
資料１ 

平成22年11月10・11日 

第 ９ 回 審 議 会 資 料 

第８回明石市長期総合計画審議会 全体会（議事要旨） 

日 時 平成22年10月23日（土）10:00～12:10 

場 所 サンピア明石 フロイデホール 

出 席 者 加藤会長、田端副会長、浅野委員、安達委員、井上委員、小田委員、車谷委員、 

黒岩委員、桑原委員、小阪委員、塩野委員、竹内委員、筒井委員、平野委員、 

藤岡委員、藤田委員、堀沢委員、丸谷委員、水田委員、三輪委員、安原委員、 

山端委員 （計22名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

※委員出席状況の報告 

（事務局） 

・本日、ふれあいフェスティバルの関係で、５名の委員が欠席されている。この方について 

は事前に総合計画の素案について説明し、ご意見をいただいている。いただいたご意見は 

本日、参考資料として配付している。 

３ 議 事 

（事務局） 

－資料１、資料２、資料３、当日配付資料に基づき、事務局説明－ 

・資料１は前回の議事要旨。ホームページ上で公開する。 

・資料２－１、資料２－２は総合計画の素案についてであり、資料２－３は骨子案から素案 

への主な変更点をまとめたものである。 

・主な変更点であるが、第２章のタイトルを「まちづくりの目標」とし、第１節を「10年後 

の目標」とした。目標については広く意見を聞くなかで、今後とも継続して検討していき 

たい。 

・骨子案での「重点戦略の着眼点」を基本構想で示し、第３章第２節「まちづくり戦略」と 

した。 

・５つの戦略の柱とその展開の方向についても、修正を加えている。具体の内容は素案の説 

明で述べる。 

※以降、総合計画の素案について、順次説明。 

・長期総合計画は「序論」、「基本構想」、「戦略計画」の三つの部分で構成する。 

・序論の第１章では、計画策定の趣旨と基本姿勢を、第２章では、計画の構成と期間につい 

て記載をしている。前回の審議会でいただいた「総合計画は市の最上位の計画であること
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を明示すべき」との意見を踏まえ、個別計画との関係を明らかにしている。 

