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１ はじめに 

本市は、平成１３年度に明石市第４次長期総合計画をスタートさせ、総合的、計画的な

まちづくりを進めてきました。この計画においては、恵まれた地域特性の活かしたまち、

住み続けたいと思えるまち、そして安全で安心して暮らせるまちをまちづくりの基本理念

とし、目指す都市像として「人・輝き 夢・生まれ そしてふれあい広がる新たな飛躍の

舞台 海峡交流都市・明石」を掲げています。 

そして、この都市像の実現に向けて、「健やかで安心して暮らせるまち」、「快適で安

全に住み続けられるまち」「機能的でゆとりとうるおいのあるまち」「にぎわいと活力あ

ふれるまち」「人を育み、文化を創造するまち」「人との出会いとふれあいを大切にする

まち」を６つのまちづくりの目標とし、各分野における施策を推進してきました。 

この第４次長期総合計画は、平成２２年度で計画期間が終了します。新しい総合計画を

策定するにあたり、これまでのまちづくりの成果と課題の整理の上にたって、今後のまち

づくりの方針を明らかにしていくため、第４次長期総合計画の検証を行うものです。 
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２ 第４次長期総合計画の検証 

⑴全体的検証 

前述したように、第４次長期総合計画においては、３つのまちづくりの基本理念のもと

に、「海峡交流都市」明石のまちづくりを推進してきました。そこで、それぞれの基本理

念をキーワードとして、アンケートによる市民の満足度や認知度といった外部的評価要素

を活用し、まちづくりの取り組みを検証することとします。 

・「地域特性を生かした」まちづくりの視点から 

市民アンケート（２１年９月に実施。市民３，０００人郵送方式による）において、

明石のまちの誇れるところとして、５０％の市民が、「海岸線や海の景観」「タイやタ

コなどの海産物」を選択し、「子午線の通る時のまち」を４３％の市民が選択していま

す。 

アンケート結果はいうまでもなく、本市は多くの特徴ある資源に恵まれていますが、

この資源をまちづくりの戦略として、これまでうまく打ち出してきたとは言い切れない

面はあり、観光客数についても、近年ほぼ横ばいの状況が続いています。 

明石の良さを知り、それを日常の生活や暮らしのなかで楽しみ、郷土への愛着や誇り

へとつながるほどに浸透を図るとともに、市外への情報を発信し、明石のファンを増や

していくことが、明石の良さをいかした市民福祉の向上と、地域経済の活性化の実現に

近づくものであると考えます。 

・「住み続けたいと思える」まちづくりの視点から 

同様の市民アンケート調査では、居住地域に「今後も住み続けたい」と考えている割

合は約６２％と も多い回答を得ています。約１０年前の第４次長期総合計画の策定に

あたり実施した全世帯アンケート調査（平成１０年８月実施）では、同様の選択肢への

回答は約５８％となっています。 

住むことの評価が、イコール人口動向とは言えませんが、本市の人口（推計人口）は、

第４次長期総合計画がスタートした平成１３年４月１日の２９２，６８１人から、平成

２２年１月１日には２９３，３５７人と微増となっていますが、この約９年間の人口動

向は、一旦減少した人口が、１８年以降は僅かではありますが、増加している結果とな

っています。 

今後の人口については我が国全体の人口減少していく中で、本市の人口も 近の動向

を維持していくことは困難と予測されますが、質的にも充足されるまちづくりを進め、

暮らしやすく、かつ夢と誇りをもてる地域社会を築いていかなればなりません。 

・「安全で安心して暮らせる」まちづくりの視点から 

生き生きと安心して暮らすための福祉の充実や心と体の健康づくりの推進とともに、

災害や犯罪・事故などに対する安全や暮らしの安心の確保、さらには将来に地球環境を

よい状態で引き継いでいこうとする意識と実践の展開などは、行政が先頭にたち、市民

や団体、事業者とともに進めていかなければならない大変重要な課題であり目標です。 

前述した市民アンケート調査結果では、高齢者や障害者に対する福祉サービスや、医

療環境の整備、地震や災害に対する対策や地球温暖化の防止への取り組みについては、

「今後の重要度は高いが、現状に不満を感じている」市民の割合が高い項目となりまし

た。 
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特にソフト施策については、市民ニーズや社会情勢の変化を見すえた取り組みが求め

られるところですが、限られた財源のもとで、市民福祉の向上という大きな目標に向か

って、知恵をしぼり、工夫を重ね、多くの主体との連携と協力のもとに、引き続き取り

組んでいかなければなりません。 

 

⑵まちのフレームの点検 

○人口の視点から 

   [総人口] 

第４次長期総合計画では、本市の人口は、平成２２年度には概ね３１万人になるもの

と推計しています。 

本市の人口（推計人口）の動きは、第４次長期総合計画がスタートした平成１３年４

月１日の２９２，６８１人から、平成２２年１月１日には２９３，３５７人と微増とな

っていますが、この約９年間の人口動向は、一旦減少した人口が、１８年以降は僅かで

はありますが、増加している結果となっています。 

 

 [世帯数] 

世帯数については、平成２２年度には概ね１２万世帯と推計しています。 

平成１３年４月１日の１０７，９２８世帯から、平成２２年１月１日には１１８，４

１２人となり、平均世帯人数は２．７１人から２．４８人へと減少しています。 

なお、参考として市民アンケート（２１年９月に実施。市民３，０００人郵送方式。

回答率６０．３％）の回答者については９．８％が独居世帯となっています。 

 

 [３階層別年齢] 

年齢別人口の構成比等は下記の表のとおりです。 

年少人口と生産年齢人口については、平成１２年から構成比率及び人数とも減少する

一方、老年人口については、構成比率及び人口とも増加しています。特に、年少人口に

ついては、既に２２年度推計値よりも低い構成比率となっています。 

 年少人口(0～14) 生産年齢人口(15～64) 老年人口(65～ ) 

12.4.1現在値 15.9% (46,397人) 69.9% (204,066人) 14.2% (41,487人) 

20.4.1現在値 14.7% (42,872人) 65.8% (192,626人) 19.5% (57,161人) 

22年度（推計値） 15.6% (48,400人) 64.0% (198,300人) 20.4% (63,300人) 

 

○都市の空間整備の視点から    

[都市の核構成] 

本市の中心市街地である明石駅周辺においては、東仲ノ町地区市街地再開発事業によ

り商業・業務機能の衰退に一時一定の歯止めがかかったものの、平成１７年の駅前の大

型商業施設の閉店による駅周辺の求心力の低下が大きな課題となっています。こうした

なか、本市においては、駅周辺から明石港までのエリアを対象に中心市街地活性化基本

計画の認定を目指した取り組みを進めているところですが、官民一体となった計画の推
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進を通じて、中心核である明石駅周辺のにぎわいづくりを通じて「明石」の活性化に取

り組んでいかなければなりません。 

また、一方、ＪＲ大久保駅や山電西二見駅周辺では区画整理事業により新しいまちづ

くりが進むとともに、その他の駅周辺でも、駅及び駅前広場の整備を進めてきました。 

駅周辺はそれぞれの地域の核となる場所であることから、交通機能の利便性の向上と

ともに、商業・業務機能の集積の誘導や、必要な公共機能の整備などにより、人や情報

が集中する拠点となるよう取り組んでいかなければなりません。 

 

 [都市の軸構成] 

都市の軸の一つである道路については、大蔵朝霧線や魚住支所前線などの南北方向の

幹線道路の整備を進めるとともに、東西方向の大きな軸である国道２号においても、各

所管官庁において整備に向けた準備が進められているところです。大きな軸の強化・新

設については、多くの財源を要することから、事業優先の明確な方針のもとに、引き続

き取り組んでいかなければなりません。 

また、鉄道については、大久保・魚住・土山のJR駅や山電東二見駅などの駅や駅周辺

の施設整備を進め、鉄道駅としての機能の向上を図ってきたところですが、利便性の高

い鉄道駅を核にネットワーク型の都市構造の構築に取り組んでいかなければなりません。 

一方、海上交通の拠点であった明石港については、高速道路の値下げ等の影響を受け、

淡路・四国への交通機能としての比重は著しく低下している状況にあります。海のまち

明石の南の玄関口であるこのエリアの今後担う役割について、引き続き検討が求められ

ます。 

 

 [都市の面構成] 

