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１．調 査 の 概 要 

１）調査の目的 明石のまちづくりに対する各団体の活動の現状や課題、今後のまちづく 

りについての意識などを把握し、明石市第５次長期総合計画の策定に向 

けた基礎資料として活用する。 

２）調査の対象 下記の市内13団体に関連する団体 計４１９団体 

１ 明石市漁業組合連合会 
２ 明石市商店街連合会 
３ 連合兵庫明石地域協議会 
４ 明石市高年クラブ連合会 

５ 障害者支援団体 
６ 明石市ボランティア連絡会 
７ 明石市連合子ども会育成連絡協議会 
８ 明石市体育協会 
９ 環境活動団体 
10 明石市文化団体連合会 
11 明石市女性団体協議会 
12 明石市連合自治協議会 
13 あかし市民活動団体協議会 

３）調査の方法 郵送調査 

４）調査の期間 平成21年11月５日（木）～11月30日（月） 

５）調査の項目 ①現在、取り組んでいるまちづくり活動について 

②今後、新たにやってみたいまちづくり活動について 

③活動を実施、継続していくにあたっての団体の課題について 

④活動を実施、継続していくにあたって市に望むこと 

⑤これからの明石のまちづくりへの意見、提案 

６）回 収 結 果 配布数：419 回答数：196 回収率：46.8％ 

No 団体名 配布数 回収数 

1 明石市漁業組合連合会 5 2 
2 明石市商店街連合会 16 3 
3 連合兵庫明石地域協議会 43 12 
4 明石市高年クラブ連合会 28 13 
5 障害者支援団体 54 6 

6 明石市ボランティア連絡会 124 63 
7 明石市連合子ども会育成連絡協議会 28 15 
8 明石市体育協会 28 14 
9 環境活動団体 3 1 
10 明石市文化団体連合会 16 12 
11 明石市女性団体協議会 12 6 
12 明石市連合自治協議会 29 25 
13 あかし市民活動団体協議会 44 24 

合 計 430 ※ 196 

※配布数は、重複している団体数11を除いている
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２．調 査 の 結 果 

※アンケートの回答から抜粋して、各項目にかかる主な意見を掲載しています。 

１）現在、取り組んでいるまちづくり活動について 

貴団体の活動のうち、地域のまちづくりに寄与する取組として、どのようなものがありま 

すか。主なものとその概要を記入してください。 

【回答の概要】 

イベントの開催など「住民の交流」や、清掃や緑化など「環境美化の活動」、防犯・防災活 

動、福祉活動についての回答が多く見られた。 

【主な回答】 

①明石市漁業組合連合会 

・体験学習(干しダコづくり、トライやるウィークの受入)、小学校PTAとの懇談会 

・地区コミュニティ協議会への参加 

②明石市商店街連合会 

・独居高齢者等の現状確認 

・イベント(ジャズコンサートの開催、ミニコミ誌うおんたなの発行、七夕まつり) 

・小学校や視察の受け入れ、「のり」を小学校にプレゼント 

・商店主等の積極的な地域活動への参加 

③連合兵庫明石地域協議会 

・清掃活動（美化運動、クリーン作戦、列島クリーンキャンペーン） 

・安全パトロール 

・イベント（ 納涼祭、夏まつり等の開催、いぶき祭への運営協力、メーデーへの参加) 

・教育フェスティバルの開催 

・政策制度要求、各種委員会への意見反映（緊急経済対策会議、あかし男女共同参画セン 

ター） 

④明石市高年クラブ連合会 

・清掃活動(公園・駅前等などの清掃活動、ポイ捨て防止キャンペーン)、緑化(駅前の花壇 

づくり) 

・スクールガード、子ども見守り活動、地域見守りパトロール 

・高齢者への取組（友愛訪問、安否確認支援体制） 

・住民交流（スポーツ、芸能発表会、講演会） 

・園児との昔遊びの交流、親子ふれあいしめ縄づくり
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⑤障害者支援団体 

