
資料２ 

第４回審議会までの意見・提案等の整理 

つながりを大切にする、人材が育つ 安全・安心、落ち着いた暮らし 

○人と人とのつながりがあるまち ○安全・安心のまち 

○地域でのつながり（連帯感）のあるまち ○皆が安心して暮らせるまち 

○地域の絆があるまち ○住み続けたいまち 

○地域が支える、地域力が高いまち ○ほっとするまち 

○人づくりのまち ○余生を過ごしたい・青年が集まる・子どもを育てたいまち 

○人にやさしいまち ○希望する人生を歩めるまち 

○海峡共生都市 

にぎわいのある、活力あふれる 自然や文化を大切にする、環境と共生する 

○潤っていて元気なまち ○緑のあるまち 

○人が集まる賑わいのまち ○癒しや潤いのあるまち 

○豊かな生活ができるまち ○文化の薫りがするまち 

○子午線が通るまち 

担い手を育てる視点 連携を高めていく視点 

○自分の頭で考えて責任を持って行動する市民を育てる ○地域でお互いに支えあう仕組みをつくる 

○明石を知る、良くしようという意識の向上 ○地域、学校、行政が連携する 

○元気な高齢者の知識やバイタリティを活用する ○世代間交流を促進し、つながりをつくる 

○意見をまとめる地域リーダーを育成する ○地域やPTA、商店街がまちづくりの考え方を共有する 

○市民を若い段階から計画的に育成する ○それぞれの団体等の活動を知る機会が必要 

○市民力を高めていく必要がある ○地域や団体が連携できるよう行政がサポートする 

自然の恵みを活かしていく視点 既存資源を活かしていく視点 

○豊かな歴史・文化を再認識し、活かす ○幅広いまちづくりの視点から、コミセンを活用する 

○里 山 、 た め 池 、 川 、 海 な ど 大 切 な 自 然 の 良 さ を 体 感 す る ○充実している公立幼稚園を活用する 

○多 く あ る よ い 素 材 を ど う 伝 え、 感 じ て も ら う か考 える ○道、公園、交通手段等便利なモノをうまく使えるよう工夫する 

○地産地消や農業にスポットを当てる ○交通の要衝を活かして、商業や観光を考える 

○既存資源をシビアに見つめなおし、活かしていく 

仕掛け・演出・手法を工夫する視点 

○人を集める仕掛けを考える ○まつりを起点にまちづくりに入っていけると良い 

○歩きたくなる演出を考える ○インターネットを活かした仕掛けが必要では 

○気づいていない資源を掘り起こす ○行政主導ではなく民間主導の仕組みづくりが必要では 

○明石のオリジナリティを出した都市経営を考える 

重点化にかかる視点 

○専門分野を絞り込んで、柱になるものを見つけること ○それを実施することで相乗効果が上がるもの 

○施策実施時に、全国が注目するようなテーマを掲げる 

○住んでいる地域が良くなることに目を向けた施策展開が大事 

安全・安心に力を入れる 人材・地域力を高める 

○不安を抱えている人が集まる場、相談する場をつくる ○子育てのしやすい環境の整備、子供たちを支える仕組みが必要 

○子どもたちに命の大切さを教える ○子供たちの進路の選択肢を増やす 

○救急医療、産科医療に力をいれていくべき ○生涯学習を核としたまちづくりが必要 

○明石流のユニバーサルデザインを考える ○小さな地域のコミュニティの構築が大事。地域に目を向けたまちづくり 

○地域と病院が連携して医者をサポートする方法もある ○再チャレンジ可能な社会の構築 

○老人憩いの家など異世代間の交流の場として使えないか 

賑わいを創造する 空間整備を推進する 

○賑わい作りの拠点や交流、集客の基盤の整備が必要 ○高齢者や障害者が外出、移動しやすい環境を整備する 

○明 石 の 魅 力 を 理 解 、 発 掘 し 、 明 石 ブ ラ ン ド を 全 国 に 発 信 す る ○国道２号などの交通渋滞の緩和を図っていく必要がある 

○芸 術 ・ 文 化 活 動 が あ ふ れ 、 文 化 の 薫 る ま ち に な れ ば よ い ○緑を残すという観点から農地をできるだけ残す 

○元 気 な 高 齢 者 や 障 害 者 が 働 く こ と の で き る 場 な ど の 確 保 ○地球温暖化は大きなテーマ。地元への支援や学校での環境教育も重要 

人口動向・構成の変化から見る視点 都市空間から見る視点 

○人口を増やす積極的な施策展開で明石が伸びていく ○従来的な空間でなく､新しい方向性を見出す必要がある 

○生産年齢人口の枠組みも含め、雇用制度について新たな仕組みも必要 ○これまでは安全性を確保しつつ、快適さなどを求めてきた 

○人口維持には、男女共同参画が大きなテーマ。企業の協力も大事 ○環境面から都市の方向性を考えるなど、新しい空間の価値を見出す 

○人口の 社会増 につ いては 、他市 を意 識した 施策 が必要 

○住みたいと思えるまちづくりによって、自然と人が集まる 

○維持または多少減ってもそれをプラスに変える柔軟な発想や視点が必要 

自治体運営の視点 計画の体系・推進にかかる視点 

○縦割りでなく横断的な連携が取れる柔軟なシステム作りが必要 ○総合計画の目標を前提にした個別計画の策定が求められる 

○厳しい財政状況なので「選択と集中」を踏まえるべき ○実行計画に市民の声をどう取り入れるかが大事 

○住民と行政の役割分担の再構築。最適な住民活動を支援する仕組み ○実行しやすく、市民にわかりやすい計画の提案が必要になる 

○市民と行政が一緒に協働していく方法を考える 

○高齢者や子育てなど相談窓口を一本化し、全体で共有できるシステムを構築する 

目指すべきまちの理想像（キーワード） 

理想像の実現に向けた視点や手法 

まちづくりの力点 

都市構造にかかる視点 

行政経営・計画の推進にかかる視点
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第４回審議会までの意見の整理 

