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第６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7月16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、安達委員、井上委員、桑原委員、小阪委員、 

阪本委員、塩野委員、竹内委員、寺山委員、西海委員、堀沢委員、丸谷委員、 

水田委員、安原委員（計15名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 分科会長あいさつ 

（分科会長） 

・本日も自由に活発にご意見をいただきたい。 

※委員出席状況の報告 

３ 議 事 

（分科会長） 

・本日の審議内容資料について、事務局から説明をお願いしたい。 

（事務局） 

－資料１、資料２、資料３に基づき、事務局説明－ 

・前回の審議会で意見をいただいた「まちづくりの方向」について、安全・安心に暮らせる、 

賑わい暮らしが潤う、自然・歴史・文化が人々の暮らしにとけ込むといった望まれるまち 

を、人が育ち、つながっていくことでつくっていくという関係にあると整理した。 

・人口減少や少子高齢化など社会情勢が変化するなかで、将来への不安が増し、地域経済の 

活力が減退しているという認識から、まちをつくっていく基礎となるのは人であり、「人 

を大切にし、育てていく」ことを、今後10年のまちづくり目標の案として考えた。 

・その実現に向けて、子どもが育つ環境づくりに焦点をあてることで、人が育ち、あらゆる 

世代にとって暮らしよいまちにしていくという考え方を軸として、５つの重点戦略の案を 

考えた。 

（分科会長） 

・これまでの議論を踏まえ、人づくり、人を大切にするということを軸に整理いただいてい 

るが、目標や戦略の立て方、どのような方向に焦点を絞っていくかなど、「まちづくりの 

目標」と「重点戦略」について自由に議論していきたい。 

（委員） 

・前回、農地が減っているのは農業で食べていけないから、一生懸命仕事をしても儲からな 

いからという指摘があったが、そのとおりであり、この背景には、市街化農地の固定資産 

税が多くのしかかっていることや、さらには、相続があるたびに減っていくといったこと 

がある。市民と行政の考え方が相反している。 

資料１－２ 
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・厳しい地方財政とあるが、行政には予算を使い切るという体質があり、そのしわ寄せが来 

ているので改善していくべきである。 

・人を大切に育てていく中で、中心となるのは道徳教育であり、子どもだけでなくその指導 

者も育てていく必要がある。 

（教育委員会） 

・今、改めて世の中の状況を見るなかで、道徳教育を重点的に指導していこうとしている。 

指導者についても大きな課題である。 

（委員） 

・重点戦略の子育て支援や、地域コミュニティについては、いつも人が集まり、世代間の意 

見交換ができる「居場所づくり」を進めていく必要がある。 

（委員） 

・重点戦略について、子どもを中心としたまちづくりを進めていくことによって、全ての世 

代についても共通事項として解決できるという表現になっているが、例えば、戦略２の 

「安全・安心」に関して、高齢者のために、道路のバリアフリーなど歩きにくい構造を改 

善する一方で、子どもの安全のために、通学路の横断歩道橋を整備するといったことがあ 

り、子どもだけでなく高齢者も含めた安全・安心が必要である。 

（委員） 

・かなり大胆にまとめたと感じている。人を大切にし、育てていくということは非常によい。 

先ほど道徳の話が出たが、人を大切にするということは、多くの人が多様な考えを持って 

いるという観点から、そういう多様な考え方も大切にするということである。誰かが自分 

を育ててくれるとか、うちの子を育ててくれるという観点とは違い、市民みんなが成長す 

る、一人ひとりが成長する、その中で子どもたちも育つという見方をしたい。 

・これから高齢者が増え、10年後は４人に１人が高齢者になる。ボランティアなど、高齢者 

が生きがいをもって若い人たちにも貢献していけるような、インセンティブを持てる環境 

をどうつくるかが大事である。自分たちが人を育ててやるというのはおこがましい考えで 

あり、自分の子どもや隣の子どもをどううまく育てるかではなく、みんながどう考え成長 

していくか、自分たちが成長するなかで、子どもたちがどう成長するかを見守っていくと 

いうことも大切である。 

（分科会長） 

・上から目線でなく、みんなが一緒に育つという考えは重要なポイントである。 

（委員） 

・子どもの成長に自ら関わることが大事であり、大人が子どもの見本になるという意識を高 

めていかないと子どもたちも成長できないので、意識を高める場や機会をもつことが必要 

である。 

・共働きが増え、母親も自ら一生懸命働かないといけない時代であり、身近に働ける環境整 

備が必要である。兵庫県の企業誘致率は高いと聞くが、市の場合、誘致先の問題もあると 

思うが、努力していろいろな人に住んでもらいたい。 

（分科会長） 

・企業誘致の際に、明石の人づくりの魅力がインセンティブになるようなところまでいける 

とよい。 

（委員）
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・環境の問題にあまり触れていないが、戦略４、５に関連して、川をきれいにして海がきれ 

