
- 1 - 

第１１回明石市長期総合計画審議会 全体会（議事要旨） 

日 時 平成23年１月28日（金）15:00～17:00 

場 所 市議会大会議室 

出 席 者 加藤会長、田端副会長、安達委員、泉委員、井上委員、大西委員、小田委員、 

車谷委員、黒岩委員、桑原委員、小阪委員、小松委員、阪田委員、阪本委員、 

塩野委員、竹内委員、谷内委員、寺山委員、筒井委員、西海委員、平野委員、 

藤田委員、藤原委員、堀沢委員、松尾委員、丸谷委員、安原委員、山下委員、 

山端委員、山本(章)委員、山本(洋)委員、吉川(由)委員 （計32名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

・本日が最終回である。これまで10回にわたり審議を行ってきた。これは他市に比べても非 

常に多く、それだけ市民の意見を反映しようとした結果でもある。 

・今回提示させていただいている答申案について、皆さんの熱心な議論の集大成として最終 

のチェックを行い、表現の加筆等あれば具体的に言っていただきたい。 

※委員出席状況の報告 

・水田委員については、先日都合により辞任する旨の届けが提出されている。 

３ 議 事 

（会長） 

・本日のテーマである審議会答申案について、事務局から資料を説明いただきたい。 

（事務局） 

－資料に基づき事務局説明－ 

・資料１は前回の議事要旨であり、ホームページ上で公開する。 

・資料２は、前回審議会でいただいたご意見について、後日委員から書面でいただいたご意 

見なども含め、計画案の項目別に整理し、合わせて答申案への対応を記載している。 

・資料３－１から３－３までの３つをセットで答申案と考えている。 

・資料３－１は、答申案の本文である。別紙に具体的な計画案として示すことや、計画の策 

定、推進にあたり特に配慮すべき事項を６項目にまとめている。 

・資料３－２は答申の別紙として具体的に審議会での計画案をまとめたものである。２箇所 

訂正があり、１ページの「第１章 計画の枠組み」の「枠組み」が、印刷の状態により見 

えなくなっているものがある。また、49ページの審議経過の中の第６回の審議会の開催日 

について、第１分科会は平成22年７月14日に訂正をお願いしたい。 

・計画の中身について、前回の審議会で提示した「素案の修正案」をベースに、前回いただ 

いたご意見等を踏まえ、文言等の変更を行っている。変更を行った部分については、原則 

波線を引いている。
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・また、答申をいただいた後も、計画書の作成に至るまで、さらに表現等を精査するととも 

