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平成30年度第1回 明石市長期総合計画推進会議（議事要旨） 

 

日 時 

平成30年10月25日（木） 15:30～17:30 

 

場 所 

 明石市役所 議室棟２階第３委員会室 

 

出席者 

田端会長、浅野副会長、伊藤委員、内橋委員、西海委員、松本委員、上田委員、杉本委員、

西野委員、田村委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

（政策局長） 

 ・まずは、委員をお引き受けいただき、感謝を申し上げたい。今後もあかしのまちづ

くりのために協力をお願いしたい。 

・長期総合計画は市政運営の根幹である。本市では長期総合計画に基づき「住みたい

まち、住み続けたいまち」を目指したまちづくりを、特に、これまでこどもを核と

したまちづくりを重点的に進めてきた。 

・さらに、３年前から地方創生に向けたまち・ひと・しごと創生総合戦略を長期総合

計画の方向性を踏まえ策定し、積極的に推進しているところである。 

・また、明石駅前の再開発ビルが完成し、大きなにぎわいが駅前にもたらされたとこ

ろである。これを契機に明石のまちに、元気と勢いが顕著になって現れてきたと感

じている。 

 ・人口については、６年連続して増加している。昨年の増加数は、年間で約2,400名

となり、兵庫県下で１位、社会動態については、全国でも11位の増加数となった。

今年も現時点で約1,500名の増となっている。 

・来年は市制施行100周年を迎える。記念すべき年として、新たなスタートとしたい。 

・ついては、長期総合計画と総合戦略を着実に推進していきたいと考えている。この

会議の委員の皆さまにはそれぞれの立場、目線で専門的な意見、当事者目線で意見

をいただくことが欠かせない。忌憚のない意見、協議をお願いしたい。 

 

２ 委嘱状交付及び委員紹介 
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３ 会長、副会長の選出 

   ・事務局から、田端会長・浅野副会長とする案を提案し、了承。 

 

４ 会長あいさつ 

（会長） 

 ・国が進めているまち・ひと・しごと創生総合戦略は、来年度で計画期間が終わるた

め、今後は検証が始まっていくものと予想される。 

・明石の場合は、これまでの人口増の実績がある。しかし、「まち・ひと・しごと」

というものは、本来「しごと」が先にあり、次に「ひと」、「まち」につながるもの

である。明石の場合、仕事は神戸や大阪に頼る部分が多いが、住みやすいまち、子

育てしやすいまちとしてアピールしてきた。今後は、更に子どもの数が増え、子ど

もが愛着を持って住めるように、また、将来仕事のために戻ってきてもらえるよう

に豊かなまちにしていく必要がある。そのためには、仕事づくりも検討していかな

ければいけない。 

・20年、30年先を見越して、明石が持続可能なまちとなるように、皆さまから市民目

線での率直な意見をいただきたい。 

 

５ 議 事 

⑴ 長期総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の推進状況について 

※事務局から資料説明（資料１） 

   

  （会長） 

・長期総合計画が最上位計画であり、その具体的な施策はまち・ひと・しごと創生総

合戦略に基づいて実施されている。説明のあった計画の推進状況について、質疑応

答を含めて、ご意見や提案等あれば発言をお願いしたい。 

 

（委員） 

・全体的な進捗状況としては効果的な取り組みがされていると思う。 

・子どもの受動喫煙対策について進んでいないと感じる。新あかし健康プラン 21 で

も受動喫煙は重要項目に挙げられている。国や県でも法律の改正や条例を制定す

るなど取組が進められており、世界的な流れでもある。せめて子どものために通学

時間帯などにおける対策が条例制定も含めて必要ではないかと思う。市民の理解

や意識向上に向けた周知や啓発活動を積極的に行ってほしい。 

 

（事務局） 

・子どもが第一だと認識している。現在取り組んでいるところであり、新健康プラン
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21 に基づいてしっかりやっていきたい。 

・たばこのポイ捨てや歩きたばこ等への取組の一つとして、JR 駅での喫煙所を JT

と連携して随時設置しているところである。今年度、朝霧駅に設置することによっ

て市内の JR 全駅で設置できる予定である。 

・特に市議会からも通学路における受動喫煙について、取り組むべきという意見をい

ただいている。教育委員会と市民生活局で啓発のみならず具体的な対策も検討し

ているところであるので、ご意見も踏まえて、進めていきたい。 

 