・地域の清掃活動 

・障害者への取組（135Ｅネットの加盟、乗馬体験、キャンプ、地域での活動場所の提供） 

・トライやるウィーク（デイケアセンター） 

⑥明石市ボランティア連絡会 

・清掃活動(海岸清掃、ため池クリーン作戦)、緑化（駅前等の花壇の整備） 

・高齢者への取組（世代間交流、イベント（クリスマス会、七夕祭り）、安全安心（悪質 

商法の被害に合わないための声かけ、福祉マップによる見守り）、生活支援（介護認定 

者の散歩支援等）、文化・芸能（舞踊等で施設を訪問）、学習（介護学習、人権学習） 

・障害者への取組（聴覚障害者団体の活動協力、視力障害者の手引きについて指導・助 

言） 

・子育て支援（子育てサークルでの親子体操、まちの子育て広場の開設）、保育所や幼稚 

園等の行事への参加、子どもの安全見守り 

⑦明石市連合子ども会育成連絡協議会 

・清掃活動、廃品回収 

・防災訓練 

・イベント（夏祭り、納涼大会、世代間交流） 

・献血運動、共同募金への協力 

・スポーツ（ソフトボール大会、陸上競技大会、親子釣り大会）、イベント（あかしっ子 

まつり） 

⑧明石市体育協会 

・部活動へのコーチ、スポーツの普及及び振興を目的としたスポーツ大会の実施運営 

⑨環境活動団体 

・小中高で環境学習のコーディネート指導・教材提供 

⑩明石市文化団体連合会 

・時のウィーク野外花展、市役所内市民コーナーいけばな奉仕 

・福祉施設への慰問 

・文化庁の委託を受け伝統文化を小中学生に指導 

・イベント（新春年の会、市芸術祭いけばな展）、文化･芸能（箏・尺八音楽の教授） 

⑪明石市女性団体協議会 

・清掃活動（クリーンアップ作戦、ポイ捨て禁止キャンペーン） 

・スクールガード、防犯・防災キャンペーンの徹底 

・高齢者給食ボランティアとして協力 ・消費者セミナー開催 

・子育て支援のための赤ちゃんサークル
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・地産地消の拡大のため野菜・米の産直 

・核兵器廃絶の署名活動 

⑫明石市連合自治協議会 

・清掃活動（校区ポイ捨て防止キャンペーン､市道や公園の清掃）、ゴミ減量の啓蒙・推進 

・あいさつ運動、防犯防災マップづくり、スクールガード、防災防犯訓練 

・敬老事業の推進、ふれあい会食、ふれあいサロン、お花見会 

・各地区のイベント、スポーツ（ソフトボール大会）、地域内リーダーの賀詞交歓 

・各地区でのまちづくり学習・研修 

・地域ＳＮＳ講習会、自治会広報誌の発行 

○ 13 あかし市民活動団体協議会 

・清掃活動、緑化（花づくり）、環境フェアでのゴミ減量啓発、環境教育セミナーの実施 

・健康法やお笑いを地域住民に提供、独居高齢者への食事サービス 

・ローンボウル等のスポーツを通じた地域社会でのふれあい促進 

・子育て支援（子育てサークルの活動、絵本の読み聞かせ）、体験学習（トライやるウィ 

ーク、子どもたちへの理科教育の推進）、イベント（夏休み子どもデー） 

・市民活動ニュースの発行による情報交換、市民活動見本市での各団体の活動内容の広報 

・「食」に関する教育講座、農業体験事業 

・多文化理解事業、青少年多文化サマーキャンプ、ホームステイ交流
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２）今後、新たにやってみたいまちづくり活動について 

貴団体において、今後、新たにやってみたいまちづくり活動があれば、記入してください。 

【回答の概要】 

既存の活動を充実し、幅を広げていく活動のほか、地域での交流、異世代や他団体との交流 

についての意見が比較的見られた。 

【主な回答】 

①明石市漁業組合連合会 

・小学生だけではなく中高生・ＰＴＡの人々にも明石の海の歴史や文化や魚についての周 

知活動を展開したい 

・他業種との交流 

②明石市商店街連合会 

・高齢者等への宅配システム、県や県内の自治体とのコラボ、空き店舗対策 

③連合兵庫明石地域協議会 

・清掃活動（大蔵海岸）、緑化(一戸建て住宅の庭やマンションのベランダ等に多くの植物 

を植える活動) 

・二輪車推進運動によるエコ化(バイク、自転車) 