いになる、乱開発せず池をきれいにして農地を大事にするなど、一次産業である漁業や農 

業を大事にすることは、自然環境を大事にすることにつながる。農地を手放して住宅が建 

ってしまうと、明石らしさがなくなっていくので、産業の振興も大事であるが、一次産業 

を大切にするなど、産業のバランスを考える必要がある。 

（委員） 

・地域コミュニティを活発化して、地域コミュニティに取り組んでもらおうというニュアン 

スが多いが、市民がより生活しやすい明石になるように行政の努力が必要である。地域コ 

ミュニティが成熟していないから「人づくり」が出てきたと思うが、成熟させるための仕 

掛けづくりを行政は考えてほしい。 

・前回の審議会で議論した「まちづくりの方向」の４つの視点の整理について、事務局に意 

見も提出したが、資料３に示されている図ではイメージがわかない。どう動いたら明石市 

が良くなるかを考えられる図にできるとよい。 

・戦略４の「自然・歴史・文化」について、市民が知ることで生活を豊かにできると書いて 

いるが、どれも人間の手で守っていかないと荒廃していくものであり、そういう記載が必 

要である。「そういったライフスタイル」とは、どういったものか疑問が残る。守ってい 

くことや活性化させることに力を入れてこそ、人づくりが始まるのではないか。 

（分科会長） 

・成熟した市民社会になってくると、地域が自ら地域をマネジメントしていく方向になるが、 

行政が全体をマネジメントする機能と、地域が自ら管理運営していく仕組みとの関係につ 

いて考えていかないといけない。 

（委員） 

・計画を作って事業を展開する際に、計画期間が終わったあとの事業の継続性について、資 

金の面も含めて考えておくべきである。 

（分科会長） 

・厳しい財政状況の中で地域づくりをどう活性化するかは悩ましいが、地域自ら取り組んだ 

り、行政が支援したりする仕組みについて、知恵の出しどころである。 

（委員） 

・安心が揺らいでいることに対して、短いスパンで手立てしても継続しないなら安心につな 

がらないので、長いスパンで恒久的な手立てを考えないといけない。 

・明石駅の近くでは、ドーナツ化で人口が少なくなり、コミュニティが崩壊しつつあるが、 

二見や魚住では状況が異なる。年齢によってもまちへの関わり方は異なる。そういう状況 

のなかで、地域で人を育てる仕掛けを考えないといけない。 

（分科会長） 

・その点は、まさしく次の段階での重要なところである。各地域に個性がある中で、こうい 

う育て方をするというのが、明石全体でいろいろ出てくるとおもしろい。地域の魅力が人 

をその地域に向かわせる、いわゆる足による投票である。明石画一でなく、それぞれの地 

域がどう自分の魅力を活かしていくかという点が大事である。 

（委員） 

・各重点戦略について、具体的にどんなことをするかを書いていないのでイメージがつかみ 

にくい。
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（分科会長） 

・これまでの議論を整理した段階であり、次の段階でより具体的な中身がでてくるだろう。 

（委員） 

・人を大切にし、育てていくことをまちづくりの目標に位置づけるという考え方はよいが、 

具体的に個別計画で取り組んでいくにあたって、人づくりについての個別計画があまりな 

い。これから具体的にどう人づくりを進めるかについての個別計画が必要ではないか。 

（分科会長） 

・これまでの議論から、人づくりという横軸のキーワードが出てきて、個別計画のほうがこ 

れをどう受け止めるかを考えることで、これから具体的なイメージが出てくるだろう。 

（委員） 

・時代認識に関連して、明石はどういうところかを振り返ってみたい。５年ほど前に、東京 

圏と関西圏の住民を対象に、定年退職後どこに住みたいかという日経新聞社のアンケート 

があり、明石は第９位であった。明石は、海、山、川、田んぼがあり気候がいいプチ田舎 

という環境であり、定年後に住みたいという人が多かった。 

・地方分権、地方自治の関連では、国の報告で、人口30万人規模くらいで、全国で300くら 

いの自治体でやっていくのがやりやすいと出されている。明石はたまたま30万人くらいで 

あり、そういう意味では先駆的な役割が果たせられるかもしれない。 

・明石も人口が減っていくというが、県内にたくさんある限界集落や小規模集落は、守ろう 

としても守れず、小規模集落が限界集落になり駄目になっていくという流れにあると思う 

が、そこにいた人がどこに行くかを考えると、明石は受け入れる場所としての能力を持っ 

ている。 

・今の明石という枠だけで考えるのでなく、20年、30年先という長いスパンで全体的に見て、 

明石はどう評価され、どういう働きをすべきかが問われている。行政はどこもお金の面で 