（委員） 

・(資料１P.7)現在、若年層の転入があるため人口は増えていっているが、合計特殊出

生率の水準を上げないと将来的には明石の人口は減っていくだろう。いつまでも

若年層が増えるとは限らない。若者が転入してきて子供ができ、児童数が増えても

その児童が成人を過ぎて住んでいなければ一過性のものになってしまう。引き続

き住んでもらえる街にしないと急激な人口減も考えられる。明石市は JR や新幹線

の駅もあるので交通の面では便利である。若年層の魅力的なまちというのは利便

性、アメニティ、おしゃれ、ブランドというものがある。そういう魅力的な観点も

まちづくりの検討に必要ではないかと考える。 

・(P.13)待機児童は全国ワースト１位となっている。子育て世代の転入を図る施策を

実施すれば、新たに必要な施策が生じてくる。ソフト面は充実しているが、ハード

面での整備は遅れたのではないか。 

 

  （会長） 

・平成 29 年度の明石市の合計特殊出生率 1.64 は、国や県より高い状況である。た

だ、国が掲げている目標出生率の 1.8 にはまだ届いていない。また、人口置換水準

は 2.07 である。結婚した夫婦の完結出生児数は 1.94 程度でありながら、合計特殊

出生率が低くなっている要因の一つが、結婚している割合が減っていることであ

る。男性の生涯未婚率は約 25％であり、完結出生児数にかけるとだいたい 1.4 く

らいになり、国や県の合計特殊出生率の現状とあってくる。そのため、先ほど明石

市の取り組みでも出てきたが、結婚施策は重要である。明石市が力を入れているの

は、結婚した子育て世代の転入なので、今後出生率を上げようとするのであれば、

結婚施策を推進することが大切である。 

・若年層の魅力的なまちづくりについて、利便性はあるが、ブランド化の観点が欠け

ているのではないか。また、待機児童対策について、どのように考えているのかと

の意見であったが、市の考えはどうか。 
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（事務局） 

・市域が狭い中でも駅が多く、利便性は高いと感じている。 

・若者からみて魅力的であるかと言われると課題はある。現在、明石駅前再開発ビル

が完成し、にぎわいづくりは行っているところである。まちの特性はあるが、更に

できることはないか検討していきたい。 

・待機児童の解消に向けて JT 跡地などを活用し、保育所の整備を進めており、今年

度中に 2,000 人の枠を確保し、しっかりと対応していきたい。 

 

（委員） 

・(P.6)５歳年齢別社会動態を見ると、15 歳~19 歳の方が、大学に通うことから減っ

ているのはわかるが、若い世代が増えている割に、50 歳以上の方が減っている。

熟年の方が、住み慣れた明石を出ていっている状況であるが、何か対策はあるのか。 

 

（事務局） 

・50 歳以上の転出超過の状況について、明確な分析結果は持ち合わせていない。市

としても、年齢を重ねても安心して暮らし続けられるよう、様々な施策を進めなが

ら、年齢に関係なく幅広く定住していただけるようにしていきたい。 

 

  （会長） 

   ・定年を迎えた年代の転出は考えられるが、50 代が転出している状況はまちの魅力

と関係している可能性もある。 

 

（委員） 

・子供の支援は抜群である。しかし、50 歳以降の人が減っているというのは、高齢

者の支援施設が少ないからではないか。デイサービスなどの支援施設、介護施設が

明石市内には少ない。今の子育て環境の充実による人口増加が一過性のものであ

れば、その後人口を定着させようとすれば、その世代が年を重ねていくことも考え

る必要がある。予算の使い方として、若年者に使う予算を将来の定着を考えて、今

から高齢者対策にも使ってほしい。高石市など、空き家バンクを活用して、居宅介

護支援の施設を設置しているところもある。高齢となった親の面倒を見るとなる

と、そういった施設があると安心である。 

・明石城をうまく活用してシティセールスしてほしい。明石城は天守閣がなく、いろ

いろ工夫が可能である。神戸にはお城がなく、明石の強みでもあるので、うまく集

客を図れるよう検討してほしい。 
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  （会長） 

   ・高齢者にとって、今後安心して暮らせるまちにする必要があるとの意見である。身

近なところでの介護、生活の支援が大切であり、自分の住み慣れた地域で、少し支

援を受けながら、尊厳をもった老後を暮らせることが、重要である。国からもモデ

ルが示されているところであるが、具体的にどうするのか示されておらず、地域に

おける課題となっている。 

 