・総合計画は「基本構想」と「戦略計画」で構成する。基本構想では、10年後におけるまち 

づくりの目標やその実現に向けた基本的な考え方、重点化するための戦略を示し、戦略計 

画では、目標の実現に向けた、重点的な施策展開や計画推進の考え方を示している。一方、 

各分野の具体的な施策展開の基本的な考え方や具体の取組は個別計画で定める。また、総 

合計画や個別計画を推進するため、毎年度の取組の方針と具体に実施していく事務事業を 

定めるために、実行計画を毎年策定する。 

・計画の期間は平成32年度までの10年とする。 

・計画策定の背景では、「社会経済情勢の変化」、「明石市を取り巻く状況」、「明石の地 

域特性」を示している。 

・11ページは、基本構想の構成をまとめている。基本構想は、第１章「まちづくりの基本方 

向」、第２章「まちづくりの目標」、第３章「まちづくりの手法と戦略」の３章だてで構 

成している。 

・第１章 まちづくりの基本方向の第１節では、いつの時代もかわらないまちづくりの理念 

として、「すべての人が一人の人間として尊重され、幸せを追求することができるまち」 

を築くこととしている。 

・人々が「安全に、安心して暮らせる」、「賑わいや活力のある」、「自然や歴史、文化を 

いかし、個性がある」、このようなまちを「人が育ち、人がつながって」つくることを、 

まちづくりの大切な要素としてとらえ、様々な担い手が、お互いの信頼の上に連携・協働 

しながらまちづくりを進めることが大切であるとまとめている。 

・第２節 まちづくりの基本認識では、人口減少・少子高齢化の進展、成長が期待しにくい 

経済など、未来への明るい展望が見いだせないため閉塞感が漂い、まちの活力が減退して 

いる。それを踏まえ、先行き不透明で成長が期待できない時代だからこそ、今後の10年を、 

明るい未来への展望をひらくため、まちづくりの原動力となる「人」に焦点をあてた、つ 

ながりのなかで「人」もまちも成長していくまちづくりを進めることとしている。 

・第２章の第１節 10年後の目標では、あらゆる主体が共有する10年後のまちづくりの目標 

として、「人もまちも豊かに育ち続ける 未来安心都市・明石」としている。これについ 

ては、仮置きで、引き続きご意見をいただくなかで、時間をかけて検討したい。 

・「人」が豊かに育つことで、暮らしの舞台である「まち」の成長につながる。「人」と 

「まち」の成長の循環の中でレベルアップし、安全安心文化の構築やコミュニティづくり 

に取り組んできたこれまでのまちの歩みを発展させ、明るい希望をもてる安心なまちを築 

き、未来に引き継いでいくことを目指していきたいと考えている。 

・第２節 今後の人口と都市空間の考え方の将来人口については、骨子案と同様に、おおむ 

ね29万人を目標人口と設定している。 

・都市空間については、「人が豊かに育つ」空間の創出に取り組むうえで、骨子案と同様に 

安らぎと賑わいのある空間をつくる。 

・第３章の第１節 まちづくり手法ですが、ベストを選択して進める「選択と集中」、担い 

手の参画と協働により進めるという「みんなで進める」、地域特性を磨いたり、既存施設
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の機能を高めるという「地域にあるものを活用する。」広域的に連携したり、競い磨きあ 

うという「広域的な視点を持つ」の４つの視点を基本として、まちづくりを進める。 

・第２節 まちづくりの戦略では、まちづくりの目標の実現に向け、効果が大きく、重点的 

に取り組むまちづくりの戦略として、「子どもの健やかな育ちで、みんなの元気を生み出 

す」と設定している。 

・「子どもの育ち」を切り口にすることは、あらゆる世代の活力につながる波及効果の大き 

いものと考える。こうしたことから、「子どもの健やかな育ちで みんなの元気を生み出 

す」を戦略とした。 

・この戦略では、大きく５つの柱、１「安全安心を高める」、２「自立した温かい地域コミ 

ュニティをつくる」、３「明石らしい生活文化を育てる」、４「まちを元気にする」、５ 

「一人ひとりの成長を支える」を掲げている。 

・戦略計画は「戦略の展開」と「計画推進の考え方」の２章構成である。 

・26ページ以降の５つの戦略の柱の内容では、左側から「展開の方向」に沿って重点的に進 

める主な施策を示している。今回の総合計画では、個々の事業は盛り込まない。 

・戦略の柱の一つ目「安全・安心を高める」は、「安全安心して暮らせる環境を高め、みん 

なの不安解消につなげる」という趣旨で、４つの展開の方向を設定している。 

・柱の２「自立した温かい地域コミュニティをつくる」では、コミュニティづくりに力を入 

れてきた本市の特色を明確にするため、「コミュニティ」という文言を加え、「自立した 

温かい地域コミュニティをつくる」へと変更した。 

・また２の展開の方向では、「高齢者の地域での活躍の場を広げる」と「認め合う開かれた 

地域をつくる」を追加した。 

・柱の３「明石らしい生活文化を育てる」は、「明石を知り、感じることができる環境をつ 

くり、みんなの魅力的な暮らしにつなげる」という趣旨である。 

・一番目の展開の方向は、骨子案での「自然歴史文化を身近に感じる環境をつくる」と「環 

境負荷を少なくする」を統合し、「自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる」 

とし、二つ目の展開の方向は内容を明確にするため、「スポーツや文化芸術、歴史に親し 

める環境をつくる」とした。 

・さらに、３番目に食、海、時という明石の地域特性・資源をいかすため、「食、海、時を 

暮らしにいかす」を追加した。 

・柱の４「まちを元気にする」は、「産業活動が活発に行われ、将来に希望を持てる元気な 

まちにすることで、みんなの活力を生み出す」という趣旨で、市全体の１次から３次産業 

に至るまでの活性化を主眼に施策を掲げている。 

・３番目の展開の方向「明石のファンを増やす」は、市外の人だけでなく、市民にも明石の 

魅力を感じてもらうというねらいもこめて、「明石のファンを増やす」とした。 

・柱の５は、子どもをはじめとして、あらゆる世代の成長につなげるという考えのもと、タ 

イトルを「一人ひとりの成長を支える」とした。 

・「明石でこどもを育てたいと思える魅力ある環境づくりに取り組み、若い世代への魅力を 

高めること、また、子どもの成長を支えると共に、市民自らの能力を高め広める」という 

趣旨である。 

・さらに展開の方向では、広い意味を持たせるため、１番目を「子育て家庭を支える」に、
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３番目を「幅広い世代の意欲をはぐくむ」とした。 