１ 理想像につながるキーワード 

●つながりを大切にする、人材が育つ 

人と人のつながり、 地域 

の連帯感のあるまち 

・地域の人間関係が非常に薄くなっているという危機感があり、コミ 

ュニティ豊かなまちに 

地域の絆があるまち ・地域の祭りなど、地域が一丸となって目標に向かうことで、地域が 

元気になる 

地域が支えるまち、 地域 
力が高いまち 

・家族機能の低下、核家族化によりお互いが助け合っていたことがで 

きなくなっており、地域力を高め、地域社会が支えていく仕組みづ 

くりが必要 

人づくりのまち ・人が育ってこそまちが元気になる。まちをつくるのは人であり、人 

づくりのまちを目指す 

人にやさしいまち ・障害者にやさしい社会は社会そのものがやさしい社会であり、人に 

やさしいまちに 

海峡共生都市 ・社会的な孤立を防ぐのが最大のテーマであり、共生を前面に出した 

スローガンがよい 

●安全・安心、落ち着いた暮らし 

安全・安心のまち ・犯罪が多く、地域全体で取り組んで安全なまちをつくる。防犯、ソ 

フト面に力を入れ明るいまちづくりを 

皆が安心して暮らせる 
まち 

・子ども、高齢者、障害者、皆が安心をして暮らせるまちに。皆が心 

も体も健康で安心して暮らせるまちに 

住み続けたいまち 
ほっとするまち 

・「住み続けたいまち」には、環境や緑、安全安心など全てが要素。 

ベッドタウンなので、家に帰ってきてほっとする、子どもを連れて 

散歩に出るなど、住環境の良いまちが目指すべきまち。人口減少社 

会の下で、居住地が選択されていく時代に、住み続けられるという 

キーワードで、 年齢階層のバランスのよいコミュニティを作ってい 

くことが大事。 

余生を過ごしたいまち 
日本一、 青年が集まるま 
ち日本一、 子どもを育て 

たいまち日本一 

・福祉を重視するまちということで、高齢者が集まるために、サポートする 

若い方が必要であり、青年が集まるまちにする。若い方が集まるまちとい 

うのは子育てにやさしいまちであり、３つがリンクするまち。 

希望する人生を歩める 
まち 

・障害者や寝たきりになっても、みんなが自分の希望する人生を歩ん 

でいけるまちに 

●にぎわいのある、活力あふれる 

潤いのある元気なまち ・商売人が潤って活性化されてこそ元気が出るし、周りからもそう見 

えるので、商工業、漁業、農業みんなが儲けていく図式を盛り込む 

ことが重要 

人が集まる賑わいのあ 
るまち 

・どうしても神戸に人が流れ、明石は通過地点になっているので、イ 

ベントなどで賑わいづくりを 

豊かな生活ができるま 

ち 

・家族が楽しく笑顔であるために、心の豊かさに限らず、生活も豊か 

なまちを作っていく 

●自然や文化を大切にする、環境と共生する 

緑のあるまち ・田畑を維持することは、地元の新鮮な野菜の提供のほか、環境面、 

災害対策にも効果的 

癒しや潤いのあるまち ・生態系を守り、樹木や花のある自然環境が大事 

文化の薫りがするまち ・心を健康にする分野である芸術・文化活動がまちにあふれ、文化の 

薫りがするまちに 

子午線が通るまち ・他市にない特徴である子午線を打ち出すべき
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２ 理想像の実現に向けた視点、手法 