に、写真やイラスト等を活用し、より一層わかりやすいものを目指していく。 

・資料３－３は答申の参考資料として、これまで10回にわたる審議で各委員からいただいた 

ご意見やご提案を、計画案の体系に沿ってまとめたものである。実際の答申書には、本日 

いただいたご意見も加えていく。 

（会長） 

・この答申案についてお気づきの点があれば、ご意見いただきたい。 

・また、最終回ということで審議会の感想についても、今後の参考にお聞かせいただきたい。 

（委員） 

・32ページ「高齢者の地域での活躍の場を広げる」の説明文「在職中からワークライフバラ 

ンスを考えるきっかけをづくりを行うととともに」というところの「を」がミス表記にな 

っている。 

（会長） 

・事務局は修正をお願いする。 

（副会長） 

・17ページ、23ページの図については、文章を読まず、図だけ見ても分かるようもっと検討 

した方がよい。 

・18、19ページの目標人口や都市空間にあるふきだしの意図が分かりにくい。 

・あくまで印象だけの話だが、戦略計画の施策の数に多い少ないの差がある。最終、公表す 

る段階では工夫した方がよい。 

・第２章「計画推進の考え方」の「行政経営の展開」については、行政が行う範囲と市民が 

行う範囲がある。行政が行う範囲について、この計画に記載されている形でよいが、市民 

が行う範囲については市民が自ら考える必要がある。参画と協働に関して、今後条例など 

ができることも踏まえ、これから考えていくという方向性も必要であり、別のテーブルで 

議論していくということで納得している。 

・43、44ページの「計画推進のマネジメント」について、ＰＤＣＡサイクルは毎年計画を見 

直していく場合に役立つものであり、長期の計画において何をどのようにしていくのか少 

し分かりにくい。単年度評価との関連なども今後は必要であるが、今この場の議論だけで 

は難しいことであり、現在記載されている以上に具体の内容を記載することができないこ 

とも理解している。しかし、本来は毎年度の事務事業評価のシステムがあり、長期計画と 

どう連動していくかが必要であり、それが個別計画に生かされてくる。 

（会長） 

・ＰＤＣＡの部分に関しては、今ここで議論をして解決できる問題ではないということをご 

理解いただいたうえでの発言だと思う。ただ、個別計画とうまく結びつけるようなロジッ 

クを今後入れていくこともよい。 

・図など表現上のことについては、市民が見てよりわかりやすくするよう工夫が必要である。 

（委員） 

・15ページの下から７行目、漁業、農業、工業とあるが商業もあった方がよい。地域の経済 

を支えるという点からみれば、商業なしではすまない。 

・17ページの図について、まちづくりの理念と目指す10年後のまちの姿の図は文章の内容を
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表していて分かりやすいが、これからの時代認識についての図と15ページの文章との関係 

性を見ると、言葉が拾いにくい。どちらかを変えるべきである。 

（会長） 

・例えば17ページの図を分かりやすくするためには、具体的にどうしたらよいだろうか。 

（委員） 

・15ページの文章の方が良いのであれば、17ページの図を修正すべきであろうし、17ページ 

の図の方が良いのであれば、15ページの文章を直すべきである。要するに、読む人に関連 

性が分からないのではないかということである。 

（会長） 

・商業の記載がないのはなぜなのか。 

（事務局） 

・ものづくりの技術につながる産業を記載したためではあるが、ご指摘のように地域の経済 

を支える産業という観点から商業を入れる方がよいと考えられるので、検討したい。 

（委員） 

・兵庫県が推進するユニバーサル社会づくりについて、明石はそのモデル地区として東播地 

域で一番に手を挙げた。これは単なる思いつきでやったことでは決してないと思う。けれ 

ども今回の総合計画にはユニバーサル社会づくりの文言がない。個別計画で挙げれば良い 

ということではなく、10年先を見据えた長期の計画に入れることが大事である。 

・「人」に焦点をあてた総合計画ということで、国をあげて推進している男女共同参画につ 

いて言葉が出てきても良いのではないか。男女共同参画社会づくり条例をつくることが推 

奨されているが明石市にはない。そのことを市民はあまり知らない。今後10年先を見据え 

たとき、明石も条例をつくっていくことが大切であり、総合計画の中でもそのことを入れ 

たほうがよい。 

（事務局） 

・「人」に焦点を当てたまちづくりを進めるうえで、ユニバーサル社会づくりも、男女共同 

参画も大切なことである。 

・ユニバーサル社会の実現については、19ページの「安らぎを感じる空間づくり」の中や、 

32、33ページの「認め合う開かれた地域をつくる」の主な施策の中でも記載している。 

・また、男女共同参画については、14ページ「まちづくりの理念」の中で「すべての人が一 

人の人間として尊重され」、「多様な個性や価値観を尊重しあい」など男女共同参画の理 

念を含んでいると同時に、39ページの戦略の柱５「一人ひとりの成長を支える」の展開の 

方向「幅広い世代の意欲を育む」の主な施策でも方針を示している。 

（委員） 

・35ページの主な施策「スポーツが身近に楽しめる機会を充実します」について、中央体育 

館が満杯で使えないということを以前に発言したこともある。ここは「機会や場を充実し 

ます」にしてほしい。 

（事務局） 

・その方向で考えたい。 

（会長） 

・そういうことになると、例えば体育館もう一つという話になると思うが大丈夫だろうか。
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（事務局） 