・計画推進の考え方では、市民視点に基づき、効率的・効果的に成果をあげていく「行政経 

営」の観点から市政運営を展開する。 

・「参画と協働の仕組みづくりの推進」、「自立した地方行政の推進」、「市民ニーズに対 

応した行政経営」、「組織力、職員力の向上」、「健全財政の推進」の５つを展開の方針 

とする。 

・計画推進のマネジメントでは、計画を実行していくための計画推進の方法を記載している。 

・「個別計画を策定し、各分野の具体の施策や事業については、個別計画に基づき展開する 

こと」とし、各分野の今後の展開の基本的な考え方や施策展開は個別計画で実施する。 

・個別計画の策定と推進にかかる基本的な考え方は、「個別計画の策定などには市民参画機 

会を十分取り入れること」、「個別計画の見直しの必要な場合」、「事業の優先順位は、 

市民ニーズ、事業効果、財政状況等を踏まえ、毎年作成する実行計画において整理するこ 

と」、「未実施事業で、第5次長総の期間に取り組む事業は、個別計画において基本的な 

方針を明らかにする」などを定めている。 

・また、実行計画の策定を通じたＰＤＣＡサイクルにおいて、市民参画の機会を確保しなが 

ら計画の推進を図る。 

・今後、この内容を、11月１日の広報あかしでお知らせするとともに、素案を公開し、市民 

から意見をいただくパブリックコメントを実施する予定である。 

・資料３は前回の審議会や市議会の特別委員会、傍聴者からいただいた意見をまとめたもの。 

・また、本日ふれあいフェスティバルの関係で欠席されている５名の委員について、事前に 

総合計画の素案について説明し、そこでいただいた意見をまとめたものと、前回の審議会 

の後、委員から書面でいただいた意見をまとめたものを配付している。 

（会長） 

・あらゆる意見を全て取り込むことは不可能であるが、そのためにこの審議会という場があ 

る。いただいた様々な意見の集約が、この総合計画の素案である。審議会委員の皆さんの 

意見をどのように素案に反映させるかが重要なポイントとなる。 

・資料２－２が本日の議論のテーマである。基本構想について集中的にご意見を伺えればと 

考えている。市民生活に最も身近な戦略計画については、次回にご意見をいただく予定で 

ある。次回は密度の濃い意見を伺えるようなスタイルを事務局で考えていただいている。 

・基本構想を中心にご意見をいただきたく考えているが、その他の部分についてでも構わな 

い。 

（委員） 

・ぜひとも他都市に住んでいる方にも明石を好きになってもらいたい。そのためには市民自 

身が明石に愛着が持てることが大事である。明石を知り、愛着を持つということは非常に 

いいことである。明石の市歌は明石の良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、子どもたちに教えていくべきである。 

（会長） 

・まちづくりの基本方向である「自然、歴史文化を活かし」と、「人が育つ」ということを
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あわせながら強調させてはどうかという意見である。 