土地利用の状況を地目別でみると、宅地の構成比率については、組合施行を中心とし

た区画整理事業や民間開発により、平成１０年の４２．８％が、平成２０年には４５．

２％に拡大しています。一方、田畑の構成比率は、この間に２．９％減少しています。

なお、市街化区域及び市街化調整区域のそれぞれには、各４００ｈａの農地があります。 

また、明舞団地では高齢化や人口減少をふまえ再生への取り組みが進められていると

ころですが、昭和４０年代にまち開きしたその他の大規模団地や、既成の密集住宅地等

についても、ソフト施策を組み合わせ、安心して暮らすことのできる住宅地の再生に取

り組んでいかなければなりません。 

なお、工場用地としての土地利用は大規模な新規立地の企業がない一方、計画期間内

にも商業業務やマンションに利用転換されるなど、ものづくりからの転換が土地利用の

面でも現れていると言えます。 
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⑶施策体系ごとの成果と課題 

第４次長期総合計画では、目指す都市像の実現に向けて、６つのまちづくりの目標を掲

げ、各分野の施策を実施してきました。そこで、それぞれの目標について、各分野におけ

る主な取り組みや成果・課題の整理を行いました。 

 

○健やかで安心して暮らせるまち 

子どもから高齢者や障害者をはじめ、すべての市民が生涯を通じて健康でいきいきと安心

して暮らせるまちづくりを進める。 

市内各中学校区における地域福祉推進市民会議を中心とした様々な地域福祉活動を展開

するとともに、ユニバーサル社会づくりへの取り組みを進めるなど、共に支える地域福祉

への実現に努めてきました。 

また、少子高齢化が進展する中で、子育て支援の充実や高齢者への制度充実や施設整備

の促進を進めてきたところですが、本市における高齢化率は全国平均を下回っているもの

の、少子高齢化は確実に進行しており、こうした流れをふまえた効果的な施策を展開して

いかなければなりません。 

障害者施策については、市役所内に作業所や福祉コンビニを開設するとともに、ふれあ

いプラザあかし西に発達支援センターを設置するなど、特色ある先駆的な取り組みを進め

てきました。 

また、健康、医療については、夜間休日応急診療所の設置や市民病院の機能の充実に取

り組んできましたが、市民病院における医師確保をはじめ、市内の医療機関が連携した医

療体制の充実が必要です。 

福祉や健康にかかる取組については、市民アンケート調査においても、施策に対する重

要度の認識が高く、今後も継続して重点的に取り組んでいく必要があります。 

 

○快適で安全に住み続けられるまち 

すべての市民が、快適でいつまでも住み続けたいと思える、安全で質の高い生活環境を創

設するまちづくりを進める。 

市民がいつまでも住み続けたいと思える質の高い生活環境づくりを目指し、各分野での

施策を推進しました。 

下水道網の計画的な整備を進めたほか、バリアフリー化や放置自転車対策の推進などに

より、まちの安全性・快適性に努めてきました。また、環境問題に関しては、 終処分施

設の整備とともに、循環型社会の構築を目指した地道な取り組みを進めてきました。 

安全・安心のまちづくりは、市政の大きな柱です。地域における住民の安全・防災意識

の向上への取り組みとともに、新消防庁舎の整備など、ソフト・ハードの両面から施策を

進めてきたところです。 

今後は、引き続き生活環境の質の向上に向けた取り組みを進めるとともに、「住みやす

いまち」から「住みがいのあるまち」へと、新たなまちの魅力を創出していくこととあわ

せ、地球温暖化など人類が直面する大きな問題に、個人から、地域から取り組み、未来に

引き継いでいくより良い環境を創造していかなければなりません。 
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○機能的でゆとりとうるおいのあるまち 

本市のもつ特性を生かしながら、機能的でゆとりとうるおいのある都市基盤を整備し、豊

かさを実感できるまちづくりを進める。 

都市基盤の分野では、本市の特性を生かし、豊かさを実感できるまちづくりを目標に、

各種整備を進めてきました。 

重点的に取り組んできた南北道路の整備については、福田大窪線などの整備により南北

交通機能の強化を図りました。また、魚住駅の橋上駅化や駅周辺の整備を進めるとともに、

コミュニティバスの運行などにより、市民の利便性の向上とともに、公共交通網の質の向

上に取り組んできました。 

また、東仲ノ町市街地再開発事業の完了による中心市街地の機能充実や、組合施行を中

心とした新たな土地区画整理事業の施行による機能的な市街地の形成を図ってきました。 

都市の基盤整備を進めていくにあたっては、経済拡大や人口増加などの量的拡大を想定

した都市基盤の整備から、生活の質向上や都市の魅力創出にウェイトを置いた基盤整備を

進めていかなければなりません。財政運営もますます厳しい状況が予測されるなか、的確

に市民のニーズを捉えた上で、「選択と集中」の視点のもと優先度をきっちりと整理し、

持続可能な都市経営の基盤づくりを目指していく必要があります。 

 

○にぎわいと活力あふれるまち 

市民や事業者が元気を持って行動し、産業の活性化を図り、未来へ向けて飛躍する活力あ

るまちづくりを進める。 

にぎわいと活力あるまちを目指して、さまざまな取り組みを実施しました。 

商工業の振興として、商業では、商店街へのイベント助成等のソフト面での支援やアー

ケード等のハード面の支援により活性化を図りました。工業では、産業交流センターを拠

点とした産・官・学の連携の推進や各種セミナーの実施などにより、地域産業の育成に取

り組みました。また、新たな融資制度の創設や相談業務など市内中小企業の経営基盤強化

への支援に努めました。 

農水産業については、農業基盤整備の推進による作業効率の向上、担い手の育成・支援

による農地の保全と有効利用に努めたほか、施設や設備の導入促進による生産体制の充実、

稚魚放流などによる海域資源の育成、また地産地消の推進などを展開し、農水産業振興に

努めました。 

観光の分野では、食や歴史など明石のさまざまな特色を持った観光資源を活用した観光

ＰＲや明石市民まつりなどの各種観光イベントを実施することにより、観光客誘致を促進

しました。 

  今後は、従来から本市が持つ地域特性に新たな魅力を加え、さらににぎわいと活力ある

まちとして発展できるよう、戦略的・効果的な取り組みを進めていかねばなりません。 
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○人を育み、文化を創造するまち 

市民が生涯を通じていつまでも学習機会を選択して学ぶことができ、個性豊かな市民文化

を創造するまちづくりを進める。 

未来の明石を担う子どもたちの持てる力や可能性を引き出すとともに、市民の学習や文

化活動への意欲の向上を図るため、社会状況やニーズをふまえ、様々な取り組みを進めて

きました。 

学校教育においては、少人数学習に向けての取り組みや特別支援教育の充実を図るとと

もに、施設の耐震化を進めるなど教育環境の充実に取り組んでいます。 

また、生涯学習については、生涯学習センターの開設とともに、今後の生涯学習振興の

よりどころとなる「生涯学習ビジョン」を策定し、多様な市民の学びを支援する取り組み

を進める一方、スポーツクラブ21を全小学校区に設置するなど生涯スポーツの振興に取り

組んできました。 

文化振興については、特に音楽に焦点をあてたまちづくりを展開するとともに、文化芸

術創生条例を制定し、長期的な視点にたった文化振興への取り組みを進めています。 

人はまちの財産であり、人づくりはまちづくりの基礎です。教育や文化の一層の充実に

より、それぞれの人のもつ能力を伸ばし、豊かな感性を育んでいくとともに、人と人がお

互いを尊重しあう地域社会を築いていかなければなりません。 

 

○人との出会いとふれあいを大切にするまち 

一人ひとりの人権を尊重し、様々な交流と連携のなかで、共に助け合い、支えあう、ぬく

もりのあるまちづくりを進める。 

一人ひとりの人権を尊重し、様々な交流と連携のなかで、共に助け合い、支えあう、ぬ

くもりのあるまちづくりを目標に様々な施策を推進してきました。 

人権については、虐待やインターネット等による新たな問題が発生している状況にあり

ますが、明石市人権施策推進方針に基づき、すべての人の基本的人権が尊重されるまちづ

くりを進めています。また、男女共同参画社会の実現に向け、参画センターを拠点として、

行政各分野において幅広い取り組みを進めてきました。 

また、コミュニティについては、小学校区コミセンをまちづくりの拠点と位置付け、施

設と職員体制の充実に取り組んできましたが、地域住民の連帯感が希薄化するなかで、コ

ミュニティの再構築への取り組みが求められています。 

少子高齢化の進展をはじめとした社会潮流の変化とともに、厳しい財政状況のもとで、

様々な課題を乗り切るためには、行政が 大限にその役割を果たしていくとともに、いわ

ゆる「地域力」を伸ばし、活用しながら、市民と市民、市民と行政との協働によるまちづ

くりの推進がこれまで以上に求められます。 

今後、協働のまちづくりを推進していくための仕組みづくりが重要となってきます。 
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 施策体系ごとの成果と課題 