●担い手を育てる視点 分科会 

・生涯学習は住民の士気を高め、自分の頭で考えて行動する市民を育てる。 

・市民１人１人が明石に誇りを持てるようにしていきたい。 

・高齢者をサポートする若い方が必要であり、青年が集まるまちにしなくてはいけない。 

若い方が集まるまちというのは子育てにやさしいまち。 

・ボランティアの育成や活用の方法、手法を他の領域にも当てはめることができないか。 

・若い世代や子育て中のお母さん意見を取り入れ、意見をまとめていけるようなリーダー 

的な存在を育てていく。 

・学校で明石の歴史やいいところを教えたらどうか｡ 

・若者が、様々なプロジェクトに参画することで、将来的に明石を担う人材に育っていく。 

・高校生、大学生が、まちづくりに参画をするという意識をもつために、計画段階から取 

り込んでいくことが必要。積極的に参画を促す努力をする必要がある。 

・互恵性の関係の嬉しさ、喜びを感じさせる体験の場を提供する。それを発信していく、 

キーパーソン、核になる人を多くしていく｡核になる場所を多くしていく｡市民を若い段 

階から計画的に育成する。 

第１ 

・明石を知ることや明石を良くしようとする意識をどう植えつけるかが基本。 

・元気な高齢者を活用する。 

・高齢者が持っているストックをうまく活用する手立てや仕組みを考えていく。 

・知識やバイタリティがある元気な高齢者が若い世代を教えていく環境が必要。 

・まちが元気になるには人が育たないといけない。若者は心の勉強をしていない。 

・地域活動への参加により意識が高まり、地域リーダーの育成につながる。 

・子どもの時から、自分のまちへの関心を持つ機会をつくる。 

・組織に入ると、役割があり、それが負担になってしまうこともある。やりたいけどやれ 

ないという現状もある。市民の自己責任の認識の醸成がないと、活動の広がりはない。 

・あらゆる年代の方が、どの業務でもまちづくりの担い手になりうる可能性がある。 

・最初は市が研修･指導を実施する必要があるが、ある程度進んでいくと市民が市民を育 

てる形もとれるのではないか。市民力を高める必要がある。 

第２ 

●連携を高めていく視点 

・障害者、高齢者、子どもなどが、地域の中で暮らしていけるよう支援する。 

・子どもや高齢者、障害者にやさしいまちづくりのため、地域でお互いに支えあう仕組み 

づくりに重点をおく。 

・公助の力を高めるほか、共助として、地域の中でのつながりを育てる。 

・子育て、高齢者、教育、防犯などを統合して、小さな地域の中で展開を。 

・介護、少子高齢化、安全防犯などの課題解決には、小さな地域のコミュニティを構築す 

る。また、当事者等の危機意識の共有がまちづくりの成否の鍵を握る。 

・地域と行政、地域と学校が連携して、小さい頃から規範意識を植えつける。 

・自治会のまつりや市民まつりの一本化、コミセンやたこバスなど、地域の体制や連携す 

るネットワークなどの構築が必要。 

・PTAや地域､商店街がまちづくりの考え方をリンクさせ、面白いまちづくりを｡ 

・幼小中高と一貫した連合PTAを活用し、学校と連携し進路の選択肢を増やす。 

・家族だけではなく、社会が支援をしていく社会にしていきたい。 

・人と人とのつながりを大事にし、つながりが濃いコミュニティ豊かなまちに。 

・核家族が進み、相互扶助が出来なくなったので、地域力を高めないといけない。 

第１
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・教育、福祉、コミュニティが一体化して取り組んでいくまちづくりが大事。 