（委員） 

・まちづくりの手法に「地域にあるものを利用する」とあるが、公共施設をもう少し安価に 

使用できないか。西部市民会館など、オープン当時は様々なイベントが行われ、多くの利 

用者がありにぎわっていた。誰もが利用しやすいようにするために、料金を安くするなど 

見直しが必要ではないか。現状の使用頻度は高くないように見える。料金を安くし、使用 

頻度を上げたほうが、収入にもつながる。 

・賑わいのあるまちにするため、大蔵海岸などで明石が土地を提供するなどして、近隣の須 

磨や舞子などと上手く連携をとれないか。明石海峡大橋があり、海峡都市と謳っているの 

に、大蔵海岸の現状はあまりにもさびしすぎる。上手く活用する環境づくりを行っていく 

べきである。 

（会長） 

・明石にとっても既存の施設をどう使いこなすかは重要な課題である。現在、例えば廃校舎 

を活用する動きなどは、様々な場所で起こっている。廃校舎を、公的活動を行う団体やコ 

ミュニティビジネス、地域の自治組織に運用させるという方向もある。これはある意味最 

先端の議論であり、明石市でも積極的に取り組んでほしいところである。 

・神戸を巻き込み、大蔵海岸を活用するのは大切なことである。行政界を超えた連携をどの 

ように行うか、大胆な提案をしてほしい。 

（委員） 

・小学校・中学校コミセンなどの施設について、提携しているグループが年間を通して使用 

を申し込んでいるなど、一般の人や若い学生が申し込んでも使えないことが多い。 

・高齢者や地域福祉など同じような活動をしている団体が多いので、まとめていく必要があ 

ると感じる。様々な団体があり非常に多くの会議があるため、負担が大きく、若い世代が 

担い手となることを嫌がるし、続かない。様々な団体がどのような活動をしているかとい 

うことを冊子にまとめて、それをみんなで共有する必要がある。 

（会長） 

・神戸の長田や淡路などでは、様々な団体が一つの土俵に入り、情報共有して行政と連携・ 

交渉し始めているという事例もある。今後は地域の中で、そのためのプラットホームを作 

ることが必要となってくる。 

（委員） 

・素案の最初の背景から基本方向までの流れが非常に暗いイメージがある。具体的に明るい 

未来への展望は、14ページ以降に記載されている。明るい未来へ向けた個々の具体的な方 

向は、14ページ以降からであり、目標や戦略、戦略計画につながっていくという流れであ 

るが、その前に明るい未来へ向けて具体的に取り組む方向を示すなどの表記がほしい。 

（会長） 

・今回の総合計画においては、市民の皆さんに目標を共有してもらうことは重要な要素であ 

る。事務局はこのご指摘を踏まえ、書き方を工夫してほしい。 

（委員） 

・序論の６、７ページの明石を取り巻く状況について、４つの状況が挙げられているが、明 

石の市民の姿がこの状況からは見えてこない。今回の総合計画によるまちづくりは、 

「人」に焦点を当てることから、人々の生活文化や価値観、市民意識がどのように変化し
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て変わってきたのかについて盛り込む必要があるのではないか。 

・素案の11ページのまちづくりの理念の文章は、主語がわかりにくにので、13ページの本文 

中にある「全ての人が一人の人間として尊重され、幸せを追求するこができるまち」のほ 

うが適切ではないか。 

・戦略の書き出しについて、戦略１については子どもとの関わりがはっきりしない。「安全、 

安心な環境をつくることが子どもの健やかな育ちにつながる」というように、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。 

・戦略５について、戦略計画の概要では「生涯にわたって学べる環境をととのえる」とある 

が、34ページにおいては、その表現が薄くなっているように感じる。生涯にわたって学べ 

る環境が、一人ひとりの成長を支える大きな要因になっていると考えるので、本文や展開 

の方向に含めるとよい。 

（会長） 

・素案の概要と本編で表現が異なるものについては、統一していただきたい。 

・一方の議論で、子どもに集中しすぎるのはどうかという意見もある。子どもを核に施策を 

展開することが、あらゆる世代の安全、安心な暮らしにつながっていくという思いが込め 

られている。事務局には委員の意見をふまえ、表現を考えていただきたい。 

（委員） 

・前回の審議会資料に対し書面で意見を提出した。事務局で検討いただいて素案に反映され 

た部分もあると認識しているが、反映しきれていない部分もある。それについては、今日 

は留保しておきたい。全体として多くの話を深めていく方が大事だと思う。前回はしゃべ 

りすぎ、皆さんの発言の機会を減らしてしまったのかなという反省もしているが、今日も 

まだ話したいことがある。 

・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は異論があり、次回 

以降、実現する方策を考えるということだが、少し考えてみたい。戦略は決まったが戦術 

は十分論議できない計画ということではいけない。 

・素案は、骨子案からかなり肉付けされたが、実現可能性については危惧しており、それを 

補足する方法はないかということを考えた。戦略をブレイクスルーすることは大変難しい 

ことだと思うが、目の前に多くあるやらなければならないことや、あるいは個別計画をは 

め込んで済むというものではない。 

・総合計画を作成するうえで、特に子どもという観点から関係が深い次世代育成支援対策推 

進行動計画と教育振興基本計画について話をしたい。次世代の計画は、第４次の長期総合 

計画に基づいて３月にすでに決められており、教育の計画については、今まさに策定作業 

をしている。国や県が出している内容と比べて見ると、明石らしさが出ているが、根幹に 

関わる内容が抜けているのではないかと心配である。具体には、例えば、男女共同参画社 

会基本法という言葉を探しても出てこないし、ワークライフバランスは一カ所のみ記述が 

ある状態である。担当部署だけで計画を作るのではなくて、タスクフォースで立案すると 

違ったものができるのではないか。国や県の内容との違いを理解した上で作成していくの 

がよい。 

・事業の評価について、県ではアウトカム指標をあ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。 

何人集まったかということは大事ではあるが、成果の一部であり、本当のねらいを達成し
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たかどうかは別のことである。つまり、問題解決することが大事なのは確かであるが、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 