しんどい中にあって、明石はある意味、恵まれたチャンスにあるという見方もできる。 

（委員） 

・事務局に意見を提出した内容であるが、アンケートをして、外からみた明石のイメージを 

調べることで、住んでいる側はあまり感じていなくても、定年後に明石に住みたいといっ 

たような外からの意見が出てくるので、資料の中に入れてほしい。 

・また、市民ワークショップでは、こうしたら明石が良くなるというアクションプランが提 

案されていて、市民のおもしろい意見が反映されているので、見ていただきたい。 

・資料３の３ページの図では、戦略１～５までが全部がつながっているが、実際に行うとき 

に、つなげてやれるのかを懸念している。関連させてプログラムを展開するという意思の 

反映であると思うが、それがなされるために、戦略の中身を詳しいものしていかないとい 

けない。 

（事務局） 

・いただいた資料で、マインドマップでまとめてはどうかということで案もいただいている 

が、意見を連携させて図を作るのは難しい。 

・外から明石がどう捉えられているかという件については、考えていきたい。 

（分科会長） 

・委員から事務局に提案等がある場合は、この場に出すことを考えてほしい。 

（委員）
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・前回の会議で、人づくりが大事という発言をしたが、それが目的なのか手段なのかがよく 

わからなくなってきた。例えば、安全・安心なまちをつくるという目的のために、人づく 

りは必要であり、他の戦略でもすべてそういう関係になるので、５つの戦略の真ん中に 

「人を大切に育てていく」というのがあると思うが、それが目標になるのか。 

・今後10年で４分の１が高齢者になり、お金がなくなるなかで、今まで右肩上がりだった目 

標・戦略を、右肩下がりに方針転換しないといけない。人口増の時代は「つくる」時代で 

あるが、人口減の時代は「使う」時代であり、そういうイメージなら、市民を育てていく 

という目標もよいのではないか。行政に頼る時代ではなく、市民が自分たちで考えてまち 

をつくる時代だと言われるが、オール明石で考えられる自律した市民を育てる。 

・将来に持続的なまちをつくっていくのに、子どもが大切なことは確かだが、戦略を全部子 

どもにぶら下げてくくるのはどうか。いろいろな主役について入れてほしい。 

（分科会長） 

・この10年間は、担い手となる人・人材を大切にし、集め、育てるというプロセスを通じて、 

資料３の図に示す望まれるまちの姿を実現し、市民が豊かさを感じられるまちにしていく 

という組み立てになるのではないか。 

（委員） 

・お金がないことは踏まえながらも、明るいイメージで総合計画をつくってほしい。 

（委員） 

・１回目の審議会で、第４次と第５次計画の違いの指摘に関して、第５次計画は基本構想と 

戦略計画を立て、戦略計画の中の重点戦略を推進するのが個別計画であるという説明があ 

った。戦略１から５には、個別計画の項目である安心とか賑わいといった内容が挙がって 

いる。それらは戦略でなく戦術ではないか。それらを行った結果としてこういう明石にす 

るというのが戦略であり、それらを全部まとめて、こういう明石にしたいというのが基本 

構想である。各戦略の表現を変えたほうがよいのではないか。 

（分科会長） 

・様々な意見をすっきりまとめ上げるのは困難であるが、これからの議論を踏まえて、もう 

少し分かりやすく組み立てていく必要がある。 

（委員） 

・第１分科会では、小学校区単位というのがキーワードとしてあがっており、その目線が大 

事であると感じた。 

・重点戦略は、数多くの意見をオーソドックスにまとめており、これでよいと思うが、地域 

全体で子どもを育てる、子どもが活躍できる場づくりといったフレーズを入れてほしい。 

・戦略１について、ＵターンやＩターン、２世代・３世代の世代間同居という単語を入れる 

とわかりやすくなる。 

・戦略２について、高齢者全体が多くなるなかで独居老人に絞り込んだ記載や、ユニバーサ 

ルデザインやバリアフリーといったわかりやすい用語を追記してほしい。 

・ボランティア精神はたいへん大事であり、そういう人がいないといろいろな活動が立ちゆ 

かないが、例えば、サービスを受ける側の一部負担や、自販機の売り上げの一部が自治会 

に落ちるといった、団体に継続的にお金が落ちる仕組みについて、最終的に個別計画に盛 

り込む必要がある。 

・まちの賑わいには、商売人の潤いが大事である。人を大切にする、子どもが健やかにたく
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ましく育つ環境づくりというなかで、読み取ることもできるが、第一次産業を中心とした 