 

第１章 健やかで安心して暮らせるまち 

 

第１節 総合福祉の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

・駅舎のエレベーター

や多目的トイレ等の

設置 

・ふれあいプラザあか

し西の開設 

・要援護者保健医療福

祉システムの実施 

・地域福祉計画の策定 

 健康や福祉に関する理解が深まるとと

もに、人が集まる駅周辺を中心にバリア

フリー化が図られ、ハードソフト両面か

ら、福祉のまちづくりが進展した。 

 市西部地域に市民福祉の拠点となるふ

れあいプラザあかし西が完成するととも

に、関係機関の連携体制が強まり、総合

的な福祉サービス提供体制の充実が図ら

れた。特に、地域住民自らが実践活動を

行う体制が整備され、地域における課題

解決に向けた取り組みが進んだ。 

・市民の相談や要望にきめ細かく対応で

きるよう、行政や関係機関の体制の整

備や相互協力体制の充実検討を図る必

要がある。 

・地域住民が自主的、自発的に気軽に活

動できる仕組みづくりの構築が必要で

ある。 

・中部地区保健福祉センター構想の検討

 

第２節 高齢社会への対応 

主な取り組み 成  果 課  題 

・元気高齢者いきいき

大作戦の展開 

・高齢者大学あかねが

丘学園の充実 

・特別養護老人ホーム

等の介護保険施設の

整備促進 

・介護保険制度の充実 

 イベント、教室の開催や情報提供など

を行い、体力の保持・増進、疾病やねた

きりの予防など、高齢者の健康づくりを

推進した。 

 学習機会の提供や文化活動の充実、雇

用に関する情報提供やシルバー人材セン

ターの支援を行い、生きがいづくりや社

会参加を促進した。 

 介護保険制度の確実な運営を行い、介

護や支援を必要とする人を社会的に支え

る仕組みとして着実に浸透、定着を図っ

た。 

・介護予防として、高齢者の健康づくり

が地域でできるよう支援していくこと

が必要である。 

・援護を要する高齢者の日常生活や緊急

時の支援などを強化するための体制づ

くりが必要である。 

・介護を要する高齢者が住みなれた地域

で安心して暮らせるよう、介護サービ

ス全体の充実を図り、施設の整備を促

進していく必要がある。 

 

第３節 障害者福祉の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

・市役所内に作業所や

福祉コンビニを設置 

・発達支援センターの

設置 

・就学前療育の充実の

ため知的障害児通園

施設を設置 

・障害者就労・生活支

援センターの設置 

 各種イベントの開催や啓発により、障

害者のある人とない人との交流を推進

し、相互理解が浸透してきた。 

 障害者就労の拡大に向けたビジネスモ

デルを発信するとともに、障害の理解の

啓発の機会ともなった。 

 障害福祉サービスの形態の大幅な変更

（措置から支援費そして自立支援へ）に

対応し、施設を充実するなど、障害者の

福祉サービス利用を円滑に行ってきた。

・精神障害に関する啓発を促進すること

が必要である。 

・グループホームやケアホームなど施設

サービスの充実を図る必要がある。 

・障害児療育の支援の充実を図る必要が

ある。 

・医療的ケアを必要とする重度障害者施

策の充実を図る必要がある。 
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第４節 子育て環境の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

・子育て支援センター

の開設 

・公立保育所の充実や

私立保育所の支援充

実 

・放課後児童クラブを

全小学校区に開設 

・子ども図書館の設置 

・小学校６年生までの

入院無料化 

 子育て支援センターの整備などによ

り、子育てに関する情報提供や相談の体

制を充実し、市民のニーズへの対応を進

めた。 

 保育所(園)の受け入れ体制などの充実

や、延長保育や子どもを一時的に預ける

しくみの整備などにより、子育てを支え

る環境の充実を図った。 

 全小学校区に放課後児童クラブを開設

し、子育て環境を整備した。 

 おはなし会等の実施や図書の寄贈など

市民の協力を受け、みなくる（明石市子

ども図書館）を開設し、子育て支援や子

どもの読書環境の充実を図った。 

・少子化が進むなか、本市の実情に応

じた次世代育成支援対策を総合的か

つ効果的に推進するため、より一層

の推進体制の強化が必要である。 

 

第５節 医療の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

・夜間休日応急診療

所、休日歯科急病セ

ンターの設置 

・市民病院の充実 

・地域医療体制の充実 

 夜間休日応急診療所、休日歯科急病セ

ンターの設置や市民病院と市内医療機関

の連携、また、東播磨地域における医療

連携の推進により、１次・２次の救急医

療体制の充実を図った。 

 市民病院においては、診療科の拡充、

医療安全対策の推進、医療機器の充実や

患者サービスの向上に取り組み、地域の

基幹病院としての機能の充実に努めた。 

 明石市安心の医療確保政策協議会を設

置し、地域で適切な医療が提供されるよ

う検討を進めている。平成２１年１１月

には、明石の地域で大きな役割を占めて

いる明石市立市民病院の経営のあり方に

ついて、答申がなされた。協議会では引

き続き、明石の地域医療のあり方につい

て、協議を進めていく。 

・市民病院や市内医療機関が連携を強

化し、地域における医療体制（救急

医療を含む）の充実を図る必要があ

る。 

・高度で良質な医療が提供できるよう

今後も継続して、病院機能の充実に

取り組む必要がある。 

・市民病院の望ましい経営形態とし

て、地方独立行政法人に移行すべき

との協議会答申を受け、市として、

平成２１年度中に方針決定し、平成

２４年４月までに新しい経営形態に

移行できるように取り組む必要があ

る。 

 

第６節 健康づくりの推進 

主な取り組み 成  果 課  題 

・生活習慣病予防のた 

めの健康診査事業の

実施 

・新型インフルエンザ

計画に基づく対策の

実施 

 乳幼児や高齢者などに対する健康診査

や予防接種を充実し、疾病予防を推進し

た。 

 あかし健康プラン21を策定し、健康づ

くりを推進した。 

 感染症予防対策として、大きな健康被

害が想定される新型インフルエンザにつ

いて、具体の行動計画を定め、啓発や訓

練など積極的に対策を推進した。 

・市民一人ひとりが健康への関心を高

め、主体的に健康づくりを進めるた

めに、関係機関や地域との連携を強

化し、健康づくりを支援をする必要

がある。 
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第７節 社会保障の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

・制度の適正な運用 

（なお、医療費助成制

度については、県の新

行革プランに基づき制

度改正。ただし、乳幼

児等医療費助成は、市

独自の制度を継続して

いる。） 

 低所得者世帯の自立支援を充実し、生

活の安定を図った。 

 国民健康保険制度については、医療費

の適正化や収納率の向上を図り、制度の

適正な運用に努めた。 

 各種の医療費助成制度については、市

独自で対象者を拡大するなど、内容の充

実を図り、健康の保持や適切な医療受診

を推進した。 

・低所得者について、多重債務や高齢

者見守りの支援、就労意欲を高める

さらなる対策が必要である。 

・景気低迷の長期化による、就業環境

の悪化等に対応した、生活支援（相

談体制含む）の実施が必要である。
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第２章 快適で安全に住み続けられるまち 

 

第１節 住環境の向上 

主な取り組み 成  果 課  題 

・開発事業における手

続等の条例制定 

・明石市公営住宅スト

ック総合活用計画に

基づいた整備 

・耐震改修促進計画や

建築物安全安心実施

計画の策定 

・住居表示の実施 

 市街化区域、用途地域などの見直し

変更や開発指導行政の推進により、適

正な土地利用及び良好な住環境の形成

を進めた。 

 また、市営住宅等の計画的な整備を

はじめ、良好な住環境の形成に向けて

効率的、効果的に取り組んだ。 

 簡易耐震診断費の無料化や市独自の

助成制度を創設し、推進することによ

り建築物の耐震性の確保に積極的に取

り組んだ。 

 新たな町の設定や住居表示を実施

し、住所の明確化を進めた。 

・住宅の量は確保されているものの、

社会経済情勢や市民の価値観の変

化・家族構成の多様化により、居住

ニーズがより一層多様化しているこ

とから、住まいづくり全般について

の質的充実を図る必要がある。 

・住環境の向上による市民の満足度の

向上とともに転入人口の増加を図る｡

・住居表示等の実施率がなお低いこと

から、今後も継続的に取り組む必要

がある。 

 