（事務局） 

・明石における高齢化率は国や県に比べると低い状況であるが、今後の人口動向を見

ても高齢化は進んでいき、支援施設は必要となってくるものと思われる。ご意見の

あった空き家バンクを活用した取組等も調査研究しながら、ハード面の対策もし

っかりやっていきたい。 

・一方、ソフト面では、認知症の早期支援事業として、認知症の医療機関での受診に

かかる費用の助成を始めたところである。 

・来年度、市民意識調査を実施する予定であり、50 歳以上の方が、どういったこと

を困っているのか、望んでいるのかも含めて調査していきたい。 

・明石城については、史跡であったり、県の管理となっているので直接何かできるわ

けではないが、来年、明石城は築城 400 年の記念すべき年である。明石の重要な

観光資源であるので、何ができるのか県と相談していきたい。 

 

（会長） 

・身近なところで介護ができるというのは、子どもでいえば、こども食堂があるとい

う延長線上ではないのか。こういった市民目線を施策に活かせられると思う。 

 

  （事務局） 

・今まではこどもを核としたまちづくりを重点としてきたが、現在は「すべての人に

やさしいまち」を掲げている。現在、こども食堂のような、高齢者対象のふれあい

給食もモデル実施している。年齢を重ねても安心して暮らせるようライフステー

ジに応じた施策を考えていきたい。 

 

（委員） 

・若年層がまちを活性化する一方、財政的には納めている税金より支出のほうが多く

なる。将来的な財政問題はどう考えているのか。 

 

（事務局） 

・平成 29 年度の決算では、基金が約 86 億でほぼ全年度と同様となっており、基金
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を取り崩すことなく執行できている。特に、子育て世代が転入し、まち全体がにぎ

やかになり、経済が活性化してきたことから、住民税や固定資産税などの税収は５

年前との比較で、約 20 億円増えている。こうした税収を、新たな子ども施策に展

開していっている状況である。毎年度の収支均衡は図れているので、今後も税収を

どのように活用するのかは、しっかりと検討していきたい。 

 

（会長） 

・子ども施策は税に頼るところが多く、高齢者施策は基本的には保険料が半分、残り

は税といったバランスとなっている。子ども施策の充実により、税収が増えたので

あれば、新たに子ども施策に展開することも考えられるが、全体のバランスを考え

て活用することが重要である。 

 

（委員） 

・(P.22)３世帯同居・近居への住宅取得費用の助成について、現在未実施となってい

る。若い世代が一軒家を建てているが、将来の親の介護も踏まえ、３世代が同居で

きる住宅であれば、安心して介護できるのではないか。住宅費用の助成などを早く

実施していただきたい。 

 

（事務局） 

・３世代同居・近居への住宅取得費用の助成については、総合戦略に掲げ、当初実施

予定であったが、人口増の状況があることや、待機児童の増加が顕著となり、その

解消を優先させるため、未実施としている。また、若い世代が転入している理由と

して、明石に地元があり、親元に帰ってくるという動きも実際にある。こういった

状況から他の施策により若い世代の転入増を図っているところである。今後、ご意

見を踏まえ、実施の可否も含めて検討していきたい。 

 

（委員） 

・(P.30)避難行動要支援者名簿について、名簿作成は重要であるが民生委員も市民で

あるため、災害があった際、誰かのためにいち早く動くというのは簡単ではない。

また、名簿があっても安否確認は難しいと思われる。地域だけでカバーするのでは

なく、障害者団体、NPO 団体などと協力していったほうがいいのではないか。2018

年度の福祉避難所マニュアルにはそういった内容が含まれているのか。 

 

（事務局） 

 ・要支援者名簿は、拒否を申し出た人以外、自治会等の地域の支援者に要支援者の情

報を提供するものである。災害時の対応としては、自助・共助・公助どれもが大切
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であり、行政すべてで対応するのは難しいのも現実としてある。その中で、地域の

取組は共助にあたり、NPO 法人も入ってくる。現在、地域に名簿を示して地域全

体での支援から始め、最終的には要支援者を誰がどうするのかなど、個人個人のプ

ランの作成を目指して、取り組んでいる状況である。福祉避難所のマニュアルは、

避難所運営のためのマニュアルである。 

 

（会長） 

・今までは地域で責任を持っていたが、場合によっては、当事者の横のネットワーク

を使った方がいいのではないか。 

 