商売の潤いについて、入れてほしい。 

・前回外向きに発信していくという視点について述べたが、人が育つことによってグローバ 

ルに目が向くことになる。兵庫県のビジョンではグローバルという点も重点項目に入れて 

いるので、明石でも盛り込んでいければよい。 

（分科会長） 

・人づくりに焦点をあてることで少し内向きのイメージがある。中国やアジアと競争してい 

く時代であり、明石の国際戦略、グローバル戦略と結びつく構図が必要であると感じる。 

（委員） 

・トライやるウィークに関わっているが、子どもを迎えることで会社も社員も、子どもが作 

業できる環境や作業手順を考え直す機会にもなり、非常によい事業である。お互い育って 

いくということが大事であり、その視点を持ちながら戦略を出していけるとよい。 

（委員） 

・人づくりや人を大切にしていくということは、手段であり、最終的なまちづくりの目標で 

はないのでないか。５つの戦略と「人を大切にし、育てていく」という目標がそぐわない 

と感じる。 

（委員） 

・資料３の３ページに、戦略１から５までを連ねて書いてあるが、各項目に関係線を引いて 

それぞれが全部つながっている関係にあると思うが、関係線でつないだという理解でなく、 

たまたま順番に並べたという理解でよいか。 

（事務局） 

・例えば、子育て支援とまちの賑わいや地域コミュニティなど互いにつながるものであり、 

イメージとして全体的につながっているものとご理解いただきたい。 

（委員） 

・昭和20年ごろの日本の平均寿命は50歳ぐらいであったが、戦後65年で30歳伸びた。気にな 

るのは健康寿命であり、それは、元気な高齢者をいかに増やすかということである。アン 

ケートの結果をみると、定年後に社会貢献やボランティアをしたいという人がかなりいる 

一方で、半分以上の人はそういった活動をこの１年間にしていない。やりたい気持ちはあ 

るが何をやったらいいかわかない、家に閉じこもるということが増えるなら問題である。 

・人を育てる、元気な高齢者を育てることは大きなテーマであり、これからの超高齢社会に 

おいて何をしていくかを盛り込む必要がある。 

（分科会長） 

・現在、高齢化率が35％ぐらいとなっている明舞団地の再生に関わっているが、仕組みや場 

があれば多くの方が地域の活動に参加できるという印象を持っている。30年後には日本全 

体が明舞団地のような高齢化の状況になるが、それに向けた準備をきっちりしていくこと 

が必要である。そういう視点から人というのが出てきているという認識である。子どもた 

ちに焦点があるが、人・人材全体をカバーする視点が重要であると感じる。 

（委員） 

・人を大切にし、育てていくというのは大事であるが、全ての骨格になりうるのか。生活環 

境や自然環境、教育環境など大きな枠組みがあって、その中心に人を育てていくというの 

があり、さらにこの戦略があるのではないか。
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・重点戦略で子どもにスポットをあてているが、これから高齢者が増える中で高齢者にもス 