第２節 交通安全・防犯対策の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

・あんしん歩行エリア

事業の推進(明石･西

明石･魚住)  

・条例に基づく放置自

転車対策の推進 

・防犯情報の提供や防

犯啓発の推進 

歩道の整備、段差解消などのバリア

フリー化により、まちの安全性、快適

性が向上した。 

 また、駐輪場の整備や放置禁止区域

拡大など対策の充実・強化により、駅

周辺全体における放置自転車等が飛躍

的に減少した。 

・地域住民が街頭犯罪の被害に遭わな

いよう、地域ぐるみでの防犯力を高

めるとともに、防犯図上訓練や各種

広報媒体を活用したより一層の意識

啓発が必要である。 

 

第３節 水の安全供給体制の確立 

主な取り組み 成  果 課  題 

・明石川浄水場及び鳥

羽浄水場に高度浄水

処理施設を導入 

・配水塔の整備（東

部、西部） 

高度浄水処理施設の導入、県水受水

箇所の増、自然流下による配水方式及

び直結増圧方式による給水などによ

り、水道水質の向上や安定した受給水

が可能となった。 

 また、神戸市との隣接連絡管の整

備、委託業者との応援協定締結、危機

管理計画策定などにより、危機管理体

制が強化された。 

・施設機能を強化するため、施設の耐

震化を進める必要がある。（耐震化

基本計画(H20年3月)に基づき計画的

に事業を推進していく。 

・水需要低下や老朽管更新等への対応

を図るため経営強化に取り組む必要

がある。 

第４節 下水道の普及 

主な取り組み 成  果 課  題 

・大久保浄化センター

の施設増設や高度処

理の導入 

・下水道網の計画的な

整備 

平成20年度末の下水道人口普及率：

全国平均の72.7％を大幅に上回る

98.6％である。（H21.3月現在） 

 市内の環境基準点（河川２点、海域

４点）での水質は安定しており、環境

基準は概ね達成している。 

 汚水・雨水事業ともに、平成20年度

・汚水未普及地域の解消、合流式下水

道の改善、浸水対策、老朽化・地震

対策、適正な維持管理、経営基盤の

強化、資源循環・利活用、地球温暖

化対策、事業の透明性の向上など、

市の下水道行政が直面する課題は多

岐にわたる。このことからも、引き
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に実施した費用効果分析結果が1.0を超

えるなど、事業は順調に進捗してい

る。 

続き施設整備を行うとともに、安定

した機能維持に取り組む必要がある｡

 

第５節 環境共生型社会の構築 

主な取り組み 成  果 課  題 

・パートナーシップ組

織（エコウィング明

石）の設立 

・分別方法の細分化や

粗大ごみの有料化 

・第３次 終処分場の

整備 

「きらりん明石 ポイ捨てバッテン」

運動の展開やごみの分別細分化（紙

類・布類、雑がみ）などの取り組みに

より、環境行動の推進・実践やごみ収

集量減、資源化率向上などに成果が見

られた。 

ごみの減量化やリサイクルへの意識

啓発に努めるとともに、 終処分場の

整備や破砕選別施設などの包括的民間

委託を進めた。 

・環境行動の推進に向け、市民意識の

向上や市民参加を促す仕組みづく

り、人材育成などに取り組むととも

に、更なるごみ減量化と資源化率の

向上を進めることが必要。 

・温室効果ガスの排出抑制に向け、

「地球温暖化対策実行計画」及びア

クションプランの策定が必要であ

る。 

・焼却灰の溶融固化や焼却施設などの

延命化についての調査研究を進める

必要がある。 

・魚住清掃工場の廃止に向けた下水道

施設への直接投入などの検討を進め

る必要がある。 

 

第６節 総合的な防災対策の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

・災害時要援護者台帳

の作成 

・ﾁｬﾝﾈﾙAﾓﾊﾞｲﾙの整備 

・八木遺跡公園（防災

公園）の整備 

・新消防庁舎の整備等 

ハザードマップの説明会、防災訓

練、防災フェア、地域でのDIG（災害図

上訓練）などを通して防災意識の啓

発・啓蒙を行った結果、市民には徐々

に自助・共助の重要性が浸透してきて

いる。 

 また、AEDの普及に伴い市民救命士講

習の受講希望者が増大した結果、救命

処置の重要性が市民に浸透し、市民処

置件数が増加してきている。 

・住宅の防火安全性向上（火災警報器

の早期設置等）とあわせ、市民の防

災意識の高揚や地域コミュニティを

活用した防災力強化に対する支援が

必要である。 

・新たな災害の発生並びに少子高齢化

社会に対応するために、現在の消防

力、設備等の見直しを図り、市民が

安全に生活できる組織体制を検討す

る必要がある。 

・総合的な防災対策の充実という点か

ら、一時避難地となる都市公園の整

備を今後も継続する必要がある。 

 

第７節 斎場・墓園の整備 

主な取り組み 成  果 課  題 

・斎場については、施

設の老朽化等に対応

するため、告別式場

及び火葬場の建替え

工事を実施 

・墓園については、第

斎場については、名称を「あかし斎

場旅立ちの丘」に改め、新葬祭式場が

平成２１年１１月２８日に供用開始し

た。引き続き、火葬場棟の建替え工事

に取り組んでいる。 

墓所の整備工事を実施し、貸し出し

・斎場については、平常業務の円滑な

運営を図りながら火葬場棟の建替え

工事に取り組むとともに、施設の効

率的な運営を行う必要がある。 

・墓園については、整備可能用地の確

保に限界があることから、整備を一
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３次整備計画に基づ

き、墓所の整備工事

を実施 

を行ったことにより、墓園の整備には

一定の成果があったと考えている（現

在貸出墓所：1万基超）。 

旦収束し、民間墓園との役割分担を

検討する必要がある。また納骨堂

（合同参拝墓地）については、市民

のニーズ等を把握した上で検討して

いくこととする。 

 

第８節 都市景観の形成 

主な取り組み 成  果 課  題 

・県条例に基づく規制

誘導 

・都市景観賞の実施 

・わがまちあかし景観

50選の選定 

大規模建築物の届出時の指導・助言

や、兵庫県屋外広告物条例に基づく規制

誘導等の実施により、良好な都市景観の

形成に一定の成果があった。 

 また、「わがまち明石景観50選」や

「わがまち明石十景」等による啓発活動

により、景観への意識向上と明石の景観

の良さをＰＲすることができた。 

・都市景観形成地区の指定については、

住民の同意が前提となるため、今後も

指定に向けた取り組みが必要である。

 

第９節 情報化の推進 

主な取り組み 成  果 課  題 

・明石市情報化推進プ

ランの策定 

・下水管への光ファイ

バー敷設による公共

施設のネットワーク

化 

・市民へのパソコン講

習会等の開催 

一般市民やシニア世代を対象としたパ

ソコン講習会等の開催により、ITリテラ

シーの向上が図れた。 

また、地域イントラネットの整備によ

り公共施設をネットワーク化すること

で、窓口サービスの向上や通信費の削減

を行う一方、職員1人1台のパソコンを配

備することで、行政情報の共有化や事務

の効率化を行った。 

・地域イントラネットや電子申請システ

ムなど、情報化を推進する基盤整備は

ほぼ完了しているが、今後、維持管理

や災害時等の事業継続についての検討

が必要である。 

・SNS（ソーシャルネットワーキングサ

ービス）を活用したり、携帯電話を利

用した新たな行政サービスの提供な

ど、市民生活に密着したサービスや利

便性の高いサービスの提供に努めてい

く必要がある。 
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第３章 機能的でゆとりとうるおいのあるまち 

 

第１節 市街地の整備 

主な取り組み 成  果 課  題 

・東仲ノ町市街地再開発

事業 

・土地区画整理事業の推

進（市施行及び組合施

行14地区225.7ha） 

・地区計画の活用（14地

区、82.3ha） 

東仲ノ町市街地再開発事業の完了に

より、中心市街地における都市機能の

充実を図った。 

中心市街地内の商業者が一体となっ

て商業活性化に取り組む体制ができ、

様々な取り組みが企画・実施され、ま

ちの賑わいづくりに一定の成果があっ

た。 

土地区画整理事業の推進や地区計画

の活用により、良好な市街地の形成を

進めた。 

 