・地域住民の人々をまじえた製作所フェスティバルの実施 

④明石市高年クラブ連合会 

・美化活動の拡大 

・自治会・他団体と共同での独居高齢者の見守り活動 

・校区の幼・小学校と昔遊びなどの交流事業 

・市全体の盆踊り大会の開催 

・自治会の回覧を通しての高年クラブへの入会勧誘 

⑤障害者支援団体 

・清掃活動の拡大実施 

・ケアホーム（親から自立して生活できる場所づくり活動）、ＬＤ擬似体験（発達障害の 

子どもの困り感を疑似体験してもらい、支援の仕方をみんなで考えていく） 

⑥明石市ボランティア連絡会 

・清掃活動(地域や市が主催のクリーンアップ、海辺清掃)、緑化（花いっぱい運動） 

・高齢者がいつまでも住み慣れたところで安心して暮せる憩いの場所づくり、独居高齢者 

の災害時における援助等の活動及び訓練 

・高齢者施設への協力（デイサービス事業）、市内在住の高齢聴覚障害者への支援活動、
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孤立・孤独を防ぎ「向う三軒両隣」の自然な形で助け合える地域の福祉力を向上させる 

活動 

・子ども会との交流、自治会等と力を合わせた三世代交流 

・若いお母さん達が子育ての悩み等を語り合える場づくり 

・若い年代のボランティアの養成、手話によるおしゃべりボランティア活動、広報あかし 

のCD（デジタル図書）版を提供できるよう技術技能の向上、明石の昔話や伝承話等の研 

究と作品の公開・発表・蔵書の充実、独居高齢者に対する支援活動のメンバー募集、視 

覚障害者に対しての地域防災ネットワークの形成、男性が地域参加できる場づくり 

⑦明石市連合子ども会育成連絡協議会 

・子ども達の手による地域の美化活動（ゴミ拾い） 

・高年クラブとの相互協力・相互交流・相互活動 

・子ども会としての新規行事開催（夏休み映画会、クリスマス会） 

⑧明石市体育協会 

・明石公園リレーマラソンなど広く一般の人々にも参加してもらえるイベントの実施 

・全国的な大会の開催、地域指導者の活用、地域の中で社会への貢献活動があれば積極的 

に参加 

⑨環境活動団体 

・環境を糸口とした地域のまちづくりの拠点づくり、環境学習の担当教員がいつでも相 

談・アドバイスや資料提供できる場所の創設 

⑩明石市文化団体連合会 

・所属の団体に対する各地域のスポーツ２１・コミセン・高年クラブ・福祉施設へのﾎﾞﾗﾝﾃ 

ｨｱ活動の働きかけ、一般市民がお茶や活け花に触れることができる体験の場づくり 

・小中学生が「伝統文化」を体験する機会の創設、学校行事や地域活動の行事での出前演 

奏、異種文化団体との交流 

・高齢化している会全体の若返り 

⑪明石市女性団体協議会 

・家庭ゴミを土に還す学習、エコクッキング 

・挨拶によるコミュニケーションづくり 

・高齢者給食ボランティアの代替案 

・地元の旬の食材を創意工夫した料理教室の開催、明石の食文化や伝統料理の伝承 

⑫明石市連合自治協議会 

・清掃活動（明石川）、緑化（街路や家周辺で花のまちづくり）、生活環境の改善対策の 

推進（ごみの減量化、ゴミの分別と出し方のマナー向上への取組） 

・地域全住民参加の防犯防災訓練、災害時要支援者対策
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・各世代間の交流、地域全住民参加の各地元企業等との対話 

・高齢者の居場所づくり、パソコン実習教室の開設 

・地域住民参加によるまちづくり構想の立案、小学校コミセンの新設運動（校舎間借り状 

態からの脱却） 

○ 13 あかし市民活動団体協議会 

・地域の環境美化運動、自然環境の保全 

・健康づくり・生き生き体操の普及 

・他のボランティアグループとのネットワークづくり、環境教育（地球温暖化防止、自然 

エネルギーの利用、緑化、バイオマスの利用）の内容充実と拡大、企業との連携、コミ 

センだけでなく市民センターや厚生館などを活用したサークル活動・市民活動の展開 

・一日市会議員トライやる、子どもまちづくり会議開催、多くの人が歴史に興味を持つよ 

うな観光ガイドや歴史勉強会
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3）活動を実施、継続していくにあたっての団体の課題について 

