

第１章 戦略の展開 

（全般） 

24 ・全体の工程として例えば３年後にはできるものとか、実践的な部分が見えな 

い。意識して表現したらどうか。 

25 ・時代の流れが速いので、細かいところを詰めるよりも、施策の段階で修正が可 

能なように広くとれる表現にしてほしい。 

26 ・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。 

27 ・この計画は柔軟性をもたせるため、抽象度が高くなっている。市民が具体的に 

イメージできる方がリアリティはある。柔軟性とリアリティのバランスをどう 

とるかだが、市民がわかりやすくなるように検討する必要がある。 

１ 安全・安心を高める 

28 ・書き出しについて、子どもとの関係をはっきりさせると、他の戦略と統一した 

表現になるのではないか。 

29 ・明石に住んでいる人にメリットがあることが必要だが、それだけでなく安全・ 

安心な状況を作り出し、それに魅力を感じる人が明石に流入して、人口が増加 

していくような展開を目指すことが求められる。 

（●非常時への備えを万全にする） 

30 ・市民などの役割もあるが、非常時では行政の役割が大きいように感じる。 

31 ・防災上では地域住民でやれることは限られる。ハード的な部分など行政のプラ 

ンニングが大事。 

32 ・ゲリラ豪雨や気候変動など不測の事態が起こったとき、具体的にどのように対 

応するのかわかりにくい。問題発生時にすぐに対応できる組織の構築が求めら 

れる。 

33 ・高齢者や障害者など、非常時に末端まで情報がいく仕組みなどが大事になる。 

（●健康な心と身体を維持する） 

34 ・日本医師会では10年ほど前に健康寿命を延ばすという言葉を使用していたが、 

その表現に近いものがある。 

35 ・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」と 

いった表現のほうが綺麗ではないか。 

36 ・救急医療体制は、明石市だけでは不足している。医療圏で考え、加古川や神戸 

の病院も使用するなど、明石だけ考えるのは非常に難しい。 

37 ・訪問医療体制の充実が必要なのではないか。 

38 ・高齢者施策においては、今のところ施設ケアが中心となっているが、在宅に医 

療が入るということが非常に重要である。地域の中に困ったときにすぐに相談 

に乗ってくれる窓口が必要ではないか。 

39 ・健康で暮らせる期間は誰でも安心だが、本当は健康でなくなった際にどのよう 

に支えるのかが重要。主な施策は、医療的な施策が多いので、福祉的ニーズに



- 4 - 

応える施策が入ってもよいのではないか。 

40 ・予防の観点では、自立して何かに取り組むということが大事で、地域での活動 

も含めて元気に活動していく体制づくりが大事になる。 

（●共に生きるための支えあいを充実する） 

41 ・孤立をなくすためには、地域での連携した福祉活動について、具体的に強調し 

て表現する必要がある。 

42 ・コミュニティと民生委員などの福祉の連携や専門機関との連携が重要になる。 

方向性としてそれらを含みながら表現を検討してほしい。 

43 ・介護などが必要となったとき、どうしたら受けられるかがわかっていることが 

安心につながる。大事なのは相談窓口がはっきりしていること。また、介護体 

制の充実も重要。 

44 ・家事や見守りの援助など、介護認定を受けていればできるが、介護認定に至る 

までの支えあいをどうやっていくかが重要。 

45 ・障害者の相談支援について高齢者の相談窓口との一本化も施策に入れてほしい｡ 

46 ・「支援が必要な高齢者、障害者の見守り」といったように障害者という表現を 

入れてほしい。 

47 ・総合計画の広報紙折込には「障害」という文言がない。あらゆるという表現の 

なかに含まれているのかもしれないが、「障害者市民」という語句が他市でも 

使われている例が多くなってきており、障害者へ目を向けるような表現があっ 

てもよいのではないか。
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２ 自立した温かい地域コミュニティをつくる 