・中心市街地商業の衰退が進んでいる

中、行政主導ではない官民協働によ

り、中心市街地の活性化を図る必要が

ある。大型小売店舗の撤退等により、

衰退傾向にある明石駅前南地区の共同

化を推進し、明石駅前の賑わい回復に

寄与することが求められている。 

・住宅密集地の整備を引き続き推進する

必要がある。 

・市街化調整区域について、今後の方向

性の検討が必要である。 

 

 

第２節 交通網の整備 

主な取り組み 成  果 課  題 

・総合交通計画の策定 

・JR土山駅及び魚住駅の

橋上駅化 

・山電第２期事業に着

手 

・市バス路線の民間事業

者への移譲実施 

・コミュニティバスの運

行（16路線） 

鉄道駅の周辺整備により、交通結節

点として駅の機能や利便性を高めた。

コミュニティバスの運行により、交

通不便地域の縮減や、移動制約者の移

動手段の確保を図り、地域の生活交通

の確保に寄与した。 

市営バス事業について、経営の効率

化を図りながらサービスの充実に努

め、利用者の利便性を高めた。 

 

 

・地球環境、高齢社会、都心のにぎわい

の向上など、様々な面で公共交通が果

たす役割は大きく、公共交通の維持と

発展のために、より一層の利用促進施

策が必要である。 

・コミュニティバスについて、利用者の

少ない路線の見直しなどによる効率的

な運営が求められる。 

・市営バスについては、交通手段の多様

化や少子・高齢化の進展などにより利

用者は減少傾向にあり、さらなる経費

削減と効率的な運営が求められている

 

第３節 道路の整備 

主な取り組み 成  果 課  題 

・南北道路の整備 

大蔵朝霧線(中工区) 

黒橋線(県・市) 

林崎線(県・市） 

八木松陰線(大久保工

区・谷八木工区) 

福田大窪線 

魚住支所前線 

・東西道路の整備 

山手環状線（中・西工

区） 

朝霧二見線（新明町・谷

八木・八木工区）（県） 

国道線西（県） 

幹線道路の整備により、南北交通

の円滑化が推進された。 

不法占用物対策について、特に平

成18年の国体開催を契機に、警察・

国・県・関係企業との連携が深ま

り、効果的に取り組んできた。 

・計画的な幹線道路の整備を進める必要

がある。 

・高齢化が進展することから、交通安全

対策やバリアフリーの展開を拡大する

必要がある。 

・東西方向道路の混雑緩和、安全性を高

める道路整備などをさらに進める必要

がある。 

・不法占用物対策として、さらなる住民

への啓発やボランティアの導入検討な

どにより充実することが求められる。

 



 

- 15 - 

王子線 

・その他の整備 

東仲ノ町線 

駅前線 

魚住駅南線 

・道路美化の推進 

 

第４節 駐車・駐輪場の整備 

主な取り組み 成  果 課  題 

・アスピア内に駐車場を整

備 

・有料駐輪場の整備（11ケ

所 10,107台） 

・放置禁止区域指定の拡大 

 

民営駐車場の整備を促進するとと

もに、中心市街地において、駐車場

案内表示板により、適切な案内・誘

導を行った。 

また、駐輪場の整備を進めるとと

もに、自転車の放置禁止区域を拡大

するなど対策の充実・強化により、

明石駅・西明石駅周辺を中心に、放

置自転車等が飛躍的に減少した。 

・大型バスの駐車場の整備検討を進める

必要がある。 

 

第５節 海岸・港湾の整備 

主な取り組み 成  果 課  題 

・林崎漁港以西の養浜事業

約4.8㎞が完了（国土交

通省） 

・南二見人工島への第２連

絡道路の整備（兵庫県） 

・東播磨港にプレジャーボ

ート係留施設を整備（兵

庫県） 

・明石港の環境対策事業

（兵庫県） 

・大蔵海岸の民活用地の売

却・賃貸 

大蔵海岸での砂浜事故を教訓に、

安全管理に万全を期し、安全・安心

の海岸づくりを行った。あわせて、

大蔵海岸のにぎわいづくりに取り組

み、海水浴場来場者が増加した。 

ウミガメの保護活動を通じて、海

岸環境の保全を進めた。 

・明石港については、中心市街地の南の

拠点として、にぎわいづくりにつなが

る機能の導入が図られるよう取り組ん

でいかなければならない。 

・大蔵海岸については、一応の土地活用

はなされているが、企業会計の健全性

を確保するための方策を講じていく必

要がある。 

・明石原人史跡、明石港旧灯台の整備に

ついては、国、県の事業進捗状況にあ

わせて､今後検討していく必要がある｡

 

第６節 都市緑化の整備 

主な取り組み 成  果 課  題 

・市民一人当たりの公園

面積7.21㎡ 

・防災機能をもった近隣

公園（八木遺跡公園や

整備中の松江公園等）

や区画整理区域内など

の公園の整備 

・わんぱく広場の整備 

・緑のリサイクル事業の

推進 

・NPOと連携した花壇の維

持管理の実施 

地域の特徴や景観、利用形態等に配

慮し、特色ある公園整備を進め、緑の

保全、創出やレクリエーションの場の

創出などを図った。 

公園愛護会やＮＰＯによる緑化推進

の活動などが進んだ。 

・未整備の公園についての整備検討。 

・和坂公園については、都市計画決定を

行なっているが、整備の具体化はなさ

れておらず、その方針について検討す

る必要がある。 

・遊具等施設の老朽化が進んでおり、安

全・安心の観点から現在更新等に取り

組んでいる。 

・大久保北部について、あり方を含め、

今後の整備方針を定める必要がある。
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第４章 にぎわいと活力あふれるまち 

 

第１節 商業・工業の振興 

主な取り組み 成  果 課  題 

・商店街イベントへの

支援(にぎわい･ふれ

あい･めぐりあい事

業) 

・明石・まちづくり推

進会議と連携したイ

ベントの実施（春旬

祭等） 

・産業振興財団、会議

所、高専が連携した

施策の実施（技術交

流会等） 

・南二見企業立地助成

制度の創設 

・融資制度（特別小規

模企業資金）の新設 

イベント助成等のソフト支援やアーケ

ード等のハード整備への助成により、商

業の衰退に一定の歯止めをかけた。 

卸売市場の老朽化した施設・設備の改

修を行い、市場の機能維持を図った。 

工業の振興については、産業交流セン

ターを拠点とした、市・産業振興財団、

商工会議所、明石高専等支援機関の連携

による、専門技術講習や企業訪問による

相談の実施など、市内中小企業の育成を

図った。 

 

・中心市街地のスプロール化や急速な少

子高齢化の進行もあり、商店街を取り

巻く状況は厳しさを増し、商店数、年

間販売額ともに減少傾向にある。策定

中の中心市街地活性化基本計画に基づ

き、市民ニーズに沿ったにぎわいづく

りを検討・実施していく必要がある。

・水産物分場の整備にあたって、本市場

を含めた卸売市場のあり方を検討する

必要がある。 

・産業振興に関する分野は国内外の景気

等に敏感に反応する側面を持ち合わせ

ており、今後も関係機関と連携し、中

小企業のニーズにフレキシブルに対応

した事業展開が必要である。 

 

第２節 農業の振興 

主な取り組み 成  果 課  題 

・西江井地区ほ場整備

及び農道整備 

・認定農業者や集落営

農組織（３団体）等

の支援 

・ライスセンターの建

設、直販所の設置 

・市民農園開設への支

援 

ほ場整備、農道整備の実施やため池、

水路の整備などを年次的に行い、基盤整

備が進んだ。 

ライスセンターの建設など、施設や設

備の導入を促進し、生産体制の充実につ

なげた。 

休耕田を活かした田園景観の整備など

を進め、市民が身近に自然や農業にふれ

ることができる空間づくりを進めた。 

防災上危険なため池を順次整備し、潤

いと安らぎのある快適な生活環境や自然

環境を「地域の財産」と位置づけ、保全

整備を進めた。 

・都市化の進展による農地の減少、担い

手の高齢化や後継者不足、輸入農産物

の増加などにより、農業経営そのもの

が厳しい状況にある。現状を踏まえ、

今後の農業振興につながるビジョンの

構築が必要である。 

 

 