取組を実施、継続していくにあたって、貴団体で課題となっていることを記入してください。 

【回答の概要】 

多くの団体に共通している課題として、人的な面や資金･予算面である。人的な面の課題と 

しては、構成員の高齢化・縮小化への回答が多く見られた。 

【主な回答】 

①明石市漁業組合連合会 

・手伝ってもらう組合員の確保、保護者の協力 

・施設整備 

・資金不足 

・組織づくり 

②明石市商店街連合会 

・労力不足、専任の事務員がいないので一部の役員に負担がかかる 

・資金不足 

・人手がないので時間が足りない 

③連合兵庫明石地域協議会 

・地域にも新聞等で呼びかけているが行事への参加は団体構成員が中心である 

・地域住民の方を製作所内に案内する場合に事故が絶対に起こらない体制を構築する 

・毎週清掃活動を実施しているがゴミはなくならない 

④明石市高年クラブ連合会 

・新会員の入会が少ない、60才前半の人の入会が少ない、行事のリーダーになる人がいな 

い、奉仕活動行事への参加者が少数、独居高齢者の入会は困難、世話役の後継者が不足 

・資金が少ない 

・施設・活動拠点等の課題、組織の充実強化 

⑤障害者支援団体 

・活動できる人の確保（ボランティアを含む） 

・活動できる場所の確保 

・活動費の確保 

・地域住民の協力体制づくり、特別支援教育への地域の人々の理解 

・精神障害者も地域で安心して暮せるようにする、行政とのパイプを太くして手話に関す 

る事業を発展させる、専用事務所を設置し支援活動を強化する
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⑥明石市ボランティア連絡会 

・ボランティアの高齢化、若い人々の参加の拡がりがみられない、地域ごとに会員の人数 

にばらつきがある、ボランティアのメンバーがたえず入れ代わる 

・活動場所が遠い・狭い・交通の便が悪い 

・活動資金の調達の不安 

・活動目的を実現するための研修の強化 

・仕事をしながらのボランティア活動に限界を感じる、若い人たちは仕事があるので人を 

集めるのが大変、活動の人員が不足している 

⑦明石市連合子ども会育成連絡協議会 

・子どもの人数が減り会の存続が厳しい、学年があがるにつれ脱退していく方が増えてい 

るので負担が増えている、役員になるのを避けるために子どもを子ども会に入れない人 

が増えている 

・廃品回収による収益が激減しているので子ども会運営資金の確保が厳しい 

・校区子ども会役員が毎年交替するので取組に対する理解や引継ぎが困難、楽しみながら 

の美化活動を展開したい 

・地域住人の協力 

⑧明石市体育協会 

・若い指導者の育成、会員数が少ない 

・各種大会・練習試合を行う会場の確保に大変苦労をしている 

・予算不足 

・指導力の向上を図る講習会・実技能力アップを図る機会がない、将来社会に貢献できる 

人を育成したいがクラブ・勉強との両立のため修業を中断せざるを得ない環境になって 

いる 

⑨環境活動団体 

・活動のほとんどがボランティアの好意に支えられているので長期継続がむずかしい 

・活動資金の不足 

⑩明石市文化団体連合会 

・会員の高齢化及び嗜好の多様化等による会員の減少､指導者の高齢化による現会員の退会 

・定期的な発表の場所の確保が困難、公共施設利用の場所確保や使用料等の負担、５００ 

人以上が研修・集会できるホールがない 

・活動を維持していくための経費の確保、慢性的な赤字決算、賛助会員の確保 

・生涯にわたる活動を市民が継続していくための取組 

・ボランティアがいない 

⑪明石市女性団体協議会
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・参加者や団体役員に若い世代が少ない、活動の継続・発展のためのリーダーや担い手の 

人材育成 

・会場費・駐車料金の費用がかさみ世話するスタッフ・役員の交通費も出せない 

⑫明石市連合自治協議会 

・自治会の加入率が下がっている、役員にはなりたくない人が多い、高齢化が進んでおり 

動員などが困難になっている、住民の自治会帰属意識が弱い 

・後継者づくりのためのボランティア力の強化と地域事務局づくり、事務局機能の充実 

・各事業の資金不足、県民交流広場事業終了後の財源の確保 

・毎年交代した役員が出てくるので新たな事業に取組めない、役員も職業をもっているこ 

とから強く協力を要請しづらい、地域で協議し地域ぐるみで取組めるように組織改革を 

していきたい、福祉や安全のための自治会の役割が課題 

・住民の参画意識の向上、協働のまちづくりとは言ってもなかなか前に進まない 

○ 13 あかし市民活動団体協議会 

・若手会員の入会と若手委員の登用、会員の高齢化 

・会議場所の確保、作品の保管場所が手狭になり活動拠点内で保管 

・財源の確保、資金面の充実、ガソリン代等を含め交通費はゼロで対応している 

・演奏技術の向上、適当な指導者の確保、市内のボランティアグループとの支援・連携を 

はかりたい、ボランティアスタッフの確保 

・学校やコミセンなどに活動実施先の拡大を図っているが思うように拡げられていない
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4）活動を実施、継続していくにあたって市に望むこと 