・地域の中で、小学生から高校生までつながりを持てるまちづくりを考える。 

・団体や個人がどのような力を持っていて、活動をされているか相互に知る機会や情報の 

提供が必要。 

・役所とボランティアで連携し、広い意味でお互いに利用しあってはどうか。 

・地区社協とコミセンの動きが上手く機能しているのか。見直しが必要なのでは。 

・人材活用のリストを活かす方法を考えたい。 

・他の団体がやっている活動内容など、重複している部分が多い。 

・企業の社会活動の参加の場づくりがポイント。 

・役所と市民、提供者側と受益者側の関係のキーワードは互恵性。 

・連合PTA、その他の団体と協力できるよう、行政がサポートするシステムを構築する。 

・公私連合による地域複合型の共同経営システムを構築していくということが大事。 

第１ 

・教育は家族、親が大切だが、地域や学校の環境が大きく関わる。子どもを安心して育て 

られる環境整備が必要。 

・自治会活動を肌で感じ、様々な世代が参加することで、世代間交流が促進され、つなが 

りができる。 

・子午線やタイ、タコを住んでいる人にもっと知ってもらうために、魚の棚などいろいろ 

な人と話をして、人を集めることができたらよい。 

・地域の企業が協力して、明石ブランドを発信できるとよい。 

・女性が中心なので、男性がもっと地域で活動しないといけない。 

・現在の無関心な社会は問題であり、地域の絆づくりがキーワードになる。 

・地域にある団体間の連携が取れてなく、異世代間の交流･触れ合いがない。 

・地域間の縦の繋がりも非常に大事。地域連携と家族の大切さも大事である｡ 

・行政で足りないところは地域の自治体や団体が手を携えていく。市民の要望を行政が吸 

い上げて行っていく。 

・お互いの交流を広げ、触れ合いなどを通じて自ら教育していく形に持っていくべき｡ 

第２ 

●自然の恵みを活かす視点 

・歴史や文化が豊かであり、明石の良さを自ら再認識し、活かす。 

・地産地消や食育、農業にもっとスポットをあててもよい。 
第１ 

・若い世代に、海、里山などの自然や文化が豊富にある明石のよさを体感できるようにす 

るとともに、神戸より安くてよい食べ物があることや、伝統的な漁などをアピールでき 

るとよい。 

・明石には、里山やため池があり、川や水路を伝って農地や海に流れ込むという一連の水 

の流れがあり、珍しい鳥も来るし、オニバスなど絶滅危惧種もある。 

・明石のよいスポットを活用し、 地域コミュニティを中心にイベントを開催するのもよい。 

自然が豊富にある場所は、危険な箇所やバリアフリーの問題もあるが、埋めたりなくし 

たりすると、明石のいいところが失われるということも考えるべき。農地がどんどん住 

宅地になっている。 

・昔は、海、池、川など住んでいるまち自体が遊び場であったが、今は、地域のことをあ 

まり知っていないので、学校で明石のことを勉強し体験するのがよい。 

・明石にあるたくさんの財産を発信するために学生と話をする機会を持てたらよい。 

・明石には海という素晴らしい素材があり、漁師、観光協会、商店街が知恵を出しあって、 

豊かな海を発信し利用して、まちづくりに活かすことができるとよい。 

・明石には素材が多くあり、それをどう伝えるか、どう感じてもらえるかという考え方や 

第２
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アピールの仕方が大事。 

・食育のイベントで、70から80種類もの野菜が生産されることなど説明し、好評であった。 

子どもの食生活を考えるべき。 

第２ 

●既存資源を活かしていく視点 

・狭い意味での学習拠点ではなく、住宅政策や福祉の拠点といった広い意味でのまちづく 

りの観点から、コミュニティ・センターを活用できるとよい。 

・公立幼稚園が充実しているという既にある資源を活用して子育てを支援する。 

・田んぼや畑が残っており、従事している農業者の割合もあるので、神戸や大阪の近郊都 

市という地の利を活かせるとよい。 

第１ 

・これからは維持管理の時代。地域の方がごみを拾ったり、花壇に花を植えたりして道路 

に愛着を持って、日常的に管理して使ってもらうことが徐々に増えている。 

・使い方や使う人という視点から、例えば道や公園、交通手段などを上手く使いこなした 

り、地域や市民がうまく使えるように工夫したりするなど、便利なモノを人と人とのつ 

ながりの中で使いこなしていくことが大事である。 

・明石は兵庫県のなかで縦横ちょうどいい位置にあり要衝であるので、交通の便をいかし 

た観光や商業という点から、人を集める仕掛けを考える。 

・既存資源をシビアに見つめ直し、計画を見直す必要があるのではないか。 

・開発で、明石のいいものを潰してしまうのではなく、魅力をＰＲする方法を考えていく 

べき｡ 

・魅力を伝えるには、様々な団体が明石のいいところを全国に発信する場をつくる。 

・高齢者自身がお金の流れ､ストックの活かし方を考える必要があり、若い世代を守る体 

制を全体として考えることが重要｡ 

第２ 

●仕掛け・演出・手法を工夫する視点 

・公園、繁華街と海をつないで、人が流れて、魚に触れ、遊べ、観光し、特産物も買える 

ことを考える。 

・明石のよさや気付いていない資源など、他にはないものなどを掘り起こして活用してい 

くことがポイント。 

・明石のオリジナリティを出した都市経営を考えるべき。 

第１ 

・新しく住む人に馴染んでもらう仕掛けや、魅力を分かってもらうことが必要。 

・商工会議所青年部、町衆明石、ＪＣ、商店街連合会青年部など、今後10年やその次代を 

担う20～40代の青年が集まって意見を言える場を作る。 

・国の施策もあるなか、厳しい財政のおり、基礎自治体でできることは、ソフト面。費用 

のかからない施策で市独自でできることをどうやって持ってくるかが重要である。 

・祭りは一過性のまちづくりのようなもので､縦と横の軸が一同に集まって、組織間の役 

割、繋がりができるので、祭りを起点に､まちづくりに入っていけるといい。 

・インターネットを活かして高校生や大学生の中で熱い人を会議の中に入ってきてもらう 

ような仕掛けがいるのではないか｡ 

・行政が民間を無理やり巻き込もうとすると､なかなか巻き込みにくい。民間が主導して､ 

行政の指導を仰ぐような仕組み作りがこれから必要ではないか。 

・今の法律ではできないことをやれるような制度にチャレンジするということが、市政の 

運営を考える時に重要なことだと思う｡ 

第２
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３ まちづくりの力点 

①重点化の視点 

・全国が注目するようなテーマを、各プロジェクトを実施する時に掲げる。一番を目指 

さないと二番にも三番にもなれない。 

・重点的な施策を考えるときに、地域の中でバランスよく施策を進めることが大事。 

・生活単位である学校区や自治会単位に目を向けて、住んでいる地域が良くなっていく 

ということに目が向けられた施策展開が大事である。 

第１ 