48 ・市民の地域住民として果たすべき役割と責任を明確に打ち出すべきではない 

か。地域での子どもの教育という点も含め、もう一つ柱を立てるべきではない 

か。 

49 ・地域コミュニティの希薄化が進んできたといわれているがそうは思わない。活 

動がないのではなく既にあり、それを引き継ぐという表現のほうが分かり易い 

のではないか。 

50 ・地域という言葉がよく出てくるが、何を指しているのかがわからない。様々な 

意味があると思うが、判りやすくするため、一部を「明石」とかに置き換える 

こともいいのではないか。 

51 ・地域という言葉にはいろんな意味があり、一概にいうことはできないので、文 

脈から読み取らないと難しいのではないか。 

（●主体的な地域活動、市民活動を広げる） 

52 ・今回の総合計画は、人を中心に考えている総合計画であり、人とのコミュニケ 

ーションが大切であるが、現在、地域との接点を持つことが難しい時代になっ 

てきている。今後は会社や商店が地域とともにまちづくりをしていく時代にな 

ってきたのではないか。 

53 ・ＮＰＯなどを活かすとあるが、地域コミュニティの中で、教育機関を活かすと 

いう視点もいるのでは。 

54 ・地域コミュニティのなかに、企業が入ることによって活動が刺激を受け、活性 

化されることがある。そういった仕組みづくりが求められる。 

55 ・反対に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。 

56 ・民生委員が独居老人宅などをまわり、弁当配りや声かけなどを行っているが、 

近所の人や自治会の役員なども参加することで、まちの活性化につながるので 

はないか。地域全体でしなければならない。 

（●高齢者の地域での活躍の場を広げる） 

57 ・これから退職していく団塊の世代を地域に取り込んでいくことが重要である。 

58 ・高度成長期にはストックが形成できたが、そうでない時期においては、ストッ 

クが形成できない人とできる人に分かれる。高齢者から若者へのストックの継 

承も必要となる。 

59 ・少子高齢化のなかで期待できるのが高齢者の創業である。高齢者が技術をもっ 

て創業していく。市はそれを支援し、若者を刺激し創業などにつなげる。こう 

した循環はまちの活性化につながるのではないか。 

（●認めあう開かれた地域をつくる） 

60 ・「地域に関わる意欲を持つあらゆる人」の「意欲を持つ」という表現はいらな 

い。意欲の有無に関わらず地域に関わるあらゆる人に参画してもらうことが必 

要である。 

61 ・子どもたちが日頃から集まり、高齢者も集まり、交流できる場が必要。 

62 ・昔からの強いつながりのある地域には、新しい人は入りにくい状況がある。お 

互いに認め合うことにどのようにつなげていくのかが大事であり、新しい文化
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をどのように受け止めるのかがポイントになる。 

63 ・昭和50年以降マンションが多く建ち、地区によっては旧住民と新住民が拮抗す 

るところもあるようだ。マンションの自治会役員は理解できない話に追われ、 

傍聴者のような状態で、１年で交代してしまう。 

また、高年クラブ連合会に入るには、個別の自治会で高年クラブを結成しない 

といけないということがある。現代における公平を欠く実態の例である。 

これらは、協働のまちづくりにおいて解決すべき重要な課題であり、まちづく 

りにおいて誰もが公平であることは大前提である。 

64 ・ユニバーサルの事業は今後、継続的に行っていくことが大事である。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。
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３ 明石らしい生活文化を育てる 