が問われているのである。 

・明石の10年、20年を考えた場合に、中核市にすることを掲げてもよいのではないか。第４ 

次計画では目標人口は31万人であり、今回は29万人にしようとしているが、31万あるいは 

30万ということにして、中核市をめざすことを考えてもよいのではないか。目標の人口を 

減らすことで個別計画を見直すのは大変でもあり、中核市について考えてみてはどうか。 

（事務局） 

・個々の計画の状況については、必要があれば担当部のほうから説明をさせていただく。計 

画づくりにあたり、国や県の動向、全庁的な取組などにご意見をいただいたが、個別の計 

画づくりにあたっては、すべての分野で総合計画のように大きな体制を組んでいるわけで 

はないが、十分に国・県の動向を含め、関係する部で知恵を出しあいながら進めていくこ 

とを基本にしている。 

（会長） 

・個々の状況については担当から委員に答えていただくとよい。計画のマネジメントについ 

ては、重要なご指摘であり、数値目標の設定をどうこなすかは計画づくりの基本である。 

どう考えていくかについて、次回以降、事務局から提示いただきたい。 

（副市長） 

・中核市の議論はよくあるが、中核市を目指すには、今の経済状況のなかで、財政的な負担 

が伴うことや、人口減少社会に入っているという現実もあり、無理をして中核市を目指す 

のはどうか。中核市になってどういうメリットがあるかなど種々検討すると、それほど無 

理をしてめざすべきではないと考えている。むしろ身の丈にあった明石らしいまちづくり 

をめざすほうがよいのではないか。 

（委員） 

・今、明石は特例市であるが、中核市になると民生、保健衛生、都市計画、環境保全、地方 

教育などの権限が県から市に移管される。市の仕事が増えてお金もかかることになるが、 

交付税は増える。メリット、デメリットや難しいことがたくさんあると思うが、チャレン 

ジしてみるのもよいのではないか。 

・今、中核市が40市、特例市が41市ある。2013年までに中核市に指定されることがほぼ決ま 

っているのは５市あり、そのうちの４市、高崎、豊中、一宮、四日市は特例市から移行し、 

１市の那覇市はいきなり中核市に指定されるという状況である。そのほか、要件を満たし 

ていない３市、長岡、福井、佐世保が中核市になりたいと活動を続けている。それらに比 

べて明石は負けることはない。こうした活動を通してこそ、今回掲げている目標が達成で 

きるのではないか。 

・特に県から市に移管される事務のなかに教職員の研修事務がある。文部科学省では、人事 

権を移行しようと固めているが、都道府県が困っているという段階である。それがこれか 

ら先どう変わるか、また、道州制や広域連合の動向もあるが、何もしないでいるよりは、 

10年、20年先を考えると、明石はいいところであり、人口を少し増やし、現計画と同じ31 

万人を踏襲するか、30万人として中核市を目指すとすると、国全体の流れとは逆行するが、 

明るさを盛り上げていけるのではないか。 

・特に、教職員の人事権が市に移管されると、明石らしさを盛り上げる上で大きな力になる
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のではないか。例えば、教職員の歓送迎会で長年待っていた地元に帰るとにこにこしてあ 

いさつをするのを聞くのは本当に寂しい。明石で教員をやるという人たちに元気に教育を 

してもらい、地域にとけ込んでもらうことが、計画を推進する上で大きな力になるのでは 

ないか。困難があっても、考えてみてはどうかという気持ちである。 

（委員） 

・自立や市民参画という言葉が並んでいて、市民みんなが率先して動こうということであり、 

それをしないと結局いつまでたっても市役所にお願いすることの繰り返しになる。その点 

については、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。市役所が市民に向けてこうしてほしいというのは難しいことであり、それが言 