第３節 漁業の振興 

主な取り組み 成  果 課  題 

・漁場の造成 

・種苗生産育成、直接

放流の継続的実施

（市漁連に委託） 

・近代化資金等の借入

や特定養殖共済（の

り共済）の加入に対

する助成 

・漁場管理委員会を市

並型魚礁の設置などにより、漁場の造

成を進めるとともに、稚魚の放流、マダ

コの増殖事業を行い、海域資源の育成と

管理を図った。 

また、漁業近代化資金等の借入や特定

養殖共済（のり共済）の加入に対する助

成を実施し、経営の健全化に寄与した。

・魚食離れや魚価の低迷、漁業資源の減

少、燃油や漁業資材の高騰など、本市

の沿岸漁業は厳しい環境にさらされて

いる。「さかなのまち」を守り、発展

していくため、今後の水産振興につな

がるビジョンの構築が必要である。 
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漁連の専門部会とし

て立ち上げ、プレジ

ャーボートとの海域

利用を啓発・調整 

 

第４節 勤労者施策の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

・就労支援サイト「お

しごとナビ」の開設 

・勤労福祉会館及びサ

ンライフ明石におい

て指定管理制度を導

入 

商工会議所・公共職業安定所・企業等

との連携のもと、中小企業に対する助成

金をはじめとする各種説明会や合同就職

面接会を実施し、雇用に関する情報発信

の充実や、高齢者や女性の就業機会の拡

大につなげた。 

・社会経済状況の変化に影響を受けやす

いことから、国、県等関係機関とも連

携を深め、労働者（若年、中高年、女

性、障害者等）のさらなる雇用安定に

努める必要がある。 

・勤労福祉会館、サンライフ明石の管理

運営においては、指定管理者制度の導

入により、勤労者を含めた利用者の利

便性向上に努めるとともに、今後とも

引き続き、各種勤労者福祉事業を実施

し、勤労者の福利厚生の充実が求めら

れている。 

 

第５節 消費生活の安定と向上 

主な取り組み 成  果 課  題 

・あかし消費生活セン

ターの移転開設 

・消費生活相談業務の

充実 

・消費者教育・啓発の

推進 

・消費生活に関する情

報提供の推進 

消費生活にかかる活動拠点施設を整備

するとともに、相談業務の充実を図っ

た。消費者フェアの開催などの啓発活動

や講座の実施などの情報提供を通じて、

消費者の安全確保と消費者意識の向上を

図った。 

・国において消費者庁が設置され、消費

者行政が推進される中、多様化、複雑

化する消費者問題に対し、引き続き、

市として消費生活相談の充実と消費者

の自立支援を行うことが必要である。

 

第６節 観光の振興 

主な取り組み 成  果 課  題 

・淡路ｼﾞｪﾉﾊﾞﾗｲﾝ及び明

石淡路ﾌｪﾘｰによる海

峡ｸﾙｰｽﾞ事業の実施 

・源氏物語千年紀記念

イベントの実施 

・神戸・明石・姫路観

光推進会議の開催及

び共同ｷｬﾗﾊﾞﾝの実施 

・天文科学館ｼｺﾞｾﾝｼﾞｬｰ

の商標登録 

・食のｲﾍﾞﾝﾄとして、明

石ｽﾀｼﾞｱﾑﾏﾙｼｪ及び旬

感！明石海峡グルメ

道楽2009を実施 

・明石焼等観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

の作成  

明石の様々な特色を持った観光資源を

活用した観光ＰＲ活動や、明石市民まつ

りを始めとした各種イベントの実施によ

り、観光客誘致を促進した。 

・未だに「観光都市･明石」として内外

に完全に認知されているとは言い難い

状況であり、観光客の入り込み増につ

ながる施策の展開が必要である。 

・近隣都市と連携した広域観光圏の形成

を図る等、域外ネットワークの活用を

更に推進することも含め、観光客のニ

ーズに応じた観光政策を講じることが

求められる。 
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第５章 人を育み、文化を創造するまち 

 

第１節 学校教育の充実 

主な取り組み 成  果 課  題 

【幼稚園】 

・週５日弁当日 

・４歳児を30人定員に 

【義務教育】 

・校舎､屋内運動場の耐震化（21

年度末：59.2％） 

・学校評議員制度の導入 

・小４まで35人学級編成 

・ストップ不登校あかしの導入 

【高校】 

・推薦入試の全県学区化、国際

会計科の設置 

【特別支援教育】 

・手すり､エレベーター等の設置 

・明石養護学校の指導体制充実 

「開かれた学校づくり」に向け

て、全市立学校園に導入した「学校

評議員」制度に加え、さらに学校の

自己点検活動を評価する「学校関係

者評価委員会」の設置へと発展して

いる。 

また、平成14年度から全面実施と

なった学習指導要領に基づき、人権

教育、道徳教育、「総合的な学習の

時間」の指導充実を図った。 

 特別支援教育指導員の全校配置や

教職員研修の充実を図るとともに、

特別支援教育の理解と指導体制の整

備に努めた。 

・明石市教育推進会議で策定した行

動計画の実行性の確保が必要であ

るとともに、学校施設耐震化の一

層の推進、老朽化に伴う施設・設

備の修繕や更新など、安全で快適

な学校施設等の整備が求められて

いる。 

・幼保一元化については、認定こど

も園、幼稚園における預かり保育

等も含め、本市に合った方策を探

る必要がある。 

 

第２節 青少年の健全育成 

主な取り組み 成  果 課  題 

・青少年育成団体への

事業委託や補助を実

施し、連携を強化 

・学校警備員を全小学

校、明石養護学校に

配置 

・全小学校区でスクー

ルガードを組織化 

・非行防止のための関

係機関との連携 

・少年自然の家に指定

管理者制度を導入  

青少年育成団体との密な連携、支援強化

により、円滑な団体運営が行え、家庭にお

ける教育力の向上、青少年の健全育成を支

える地域力の充実に繋がった。 

また、「地域の子どもは地域で守る」と

いう趣旨のもと、スクールガードが全小学

校区に組織化されるなど、地域ぐるみで子

どもを見守る体制が整った。 

 さらに、少年自然の家への指定管理者制

度の導入により、利用者の利便性向上や経

費節減等、効率的な運営が行えた。 

・既存の団体の活用や新しい組織の

設立により、全市的に青少年の健

全育成や子どもの見守りの体制は

整ったが、さらに継続的な取り組

みができるよう、今後は団体や組

織の参加者にのみ過度な負担を求

めることのない体制づくりが必要

である。 

 

第３節 生涯学習の振興 

主な取り組み 成  果 課  題 

・生涯学習センターの

開設 

・生涯学習ビジョンの

策定 

・あかねが丘学園の修

学年数・学科の見直

し及び西分校の開設 

・大学や民間研究機関

と連携した地域学や

市民企画公募型講座

を実施 

ライフステージに対応した学習機会

の提供・充実が行われたが、特に高齢

者には多様な機会提供を行っており、

あかねが丘学園の学習カリキュラムは

評価が高い。 

学習機会の実施では、企画公募型の

講座実施やＮＰＯとの共同開催などに

より、環境や文化芸術の分野をはじ

め、市民との協働が進んでいる。 

また、コミュニティ・センターなど

での学習活動団体(サークル)に対する

・ボランティアだけでなく、芸術活動や

収益的な活動まで幅を広げた地域活動

のあり方の検討が必要。また、若い世

代や働き盛りの世代への学習支援も広

げる必要がある｡ 

・サークル活動の高齢化が進んでおり、

若い世代への活動支援のあり方の検討

が必要。 

・学習情報については、収集と発信だけ

でなく、より多くの情報の一元的な入

手法やコーディネート機能の付加な
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・中学校区コミュニテ

ィ・センターにおい

て、多様な学習カリ

キュラムを展開 

・図書館に指定管理者

制度を導入 

 

活動支援により、市民による自主的な

学習の場が充実した。 

 さらに、図書館に指定管理者制度を

導入し、開館時間の延長や開館日の増

加、館外返却場所の増設など、利用者

の利便性向上を図った。 

ど、これまで以上に市民に利用しても

らえるような工夫が必要である。 

 

第４節 市民スポーツの振興 

主な取り組み 成  果 課  題 

・ニュースポーツ教室の開

催 

・スポーツクラブ21を全小

学校区に設置 

・競技スポーツへの支援 

 

市民スポーツ大会やニュースポーツ

教室などに多くの市民が楽しんでいる

とともに、生涯スポーツを見通した取

り組みが進んだ。 

また、体育協会や加盟団体等が主催

する各種大会については、市民の健康

の保持増進や交流の場として開催され

ているが、多くの市民が参加し、競技

力の向上に寄与している。 

・開館時間を延ばす予定のない小学校

区コミュニティ・センターにおい

て、学校施設活用事業の継続につい

て検討する必要がある。 

 