65 ・生活文化という表現について、文化にまで結び付けなくてもよいのではない 

か。空間などの表現でもよいのでは。 

66 ・生活文化という言葉がわかりにくい。文化は様々あるが、スポーツや食などの 

文化は、生活文化の中に含まれるのか。「明石らしい文化を育てる」という表 

現でもよいのではないか。 

67 ・「明石の良さを育てる」など、端的に誰でもわかるような言葉がよい。 

68 ・生活文化の説明を記載しているが、どういう文化なのかがわかりにくい。もう 

少し説明が必要。生活そのものを文化と捉えるということだろうが、生活習慣 

やものの考え方、価値観など、その地域の生活に付随するすべてが生活文化で 

あると思う。 

69 ・明石らしい生活文化には、マイナスのものもある。まちづくりに興味がない、 

市役所がやってくれるといった意識である。それをどう変えるかも、明石らし 

い生活文化をつくっていくことになる。 

70 ・自然を大事にすることが生活文化になるのではないか。子どもがふるさとの自 

然を知ることが大事で、どのように感じ、過ごし、生きていくのか計画にいれ 

て検証することが大事。 

71 ・明石の人は明石の良さを分かっていない。既に生活の一部になってしまってい 

る。 

72 ・明石らしい生活文化というのは、地域に密着した自然を、住んでいる人にうま 

く利用してもらい、また、ＰＲしていくということだろう。明石の良さを知っ 

て一人ひとりが発信していけるとよい。 

73 ・明石に住みたいと思わせるものはあるが、独特の風習や伝統があるわけではな 

く、田舎と都会の両方の良さがあるが中途半端であり、これという柱がない。 

74 ・明石らしさをどう残していくかが大事。 

75 ・「明石らしい生活文化を育てる」の３つの展開の方向の表現は非常によいが、 

主な施策についてはミニ開発による破壊を防ぐという観点がもっとみえるもの 

があってもよいのではないか。 

（●自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる） 

76 ・「ため池」だけでなく「農地」も減っているので、「農地の保全」も入れてい 

ただきたい。 

77 ・ＣＯ ２ 抑制など一般的な内容が多いので、明石らしい自然を守るために何をすべ 

きかといった、明石を意識した内容にすべきでは。 

78 ・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。 

79 ・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 

加えてもよいのではないかと思う。 

80 ・明石公園や明石海峡大橋もよいが、身近な地域にも公園がたくさんあり、地域 

の公園でゆっくり出来ることも施策の中にもっと見えてもよいのではないか。 

81 ・浜の散歩道での犬のマナーが悪い。せっかくの自然環境が汚されている。解決 

する施策があってもよいのではないか。 

82 ・「自転車を利用しやすい環境を整える」について、広い意味では、戦略１の安 

全安心のバリアフリー施策の中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、この部分に入れるとわかりにくくなるのではないか。
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83 ・「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り、広く捉えることも大事。 

84 ・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。それを踏まえた整備が必要。 

85 ・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。 

（●スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる） 

86 ・文化芸術という言葉は何を意味しているのか。あまり馴染みがない。 

87 ・山陽電車の各駅に、明石の文化資産をＰＲするようなものがあってもよいので 

はないか。 

88 ・スポーツに親しみ、それが生活の一部になるとよい。スポーツを大切にする明 

石であってほしい。 

89 ・もっと明石の歴史を教育しないといけない。明石城主の５代目の松平忠国が、 

明石に人を呼び、藩の収入を増やすために、まちおこしとして源氏物語の話に 

関連して様々な名所を作ったそうだが、全国画一的な歴史教育でなく、そのよ 

うな過去の史実に則った役に立つ歴史教育をすることが必要だ。 

90 ・明石らしい生活文化を育てるためには、自分の住んでいる地域を知っておくこ 

とが必要。知っている人を増やしていくべき。学校教育の中で明石の文化に触 

れる機会を増やすことが大事。 

91 ・若い人など、意外と明石のことを知らないことが多い。明石のことを知り、再 

認識することが本人にとっても勉強になるし楽しいことでもある。知っていた 

ら得することにもなる。愛着や誇りにつながる。 

92 ・市民自身が明石に愛着が持てることが大事である。市歌は明石のよいところを 

歌っている。子どもたちも明石に愛着を持ってもらうため、市歌を教えていく 

べきである。 

（●食・海・時を暮らしにいかす） 

93 ・地産地消のＰＲが大事である。 

94 ・アメリカから魚食文化の取材が来るなど、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。そういうことを再認識し、地元の方にわか 

