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第５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5月28日（金）10:00～12:00 

場 所 市議会大会議室 

出 席 者 加藤分科会長、三輪副分科会長、井上委員、桑原委員、塩野委員、西海委員、 

藤井委員、藤田委員、堀沢委員、丸谷委員、水田委員、安原委員、山本委員 

（計13名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 分科会長あいさつ 

※委員出席状況の報告 

３ 議 事 

（分科会長） 

・配布資料の確認、今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願いしたい。 

（事務局） 

－資料１、資料４に基づき、事務局説明－ 

・今国会に、総合計画の策定義務規定を撤廃する地方自治法の改正法案が提出され審議され 

ていて、それが成立すると、市議会の議決に付すための条例制定が必要になること、また、 

丁寧に市民や市議会の意見を反映し策定していくことを考慮し、今後のスケジュールを変 

更する旨説明。 

・計画素案の提示時期を６月から10月に、審議会の答申時期を11月から平成23年１月に、市 

議会への基本構想議案の提出時期を12月から平成23年３月に変更する旨了解いただきたい。 

－資料２、資料３に基づき、事務局説明－ 

・資料２の「目指すべきまちの理想像」に基づき、市民アンケートやワークショップでの意 

見も踏まえ、まちづくりの方向を４つの視点から資料３に整理している。 

（分科会長） 

・これまで皆さんが発言された市民生活に関わるあらゆることについて、事務局で分かりや 

すい形で整理いただいた。 

（委員） 

・今日の議事内容は、まちづくりの方向と人口についてであって、第４次長期総合計画で 

「まちづくりの目標」として挙げられていたものに相当すると理解してよいか。 

・まちづくりの方向についての視点の整理の仕方について、再検討が必要である。資料２を 

みると、こうしたいという方策について述べている中にも、こんな明石にしたいという目 

指すべき明石の将来像を髣髴とさせるものが含まれている。審議会で質疑が十分に行われ
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ていないので中身が分からないものがあったり、１つの枠の中に単一でないデータがあっ 

たりする。ちなみに、資料２の１ページから４ページにある100のデータを処理し直すと 

147に増える。理想像につながるキーワードに新たに付加すべきかどうかの判別をするに 

は、更なる吟味が必要である。 

・市民ワークショップや各種アンケートについても同様の危惧がある。それらの再検討をし 

てから、不足している視点があるかを検討すべきである。さらに、視点の中で特にどうい 

う方向に力をいれるべきかについては、次回以降の重点をどうするかというテーマの中で 

位置づけるとよい。 

・まちづくりの方向が、これまでの審議会の意見を集約した目指すべきまちの理想像と符合 

しているのに驚いた。委員が各種アンケートなどの結果を良く理解しているからなのか、 

誰が話し合っても同じような結果になるのか。どこのまちでも使えそうなものであり、 

生々しい明石らしさや、今このときだからという時代性を感じられない点が寂しいので、 

それらもっと反映させたものにしていきたい。 

・目標つまり戦略を定めて、それに向かって何をするかという戦術を組み立てていくべきで 

ある。目標がはっきりしないなかで、これをしたい、しなければならないという思いが募 

ることがよくあるが、戦略をはっきりさせたうえで議論を展開していきたい。今日のテー 

マであるまちづくりの方向、つまり目指すべきまちの理想像を明確にすることが何よりも 

大切であり、それをなくして先を急ぐのはよいことではない。 

（分科会長） 

・資料２は定性的な整理になっているが、事務局への提案や、この場で議論すべきことなど 

があるか。また、どういう方向に力を入れるべきかについては、今回も次回も含めて積極 

的に発言をいただきたい。 

・資料３は一般論になりすぎているという指摘であるが、資料に基づいて発言いただきたい。 

資料の整理の仕方についても指摘があったが、他に不足している点などのご意見をお願い 

したい。 

・人口について、増やすか減らすかという議論はあまり意味がないと思うが、総合計画であ 

るので、市民としてどのように考えるかについても発言いただきたい。 

（委員） 

・資料２、資料３は簡潔にまとめていて、会議の内容が分かりやすくなっているが、少し分 

かりやすすぎるのでないか。資料３は、重点を絞っていくために４つの視点に整理したと 

考えるが、全てが互いに関連してくる。 

・つながりを大切にすることで地域コミュニティがよくなり、安全に安心して暮らせるまち 

になる。コミュニティがどんどん発達すると賑わいがあふれてくる。全体的に見て、これ 

とこれは連携しているから、こういうプロジェクトを立ち上げるとおもしろくなるとなる 

ように、関連性を持たせたまとめ方をするとよい。 

（分科会長） 

・それぞれの視点をどの部署が担当すると考えるのでなく、部局横断的な提案としてまとめ 

られるという指摘は、これからの施策展開の重要なポイントではないか。 

（委員） 

・資料２はきれいにまとまっていて、これまでの意見が集約されている。大切なのは理想像
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の実現に向けた手法のほうでないか。４つの視点だけにとらわれず、どのようにしてまち 