いにくくて、「人が学び」といったような奥歯に物が挟まったような表現になっている。 

市民が自ら担い手になっていこうと言ったことを、市役所が受けて、市民に広げていく必 

要があり、それを感じさせる書き方ができるとよい。 

・市民が参画し、いろいろな場面で担い手になって関わっていくとなると、諸団体が絡んで 

くる。これから先を考えると、商業と教育のコラボとか、地域とのコラボが起きてくるだ 

ろうが、そのときに、できるだけ部署同士の垣根、市と県の連携などによる管轄の垣根を 

取っ払って、市のほうにその垣根があるから市民同士の活動がやりにくいということが起 

きないようにお願いしたい。 

・また、市職員の異動によって、一からもう一度ということがよくあるので、改善してもら 

えるとよい。市民の側の歯車と、市の歯車がうまくかみ合うようにできるとよい。 

・子どもをキーワードにすることについて、イメージしているのは小さな子どもかもしれな 

いが、高校や高専、大学へと成長していったときに、市の管轄から先のことは知らないと 

いうのではなく、総合選抜制度がなくなり加古川と明石の高校生が混ざることもあり、明 

石で育っていく子どもたちという一括りで考えられるとよい。そういった学生が明石でい 

ろいろな活動できる場があったり、例えば小学校の空き教室をうまく活用してまちの拠点 

になりつつコミュニティを支えていったりできるとよい。 

（会長） 

・市民意見の見せ方については、編集上の問題もあると思うが、先ほど委員から序論の計画 

の背景の記載が紋きり調であり、人に重点を置くのであれば、生活文化、市民意識などに 

重点をおいた書き方もあるというご指摘もあり、事務局でまとめていただきたい。 

・縦割りは行政の論理であり、意義もあるが、地元にとっては連携でやってもらうのが一番 

よくて、縦割りの持っている非効率的なところについては、何とかすべきである。職員が 

２、３年で異動することについてもよい面、悪い面があり、難しいところである。 

・また、市民が成長していくプロセスをマネジメントしていくプログラムとしての総合計画 

の重要性についてご指摘いただいた。 

（委員） 

・若い人の意見をどのように取り入れているかがわからなくて、前に意見を送ったところ、 

高専に話がいったようで、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 

いう課題が出された。その中では、ホームページで探しにくいという意見や、市民主導が 

今回の理念であり、それ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 

わからないといった意見が多かった。市民主導で進める起爆剤をどうするかを考えている 

が、自主性に全て任せることで本当に動いていくのか。もう少し市が啓発して、いろいろ
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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。 