取組を実施、継続していくにあたって貴団体で市に望むことがあれば記入してください。 

【回答の概要】 

「施設・活動拠点の確保」や「資金・予算面での支援」についての意見が多く出された。 

【主な回答】 

①明石市漁業組合連合会 

・活動するにあたっての資金の補助 

・市民の人々に海のことを話したいので機会を作ってほしい 

・他業種の人と交流できる場の情報がほしい 

②明石市商店街連合会 

・名ばかりのボランティアではなくて即動いてくれる効果的なボランティアの育成 

・まち全体を戦略的にまちづくりすること 

③連合兵庫明石地域協議会 

・まちづくりのための専門家の設置 

・駐輪場の更なる整備、路上喫煙禁止と喫煙所の設置 

・緑化運動に対する支援 

・交通安全教室の充実 

・ゴミのないきれいなまちづくりのアピール、住民へのPR活動 

・民間企業への働きかけ､安全パトロール等の際に発見した気付き事項に対する早急な対応 

④明石市高年クラブ連合会 

・校区共通の集会場所の確保、市役所・市民病院・医療センターへのバスの便 

・活動資金の補助充実 

・未加入者の活動内容への理解促進 

・健康体操用のＤＶＤ等の貸出方法の改善（いつでも借りられるようにする） 

・花の苗の配布、高齢者が積極的に参加できるようなまちづくりの実施 

⑤障害者支援団体 

・市役所・市民センターに行った時に「いらっしゃいませ！」「おはようございます」 

「こんにちは」などのあいさつをする、”サービスの提供が仕事だ””来ていただいて 

ありがとうございます”という気持ちで市民に接する 

・市民と市とがお互いにできるところを確認しながら一緒に進めていく 

・学校教育の中で精神疾患・障害についての知識を伝えてほしい 

・聞こえなくても当り前に暮せる社会の実現
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⑥明石市ボランティア連絡会 