づくりを実現させていくか、地域コミュニティの中にどう盛り込んでいくかが大事である。 

・視点１に関して、例えば各学校であいさつ運動をしているが、地域の中にそれが広がって 

いない。地域の一斉清掃を時々実施しているが、そういった時に参加して会話があっては 

じめて絆づくりにつながる。いろいろと企画することが大事である。 

（副分科会長） 

・資料２にこれまでの審議会の意見がまとめられている。特に、左上の「目指すべきまちの 

理想像」の４つのポイントが重要であり、総合計画における将来都市像につながる大事な 

視点であるということで、資料３がある。第５の視点があるとか、３つ目の視点はこう２ 

つに分けられるなど、不足するものや重複するものがあるかといった問いかけである。 

・まちづくりの力点の中でも、この中のどれかを昇格して中心に据えるということがあるか 

もしれない。 

（事務局） 

・いろいろな視点の中から、こんな特色のあるまちを目指していくべきという大きな目標に 

ついて意見をいただきたいと考えており、まちづくりの力点については、今日の意見を踏 

まえて、次回以降、議論いただきたい。 

・今回のまちづくりの視点を整理することが、将来都市像や重点戦略をどう考えていくかに 

つながっていくと考えている。 

（委員） 

・資料２については、イメージ的に捉えやすいように体系図にするとよい。 

・理想像の中では人が育つということが一番大事であると考えており、市がまちをつくるの 

ではなくて、市民がまちをつくるという視点が必要である。それを真ん中において、体系 

図を作ることができる。 

・理想像については、各市を見ても同じようなものであり、明石市がどんな特徴を出すかが 

一番大事であるが、あまり意見として出ていない。日本の中では、社会構造があまり変わ 

らないので、特徴を出すのは難しい。大事なのはどんなまちにしたいかということである 

が、抽象的にならざるを得ない部分がある。 

・日本は人口減の先進国と聞いたが、そのなかで明石市が人口増というと、周辺と人口の取 

り合いになる。商売で言うと、安く売るとか、付加価値をつけて売るということだろうが、 

神戸や加古川と取り合いをやっていくかという話である。 

・便利のいい京阪神に人口が流れて、明石は減っていくのでないかと考えており、開発をし 

ても空洞化するので、無駄な投資をしても仕方がないと考える。 

・人口が減っていくと、空き家が多くなり、安全でなくなったり、マンションの建て替えも 

できなくなったりするなど、いろいろな問題が生じてくるだろう。どれだけ明石が特徴を 

出して、減っていくことへの対応を考えるかが重要である。 

・資料４のスケジュールに関して、10月に審議会に提示する素案と市議会に提示する素案は 

同じものか。それぞれで意見をいただきながら、答申に基づいて、市議会に議案として提 

出し議決されるという流れでよいか。 

（事務局） 

・市のほうで素案を作成し、審議会と市議会とに同じ素案を提示するものであり、そういう
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流れになる。 