第５節 市民文化の高揚 

主な取り組み 成  果 課  題 

・明石文化芸術創生条例の

制定 

・各種文化イベントの開催 

・明石フィルハーモニー管

弦楽団の設立・運営支援 

・まちかどミュージシャン

の登録・紹介制度の運用 

・ヤクーツク歌劇場及びサ

ハ高等音楽院との「音楽

を通じた連携協力の覚

書」締結と、それに基づ

くコンサートなど音楽交

流の実施 

・指定管理者制度の導入

（文化博物館、市民会館、

西部市民会館、市民ホー

ル、中崎公会堂） 

文化芸術に親しむ機会の拡充や市民

の文化芸術活動への支援などに努めた

ことより、市民の文化芸術活動が着実

に広がってきている。 

明石文化芸術創生条例の制定によ

り、本市の長期的・継続的な文化芸術

振興の取り組みへの礎ができた。 

また、市民会館及び文化博物館での

指定管理者制度導入により、施設や事

業内容を充実させ、幅広い文化芸術に

接する機会を提供した。 

・明石文化芸術創生条例に基づき、文

化芸術の振興に関する基本計画を策

定し、これら条例、基本計画を基に

明石の特性や人々の個性を尊重しつ

つ、文化芸術のすそ野の拡大と魅力

ある文化芸術の創造発展の促進が求

められる。 
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第６章 人との出会いとふれあいを大切にするまち 

 

第１章 人権尊重と共生社会の実現 

主な取り組み 成  果 課  題 

・明石市人権施策推進

方針の策定及び推進 

・あらゆる場における

人権教育・啓発の推

進 

・人権相談の充実 

・厚生館事業の実施  

学校・地域・家庭の連携を重視しなが

ら、すべての人の基本的人権が尊重され

住みやすいまちづくりをめざす取り組み

が進んだ。 

人権教育推進員と人権啓発員等を配置

し、地区同(人)協・明人協と連携しなが

ら、人権教育・啓発の機会を拡大し、意

識の高揚を図った。市民相談課に人権相

談所を開設し、人権擁護委員から指導・

助言等の必要な措置を行った。 

・人権教育について、市民が主体的に進

める生涯学習へと発展させる必要があ

る。 

・広がりを見せている人権課題への取り

組みを充実させる必要がある。 

・厚生館は、人権教育・啓発の拠点とし

て、さらに住民に開かれた施設に発展

させる必要がある。 

 

第２章 男女共同参画社会の実現 

主な取り組み 成  果 課  題 

・あかし男女共同参画

センターの設置及び

運営 

・あかし男女共同参画

プランの推進 

  

あかし男女共同参画プランに沿って、

あらゆる機会を通じて、啓発活動に努

め、市民意識の高揚を図るとともに、審

議会等への女性の参画を促進した。 

あかし男女共同参画センターを設置

し、女性が抱える様々な悩み、問題に対

する相談についても、同センター内に女

性問題相談窓口を設け、対応を図った。

・男女共同参画社会の実現に向けて、事

業を推進する中、女性の地位向上へさ

らなる取り組みが必要である。 

・ＤＶに関する対策やエンパワーメント

の推進など女性支援施策を充実させる

必要がある。 

 

第３章 コミュニティの育成 

主な取り組み 成  果 課  題 

・協働のまちづくりの

推進 

・コミュニティ活動へ

の支援 

・コミュニティ施設の

整備 

「協働のまちづくり」提言を受け、小

学校区コミセンの整備充実や地域住民の

交流事業を進め、市民と市、市民相互に

よる協働の基盤づくりが進んだ。 

住民自治組織リーダー研修会、新会長

研修の開催等により、自治会長などの地

域リーダーの育成が進んだ。 

地区行事への助成やコミュニティ活動

災害補償保険制度などによる支援を通じ

て、地域におけるコミュニティ活動の促

進に寄与した。 

自治会集会所や自治会放送用設備の整

備助成により、地域の交流拠点施設の充

実などを図った。 

・協働のまちづくりを推進するため、条

例制定を始めとするその仕組みづくり

が必要である。 

 

第４章 地域交流の推進 

主な取り組み 成  果 課  題 

・養父市との交流締結 

・淡路市との交流事業

の展開 

とき、うみ、歴史などを生かした交流

事業は行政が企画・実施するイベント型

の事業が主体であったことから、幅広く

・地域間交流の継続や、それによるまち

の活性化のためには、市民が主体とな

った交流事業や、市民が自由に行き来
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・東経135度線上市町交

流協議会（17年10月

に解散） 

市民に周知し、お互いの地域の特性や魅

力を知ることについては一定の効果があ

った。 

することが必要であることから、今後

そのための支援制度や情報提供に重点

をおいた取り組みを展開していく方向

で進めていく必要がある。 

 

第５章 国際交流の推進 

主な取り組み 成  果 課  題 

・明石市国際交流協会

の設立 

・無錫市25周年、ﾊﾞﾚﾎ

市40周年 

・学校教育における外

国人講師による授業

の実施 

無錫市との25周年事業やバレホとの40

周年事業において、明石姉妹都市協会な

ど市民団体と連携する中で、通訳やホー

ムステイなど多くの市民やボランティア

の参画と協働のもと、節目の年の交流事

業を開催することができた。 

明石市国際交流協会（平成19年2月設

立）では、日本語学習支援など国際交流

ボランティアが活発に活動を続けてお

り、各種交流事業にも多くの市民が参加

している。 

・明石市国際交流協会については、財政

的な基盤整備や人材育成を進める中で

協会の独り立ちを図り、市民が中心と

なった国際交流を推進していく必要が

ある。 

・国際協力の分野については、兵庫県や

ＪＩＣＡなどの関係機関と連携を深め

ていく。 
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計画推進のために 

 

１ パートナーシップによるまちづくり 

主な取り組み 成  果 課  題 

・審議会等の設置及び

運営に関する指針の

策定 

・市民活動への支援 

・広報あかしのページ

増やチャンネルモバ

イルＡの設置 

・市政相談専用電話の

開設 

・市民の声データベー

スの運用開始 

・行政オンブズマン制

度の導入  

以前に比べて質、量ともに市民にわか

りやすく市政情報を提供するなど、市政

への市民の自主的・主体的な参画の場や

機会を拡充することができた。 

市民活動実践助成事業による新たな市

民活動を促進するとともに、各種活動団

体の情報交換や相談業務などを行う「市

民活動コーナー」を設置した。 

・明石市自治基本条例の策定とともに、

参画と協働によるまちづくりの具体的

な仕組みづくりが求められている。 

・パブリックコメントについてはすでに

取り組みが行われているものの、制度

として確立されていないため、条例化

を図っていく。 

・全市的な市民活動拠点施設の整備に向

け、市民参画型で検討していく必要が

ある。 

・明確な広報方針のもと、さらに充実し

た情報提供をするとともに、双方向性

に配慮した広報活動をしていく。 

・行政オンブズマン制度について、より

独立性を確保するため、試行期間での

内容を検証し、制度の充実を図ってい

く。 

 

２ 市民サービスの向上をはかる行財政運営 

主な取り組み 成  果 課  題 

・窓口サービスの向上：

総合案内業務窓口の設

置、来庁者用保育ルー

ムの設置、繁忙期の土

日開庁 

・効率的な事務処理：決

裁規程の見直し、庁内

LANの整備 

・組織機構の整備 

・適正な人事管理：人事

制度改革基本計画の策

定 

・財源の確保：夜間・休

日納税相談窓口の開

設、インターネット公

売 

事務事業の見直しや民間委託の推進、

指定管理者制度の導入、より簡素で効率

的な組織体制の整備などに取り組み、市

債残高の減少や経常収支比率95％未満の

維持を実現するとともに、市民サービス

の向上を図った。 

行政評価については、公開で行う外部

評価を実施し、評価結果を市ホームペー

ジ、広報紙等により市民へ公表するな

ど、行政の透明性を確保するとともに、

事業費を削減するなど事業の見直し・改

善につなげた。 

市税収入の確保に向けた各種対策を講

じるとともに、納税意識の啓発に努め

た。 

・多様化する市民ニーズに的確に応えて

いくため、限られた人員の中、行政改

革に不断に取り組みながら、将来にわ

たって持続可能な財政体質の構築に努

める必要がある。 
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３ 地方分権の推進 

主な取り組み 成  果 課  題 

・県から市町への権限

委 譲 等 推 進 計 画

（H13.3）や特例市へ

の移行（H14）による

事務移譲 

事務の権限移譲を受けるなど地方分権

の推進に努め、事務を市自ら実施するこ

とが可能となり、これによる市民サービ

スの向上やまちの魅力創出に一定程度の

成果があった。 

・現在、国において第二次地方分権改革

が進行中であることも鑑み、今後も引

き続き、真の地方分権に繋がるような

取り組みを積極的に進めていく必要が

ある。 

 