ポットをあてないといけないなど、戦略に偏った点も見られ、また、資料ではイメージが 

しにくい点もあり、人を育てていくことを骨格にしてよいのかという疑問を持った。 

・市民が主導して活動し明石を盛り上げていくためには、行政が枠を決めて、こうしないと 

いけないとするのでなく、支援をするプログラムを作ってほしい。それが明石の活性化に 

なり、人づくりの一環になる。 

（分科会長） 

・これまで自由に意見をいただくなかで、また、どこかに選択・集中していこうというなか 

で、共通して指摘いただいたのが人についてであり、いいところに焦点をあてている。子 

どもにだけ焦点をあてるという点は、全体をみると必ずしもそうではないが、表現を整理 

していくとよい。 

（委員） 

・行政内部の財政再建や危機管理、組織づくりなどについての記載を考えているか。 

（事務局） 

・そういった点については、まちづくりの戦略とは別に項目立てを考えている。 

（委員） 

・本日の参考資料にあるまちづくり懇談会について、小学校区単位の協働のまちづくりを一 

層推進するという開催目的を聞いていて、校区のコミュニティ推進協議会の役員会で50人 

とか100人とか集めないといけない、それに対してどうしようと話していた。ところが、 

70から80人しか入れない会場で、７校区一緒にすることに決まった。広報あかしの案内に 

は、なお書きで、当日、参加者多数によりご入場いただけない場合がありますのでご了承 

くださいと記載されている。それを聞いて、再度、役員会で、何でそうなったのか、各校 

区から10人程度しか集まれず、協議会の全役員すら行けないのでは、開催の目的を達成で 

きるのか、本当に市民の意見を聴くならこういう設定はおかしいという論議をした。これ 

以降どうするか考えないといけない。市議会だよりには、７月中旬から小学校区を単位と 

したまちづくり懇談会を行い、地域の意見を聴いていくと書かれている。 

・市議会だよりには、第５次長期総合計画の特別委員会に関して、委員である議員から「特 

に若い世代の意見を反映できるようにしてほしい」、「市民が長期総合計画に対して達成 

感や責任感を持てるよう十分に議論していくべき」という意見があったと書かれている。 

これに関して事務局に伺いたい。 

（事務局） 

・今回のテーマは、市全体について考える内容ではあるが、原則、小学校区単位での開催と 

した。自治協議会と相談した結果であるが、会場の都合がつかなかったこともあり、配慮 

が足りなかったと懸念している。 

・できるだけ若い人に参加いただきたいと考えており、各校区の協議会代表に声かけをお願 

いしている。また、この審議会も含め、市民アンケートやワークショップ、今後はパブリ 

ックコメントも考えており、多くのご意見を反映して市民とともに作り上げていく計画に 

したいと考えている。 

・まずは、市民に総合計画を知ってもらうことが大事であり、どういった形で、どういう考 

えで進んでいるかについて、まちづくり懇談会を通じてお知らせしていきたい。それだけ 

でなく、広報紙など幅広く手段を用いてお知らせし、意見をいただいていく。そうして、
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参加してもらうことが、達成感につながっていくと考えている。 

（委員） 

・ワークショップやいろいろなアンケートの意見が、どのように反映されてきているのか。 

また、まちづくり懇談会の資料の内容について、審議会で検討する必要はないのか。 

（事務局） 

・資料のどの部分がどこでいただいた意見ということでなく、幅広くいただいた意見を現時 

点で総合的にまとめた結果として、資料を提示している。 

（分科会長） 

・様々なプロセスを経た過程で得られた成果を、例えばコラムにするなどして示すと、市民 

に分かりやすい計画になる。 

（副分科会長） 

・まちづくりの目標として、人を大切に育てていくことについては、基本的にこれで良いと 

いう意見であり、大胆な目標を提示したという意見もあった。 

・重点戦略についても、子どもを大切にするという視点は重要だという意見であったが、子 

どもに限定せず、あらゆる世代の市民が成長していく、お互いに育っていくという視点で 

これから詰めていくとよいという意見をいただいた。 

・個別の課題を見たときに、子どもを中心に考えると、高齢者とは相対する面も出てくると 

いう意見があり、今後具体的な方策を考える段階でユニバーサル的な視点からの調整が必 

要となる。 

・議論の後半には、人を育てることは目標ではなく手段ではないか、また、総合性という点 

から目標として適切なのかという意見も出てきた。今日の段階ではキーワードだけが出て、 

少し言葉が先行しているなかであり、具体の政策との関係を見ていくなかで判断していく 

ことが必要である。 

・従来の計画は、目標を立てて、それに向けた手法があるという作り方であったが、これか 

らはプロセスという考え方で、過程そのものが手段であり、また目標にもなるというよう 

な、ダイナミックに切り替わって循環的に発展していくという考え方もできる。 

・戦略と戦術という視点から、今後肉付けしていくなかで、人や子どもを中心に、戦略とし 

てしたたかな内容に組み立てていく必要がある。 

・誰がどこでどのように人を育てるのか、具体的な施策にどうつなげていくかについて指摘 

があった。 

・個別には、産業のバランス、道徳教育、自然を積極的に守ること、コミュニティのあり方、 

行政システム、市民活動の継続性の保証など様々に意見をいただいた。 

・人の問題については、社会関係資本ということがよく言われるが、人と人のつながりが大 

切であり、それをどう作り上げていくか、これも目標となりまた手段にもなる。それを繰 

り返しながらの10年であり、それを見定めた10年計画になる。 

４ 閉 会 

（事務局） 

・次回の審議会は、全体会での開催も考えている。日程は９月の中旬で調整する。 

・地域との意見交換をするまちづくり懇談会を開催するので、ぜひご参加いただきたい。 

・審議会や総合計画について気づいた点を、配付している用紙に記入し提出いただきたい。