  （委員） 

   ・要支援者の対象は決まっており、障害の種類や等級によっては情報が地域に提供さ

れない。そのため、障害を持った方は、できる限り、近所の人に自分の状況を知っ

てもらっておくことが必要であると思う。実際、避難勧告があった場合でも、障害

者は自分が移動できない状況になってしまうと、避難を諦めてしまうケースが多い。

自治会の車いすを使った避難訓練でも、本来であれば、障害者が参加して、実際の

避難状況を見てもらえればいいが、本番には、障害者は参加せず、健常者が車いす

に乗って、健常者が車いすを押して、簡単に避難するので、地域にその大変さが伝

わりにくい面がある。また、先日、来年の B-1 に向けて、明石駅周辺から市役所に

かけて、障害者にとって不便なところはないか、まち歩きをする機会があり、健常

者からすれば問題ないところであっても、車いすであれば、とても大変なところが

見えてきた。地域で共助していくことも大切であるが、当事者団体や施設の団体な

ども交えながら、具体的に何が必要かをしっかり共有していくことが大切である。 

 

  （会長） 

   ・行政にない考えを示していただいた。政策を考える上での参考にしていただきたい。 

 

  （委員） 

   ・人口が増えて待機児童が増えているが、保育士が確保されるかが心配である。 

   ・エアコンの設置について幼稚園も考えてほしい。学校の障害者向けのエレベーター

の設置、トイレの洋式化なども考えてほしい。 

   ・住みたい、住み続けたいまちの観点から、交通渋滞の緩和についても検討してほし

い。 

 

  （事務局） 

   ・保育所の整備も大切だが、保育の質も重要だと考えている。今年度から明石市内の
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保育所で働いている保育士の質の向上に向けて研修を行っており、また、一時金と

して、7 年間継続して勤務していただくと総額 150 万円の支援金を支給するなど、

制度を充実して保育士確保に努めているところである。 

   ・エアコンに関して、安全対策として設置を進めていきたいと考えている。幼稚園の

大保育室には今年度にすべて設置予定であり、残りの保育室についても設置につ

いて検討中である。エレベーター、トイレに関しても重要であるが、財政的な面か

らも優先順位をつけながら取り組んでいきたい。 

   ・交通渋滞に関しては計画的に進めていきたい。 

 

（委員） 

 ・今年の７月から始まった事業所税はどのように使われるのか。使われ方が見えるよ

うにしてほしい。 

 

（会長） 

・新たに事業所税が課税されることにより、市側にも今後どのように使われるのか説

明責任が生じるので、その点はお願いしたい。 

 

  （委員） 

・市の災害時の避難所は主に小学校となっており、食糧、布団等の物資が備蓄されて

いる。大蔵会館等の自治会施設も避難所に指定されているが、物資等は用意されて

おらず、今年の台風 20 号の際に、５人が避難してきたが、何も持たず避難してき

ており、何もない状態で一夜を過ごすこととなった。 

・台風 21 号時の避難所について、総合安全対策室に確認すると、小学校の体育館に

行くよう言われたが、避難所の開設状況から大観小学校、明石小学校に行く必要が

あり、距離的に行くことが困難であった。 

・実際に経験しないとわからないことがある。今後、東南海大地震等、大規模な地震

の発生も予想されていることから、こうした課題を共有して、対策を検討する必要

がある。 

 

（会長） 

・台風を経験した現場の意見である。市にとって参考となる意見であるので、防災計

画等のマニュアル改正時に反映させる必要がある。 
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⑵ 国・県の地方創生関連交付金事業の効果検証について 

※事務局から資料説明（資料２） 

 

  （会長） 

   ・本事業における重要業績評価指標（KPI）の説明をお願いしたい。 

 

  （事務局） 

   ・取組を実施する上での達成度合いを把握するための目標値である。地域の魅力を発

信することによって明石に多くの人に来ていただくという観点から、観光客入込

数を設定している。また、間接的であるが、明石を知ってもらうことで、明石に興

味を持ってもらい、転入につなげるという観点から、20代、30代の人口増加数（転

入超過数）も設定している。 

 

  （会長） 

   ・KPIの状況を踏まえ、ご意見、ご質問を承りたい。 

 

  （委員） 

   ・市民広場は人の動きが多い。フリーマーケットなど、いろいろな事業をやっている

ので、もう少し市民への広報の仕方を考えてほしい。広報を工夫することで更に人

が増えるのではないか。市民広場には満足しているが、トイレの配置には問題があ

るように感じる。特に車いすの方が利用する際に障害となるものが多い。 

 