・専門家や経験者に質問できる窓口、各地区の自治会にボランティアの方がいるのが望ま 

しいので声かけ・募集をしてほしい 

・例会場所・会議場所・用具置場の確保、公共の場所は簡単に安価で利用できるようにし 

てほしい、活動団体との交流の場の提供 

・活動費の補助、資金以外でもよいので別の形での支援や援助がほしい 

・活動にかかる許可を得るための管轄部署が多岐に亘っており折衝に時間がかかりすぎる 

ので1部署で完結できる組織を作ってほしい、行政と社会福祉協議会が一体となった施策 

の実施、自治会とのパイプづくりへの協力 

・グループの活動内容をPRしてほしい、養成講座や研修の広報掲載、詳細な情報発信及び 

発信回数の増加 

・縦割り行政の弊害の解消、縦割り行政でやるべきことと目的別組織でやるべきことを分 

けてこれからの地方行政にふさわしい取組方を構築すべき 

⑦明石市連合子ども会育成連絡協議会 

・時間に余裕のある地域の方や意欲のある方など子ども会活動の運営に協力してもらえる 

人材の育成 

・子どもたちが安心して遊べる場所の確保 

・運営資金の補助 

・子どもに地域とかかわる様々な機会の提供 

・子ども会への加入を呼びかけてほしい（学校からの呼びかけなど） 

・少子化対策 

⑧明石市体育協会 

・芝生のグラウンド・スポーツクラブ２１でのナイター設備・室内プール・武道館・市民 

球場等の整備、学童の大会会場として各中学校のグラウンドの提供 

・講習会開催等にかかる財政支援 

・大会を土日に開催する場合の会場確保 

・明石ケーブルテレビでの大会模様の放送支援 

・運営協力 

⑨環境活動団体 

・活動拠点の提供 

・金銭的サポート 

・広報や教材づくりのサポート 

・市のビジョンに環境や環境教育のことをしっかり入れてほしい 

⑩明石市文化団体連合会 

・会場確保が困難で事業計画が立てづらい、１０００人以上収客できるホールがほしい、 

大会等に使用する会場（200～300名）の確保



- 13 - 

・文化に対してもう少し潤沢な出費をしてほしい、経費確保のための支援 

・中学校単位での伝統文化の｢クラブ｣の結成、活動の成果の発表機会（演奏機会）の拡大 

・古典芸能に光をあて直してほしい 

⑪明石市女性団体協議会 

・小学生が安心して遊べる児童館や校区毎の公民館の整備（子どもから老人までが集える 

場所） 

⑫明石市連合自治協議会 

・総務的業務への協力・支援 

・広報板の設置（掲示板） 

・県民交流広場事業助成金と同程度の助成金の予算化、地域一括交付金の実施 

・小学校単位のまちづくり推進体制のあり方の再検討、関連企業との話し合いの橋渡し 

・住民主体で進めるまちづくり計画を実践に移すシステムづくり、「市と住民との協働と 

は」について勉強する場所・時間をとってほしい 

・他の団体が取組んでいる参考モデルや県等の助成事業にかかる情報の提供、総合計画等 

の進捗状況についてタウンミーティング等を開催して地元に十分説明してほしい 

・自治会への加入促進 

○ 13 あかし市民活動団体協議会 

・要望に対するきちんとした対応 

・会議場所と作業スペースのある施設の確保 

・ボランティア活動への経済的支援、交通費・会場費・講師謝金などにかかる助成 

・ボランティアのポイント評価による介護保険料等の一部減免のシステム検討、明石市の 

ＮＰＯを育成或いはサポートする支援体制、対外的な活動をしていくなかで市の支援と 

いう形の方が理解されやすいことが多々ある 

・まちづくりの助成金などの情報がほしい、活動グループを広報等で積極的にＰＲしてほ 

しい 

・各課の連携をきちんとしてほしい
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5）これからの明石のまちづくりへのご意見、ご提案 

貴団体での実践活動を踏まえて、これからの明石のまちづくりについてご意見、ご提案を 

お書きください。 

⑴市の将来像につながる意見について 

【回答の概要】 

やさしさや安心、助け合い、絆や交流という言葉が多く寄せられた。 

【主な回答】 

①明石市漁業組合連合会 

・市民にもっと海のまち・魚のまちをＰＲして、資源を有効に活用した魚のまちに 

②明石市商店街連合会 

・元気な高齢者が明石で住みたいと思えるまち 

・自助・互助・公助の精神を持って自立した団体が活動するまち 

③連合兵庫明石地域協議会 

・地域性を活かしたまち 

・お年寄りと子どもに優しいまち、お年寄りと若い世代が共に暮せるまち、安全で安心し 

て暮せるまち 

④明石市高年クラブ連合会 

・高齢者をはじめ住む人すべてが安全安心なまち、高齢者に生きがいや夢のあるまち 

・だれでもあいさつのできるまち、人間と人間の絆が感じられるまち 

・花が多く植えられているまち 

⑤障害者支援団体 

・誰もが安心して暮らせるまち、すべての人に優しいまち 

・困ったときにお互いに手を差しのべることができるまち 

⑥明石市ボランティア連絡会 

・グルメに力を入れたまち、たこや鯛が象徴になるようなまちづくり、子午線のあるまち 

をもっと打ち出す、観光客を集め活気のあるまち 

・障害者も高齢者も誰もが安心して暮らしやすいまち、何人にもやさしく活気のあるまち、 

心豊かに暮らせるまち、年をとっても住みやすいバリアフリーのまち、高齢者に優しい 

まちづくり、みんなが助け合って支えあうまち、世代間で交流し理解し合って助け合え 

るまち、笑顔で立ち話ができる明るく楽しいまちづくり、地域で住民同士のつながりが 

あるまち、みんなで助けあい顔が見えるまち、近所の子どもや高齢者が気軽にあいさつ 

できるまち 

・市民一人一人の個性が光るその人らしさが発揮できるまち、活動団体相互が組んで活動
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する活気のあるまち、子どもが元気なまち 