・必ずしも大きな施設ということではなく、明石にはコミセンやスポーツクラブなどもあり、 

そういったことも含めて充実を図っていきたい。 

（委員） 

・この総合計画はすごく良い。特に若手職員にも是非これを勉強してもらい、今後先頭に立 

って進めていただきたい。 

（委員） 

・43ページの進行管理について、前回よりは具体が見えるように修正された。あまり書き込 

みすぎるのも良いとは思わないが、どうとでもとれるような書き方もまずい。誰が見ても 

進行管理の基本が歪みなく分かる形にしておく必要がある。 

・以前はＰＤＣＡサイクルの図のチェックとアクションの部分の間に「市民参画、公表を行 

う」とあったが、今回は、図の真ん中に「市民参画、協働、情報共有」があり、そのこと 

により、「市民参画、公表を行う」が消えたと理解しておきたい。 

・本文のチェックの部分の説明書きも同じだが、前回入っていた「その結果の公表を行いま 

す」という表現がなくなり、今回は「評価を行います」となっている。これは情報の共有 

をするから公表するのは当然だということで理解してよいか。 

（事務局） 

・チェックとアクションの部分のみではなく、全体を通じて、より広く市民参画を行う必要 

があるということで、このような記載に変更した。ここにはもちろん公表も含まれてくる。 

・同じく43ページの説明文の３、４行目にも、計画推進のための市民参画の組織を設置する 

ことなども記載しているが、今後市民との協働や情報共有を図りながら計画の推進を行っ 

ていきたい。 

（会長） 

・これまで、表現上のことについての重要なご指摘をいただいているところである。そのほ 

かにも、これまでの感想などでもよいのでお願いしたい。 

（委員） 

・全体的な感想として良くできていると思っている。 

・今後計画の推進にあたって、市民参画や協働が重要になってくる。この計画をいかにわか 

ってもらうか、周知する工夫が必要である。 

・過去の10年に比べて時代の変化が早い。今後変化に耐えられるよう、ルールにとらわれな 

い仕組みづくりも必要である。 

・パブコメでの意見が集まりにくいといった問題もあるが、今後市民が自発的に活動できる 

よう市民と行政の信頼関係を、時間をかけながら築いていく必要がある。例えば、32ペー 

ジの「主体的な地域活動、市民活動を広げる」の主な施策に「地域リーダーの育成を進め 

ます」とあるが、これは市民の中からリーダーが育つというよりも、行政が仕掛けをつく 

り、最終的に市民のリーダーが育っていくということである。このように誰かが何かを動 

かすことにより初めの一つの歯車を動かすような仕掛けづくりが大切である。 

・以前「安全・安心」という言葉は良いと言った。現在、市民は急成長を求めておらず、10 

年後にも安心できるような緩やかな成長を求めている。 

・財政面で将来的に厳しくなっていくが、これをどう変えていくかということを考える必要
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がある。公共的な面で選択と集中を考え、今後どこにどのようにお金をつぎ込んで、それ 