（委員） 

・資料をフローチャートとかマインドマップ形式でまとめるとおもしろい。 

・人口に関しては、今後、明石の人口が減っていって、空洞化が始まっていくと予測される 

のに、水田や自然などの明石のいいところを壊して、新しい家が建っている。個性がなく 

なっていってしまうので、これ以上、明石らしさを失わずに、いかに残していくかを先に 

考えて、明石の発展を考えていただきたい。 

（委員） 

・少子高齢化がこのまま進み、社会を支える人たちがいなくなるのは大きな問題である。農 

地であったところに新しい家ができて、若い夫婦が入ってきており、環境の面からはマイ 

ナスもあるが、子どもたちが増えるということもある。若い世代をサポートするような施 

策が必要である。 

・女性が働ける環境がなければ、結婚せず晩婚化して人口が減ることも考えられる。環境と 

産業がうまくかみ合うようにしないといけない。 

・40％という食糧自給率から考えても、人が増えるのはあまりよくない。 

・人口は減少に向かうと思うが、高齢者が増えるという形での減少になるので、それに対す 

る施策が必要である。 

（委員） 

・何を重点的にというのは難しいが、日本一住みやすい、日本一子育てしやすいなど、明石 

らしさを出すためにも、日本一をめざすべきである。そうすると、土地が安くて食べ物が 

おいしいということに加えて、安心して子どもを預けられる、救急車ですぐに病院に行け 

るなど、メインにやっていくことを考えられる。それは、人も育ち、産業も発達すること 

につながるのでないか。 

・人口については、減ることを無理に怖がる必要はなく、こんなにも住みやすいとなれば、 

自然と活性化するのでないか。 

・農地が減っているのは、農業でご飯を食べていけないから後継者がいなくなっているので 

あり、漁師も同じだが、生活をしていけるということが一番である。明石には、素晴らし 

い野菜も魚もあり、明石の中で食べてもらえるようにすれば、解決するのでないか。安け 

ればいいのではなく、多少高くても明石で獲れた魚、野菜がおいしいとわかってもらい、 

それをアピールすれば人も集まってくる。 

（委員） 

・４つの視点は住みよいまちの理想であり、これまでの意見が盛り込まれてあるのでよい。 

１つの目標に向かうための対策が他の目標にも関連があるというように、全体を網羅して 

いくことをこの審議会でできればよい。 

（分科会長） 

・この４つの視点の上位概念としてわかりやすいものがあると、全体像として位置づけやす 

くなるのでないか。 

（委員） 

・量販店の集客商品のような、何か核心的なものがほしい。例えば、明石から出て行った医 

者になった人に奨学金を出して明石に戻ってきてもらうとか、働く女性のために、高齢者
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が子どもを預かるしくみなども考えられる。 