・ごみのない花と緑があるまち、清掃が行き届いたきれいなまち、音楽があふれるまち 

⑦明石市連合子ども会育成連絡協議会 

・地域みんなで目配りし安心できるまち 

・それぞれの世代が協調して生活できるまち 

⑧明石市体育協会 

・人に対する思いやり・優しさの持てるまち、人の心がきれいなまち 

・スポーツに親しみを感じ、市民が元気なまち 

・すぐれた美観・景観のまち 

⑨環境活動団体 

・人と自然が共生するまち 

⑩明石市文化団体連合会 

・市民が参画・協働して活気あるまち、明るく元気で文化の香りが高いまち 

・芸術のまち 

⑪明石市女性団体協議会 

・食で育む食のまち、観光客を呼び込む特色あるまち 

・住みたい・住み続けたい子どもたちに誇れるまち 

・きれいで清潔・安全で安心なまち 

⑫明石市連合自治協議会 

・食文化をいかした観光のまち 

・高齢者が楽しく過ごせるまち 

・地域の誰もが知り合いで安心して住めるまち 

・参画と協力で住みよい安全安心のまち、明るく・生き生きとして潤いのある笑顔の絶え 

ない思いやりのあるまち 

○ 13 あかし市民活動団体協議会 

・恵まれた観光資源を発信し人が集まるまち 

・住民が安心して安全に暮らせるまち 

・笑顔であいさつのできるまち 

・人が生き生きと市民活動をしているまち、地域に密着した市民活動が連携・交流協力で 

きるまち
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⑵各分野の取組への意見について 

【回答の概要】 

行政と地域との関係やそのあり方のほか、福祉、教育、観光、基盤整備など幅広く具体的な 

意見・提案が出された。 

【主な回答】 

①明石市漁業組合連合会 

・イベント開催にあたり駐車場・イベント場所として市の所有土地を開放すること 

②明石市商店街連合会 

・自助・互助・公助の精神を市民全体が持つべき、行政の縦割によって地域の中で同じよ 

うなコミュニティ活動等が分散しているので整理・集約していく必要がある 

・パソコンも使える新しいタイプの高齢者が中長期にわたり明石に住みたいと思えるよう 

なまちに 

③連合兵庫明石地域協議会 

・福祉施設の充実、高齢者自立型集合住宅、明石港の活性化、明石駅前で大型バス・マイ 

カーが多く駐車できる駐車場の整備、道路を含めた環境整備、明石駅をはじめとする各 

駅の整備や核となる商業施設、たこバスを含めた利便性の確保、バリアフリーの推進、 

地域文化や歴史の保存 

・マスコットキャラクターを作り「明石焼」を全国にアピールする 

・コミュニティの充実 

④明石市高年クラブ連合会 

・個人情報保護のため、助け合いをしたくても家族の状況等がわからないため動けない場 

合がある 

⑤障害者支援団体 

・若い人に頼るだけでなく高齢者自らが活動できるシステムをつくりたい 

・音声だけでなく同時に視覚効果を活かした放送や広報による情報提供が必要､学校の授業 

に手話を取り入れ社会にいろんな人がいることの理解を広める機会をつくっていくべき 

⑥明石市ボランティア連絡会 

・元気な老人パワーの活用 

・高齢になると耳が遠くなることから文字情報（駅の掲示板など）が増えるとよいと思う 

・高齢者・障害者の支援の重要性と同じく乳幼児期から小学校高学年にかけての社会的な 

支援が大切である、不登校・ニート防止のためにも社会性の基礎を身につける必要があ 

る、小学校等に保育所・高齢者施設等を併設し給食時間等を共に体験できる時間を持つ 

ように提案する
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⑦明石市連合子ども会育成連絡協議会 

・学校などを使用して幼小中・敬老会が一緒になって参加できるイベントや、いろいろな 

ジャンルのプロと出会い刺激を受ける機会を学校で与えるなど、いろんな団体が共に交 

わる機会を持つことで自分たちの住む｢まち｣の意識が高まって行くのではないかと思う 

⑧明石市体育協会 

・市民だけではなく他市の人々にも参加してもらえるような「夢のあるイベント」づくり 

・ケーブルテレビでの放映や地方誌等の広報活動もさらに活発になることを希望する 

⑨環境活動団体 

・明石市の中で数少ない早急に守る必要のある自然を市の宝として保護する 

⑩明石市文化団体連合会 

・行政と市民との役割分担と新しいまちづくりへ向けた視点・発想の転換が各々に必要 

・市民まつりなどのように市民が参画・協働して実施する活動を広げていくことが活気あ 

るまちづくりにつながると考える､学校での音楽の時間に「明石市歌」を教えてはどうか 

⑪明石市女性団体協議会 