をどういかしていくかということが必要である。 

（会長） 

・日本経済そのものが、委員ご指摘の問題に直面しており、総合計画の中でももっと選択と 

集中ということを考える必要があるのではないかと思っている。 

・若い方でご意見があればお願いしたい。 

（委員） 

・今回の総合計画は大きな指針のみを示すものであり、これに対しあまり意見を言うべきで 

はないが、個人的な意見を言うと、昨日のＩＭＦからの日本への指摘などを解決するため 

には人口増加しかないと思っている。 

・若い方が増えれば、経済も活発になり、税収も増え、福祉も充実する。今回の総合計画の 

目標人口29万人について、今更変えるべきとは思わないが、今後の総合計画では、例え難 

しくても、人口増加を土台に考える方がよい。 

（委員） 

・全体を通して、レイアウトが見難い点がある。例えば、１ページは全体的に上に寄ってい 

るので、もっと真ん中に寄せた方がよい。17ページは、本文を読み疲れても図だけを見れ 

ば分かるようにする必要がある。もっとまとまりが見られるようなデザインも考え、市民 

の方が読みやすい総合計画になればよい。 

（事務局） 

・今後計画書として製本する段階で、図についてももっとわかりやすくすると同時に、イラ 

ストなども使い市民が読みやすい計画にしていきたい。 

・また、計画の周知については今後分かりやすいリーフレットなども作り、広報紙、出前講 

座などあらゆる機会を捉え市民へお知らせしていきたい。また、職員については特に若手 

を中心に研修を行うなど周知を図りたい。 

（委員） 

・今回の計画は各方面から様々な意見があり、たくさんのことが盛り込まれている。 

・まちづくり手法の中に「選択と集中」とあるが、どの時点で選択と集中を図っていくのか。 

（会長） 

・決まった計画を、全くそのままやっていくということではなく、今後の財政状況や市民の 

ニーズも含めて変わってくるものであり、今後の状況を見極めながら変化していくことが 

大切である。 

・そのほか、公募委員の皆さんにご意見やご感想をお伺いしたい。 

（委員） 

・本当に丁寧にいろいろな意見が入っている。 

・特に「ひと」や「まち」など、ひらがなに象徴されるスタンスが良い。 

（委員） 

・第１回から発言した内容を振り返ってみて思うが、ひとが育ってこそまちが元気になるし、 

商売人が儲かってこそまちが潤う。引き続き一丸となってまちづくりに参加したい。 

（委員） 

・私たち子育て世代は地域コミュニティに入っていきにくい世代であるが、今回参加して、
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地域コミュニティに入っていかなければならないと実感した。今後この計画がどのように 

実現されるかを見守っていきたい。 

（委員） 

・私は明石で育ったが、今まで市政に関心がなかった。今回参加してみて、もっと自分たち 

もできることがあると感じた。市政に興味がない方もいるがもっと振り向いてほしい。 

すごく良い計画なので、今後活用していってほしい。 

（委員） 

・私は実は途中で転居し、明石市と相談したうえで委員を続けさせてもらった。 

・海も山もあり明石は好きだが、なぜ引っ越したかというと、明石にいた間は地域コミュニ 

ティがなく、地元の役員をしていた時など、一生懸命つながりをつくろうともしたが、寂 

しさを感じることもあり、このまま住んでいてよいのかと感じたからでもある。 

・私は明石の生まれではなく、ふるさとに帰っていった形となる。幼い時の体験が大切であ 

り、中年になったときに振り返って、ふるさとで住まい探しをすることがある。 

・この10年間では、安全・安心が大切であると同時に、幼い時にどのように感じて暮らして 

きたかが大切であり、今後人口減少を食い止めるうえで、子育てをどうしていくかが大切 

だと思っている。 

（委員） 

・個別計画の策定においては、総合計画を前提に進めてほしい。個別計画は、現在、横並び 

になっているが、これを縦糸でつなぐのが総合計画の役割である。また、それぞれの個別 

計画についても、これは「私の部ではない」ということではなく、横の糸でつなぎ、もれ 

ることなくやっていただきたい。 

（委員） 

・きちっと皆の意見が取り入れられた計画であり、よくまとまっている。市民の力はすごい 

と感動した。 

・少し気になるのは、ＰＤＣＡサイクルのところで、評価を具体的にどう反映していくかで 

ある。総合計画は羅針盤であり、みんなの教科書として勉強するなど、絵に描いたもちに 

しないための意識づけが必要である。 

（委員） 

・学生という立場で参加して、様々な方から色々な意見を聞くことができ、勉強になった。 

今後は自分の周りの若者にも興味を持ってもらえるよう広めていく立場になれたらよい。 

（委員） 

・学生という立場で参加し、いろいろな意見を言うと同時に意見をもらい勉強になった。 

・今回は「ひと」に焦点をあてた計画であり、人と人のつながりを深めていくことによって、 

もっと明石のことを好きになる人がたくさんでき、さらに明石の未来につながるようにな 

ればよい。そのための運用をしっかりやっていただきたい。 

（委員） 

・事務局の方には大変なエネルギーを投入していただいた。思いついたことを発言したが、 

真摯に調査され、計画案をまとめていただき、敬意を表したい。 

（委員） 

・明石がすばらしいまちになったらと思い、日本一良いまちになればと以前から発言してき
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た。今回の総合計画は、この先、個別計画でやっていけるように仕上がっており、個別計 