ってもらえる仕組みづくりも大事。 

95 ・働いているとなかなか地元の食にあずかれない。津山に行くと地産地消の直売 

所があったが、そういった場所があると、住んでいる人も明石の恵みを手に入 

れられる。 

96 ・知多半島の日間賀島は、たこの島としてツアーが組まれ、年間30万人の観光客 

がいる。そこまでの盛り上がりにならないのは残念である。 

97 ・時を暮らしにいかすというのは、食や海に比べると違和感がある。 

98 ・時のまちとして、○月○日は、明石では○○をする日というような、「明石 

暦」をつくってもよいのではないだろうか。 

99 ・食、海、時だけでなく、気候のよさや災害の少なさなど、住みやすいことが明 

石らしさであり、それをもっとアピールできるとよい。住みやすさが誇れるこ 

とだということを前面に出してほしい。 

100 ・海を守るとともに、市民とともに漁業をするところと遊ぶところの住み分けな 

どを考えて、うまく利用できるとよい。
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４ まちを元気にする 

101 ・まちの便利さと安全安心を両立することが求められる。交通の便のいい明石で 

あるが、強みを活かし、不足分を補ってより便利にすることも大事。市民にと 

っても使い勝手のいいまちを目指す。 

（●地域産業を元気にする） 

102 ・地域にあるものを活用するという点で、地産地消を進めていくのがよい。食育 

と重なる部分もあるが、若干ニュアンスが違うと思う。 

103 ・商売人がもうかることへの取り組みに期待する。 

104 ・文化を継承していくうえで、人のノウハウをデジタル化していくことも必要と 

考える。 

105 ・安全安心に生活できるという点では、安定した雇用や就労が大事。雇用や就労 

に対する個別計画がない。子育てにおいても働く場所、人生設計においても経 

済力は大事。 

（●中心市街地の魅力を高める） 

106 ・中心市街地に、情報化の核になるような場所が必要なのではないか。ハードを 

構築することに関しては、あとあとランニングコストがかかってくるため控え 

たほうがよいが、大きなお金をかけずに、県外の方が来られても情報を検索で 

きるような、例えばネットカフェなど通信ができる環境が中心市街地の辺りに 

あれば、恐らく人は動くのではないか。 

（●明石のファンを増やす） 

107 ・明石瓦は有名であったが、衰退している。こうした地域産業など守る方法も含 

めて、魅力の一つとして考えられるものを継続させるような方向も必要。 

108 ・地域が注目されることが重要。そういった意味で観光は明石を活性化していく 

材料になると考える。加古川の人から明石は色々な素材がありよいと言われ 

る。その魅力をもっとＰＲしていければよいと思う。 

109 ・日本だけでなく世界中が観光集客型の経済へシフトしていく時代になってい 

る。明石には元々よい素材がたくさんある。それをどのように水面上にだして 

いくのか、その仕組みを考えることが必要。 

110 ・明石はウォーターフロント都市である。その点をもっと強調することが、集客 

や都市の魅力を高めることにつながるのかもしれない。 

111 ・映像で何かを撮りためて流すことは重要だ。市内の観光スポットや、地域の物 

産などを広めるうえでも動画コンテンツは必要。 

112 ・まちを元気にするうえで、他をまねするのではなく、明石らしさを強調しなけ 

ればならない。情報発信において、外から来た人がどこで観光し、食事し、宿 

泊するのか、一連の流れがもっと強くわかってもらえるようになればよい。 

113 ・６月10日に「時のまち明石 市民マラソン」を行ってもよいのではないか。 

114 ・観光資源の魅力の創出に加えて、魅力を守ることを入れるべき。明石の自然は 

魅力である。しかしそれを守っていく体制がない。観光資源は明石の魅力のこ 

とである。学校教育にも使える。 

115 ・賑わいのあるまちにするため、大蔵海岸を上手く活用する環境づくりを行って 

いくべきである。
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５ 一人ひとりの成長を支える 

116 ・子どもから高齢者まで生涯にわたる学びが大切であり、それぞれの人、年代に 