・全部に手を入れていこうとすると、総花的になってしまう。この部分が得意という専 

門的分野に絞りこんで、柱をいくつか見つけていかないといけない。 

・PPPを勉強してから展開するのもいいのでないか。 

・部署同士が横の連携をとりながら、何が必要なのかを柔軟に考えていくべき。重点的 

な施策を打ち出すべき。市民も勉強しないといけない 

第２
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②重点戦略 

●安全、安心 

（安全、安心） 

・核家族化が進み、育児不安を抱える母親が多いが、不安を抱えた人が誰でも集まり相談 

できる場所があれば、お互い助け合える。 

・事故や犯罪が多く、安全なまちを取り戻すという観点から、安全というキーワードが非 

常に大事。 

・子供たちに命の大切さを教えていくことによって、例えば、将来犯罪が減るなど、安全、 

安心なまちになっていく。 

・アンケートによると約35％の人が事故や犯罪が少なく災害に強い安全のまちを望んでお 

り、ニーズに沿った活動をしていく必要がある。 

・防犯や外灯の充実など防犯面・ソフト面から力を入れ、明るいまちづくりをすること、 

それが交通事故の減少などいろいろな面にリンクする。 

第１ 

・豊かな社会になっているが、マズローの欲求のヒエラルキーでいう底辺にある安心安全 

の意見が多く出ている。 

・ハードはかなり成熟段階にきていて、例えば、若い人が就職できなかったり、失業した 

りしても、いろいろなサポートがあって働くチャンスがあるという意味での安心という 

のもある。人間関係やコミュニティのなかでの安心が重要である。 

・高齢者や障害者が地域の中で暮らしていけるよう支援が必要。小さな子どもや青少年に 

とっても、家の中にこもらないよう社会との接点を大事に。 

・安全安心という点で、明石流のユニバーサルデザインを考える。外国との交流なども考 

えると、より受け皿の広いユニバーサルデザインを考える必要がある。 

・明石に住んでいたら日本一速く、確実に救急車が病院に速く送れるというだけで、非常 

に安心できる｡安心して子どもを預けて、 安心して働けるということでアピールになる｡ 

第２ 

（福祉、医療） 

・救急医療、産科医療に力を入れていくべき。 

・市民病院の心療内科の機能を高めるために、専門家の配置などマンパワーの充実や医師 

会との連携が求められる。 

・自殺は、個人的な問題ではなく社会全体の問題として捉えて対策が必要。 

・核となる市民病院について、緊急時にすぐ対応できる医療体制の構築が大事。 

・高齢化への対応として、一人暮らしの高齢者などが交流できるサロンなど、地域や人と 

人とのつながりを感じられる場づくりが大事。 

・重度心身障害児の方やその介護をする方の施設や活動の場が明石にはない。医療と福祉 

が連携し、医師などが常に見守る環境のもとでケアをする必要がある。 

・社会福祉協議会の活動を、 市が全面的にバックアップしていくような環境整備を考える。 

・社会的孤立も社会的に保障すれば問題ない。社会的孤立をどう防ぐかというのが問題。 

・地域の希薄化が叫ばれている中で、 一人住まいの方にもっと目を向けなければならない。 

・救急の病院への搬送の問題など、安心して暮せるために、医療体制を考える必要がある。 

・地域が病院と連携して医者をサポートするような取り組みもある。 

・増えていく高齢者に対応したまちづくりを考えていく事も必要｡ 

第１
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●人材、地域力 

（子育て） 

・母親が社会に参加する機会を持つために、充実している公立の幼稚園を活用し、実施で 

きるところから３年保育をしてはどうか。 

・悩みを抱えて子育てをしているサポートとして子育て学習室があり、気軽に参加できる 

よう活動を活発にできればよい。 

・全国的に保育所が不足しているので、保育所がたくさんあれば、人が集まり人口増につ 

ながる。 

・子育てはまちづくり、国づくりの基礎であり、子どもにとっても親にとっても安心して 

子育てしやすい環境を整えていく必要がある。 

・子育てには家庭が一番大事であるが、親が頼りないと感じる。親の教育が必要。 

・家庭、学校、地域が協力して、子どもに外で遊ぶことや体を動かすことの楽しさを教え、 

スポーツに親しむ子どもを育てていければよい。 

第１ 

・これからの元気な明石を担う子どもたちが健全に育つために、食生活をもっと考えてい 

くべき。青少年の食育として、明石が野菜の産地であることを教えるのも大事。 

・少子化対策として、育児手当、幼稚園・保育所の施設の充実など、母親が安心して働け 

る環境、子育てのしやすい環境が必要である。 

・学校に行けない、行かないという子どもが増えている。共働きなどが増えるなかで、皆 

で次代を担う子どもたちを支えあう仕組みを作っていかないといけない。 

・子どもを育てる環境を見て他のまちに移っていく人もいる。明石ではすくすく子どもが 

育つ、安心して育てられるというような環境整備が必要である。 

・知識やバイタリティもある元気なお年寄りが、自身の持てない若い世代を育てていく環 

境が必要。再チャレンジが可能な社会を目指して、取り組んでいただきたい。 

・定年された方など、地域で活躍したいがその方法がわからない方がいる。きっかけや仕 

組みがあれば､活躍していけるのではないか｡高齢者や若者など、 社会に必要とされるこ 

とが、充実感につながる｡ 

第２ 

（教育） 

・子供達が夢をもって進んでいける進路の選択肢が少ない。幼小中高と一貫した連合の 

ＰＴＡを活用し、学校と連携して、私立ではなく公立高校で選択肢を増やせるとよい。 

・生涯学習のまちづくりは住民の士気を高め、自分の頭で考えて行動する市民を育てて 

いくので、生涯学習を核としたまちづくりも力点である。 

・住民意識の変革を可能にするのが学校教育を含めた生涯学習の推進や、豊かな市民文 

化の醸成である。 

第１ 

・若い世代のニーズとして、のびのびと育てたいとか、よい学校に行って能力を高めた 

いとかあるが、明石はその選択肢が少ない地域である。 

・明石だけにとらわれず、明石から日本を元気にするというような偉人を輩出するとい 

う気概を持って取り組めるとおもしろい。 

第２ 

（地域のつながり） 

・地域の連帯感のあるまちづくりということで、小学校や幼稚園などと協働でごみ拾いす 

る回数を増やすなど、お年寄りと子どもとのつながりを増やしていくことで、まちを活 

性化できる。 

・親、子、孫が一体となって進めていける地域づくりができれば、元気な明石ができる。 

・介護、福祉、少子高齢化の問題、地域の安全防犯などの課題に対応するには、小さな地 

域のコミュニティをしっかり構築することが大事であり、地域に目を向けたまちづくり 

が必要。 

第１
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・子どもたちの人口が減っており、特に中心市街地の児童・生徒が減っている。地域の人 