（分科会長） 

・ワークライフバランスの指摘があり、日本全体の問題であるが、明石くらいの都市規模で 

あれば、いろいろなことができるのでないか。農業についても、今や最も期待されている 

産業でもあり、所有と利用を分離して、利用者のバイタリティーを活かすなど、明石型の 

農業についての提案があってもよい。 

（委員） 

・資料３の４つの視点は、わかりやすくまとめていてよい。世の中の動きから、10年後には 

世界とのつながりが大きく出てくると考えるので、４つの視点以外に、国際化への挑戦や、 

明石ブランドを市県外へ発信することが重要である。協定を結んでいる姉妹都市などを活 

用して取り組める。 

・国際化に合わせて商売人が潤うことがまちの元気につながるので、国際化への挑戦という 

のを打ち出してはどうか。 

・第１次産業が一生懸命に仕事をしても儲からないのはおかしいことであり、おいしい物が 

当たり前になっていて、逆に価値が見えていないということもあるので、外に出すことで、 

価値を再認識するような仕組みを作れないか。学校給食にもっと活用するのも一つである。 

・まちづくりの基盤は人であり、人づくりに重点をおくことが大事である。 

・人口については、コントロールできない部分であり、議論すべきものか疑問がある。少子 

化については、何でも聞ける人や場所、団体など、そこに連絡をすれば誰かが応えてくれ 

るような組織があるとよい。 

（委員） 

・他市では出てきているが、この場で全然出てきていないこと、他市で先進的にやっている 

ことはあるのだろうか。 

・人口については、減ることに抗う、抗わない、どちらにしても同じようなことをしていく 

のでないか。住みやすいところを追求していけば、まちの良さにつながるということに尽 

きるのではないか。 

・思った以上に大阪に近くて交通の便がよいこと、景観のよさ、食べ物が美味しいなど、住 

んだらいい場所だということ分かってもらう努力をもっとするべきである。それが上手く 

商売とリンクすると、情報の発信にもなり、全部つながってくる。 

・議論が煮詰まってきているので、息切れしないように、明るい未来を語る場にして、自由 

な意見、おもしろい意見が出るように進められたらよい。 

（分科会長） 

・市民の皆さんが集まる議論なので、厳密さを追及するよりも、自由に意見を言っていただ 

いて、事務局が整理する。それに対して、整理の仕方や基本的な方向について指摘いただ 

くという形で進められるとよい。 

・国際性については、この場ではあまり出ていないが、地方自治体の小さなまちでも指摘さ 

れるケースが多い。どういう形で組み込むかは難しいが、明石という行政の枠だけで生活 

しているわけではないので、国境を越えてというより、明石市の外に対するアプローチに 

ついて、京阪神の大都市圏の中での位置づけなど、そういう視点も入れておいたほうがよ 

い。
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（副分科会長） 

・都市計画や住宅の観点からいうと、これまでのように都市が拡大していくという観点でな 

く、縮小していくという観点から、どうやってコンパクトなまちをつくっていくか、例え 

ば、空き地や空き家が増えていくところをどう緑を取り戻すかなど、新しい都市を模索し 

ている。時代のターニングポイントにきているのでないか。 

（委員） 

・明石の良さをいかに外に示すかに関して、最近、学生に明石のイメージについて調査した 

が、明石海峡大橋、タコ、たこフェリー、明石城、天文科学館、明石焼、漁村、自然豊か、 

ちょっと田舎というようなものであった。 

・違う切り口として、いろいろな人にアンケートをとって、明石のイメージの認識について 

考えてみるのもおもしろい。 

（分科会長） 

・市民と明石以外の人のイメージを突き合わせてみることができたらおもしろい。 

（委員） 

・特にどういうところに力を入れるかについては、視点３の賑わいのある、活気あふれると 

いう部分である。観光にもっと力を入れていくとすると、そこから文化を大切にするとか、 

環境を大事にするとか、いろいろな部分に広がっていくのでないか。 

・人口を増やす、増やさないは自然の成り行きであり、昼間の人口をいかに増やす、すなわ 

ちたくさんの人に来てもらえるまちにする。そういう点からも観光がこれからのキーワー 

ドではないか。 

・公共交通に恵まれ、道路整備も進んでいてよいが、第二神明から人を明石にもっと呼び込 

むことができないか。卸売市場などへのアクセスがよくないと感じる。大久保インターチ 

ェンジをフリーゲートにすると、市内への人の流れも変わる。逆に神戸や姫路へのアクセ 

スがよい部分でもあるので、総合病院への緊急輸送などにもよい。 

（委員） 

・食べ物だけではなく、人とかモノなど明石の良いものを他都市や海外に、株式会社明石と 

いう形で売り出して、ＰＲしていくのはおもしろい。また、何か日本一というものを目指 

して、他の都市との差別化をキーワードに、決めたいくつかの柱ごとに、何をしていくか 

を議論していけばおもしろいのでないか。 

・まちづくりは人にあると一貫して言ってきているが、自分自身が住んでいる地域・明石・ 

日本を支えようというような、志の高い考え方を持つ人を育てていくことが大事である。 

（委員） 

・今日の議題の「まちづくりの方向」は、第４次計画の「まちづくりの目標」というのとリ 

ンクしていて、それを言い換えていると受け取ってよいか。また、目指すべきターゲット 

を、今、論議しているという受け取りでよいか。 

（事務局） 

・内容的には第４次計画の「まちづくりの目標」と同じであるが、「まちづくりの目標」は、 

将来都市像を実現していくために、いろいろな分野で施策を実施していくにあたって、そ 

れぞれの分野のまとめとして目標を示しているので、掲げ方に若干の違いがある。まちと 

しての大きな目標について意見をお聞きしている。
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（委員） 

・安全安心に入ってくるが、災害対策について入れておく必要がある。 

（委員） 

・人づくりが大事だと言われるが、誰がどんな風に育てるのかがわかりにくい。 

（委員） 

・人づくりとは、学校教育、社会教育というような教育とは違う「人づくり」でないか。こ 

の審議会に参加することも人づくりであるし、地域を担う自治会活動や子ども会の活動、 

団体でスポーツをするのも、すべて人づくりだと思う。意識を地域で高めていくというこ 

とでないか。 

・我々のまちを市民がつくるという観点に立つと、いろいろな意見が出てくる。例えば、安 

全安心、賑わい、国際化などについて、それぞれの人が会議の場や個人的に考える、そう 

いう人づくりの場を作っていくと、いろいろな意見が出てくる。そのように能動的に人が 

動くことで市民が創るまちになっていく。 

・そういう意味で、ヒト、モノ、カネでいうと、ヒトが一番大事である。 

（副分科会長） 

・今日は４つの視点を中心に意見をいただいた。きれいにまとめ過ぎていて総花的になって 

いるが、総合計画ではこういう性格持たざるをえない。いただいた意見をグルーピングし 

て、計画の骨格を組み立てていかないといけないが、相互の関係をうまく関連づけて体系 

的に示す必要があるという意見をいただいた。 

・４つの視点は等価ではなく、核心的なものが必要でないかという意見があり、議論が深ま 

っていった。 

・人づくりの視点から、市民がまちを創っていくということを中心に据えるべきというのは 

共通の認識といえる。４つの視点の上位概念としての都市像というよりは、市民像を高ら 

かに掲げるということもあり得る。 

・人を育てるということは、高齢者から子どもまで全ての人に関わっていて、自立した市民 

をどうつくっていくかが非常に大事である。 

・明石らしさ、個性をどう出していくかについては、今はまだ抽象的であるが、今後、具体 

的に施策展開を考えるときに、地域性や人柄などが関わってきて、地域らしさが出てくる 

のでないか。 

・４つの視点にはなかった、明石らしさ、良さを分かってもらい外向きに発信していくとい 

うことも大事な視点である。 

４ 閉 会 

（事務局） 

・次回も分科会に分かれて、重点戦略について意見交換をしていきたいと考えている。第２ 

分科会については、７月16日（金）午前10時から、市議会大会議室で開催する予定である。