応じた生涯学習をどう進めるかが、一人ひとりの成長につながるということを 

表現できるとよい。 

117 ・各展開の方向の説明の表現が暗い。現実は現実として捕らまえ、展開の方向と 

しては明るい表現を出すべきではないか。 

（●子育て家庭を支える） 

118 ・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 

策が必要。 

（●質の高い教育を推進する） 

119 ・来年度から中学で武道が必修になるが、技術だけでなく人の道についても教え 

てほしい。また、知・徳・体のバランスの取れた教職員をしっかりと育ててほ 

しい。 

120 ・小学校の子どもの数が減り、それに伴いクラス数が減っている。そうした中 

で、学校生活のなかで育まれるものが変化し、大切なものが失われる。こうし 

た問題を、担い手のとなる子どもの目線から考える必要がある。学校の校区の 

変更も含めた柔軟な対応も必要になる。 

121 ・教師の資質の向上が課題である。実態とか現状を踏まえて資質の向上を図って 

ほしい。 

122 ・就学前児童の環境、待機児童の解消に関して、明石には私立幼稚園が２園しか 

なく公立の幼稚園が28園あり、一元化に移行しやすい環境にあるのでないか。 

できるところからモデル的に進めていけるとよい。 

123 ・最近は人権や権利ばかりが前に出て、義務が後ろに来てしまっている。例え 

ば、子どもの先生に対する言葉にも表れている。もっと義務を前に出して、そ 

ういった教育や話し合いがあるとよい。 

124 ・先生は忙しすぎるなかで、本来の子どもへの教材の研究や、おもしろく授業を 

できる工夫をしている。子どもが先生と向き合うには、先生に時間も技量も必 

要。先生を責めるだけなく、事務作業は他の人が行えるようなしくみなどがで 

きないか。 

（●幅広い世代の意欲をはぐくむ） 

125 ・男女共同参画の観点から、父親と母親の双方が関わることの重要性も感じた。 

126 ・子育てやＰＴＡなど、役員になるのは嫌がられるが、実際にしてみると、社会 

性が育つ。大人が成長するために、殻を破って、参加せざるを得ないような環 

境を作れるとよい。 

127 ・質の高い教育を推進するには、子どもをどうするかに目が行くが、大人がどう 

なのかが大事。職場でのいじめや、法を遵守しないなど。コミセンなど学ぶ機 

会はあっても、自分から学ぼうとしない人にどう機会を作り、質を上げるかが 

大事。
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第２章 計画推進の考え方 

第１節 行政経営の展開 

128 ・きれいに書かれているが、実際に何をどう展開するか具体化すべきである。 

129 ・高専の講義のなかで、今までの審議会の議事録を読んでどう思うかという課題 

に対して、ホームページで探しにくいという意見や、市民主導を中心にするの 

はよいが、どのように市民主導で進めていくかがわからないという意見が多か 

った。市が啓発していろいろな人が参加しやすいシステムを構築することを考 

えないといけない。 

130 ・今まで行政が行ってきたことを、これからは市民同士が自助努力で行うことが 

大事である。 

131 ・参画と協働のしくみづくりの推進に賛同する。小学校区コミセンを拠点に進め 

るのは、具体性があり、進めてほしいと強く感じる。 

132 ・協働のまちづくりは、かねてから小学校区コミセンを拠点として進められてき 

たが、策定が進められている地域福祉計画では、中学校単位で展開する案が出 

されている。福祉抜きのまちづくりは考えられず、地域で活動する者にとって 

は、受け皿は一つだが、行政の窓口は一つではない。縦割りの弊害の典型であ 

り、調整して提案してほしい。同じようなことがないように総合計画で決めて 

おくことが重要である。 

133 ・小学校区コミセンについて、市民が参加しやすい環境づくりを、誰をトップに 

どう進めるのかがわかりにくい。 

134 ・コミセンを拠点としてうまくいかしていくことをきっちり謳えるとよい。コミ 

ュニティだけでなく、福祉もリンクし、高齢者も障害者も集えるような場所に 

なるとよい。 

135 ・地域にいろいろな団体や協議会があるが、参加するのは同じ顔ぶれが多い。人 

づくりをしっかりしていかないと拠点がうまく活用されない。定年なった方だ 