  （会長） 

   ・人が多く、直接的効果が高いのではないかというご意見と、多様な利用者に対する

配慮が足らないのではないかというご意見である。 

   ・市民広場の利用者数全体は把握できているのか。 

 

  （事務局） 

   ・市民広場の利用率とイベント等での参加人数の総数は把握できているが、昼食や休

憩で空きスペースを利用している人数等までは把握できていない。 

 

 （委員） 

   ・明石まちなかバルの市外の方の観光客数は把握できているのか。楽しいイベントな

ので、市内だけでなく市外の方にもっと知ってほしい。明石のことを知ってもらう

機会となる。 
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  （事務局） 

   ・チケットの売り上げは把握しており、購入者数は増えている。 

   ・明石まちなかバルは、アスピアの地域振興開発株式会社が企画しているイベントで

ある。 

・観光客数に関して、観光地点というものを設定している。その中でイベントごとの

集計もしており、明石まちなかバルの集計もあるが市内、市外までは把握できてい

ない。観光協会と地域振興開発株式会社に分析、アンケートなどについて、一度相

談する。 

 

  （会長） 

   ・本事業については、一定の効果があったとのご意見である。 

・ただ、具体的にどれぐらいの人がどこから来たのか、市外から来る観光客がどれく

らいなのか、その点を把握して改善していくべきとの意見もあった。 

・また、多様な利用者に対応したイベントや設備等も必要である。 

・最終的な評価は、本日の意見を踏まえ、私と事務局で調整の上、まとめさせていた

だきたい。後日、委員の皆さまに確認していただきたいと思う。 

 

（各委員） 

・異議なし 

 

  （会長） 

   ・その他何かご意見はないか。 

 

  （委員） 

   ・（資料1P.20）大久保駅南地区の土地利用について、これから、民間主導で開発が開

始されるとの説明があったが、ここに商業施設が整備されると明石市内の消費需

要は限られており、他の商業施設と競合することになるので、慎重に考えないとい

けない。 

・大久保南地区における民間活用用地と公共用用地について、現時点での開発の考え

方を聞きたい。 

 

（事務局） 

   ・大久保南地区については、昨年12月に市が5.6ヘクタールのJT跡地を購入し、その

内、0.5ヘクタールを保育所用地とし、1.5ヘクタールを公共公益施設用地に残し、

残りの3.6ヘクタールについて、６月にプロポーザル方式で売却の公募を行った。

元々、工業専用地域だったが、都市計画審議会での意見も踏まえ、商業地域ではな
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く、住宅中心の住居専用地域に変更の上、公募し、この10月15日に優先交渉権者の

事業者が決定したところである。 

・現在の計画では、マンション中心の788戸の住宅で、約2,500名の入居が見込まれて

いる。マンションの間は公園や緑地帯など、緑を中心にした環境や、地域の方が使

えるコミュニティ棟といった地域貢献の施設の整備が計画されている。 

・残った公共公益施設用地については、市役所庁舎の候補地にもなっている。現在、

新庁舎の整備について、議会の特別委員会で検討いただいている状況であり、その

動向を踏まえながら市民センターや、その他の公共施設の状況も踏まえ、公共施設

の整備を考えていきたい。 

 

  （委員） 

   ・住宅の整備により、児童生徒数の増加が見込まれるが、学校の整備はどうなるのか。 

 

  （事務局） 

   ・計画では、入居開始が3年後からとなっており、その頃には、大久保南小学校と大

久保中学校で各学年２クラスずつ余裕ができる見込みであると教育委員会から報

告を受けている。 

・事業者側にも今までの実績から児童生徒数の増加のシミュレーションをお願いし

ており、現時点では、３期に分けて分譲すると小学校・中学校は今のままで対応で

きる推計となっている。 

 

  （委員） 

   ・大蔵市場について、昨年10月に火事があった。その場所についても、市に一部を買

い取ってもらい災害に強い公園や、シンボルになるようなものを作ってもらいた

い。   

 

  （事務局） 

   ・別でご相談させていただきたい。 

 

  （副会長） 

   ・明石は勢いがあり、委員からもその勢いが活発な意見として表れていた。また、各

委員からのリアリティのある意見も多かった。行政が今後どうかかわっていくか

が重要である。今後の課題として、トリプルスリーを達成した後の目標について、

今の段階から、準備しておくことが必要である。 

 

６ 閉会 