・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もっ 

てほしいと、この審議会に応募したときも意見を書き、ずっと言ってきたが、素案のなか 

に盛り込まれていない。前に、事務局からこの場で議論する問題であり、行政側で作って 

まとめると言われたが、含まれていない。プロジェクトもこれまでの続きのものが多いが、 

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。 

・地域にあるものを活用するという点で、地域の自然を総合学習などで使うことは発言した 

意見でありよいのだが、それだけでなく、例えば地産地消をもう少し進めていくのがよい。 

食育と重なるところがあるが、少しニュアンスが違う。 

・人口を増加させるかについて議論もあったが、これ以上農地を減らして宅地開発すること 

は時代に逆行しているし、明石の良さを壊していく。例えば、地産地消をしっかり掲げて、 

地元のものを食べるとメリットがあるといったシステムを作ると、より明石のブランドを 

地域や周りにアピールすることができるし、農地や海といった明石にあるものを活用する 

ことができる。住宅を作り人口を増やすというより、地産地消を記述し、明石の魅力を外 

にアピールして、もっと観光客が動きやすい状況にするといった方向に持っていくなど、 

人口を増やすのであれば、魅力を磨く点を重視するとよい。 

（会長） 

・市内の学校でこういった審議会の議論を知ってもらうのはありがたいことである。市民の 

自主的な取組を具体的にどう進めるかについても、次回以降、戦略のところで具体的なイ 

メージが出てくるのではないか。 

・地産地消というキーワードが重要であるという指摘をいただいた。人口については、これ 

までにも意見を伺ったところであるが、議論するなかで考えつつ進めていく。 

（委員） 

・長い間明石に住んでいるが、明石の歴史的な背景をあまり知らない。もっと歴史的な教育 

をしないといけない。あかねが丘学園の卒業生に樽屋町の海のほうを案内してもらい、お 

寺で話を聞いたが、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、いろいろな所に名所を作ったそう 

だが、そういったことを学ぶべきでないかと感じた。 

・十三人の刺客という最近の映画で明石藩の藩主が無茶なことをするのだが、間違って伝わ 

って全国から明石藩は・・と言われてしまう状況にある。一方で、先ほどのよい話を我々 

は知らない。明石らしい生活文化を育てるなかで、また、子どもたちを育てるうえで、全 

国画一的な歴史教育でなく、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であ 

る。 

（委員） 

・前の骨子案から素案になり、文章が入ってわかりやすくなったが、逆に違和感を持つとこ 

ろもある。 

・まちづくりの理念にある安全安心については、個人の尊厳や基本的人権の尊重に関わるこ 

とであり理解できるが、まちの賑わいや活力については、豊かになることを望んでいる人 

もいれば、静かに暮らしたいという人もいるのではないか。理念の中で、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。
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・まちづくりの基本認識に、社会経済情勢の変化とあるが、序論にも出ており、だぶってい 

ないか。人に焦点を当てたまちづくりを出すためには仕方がないのかもしれないが。 

・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、その流れがわかりにくい。 

・10年後の目標という言葉に代えたが、単純には平成32年の目標となるが、それがなぜいま 

必要なのか。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。10年後の目標、 

まちづくりの目標といった表現に違和感があり、市民から理解してもらえるだろうか。 

・細かいところでたくさん気になるところがあるが、別の機会にしたい。 

（会長） 

・まちづくりの理念から目標へのつながりがわかりにくいとの意見について、ロジックをつ 

くるのが非常に難しい中で、今までの様々な意見をまとめた結果であると思う。苦労して 

いると思うが、今一度わかりやすくする検討をお願いしたい。 

・10年後の目標について、私も委員と同じ感想を持ち、副会長とも話をした。その結果、明 

るい未来への展望をひらく10年ということで、10年間のプロセスを経た結果、最終的にこ 

のような姿になっているという意味と解釈できるのではないかと考えている。 

（委員） 

・良心的に解釈するとそうだろうが、パッと見たときにタイトルとして違和感がある。 

（会長） 

・この表現についても、事務局のほうで再度わかりやすい表現について検討してほしい。 

（事務局） 

・市民にわかりやすい計画にしなければならないので、今頂いたご意見については、再度検 

討したい。 

（委員） 

・最初の事務局の説明で、この素案をもって、パブリックコメントにかけると聞いたように 

思うが、聞き間違いだろうか。もしそうであれば、それは早すぎるのではないか。まだ、 

審議会で基本構想を審議しており、次回、戦略計画を審議する段階である。それが済んで 

からでもよいのではないか。審議する充分な時間がない状態でパブコメをかけても、市民 

に迷惑がかかるのではないか。 

（事務局） 

・今まで審議会、議会、市民の方々から意見を頂きながら素案を作成してきたが、今回提示 

した素案について、今後さらに審議会や議会でも審議するとともに、併行して広く市民の 

意見を伺いながら進めていきたい。それら全ての意見を整理する中で、計画を固めていき 

たい。 

（会長） 

・議論を尽くすのは当然ではあるが、限られた時間の中で、効果を最大限発揮していくこと 

を考えることも大切である。たとえ中途半端でも、むしろ早い段階で市民に公開し、市民 

の意見を踏まえながら審議会で議論していくことも大切と考える。 

（委員） 

・まちづくりの基本方向に「自然や歴史をいかし」とある。しかし、学校の木や公園の桜を 

切ってもらうとき、太い部分まで切ってしまう。本当に自然を守ろうとしている市の態度
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とは思えない。もっと上手な剪定を心がけてほしい。 

（会長） 

・技術上の問題はあろうかと思うが、そのあたりも事務局から何かの機会にお答えいただけ 

ればと思う。 

（委員） 

・明石には高専や国立大学付属小学校もある。広域的な視点を持つという観点で、近隣の市 

町村だけでなく、県や国の施設にも目を向けることが必要である。 

・委員から発言のあった教育振興基本計画に関して、この計画の検討委員会の委員長を務め 

ており、その場でも今回の意見を踏まえ議論したい。その結果はまた報告したい。 

（委員） 

・この計画は、人に焦点をあてた点で非常にユニークな計画である。計画では、市民一人ひ 

とりの成長に目を向けておリ、「育つ」「成長する」がキーワードである。成長には色々 

な意味があるが、ともすると計画が個人の領域にまで踏み込むのかととられかねない。こ 

の計画は都市政策上の計画であり、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」とは学校教育もあるし意識教育もあるが、大切なのはまちづくりの担い手が 