と協力して子どもたちを守り、教育するシステムが広がればと思う。 

・トライやるウィークなど、子どもたちと一緒に行うまちづくり活動を伸ばしてほしい。 

高齢者にスクールガードで協力いただいているが、子どもたちを見て心が豊かになるこ 

ともある。 

・こんにちは赤ちゃん事業で、民生委員が若いお母さんを訪問して相談やお手伝いをして 

いるが、最初は抵抗があると思ったが全然なく、コミュニケーションができている。 

・スポーツクラブ２１は、学校の先生も入って、子どもや親、自治会の人などと活動する 

など活用できたらよい。 

・小学校区コミセンを中心に、いろいろな団体のなかにボランティア会も入ってともに活 

動したい。 

・まちづくりの情報の発信、収集をし、地域リーダーづくりをしていくなど生涯学習の拠 

点として、小学校区のコミセンを充実させることで、きめの細かいまちづくりや行政が 

実現するのではないか｡ 

第１ 

・どのような環境や時代の移り変わりがあったとしても、人が中心である。人にやさしい、 

人と人とのつながり、人づくりを。 

・自治会が地域のために様々な活動をしていることを肌で感じることが大事。様々な世代 

が積極的に参加することによって、世代間の交流が促進され、つながりができてくると 

思う。参加することで親としての意識も高まり、地域のリーダーになっていく人達の育 

成にもつながっていく。 

・コミュニティを作るために、 市民の人たちの手であずまやのような施設を作るのもよい。 

コンクリートを使って植物を傷めて作るのではなく、市民の手で自然の材料を使って作 

っていく方法で考えることが大事である。 

・地域の老人憩いの家で、異世代間が集えるような集会所に活用するのはどうか。 

・地域の人が集まる場に老人ホームや保育園などをセットにすれば､異世代間の交流も促 

進されるのではないか 

第２
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●賑わいづくり 

（観光、産業） 

・大型バスや宿泊施設の整備など、交流や集客の基盤が弱いと感じる。 

・タコや明石焼きだけではなく、違うものを発掘していく。子供達がアイディアを出し 

て、沢山の人が参加できると面白い。 

・子午線のまちをＰＲして、イベントなどをもっと増やす。 

・可処分所得が低いまちなので、倍増できる施策が必要。 

・道の駅など、明石海峡や海産物という資源を活かすためにも賑わいづくりの拠点とな 

るものが必要である。 

・歴史は、観光資源である。商業者なども含め市民に対して、明石の歴史を教える研修 

をしたらよい。 

・明石駅から魚の棚にスムーズに行けるようにすることや、大蔵海岸を整備して大バス 

が止められるようにするなど、人を呼び込み観光に活かすことを考える。 

・海峡市場、フィッシャーマンズワーフや、大蔵海岸内に小型の遊覧船の乗り場を作る。 

・芸術・文化活動は心を健康にする分野。活性化や潤いのあるまちには重要な要素であ 

り、まちかどギャラリーやまちかどコンサートを広げ、芸術・文化活動がまちにあふ 

れ、文化の薫りがするまちになればよい。 

・商店街としても、高齢者や子どもや赤ちゃんを交えたイベントや事業をするなど、平 

日に地元の人に来てもらえるようにすることが発展につながる。 

・青年が集まるまちという点では、大きなスタジアムがあれば全国から人が集まって会 

議やイベントができる。大蔵海岸などにサッカーやバスケットなどの施設を設置する 

と青年が集まる。 

第１ 

・行政の枠組みを超えた観光圏という考え方や、新しく住む人になじんでもらう仕掛け 

や明石の魅力を分かってもらうことが必要という点から、日本一をめざすのは高い目 

標であるが住みたいということにつながる。 

・若い方に明石を知って、住みやすいと思ってもらうために、神戸より安くてよい食べ 

物があることや、伝統的な漁などをアピールできるとよい。 

・西のほうの海水浴場を整備すれば、若者の花火の後始末のことで苦情があるとも聞い 

ているが、西のほうに若者が来て活性化できるのでないか。 

・明石は東西に広く、明石駅前の開発だけでなく、魚の棚は歴史の深いものだが、西明 

石や魚住に第二、第三の魚の棚があってもよい。明石は魚や食べ物に魅力があり、市 

内どこでも同じものがすぐに手に入るのが住む人にとってはよい。 

・明石には素材が多くあり、それをどう伝えるか、どう感じてもらえるかという考え方 

やアピールの仕方が大事。体験型の観光、感じる観光がこれからは重要視される。 

・明石には多くの企業、産業があり、ものづくりという視点で、地域の企業がともに協 

力しあって、明石ブランドとして世界に発信できればよい。 

・家族が小さくなって多様化し、インターネットも普及したなかで、ライフスタイルと 

ともにモノを買うスタイルも変化している。 

第２
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・商店街の立場からいうと、地元に軸足を置いて、地元のお客さんに支持される商店街 