けでなく、若い学生や母親などうまく参加してもらえるように考えていけると 

よい。 

136 ・地域の中心組織をどう作っていくかを示せるとよい。高齢者の団体や地区社協 

など地域の中に同じようなことをしている団体が多くあり、似たようなメンバ 

ーが入って同じような議論をしている。 

137 ・情報化は非常に重要。委員の皆さんから出てきた意見も、市では既に行ってい 

るものもあり、大半が成功をおさめているが、それがうまく市民に伝わってい 

ない。そういった点からもＩＣＴを活用した情報化の推進について行政経営分 

野に記載し、市が舵取りをし、明石の29万人の方々が同じ方向を向けるように 

なればよい。 

138 ・例えば、「ゴミブクロ」の歌をネットやまちの掲示板で発信しているが、市民 

に気づかれていない。総合計画素案の折込も興味を示さない。市側が窓を開け 

ていても、市民の反応がないのはもったいない。年代によって発信の仕方を変 

えるなど、いろいろな人に見てもらえる工夫が必要。 

139 ・人の意識が変わるのは危機感を感じた時である。住みよいまちなのであまり危 

機感がないが、地震や事故が起こると一気に高まる。そういう時だけでなく、 

危機意識をそれぞれの場面で共有できると、意識や行動を変えることができ
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る。そのためには、情報公開が大きく、大変さを共有できる。いろいろな場面 

でそれができるとよい。 

140 ・情報化に関して、これまでの一方通行型から共有される時代に変わってきた。 

今まで行政が全ての情報をもっていたが、市民に知らしめる形になってきてい 

る。このような状態から新しいアイディアが生み出される構造がつくられる。 

141 ・今は縦割りであり、市民が活動しにくいので、活動しやすくするために横のつ 

ながりを持つことが素案のなかに盛り込まれていない。プロジェクトなどで 

も、連携したらより効果的になるようなものも別々のままであり、考えてもら 

うきっかけになればよい。 

142 ・組織に横のつながりや柔軟性を取り入れるのは難しいが、課題である。 

143 ・縦を横で割ると、必ず横割りの弊害が出てくる。谷間は必ず発生するので、完 

璧な組織は不可能である。大事なことは、谷間が出てきたときに、過去のしが 

らみなどではなく、住民の視点をもって問題を捉えることではないか。 

144 ・総合計画のそれぞれの戦略は相互に絡み合っている。実際、実施する部署の末 

端の職員の情報共有が不足していることが、無駄が発生する原因ではないか。 

情報を横に流す仕組みが必要。 

第２節 計画推進のマネジメント 

145 ・総合計画が、個別計画にも当然反映されていくべきであるが、多くの場合既に 

策定済みである。手直しをする必要がある場合もあるのでないか。 

146 ・総合計画が議決された段階で、すべての個別計画と総合計画の関係を照らし合 

わせる必要がある。そのやり方を決めておく必要がある。 

147 ・個別計画を実施する段階ではそれぞれの担当で実施する。また、策定時期もそ 

れぞれ異なる。内容などが重複している分野については、それぞれの部署で意 

見交換や意見の調整等を行うとともに、連携して実施することが必要ではない 

か。近い個別計画同士の連携が課題。これにより施策に広がりができる。 

148 ・実行計画の進行管理について、毎年度１回行えばよいような記載であるが、実 

務のＰＤＣＡは日々迫られているのは民間企業と同様ではないか。危機感が感 

じられない。 

149 ・事業の評価について、県ではアウトカム指標を掲げて定量的に行っている事例 

が多いが、明石では、あるイベントを行い何人集まったとか、こんな行事を実 

施したというのが多い。これらは成果の一部で、本当の狙いが達成できたかは 

別のこと。現状やこれまでのことを振り返って、これから何をしないといけな 

いかという問題設定能力が問われている。 

150 ・着実な進行管理とあるが、どこが行うのか。施策の検証、公表は個別計画ごと 

に行うのか、横断的に行うことが必要でないか。市民に向けての公表をどうい 

う形で考えているか。 

151 ・進行管理の体制が明らかになっていない。細部を明確に決めておく必要があ 

る。総合計画が絵に書いた餅になりかねない。