地域活動に関心を持って参加していくという意味での成長である。その点は15ページの 

「人が学び、成長する」の中で具体的に述べられている。これについて共通の認識を持つ 

ことが大事である。 

（副会長） 

・今日の審議をまとめると、大きく三つの議論があった。 

・一つ目は、「まちづくりの手法」についての議論であり、今まで公が進めていたものを 

「公と民で公共を進める」あるいは「民と民で進める」といった意見であり、これは「み 

んなで進める」に該当する。行政界を超えてという意見については「広域的な視点をも 

つ」に該当する。このあたりについて具体性を持ってきちっと記載することが大事だとい 

う意見があった。 

・二つ目は、会長から今日は深く議論できないと話があった事項ではあるが、「計画推進の 

考え方」についての意見がかなり出た。「職員の異動」や「行政の垣根を取り払う」こと 

に関する意見が出ていた。このあたりは行政経営の展開で出てくるが、ありきたりなこと 

しか書いていないと感じる。委員が言われた具体的にどう進めるか、また戦術をどうする 

かについては、この部分に関わってくることだろう。もう少し時間をかけて、深めていき 

たい。 

・三つ目は流れをどうするかということである。理念、基本認識から目標、戦略につながる 

流れがわかりにくいから整理しようということである。おそらくこれは、序論の「社会経 

済情勢の変化」の中で、我々が共通認識を持っているにもかかわらず記載されていないも 

のがあるからであり、それは三つある。 

・一点目は「グローバルのローカル化」である。人権の尊重などはグローバルな意識として 

あり、先日、中国の人権活動家がノーベル平和賞を受賞したが、その理念をローカルに反 

映していかないといけないという時代が来ているということである。その観点からいくと、 

大きな課題は「人間の安全保障」である。「国の安全保障」ではなく、人の生命や安全、 

安心を守るということであり、だからこそ「安全・安心」が大事だという時代潮流がある
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ということである。 

・二点目は日本国内に限定されることだが、「フローからストックへの社会変化」である。 

今までの日本は、人口ボーナスと呼ばれる現象があった。人口の拡大期において、経済成 

長という果実を得てきた。これからは、このボーナスが借金となるが、このボーナスの時 

代に膨大なストックを築いてきた。それはモノであり、教育制度や文化といった「人を育 

てる基盤」である。だからこそ人が大事なのである。 

・三点目は先進国に共通して言える事であるが「知的基盤社会への移行」である。ものづく 

りの面において中国のように大量生産ではなく、知的なブランドやデザインなどが大事で 

ある。これは全て人に由来するものである。 

・こうした三点は、おそらく委員が共通して持っているが、書いていないので、理念、目標、 

戦略の流れがうまくつながらない。背景に、人間の安全保障やフローからストックで、そ 

のストックを活用すること、あるいは、知的基盤社会への移行といったことがあるからこ 

そ、「人」というのが重要だという流れになる。唐突に「人」という観点が出てきたわけ 

ではなく、委員から様々に出てきた意見の背景にこういった共通認識が基盤としてあり、 

まとめた結果「人」に結びついてきたということでないか。このあたりを整理することに 

よって時代潮流に合った計画であることが明確になれば、もう少しわかりやすくなる。 

（会長） 

・意見を伺うことができなかった委員も意見募集用紙があるので、事務局に提出してもらえ 

るとよい。 

・12ページの「人もまちも豊かに育ち続ける 未来安心都市・明石」というキャッチフレー 

ズに関しては、専門家の意見も踏まえ、市民にわかりやすいものにすると事務局からは聞 

いているが、選択と集中と言っているにもかかわらず、ありとあらゆることが詰め込まれ 

ていて、何とかならないか。みなさんのこれからのご意見や専門家からのアドバイスを受 

けて、見やすくパッと頭に入ってくる表現にしてほしい。 

・次回の審議会では具体的な施策展開が記されている戦略計画を中心に審議するが、事務局 

からその進め方について説明をお願いする。 

（事務局） 

・資料「第９回審議会の進め方」に基づいて説明。 

・次回の第９回は、各分科会をさらに２グループに分けて、資料に記載のグループ・日程・ 

内容で、戦略の展開を中心に審議する予定である。グループについては、会長と相談のう 

え、ご発言の内容のほか、委員の所属する団体、公募委員においては当初に聞いた興味の 

ある分野などを踏まえ分けている。 

４ 閉会