づくりが、観光客にも支持されるというのは当然の考えである。魚の棚の周りもひっ 

くるめて活性化し、住んでいただくお客さまが増えるというのが大事。 

・有馬では、学生を使って、まちのベストショットとワーストショットを撮り、よくな 

いと思うところ、ここが危ない、こう改善したいというものを観光に活かしていた。 

・魚の棚は、地域密着の店と観光型の店が競争しているところがあるが、魚の棚だけで 

なく、周り全体を含めた面で考えないと、これからの商店街は厳しい。歩きたくなる 

まちの演出や、イベントなどが定着して勝手に動いていくような形を作っていかない 

といけない。 

・空き店舗対策として、商店街に学生のチャレンジショップや、海のない自治体、市場 

のある市との交流のほか、元気な高齢者に何かしていただくなど、コミュニティの問 

題なども一緒に考えられるようなものできればよい。 

・ファッションでは神戸に、歴史では姫路に勝てないが、明石と聞いて思いつく子午線 

やタイ、タコなどを住んでいる人にもっと知ってもらうことが必要。 

・どうしても神戸に人が流れ、明石は通過地点になっていると感じる。船を使ったイベ 

ントなどでにぎわいづくりができないか。 

・明石は食で通過する人を引き止めるのが一番よい。経済効果からも考える必要がある 

が、地産地消の面からも食による魅力づくりを進めて欲しい。 

・産業でも明石ブランドとして誇りが持てるものを全国へ発信できたらと思う。県や他 

市とも連携してやっていくことも大切。 

第２ 

（雇用、労働） 

・社会的な孤立を防ぐために、元気なお年寄り対策や、障害者が働ける場、活動できる 

場が必要。 

・衰退気味の明石フェリーが、駅南側の活性化委員会やユニバーサルと連動して事業展 

開。 

・グローバルでユニバーサルな視点から、高齢者や障害者、高齢者施設や保育所を共有 

できる場、教育と商業、企業と高齢者などが様々な人が一緒に働ける場の創設。それ 

を観光などに結び付けられる場があればよい。 

・仕事づくりとして、キャリアアップ事業や公園の清掃など仕事の場の確保、民間企業 

との連携が必要。 

・福祉・教育・医療の連携した総合福祉センターのようなものを建設して、明石海峡を 

一望できるような児童公園や、障害者雇用の場を作っては。 

第１ 

・元気な高齢者を活用するには、高齢者の働き場所が必要である。経済的に潤ってお金 

を使ってもらえるとまちの活性化にもつながる。 

・少子化で、働く人の数が減ってくると外国人労働者が必要となる。しかし、入ってき 

た場合にどう対応していくか、国際交流の問題にも取り組む必要がある。 

第２
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●空間整備 

（地域交通） 

・バリアフリーなどの推進を図ることによって公共交通機関の利便性を向上させ、高齢 

者や障害者などが外出しやすい環境づくりを進める。 

・高齢者の元気を向上させ、孤立化させないために、移動手段を確保し、高齢者が外出 

しやすい環境、例えばたこバスの増便や、接続の改善などにより、たこバスをチャー 

ターできるようにするなど、利便性をさらに向上させる。 

・元気高齢者の、足を確保し、閉じこもらず出歩けるまちにしていくことが大事である。 

第１ 

・高齢者の力を活用するために、明石の魚の棚によく来る高齢者をどのようにしてそこ 

まで導いていくかを考える。 

・東西に走る国道２号線や明姫幹線は、産業振興からみると必要だが、環境面からみる 

と、交通渋滞や排気ガスなどマイナス面が多い。中心市街地の活性化にとっても、Ｊ 

Ｒや山陽電鉄、国道２号線があるため、魚の棚が分断されていてマイナスである。 

・国道２号線は非常に便利ではあるが交通渋滞が多く、緩和を図っていくべきである。 

バスを充実して使っていくことが大事である。 

・安全防災面では、住宅のミニ開発により、消防活動などに支障がある行き止まりのと 

ころができてしまう。 

・生活道路の段差解消や水路の危険地域解消など、障害者や高齢者などハンデのある方 

に対して、環境などの視点から、住んでよかったと思える環境にする必要がある。 

・高齢者の足となるバスがまだ充実していない。たこバスが導入され便利になったと言 

われているが、利用が広がっているとはいえない。 

・現役で働いている者からすると、通過点であったとしても、交通の良さは地域を選ぶ 

１つの大切な視点である。 

第２ 

（環境） 

・ごみの分別の徹底とごみ袋の有料化などの対策が必要である。まちなかを綺麗にする 

取り組みも必要である。 

・ごみの分別に関して、ごみが処理されるところや資源化されるところを教えるとよい。 

また、ホームページ等々で資源化などを広く広報し、環境によいまちをＰＲしていく 

べき。 

・明石公園や明石西公園など大きな公園は整備されているが、その他、住んでいる近く 

で健康づくりを安心してできる公園が少ない。 

第１ 

・半分を占める市街化区域内の農地は、固定資産税が住宅並みに高く、生産者に重くの 

しかかっていて、年をとると農地を転用してしまうという繰り返しになっている。明 

石に農地や農業を残すということなら、固定資産税の制度について考えてほしい。 

・河川整備やため池の整備は、野鳥や魚などの生態系を守るほか、樹木や花の植栽など 

地球温暖化の防止や、人間にとって癒しや潤いのある生活につながる大事なもの。 

・地球温暖化防止、低炭素社会というのが大きなテーマであり、地方公共団体が地球温 

暖化対策を実施するということについては、環境基本計画の中に委ねることになる。 

・大蔵海岸は、太陽光を利用できる広いスペースがあり、海に近いことによる弊害も考 

えられるが、晴天の日が多く日照時間や長いことから、将来のエネルギー源として期 

待できる。場所によっては風力発電も考えられる。 

・まちなかにある大きな木に鶯や白鷺が飛んできたが、スズメバチが巣を作ったことが 

あり、安全安心のために木を処分したことがあった。環境面からまちなかに緑を残そ 

うという反面、近所のことを考えると難しい。 

第２
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・ＣＯ ２ 削減は個人レベルでの取り組みではどうにもならないと考える人が多くいる。た 