・学校給食など大きな施設からの生ゴミを肥料にしてはどうか 

⑫明石市連合自治協議会 

・市役所と住民がもっとむき合うことが大事、参画と協働を進めるには地域はもちろん行 

政が自ら実践行動をとるべき、行政がしなくても地元に任せられることが多くあると思 

うので市民みんなで考えていくことが必要、各地区のグランドデザインが必要（公共施 

設を政治的配慮や用地費等コスト面などでの判断ではなくバランスよく配置する根拠と 

して） 

・協働のまちづくりを提唱して進めているが、もっと地元へ相談を持ちかけてほしい 

・明石の特徴を生かした独自の観光を考えるべき、「食文化」に絞って未来志向の企画を 

してほしい、中学校区或いは小学校区のコミセン活動や連合自治会活動は単一自治会の 

活動がなければ真の活発な活動と言えないと思う 

○ 13 あかし市民活動団体協議会 

・市民活動をしている各団体が地域に密着した活動をする方向で取組めば地域の活性化に 

つながると思う、そのような地域が明石市内のあちこちにできるとそのよいところを連 

携させることで新たな交流・協力が芽生えると思う、明石がきれいなまちになるように 

ポイ捨て禁止やクリーンキャンペーンを毎月定期的に実施する 

・城下町として持っている特長をアピールすること 

・障害者や高齢者が海に行くことのできるまち・海岸をもっとアピールし自然を活かし魚 

を食べることもできる活気のあるまちに、子育て支援に対して力を入れ続けていくこと
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３．ア ン ケ ー ト 調 査 票 

総合計画策定に向けた団体アンケート調査 

《アンケートへのご協力をお願いします。》 

貴団体の皆さまには、日頃から市政の推進にご理解、ご協力をいただき、誠に 

ありがとうございます。 

さて、明石市では、近年の少子高齢化の進行や地方分権の進展、厳しい財政状 

況など、刻々と変化する社会情勢を踏まえ、今後のまちづくりの指針となる「明 

石市第５次長期総合計画」の策定を進めています。 

市では、市民の皆さまの参画と協働によるまちづくりを進めておりますが、平 

成２３年度からスタートする第５次長期総合計画におきましても、市民の皆さん 

とのより一層強いパートナーシップのもとに、取組を進めていくことが重要であ 

ると考えております。 

この調査は、さまざまな活動に取り組まれている団体の皆さまから、これから 

のまちづくりについてのご意見をお聞きし、計画策定に役立てるために行うもの 

です。 

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。 

《総合計画とは》 

市町村には、地域における総合的かつ計画的な行政運営を行うために「基本構想」を策定 

することが義務付けられています。 

明石市では、第５次長期総合計画として、平成 23 年度から概ね 10 年間のまちづくりの 

基本的な考え方や将来都市像などを示す「基本構想」を定めるとともに、将来都市像を実現 

するための重点的な取組やまちづくりの展開方針などを示す「戦略計画」を定める予定です。 

《ご記入にあたって》 

・団体の代表者の方がお答えください。（代表者の方がお答えいただけない 

場合は、代理の方がお答えください。） 

・ご記入いただきました後、１１月３０日（月）までにＦＡＸにてご回答く 

ださい。（ＦＡＸ：０７８－９１８－５１０１） 

なお、ＦＡＸでの回答が困難な場合は、下記まで連絡してください。
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団体アンケート調査票 

問１ 貴団体名をご記入ください。 

問２ 貴団体の活動のうち、地域のまちづくりに寄与する取組として、どのようなもの 

がありますか。主なものとその概要を記入してください。 

問３ 問２でご記入いただいた取組のほかに、貴団体において、今後、新たにやってみ 

たいまちづくり活動があれば、記入してください。 

問４ 問２及び問３でご記入いただいた取組を実施、継続していくにあたって、貴団体 

で課題となっていることや、市に望むことがあれば記入してください。 

問５ 貴団体での実践経験を踏まえて、これからの明石のまちづくりについてご意見、 

ご提案をお書きください。 

（例：○○なまちになったらいい。○○にもっと力を入れてはどうか。 

○○をすれば活気のあるまちになる。） 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 

・貴団体の課題 

・市に望むこと