画の場でいろいろな意見を発言させていただきたい。 

（会長） 

・それでは終わりに近づいており、ここで事務局からお願いしたい。 

（事務局） 

・今回いただいたご意見を踏まえ、会長、副会長と協議のうえ答申書を作成し、２月４日午 

前10時30分に、審議会を代表して会長、副会長から、市長に答申書を提出いただく予定で 

ある。その後、答申書の内容を踏まえ、市で計画案を作成し、議案として３月の定例市議 

会に提案する予定となっている。 

・委員の皆様の委嘱期間については、答申書の提出をもって期間が終了する形となる。 

・事務局として至らなかった点があるにもかかわらず、皆様からは生きた意見をたくさんい 

ただいた。市民と一緒にやっていく大切さやその重さを感じた次第である。今後、計画推 

進にあたり、皆様にお手伝いをお願いする時には、またよろしくお願いしたい。 

（市長） 

・昨年１月７日に諮問をさせていただいた後、それぞれ忙しい中、精力的に進めていただい 

たと報告を受けている。会長、副会長をはじめ委員の皆様に心から厚く御礼申し上げたい。 

・それぞれの立場もあり、意見を戦わせることもあったと思うが、明石を思い、明石を愛す 

るところからのご意見であったと同時に、それを取りまとめるのに大変なご苦労をされた 

ことだと思う。 

・今回の答申にはそういった皆様の思いが込められているということを、私をはじめ、職員 

もしっかり受け止めながら、最終の計画案をたて、議会に諮ってまいりたい。 

・私たちのまち明石のための計画であり、「ひと まち ゆたかに育つ 未来安心都市・明 

石」の実現に向け今後明石が発展していくには、これからの10年間の活動が大切であり、 

私も含め皆様こぞって参加していただくよう、なお一層のご尽力をお願いし、私の挨拶に 

代えさせていただきたい。本当にありがとうございました。 

（会長） 

・私にとってもこの１年間非常に良い勉強になった。 

・竹中平蔵書「日本経済 余命３年」という本では、財政赤字があまりに大きくなり、国民 

の資産は約1,400兆円あるが、負の資産を引くとあと２、３年しか持たない、といったこ 

とが書かれてあり、普通の国であれば、株価の暴落等トリプル安が起きて破綻するが、日 

本は様々な要因に支えられており、私自身も余命３年にならないことを祈っている。 

・そういった情勢が推定されるなかで、行政の役割として、市民を守るために何をするのか 

が大切であり、行政の仕組みとやり方を根本的に変えなければならないかもしれない。ま 

た、私たち市民も相当大きな変化を受け入れなければならない。 

・私自身はこの審議会に参加することが非常に楽しかった。明石はどこにも負けない良いも 

のを持っている。一方、時代の変化に対応するなかで、この計画に書かれている多くのこ 

とも、今後選択と集中により見直しを迫られることもあるかもしれない。 

・にも関わらず、ビジョンを持つということは非常に大切であり、今後この計画が市民の教 

科書として浸透していけばよい。本当にどうもありがとうございました。 

（副会長）
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・私も１年間本当に勉強になった。 

・計画を見る上で細かな施策が気になるものだが、実は今回の計画案の21、22ページに皆さ 

んの意見や思いが集約されている。「子どもを増やさなければならない」といった委員の 

意見もここに入っており、これがまさに「選択と集中」の選択であった。 

・また、それを行っていく上で必要な若い人が入ってくるにはどうしたらよいか、それには 

コミュニティが必要なのではないかという意見から、「自立した温かい地域コミュニティ 

をつくる」ができ、コミュニティを支えるためには経済が発展しなければならないのでは 

ないか、商業が大事ではないかといった意見から「まちを元気にする」が出てきている。 

・会長が最後に公募委員のご意見を引き出していただき、非常に良かった。皆さんの意見を 

聞きながら、改めて21、22ページに収まっている意見が大切であると感じた。 

・会長からは経済学者としての立場から、コストとリスクが大切であるとのご指摘をいただ 

いた。リスクを負担するのは政府を選んだ我々市民一人ひとりであり、そのリスクを次の 

世代に引き継ぐのかどうかということが大切である。今回若い方に発言してもらったが、 

我々は若い方を育てていかなければならないのであり、今後それが大切である。 

・長い間、本当にどうもありがとうございました。 

（会長） 

・これをもちまして明石市長期総合計画審議会を閉会します。皆様ありがとうございました。