め池にはオニバスなど絶滅危惧種もある。地元の団体が観察会などの活動を行ってい 

るところもあるが、コミュニティや財政的な問題もあり、もっと支援して、地元や学 

校に見えるかたちにできればよい。 

・小学校、中学校への環境教育も広まってきているが、学校の先生がもっと進んでやっ 

ていくことで明石の良さが出てこればよい。 

・地球環境を守ろうとすると、辛抱しないといけないことが出てくる。その方向性を示 

さないといけない。10年先の見通しとして地球環境の問題は大きい。 

・アンケートでは、若い方の意見として、自然、緑、農地を残す、あまり開発はいらな 

い、静かなまちでよいというのが多い。 

・緑を残すということから、農地を極力残していきたい。 

第２
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４ 都市構造にかかる視点 

●人口動向から見る視点 

・人口が増えるような施策展開で明石が伸びていくことができる。住宅が建って地元でお 

金を使うことで税金を納めてもらえる。 

・10年後の人口構造を把握して、社会制度を考える。 

・人口を維持するには、女性が就業できるような環境づくりが大事。男性の育児参加につ 

いて、企業も協力すべき。 

・学校教育の中で命の大切さと、命を生み出していくことの喜びを味わえるような授業を 

制度化していくべき。 

・人口増の方向性の方が前向き、積極的で住み良いまちづくりにつながっていく｡ 

・労働人口の減少も、生産年齢の枠組みを上げたりするなど、雇用制度について既成概念 

ではなく、新たな仕組みも必要になってくるのでは。 

・社会増は奪い合い。他市と比較して明石のどこがいいと思われているのか、他市を意識 

した施策が必要になってくる。 

第１ 

・今後10年間は特別なことをしない限り人口が減っていく。その税収でどうやっていくか 

ということが大事である。 

・国の生活保護制度について市独自でプラスアルファをすると、生活保護者が集まってく 

るし、高齢者施策を打ち出すと高齢者が、子育て施策を打ち出すと子育て世代が集まっ 

てくる。子育ては明石が良くても、中間世代は神戸がよいとなると転居されてしまう。 

・若い世代が居住するようにするには、幼稚園や保育所に確実に預けられるようにすれば 

良い。 

・人口を増やしていくため、明石がいいところだという仕掛け作りがいる。 

・人口は維持していくべきであると思う 

・出生率を上げるため、男女共同参画社会づくりが大きなテーマではないか｡ 

・トータルで人口が減っていく以上、生産･販売に大きな影響がある。大変なことになる。 

・子どもを産みたくても産まない時代が続いてしまうことは、我々が作った社会としては 

まずいと危惧している｡ 

・本来であれば､少子社会ではないはずなのに、社会全体の仕組みのまずさが、子どもが 

産まれてくるのを拒んでしまっているとも言える｡非常に大きな問題｡ 

・人口は無理矢理増やすのではなく、住んでいる人達が安心して子どもを産める、そうい 

う構造を作ることが必要｡ 

・今までの流れから､人口の減少はなかなか止めることができないと思う｡ 

・単純に考えれば、人口が減少すれば支出も減るのでは。それほど怖いことではないよう 

に思う。住みたいと思えるまちをつくれば、自然と人が集まるのではないか。 

・人口減少＝衰退という考え方が刷り込まれているが、そうではなく、維持もしくは多少 

減ったとしてもそれをプラスに取る柔軟な考え方、新しい視点を持って、人口減少社会 

を乗り切るということが求められるのでは。 

第２
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●都市空間の視点 

・大きなまちづくりのなかで集合住宅などを位置づけないと、コミュニティの良好な形成 

が阻害される恐れがある。 
第１ 

・第４次計画では、核、軸、面という点から明石全体の都市空間の方向性が描かれ、それ 

が空間から見た都市の目指すべき方向として示されている。これからは従来的な空間の 

モデルだけでなく、新しい方向性を見いだしていかなければならない。 

・これまでの都市づくりは、機能的に便利にという点から進められ、最低限の安全性は確 

保しつつ、快適さや便利さを追求してきたが、精度を上げるのは限界にきている。 

・外国などの都市でも言われている「風の道」のように、環境面から都市の方向性を考え 

るほか、中心市街地について、例えば歴史的な環境など他の魅力から考えるとか、中央 

に広がる農地をコミュニケーションの場として活用するなど、今までと違う新しい空間 

の価値を見い出しながら、都市の方向性を描いていくことも必要。 

・開発するという方向ではなく、自然や商店街など明石の魅力を残す方向で。 

第２
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５ 都市経営・計画の推進にかかる視点 

●自治体運営の視点 

・例えば福祉施策に関し、縦割りでなく、保健所などとの横断的な連携が取れる柔軟な行 

政システム、体制づくりが必要。 

・ボランティア活動も行政の垣根を越えて取り組んでいるので、行政も横の連携について 

取り組んでほしい。 

・計画だけどんどん作るのでなく、財源をしっかり考慮して方策を考えるべき。 

・市民はサービスの受益者であると同時に、資源を活用する側、サービスの提供者であり、 

都市を経営していく資源である。お金をかけて作っていくというよりも、市民の汗や知 

恵を活用して進めていく必要がある。 

・住民と行政の役割分担を再構築して、最適な住民の活動を行政が支援していくという関 

係を作っていかないといけない。 

・役所任せという時代は終わっており、市民と行政が一緒に考えて協働していく方法を考 

えることが必要。 

・縦割り行政ではなくて、包括的、横断的な行政機構を｡子育て、障害者、高齢者問題が 

包括的な問題になる。総合的な支援が大事。 

・高齢者、子育て、障害者など相談窓口を一本化する。全体で共有できるシステム。 

第１ 

・「選択と集中」ということで、効果の高いところを集中的に行うという方向で進めてい 

る。厳しい財政状況なので、そういう点を踏まえてやるべきである。 

・協働のまちづくりの推進にあたり、市民の行政への参画、情報の共有、検証、見直しな 

ど急を要する課題は多い。 

・政策や施策の展開にあたり、定性的でなく定量的な目標を作り、そこに住民が参加する 

のが参画である。自治会などと一緒に事業をやるということだけが参画ではない。 

・今まで自治体は東京に要望を出していた時代であったが、これからは市民が参画できる 

行政のシステム作りが大事。 

・まちづくりには、若い人の意見を取り入れることが大事。 

・インターネットなどを使えない方でも、情報を共有できるよう考えておくこと。 

・市のホームページにつき情報検索しやすくして情報の共有化を図れるようにすべき。 

・行政に横の広がりがあったら､市民が活躍できる場が増えるのではないか｡縦割りになっ 

ているので連携が取れていない｡ 

・行政が限界を決めずに広がりを持たせると､発想も人の繋がりも活気や笑顔が広がって 

いって良い明石になり、プロジェクトが上手い方向に行く｡ 

第２ 

●計画の体系・推進にかかる視点 

・個別計画を立てていくとき、総合計画の目標を前提に考えていくようにする。 

・次の総合計画の内容がうまく個別計画に反映されないことが想定されるので、総合計画 

と個別計画の関係性を精査していく必要がある。 

第１ 

・実行計画に市民の声をどう取り入れるかが大事。 

・自治基本条例案に 「総合計画に定めるまちづくりの目標を実現するため、 具体的な施策・ 

事業について個別の計画を定めるとともに、実行していくための計画を策定し、達成目 

標等をできる限り数値で示すものとする。」とあり、このことを十分認識して取り組ん 

第２
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でいかなければならない。 

・計画を作ったが、冊子になって終わりとか、実施はするがノルマを達成するためだけと 

いうことにならないか危惧。私たちの意見を聞いてそれを反映して作るということなの 

で、実行しやすく市民に広まりやすい計画の提案が必要になる。 

第２