４ 広域行政の推進 

主な取り組み 成  果 課  題 

・神戸明石都市行政協

議会の解散（H18） 

・神戸隣接市町長懇話

会での情報交換 

・東播磨県民局との連

携 

市境調整、道路ネットワークの整備な

ど、市域を越えた重要な事業等を推進し

た。 

・市域を超えた重要な課題に効果的に対

応できるよう、近隣市町、関係市町等

との連携を引き続き進めていく必要が

ある。 
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(4)未実施事業の考え方 

施策・事業の推進については、社会経済情勢の変化や市民の声も十分に踏まえ、取り組

み内容を十分に精査し、優先順位を選択して、そこに財源や人員を集中して投資する、

「選択と集中」により行ってきたところであり、今後も、こうした取り組みをより徹底し

ていく必要があると考えています。 

第４次長期総合計画に掲げる取り組みのうち、実施に至っていない取り組みについては、

計画策定時からの社会経済情勢や市民ニーズの変化、さらには今後の財政状況を充分にふ

まえ、第５次長期総合計画の策定作業（個別計画の策定・見直しを含む）のなかで、今後

の取り組み方針を明らかにしていく考えです。 

 

 

３ まとめ～これからのまちづくりの展開～ 

平成１３年度にスタートした明石市第４次長期総合計画は、平成２２年度に計画期間の

満了を迎えます。この間、海峡交流都市の実現をめざし、施策事業の推進に取り組むとと

もに、市政を取り巻く社会情勢の変化に対応しながら、市民ニーズをふまえ、また明石の

地域特性をより活かしていくために、新たな施策事業の推進にも取り組んできたところで

す。 

第４次長期総合計画にかかげる施策については、実施に至っていない事業もありますが、

事業全般でいえば、厳しい財政状況のもとではありますが、「創意工夫」と「選択と集

中」を基本に市政運営を進めた結果、多くの事業が順調に推進されている状況にあるとい

えます。 

なお、施策事業の実施状況については、第４次長期総合計画の「概要版」に掲載のある

２３７の「主な施策・事業」について、平成２０年度終了時点で、完了もしくは順調に推

進されている事業は、概ね９０％弱となっています。 

これからのまちづくりを描いていく上において、人口をみても、また経済活動や財政規

模をみても、右肩あがりの傾向もしくは現状維持を続けてきた市勢は、今後は低成長もし

くは減少傾向への移行が予測されることは前提条件の大きな変化と言えます。 

このような構造のもとにありながら、少子高齢化の進展など社会潮流へのより厳しい対

応が求められるなど、行政需要は減少するのではなく、増大していくことが予測されます。 

こうしたなかで、これからのまちづくりにおいては、市民との参画と協働のもと、地域

力を高め、持続可能で自立した地域社会をつくり上げていかなければなりません。そのた

め、市民においては地域の問題への解決能力を高める一方、行政においては、さらに協働

を促進する視点を加えながら、厳しい財政状況が予想されるもとで、施策・事業の選択と

集中をより一層進めていく必要があります。 

第４次長期総合計画の検証の上にたって、新しい時代に対応できる地域社会の構築に取

り組んでいかなければなりません。 
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施策体系別事業費の推移
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参考 施策体系別の事業費 
 
※H20,21年度は当初予算額、その他の年度は決算額 
※なお、下記の各節に分類できない事業費は計上していない             （単位：百万円） 

章 節 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 合計 

総合福祉の充実 660 586 674 615 665 695 1,221 1,554 859 7,529

高齢社会への対応 9,229 10,019 10,999 11,667 12,186 12,167 13,604 15,863 15,512 111,244

障害者福祉の充実 1,700 1,959 2,103 2,326 2,430 2,412 2,731 3,315 3,140 22,116

子育て環境の充実 4,456 4,799 5,710 6,232 6,665 7,167 7,658 8,058 8,158 58,904

医療の充実 8,498 8,428 8,852 8,898 8.910 9,034 9,028 9,167 9,401 80,216

健康づくりの推進 812 841 879 865 842 891 936 945 1,073 8,084

社会保障の充実 52,185 50,226 52,902 54,404 56,391 56,177 59,044 43,053 41,771 466,152

健
や
か
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

ま
ち 

小 計 77,540 76,860 82,120 85,006 88,089 88,543 94,222 81,955 79,913 754,245

住環境の向上 1,337 817 1,038 908 526 566 768 871 780 7,610

交通安全・防犯対策の充実 365 735 632 480 358 601 710 613 850 5,344

水の安定供給体制の確立 8,811 7,420 8,628 8,751 7,952 7,153 7,145 7,920 8,932 72,713

下水道の普及 9,937 9,750 8,987 7,765 7,495 6,387 6,584 6,254 5,901 69,060

環境共生型社会の構築 2,200 2,463 2,283 2,229 3,291 2,884 2,052 2,025 2,243 21,670

総合的な防災対策の充実 3,764 6,231 3,282 3,662 2,803 2,804 2,546 2,739 2,701 30,532

斎場・墓園の整備 313 279 260 265 271 259 401 1,074 974 4,097

都市景観の形成 5 0 1 4 11 4 4 9 7 43

情報化の推進 1,822 984 616 628 522 530 535 537 546 6,720

快
適
で
安
全
に
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち 小 計 28,554 28,679 25,727 24,694 23,229 21,189 20,745 22,041 22,932 217,789

市街地の整備 9,733 2,890 2,810 1,867 1,488 1,402 1,160 1,240 1,030 23,621

交通網の整備 2,295 1,997 2,430 2,816 2,902 2,510 2,189 2,030 1,806 20,974

道路の整備 4,985 5,339 5,859 3,736 4,326 3,184 3,297 2,340 2,084 35,150

駐車・駐輪場の整備 306 234 358 224 322 246 257 239 215 2,401

海岸・港湾の整備 217 236 203 290 338 157 153 251 220 2,065

都市緑化の推進 1,612 1,326 1,428 1,062 1,037 2,339 808 967 888 11,467

機
能
的
で
ゆ
と
り
と
う
る

お
い
の
あ
る
ま
ち 

小 計 19,148 12,021 13,088 9,995 10,413 9,839 7,864 7,067 6,243 95,678

商業・工業の振興 871 869 831 895 761 735 679 914 958 7,513

農業の振興 536 312 289 276 317 241 219 207 237 2,633

漁業の振興 298 137 157 142 156 105 76 602 271 1,944

勤労者施策の充実 148 164 155 163 152 91 116 146 100 1,235

消費生活の安定と向上 14 9 8 8 6 6 14 14 14 93

観光の振興 83 69 53 85 94 105 93 101 129 811

に
ぎ
わ
い
と
活
力
あ
ふ
れ

る
ま
ち 

小 計 1,949 1,560 1,494 1,569 1,485 1,282 1,196 1,983 1,709 14,229

学校教育の充実 7,118 7,045 6,425 6,200 6,297 5,957 5,987 7,078 7,128 59,233

青少年の健全育成 124 204 112 102 96 114 115 115 116 1,098

生涯学習の振興 4,980 693 686 812 708 630 559 827 630 10,524

市民スポーツの振興 27 28 31 32 317 364 27 39 42 907

市民文化の高揚 893 862 849 986 790 636 597 705 1,145 7,462

人
を
育
み
文
化
を
創
造

す
る
ま
ち 

小 計 13,142 8,832 8,103 8,132 8,206 7,701 7,285 8,763 9,061 79,224

人権の尊重と共生社会の実現 288 279 273 248 252 206 177 165 170 2,057

男女共同参画社会の実現 6 8 8 6 7 6 77 6 8 131

コミュニティの育成 271 416 143 360 203 187 193 212 213 2,197

地域交流の推進 4 4 4 3 4 2 2 7 2 32

国際交流の推進 17 11 17 10 8 14 10 32 17 137

人
と
の
出
会
い
と
ふ
れ

あ
い
を
大
切
に
す
る
ま

ち

小 計 585 717 445 626 474 415 459 422 410 4,554

 

 


