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明石市長期総合計画審議会 第１分科会（議事要旨） 

 

日 時 

平成22年２月12日（金）10:00～12:00 

場 所 

市議会大会議室 

出席者 

 田端分科会長、浅野副分科会長、泉委員、臼井委員、小田委員、車谷委員、小松委員、阪田委員、谷

内委員、塚原委員、筒井委員、平野委員、藤岡委員、山端委員、山本委員、吉川(由)委員、吉川

(義)委員（計17名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 分科会長あいさつ 

（分科会長） 

・第１回目の分科会であり、どういうまちを作っていきたいか、どういう明石をめざすべきかといった明

石の理想像や、それに向けてすべきこと、何が足りないのかなど、委員の方が日頃思っていることをお

伺いしたい。 

・アンケートやワークショップ等多くの資料を配っているが、多くの人の意見を聞き市民意見を把握する

こと、また、市民との対話を常に持つ中で計画が作られていくということである。我々は市民の思いを

重みとして受け止めながら、思っている理想にいかにまちを近づけていくかを考えていきたい。 

 

※委員出席状況の報告 

※事務局から配付資料の説明 

資料１－１、資料１－２、資料３に基づき説明。 

 

３ 議 事 

  ※事務局から配付資料の説明 

資料２－１～資料２－５に基づき説明。 

 

（分科会長） 

・理想はこういうまちで、そのためにこういう資源を使ったらよい、或いはこういうところを変えていけ

ばよいという視点からご意見をいただきたい。 

（委員） 

・「助け合えるまち」「安全なまち」「豊かなまち」という３つのキーワードを考えている。 

・高齢者や障害者のみならず、犯罪被害者や虐待を受けている子どもなどもおり、助け合いの心が伸びて

いけるまちがよいと思う。 

・明石は全国でも殺人や窃盗が多い状況が続いていることから、警察だけの問題ではなく地域全体で取り

組んで安全なまちを作っていくことが大事である。 

・明石市は兵庫県の中でも豊かなまちとは言えず、生活が苦しい方も多いと聞く。家族が楽しく笑顔であ

るために生活を支えていくことが大事であり、心の豊かさに限らず、生活も豊かなまちを作っていく必

要がある。 
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・皆でどうまちを作っていくかという点から、多くの方と一緒にまちづくりをしていくために早い段階で

市民フォーラムを開くこと、個別計画のヒアリングなど一緒に考えていく機会を持つこと、顔が見え膝

をあわせて話せる関係で議論を進めていくため、ざっくばらんに意見交換する会を開くことを提案する。 

（委員） 

・安全安心な明石のまちをつくることに尽きる。 

・特に最近は、女性や子どもなど弱者を対象とした犯罪や、高齢者が交通事故に遭うのが現状である。ア

ンケート資料にあるように、約35％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。 

・理想のまちという点では、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。 

（委員） 

・京都から明石に引っ越して20年ほどになるが、温暖で住みやすく、暮らしやすいまちだと実感している。 

・子育てや介護に直面し、ボランティア活動にも参加するなかで、皆が心も体も健康で安心して暮らせる

まちというのが一番の思いである。 

・どんどん増えていく高齢者が、いきいきと生涯学びながら協力して暮らしていけるために、健康である

ことが第一である。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、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。 

・介護保険料が高くなり、介護認定も厳しくなってきたように感じており、予防という面からもっと力を

注いで、子どもの頃から健康な生活ができるように工夫をしていただきたい。 

(委員) 

・現在子育て中であり、その世代と接することが多く、その点からまちづくりを見ると、安全や健康面も

あるが、皆が声をかけやすいまちづくりがよいと感じる。 

・小さな時からお母さんも子どもも周りの人と声をかけあって過ごしていると、自分のまちも好きになる

し、そういう状態が続けばよいまちになっていく。 

(委員) 

・総合計画と同じ平成22年度に満了する地域福祉計画や人権施策推進方針など大切な計画があるが、次の

長期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。 

・今の福祉制度は、家族の支援があって初めて成り立っている。家族の力が弱いと障害者はほとんど何も

してもらえないとか、障害者や高齢者を抱えると仕事をやめて支えないといけないなど、互いに負担を

感じる状態になっている。家族ではなく、社会がその支援をしていく社会にしていきたい。 

・障害のある子どもが生まれたり、親や兄弟が寝たきりになったり、そのような環境の家庭に生まれても、

誰もが自分の希望する人生を歩んでいけるまちにしていけたらと切に思う。 

・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。医療と福祉の連携により、

医師や看護師が常に見守ってくれる環境のもとでケアをしていく必要があり、市民病院に受入施設を作

るなど、誰もが安心していけるまちにしてほしい。また、伝染病を患ったときにすぐに受け入れる機能

も持ってほしい。 

・明石市の社会福祉協議会の組織改革をし、プロパーの権限を強くして、明石の地域福祉を担う核となる

ようにしてほしい。 

（委員） 

・人にやさしいまちというのが一番言いたいことである。障害者にやさしい社会が、社会そのものもやさ

しい社会だといわれており、明石もそうなってほしい。 
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・うつ病など心の病を持っている方の話をゆっくり聞ける相談体制など、行政としてどうしていくかとい

う課題がある。 

・アンケートを見ても、高齢者の問題に非常に関心が高く、特にケアの必要のない元気な高齢者に力を貸

してもらい、まちづくりに反映させていくことを考える必要がある。 

・子育てはまちづくり、国づくりの基礎であると言われており、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。 

・重度障害や精神障害など医療を要する方の問題をどう考えていくかが課題である。 

・役所任せという時代は終わっており、フォーラムの開催など市民と行政が一緒に考えて協働していく方

法を模索し進めることが必要である。 

（委員） 

・高年クラブでは、約１万３千人いる元気高齢者が活動しているが、元気ではあるが徐々に行動範囲が狭

くなることから、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。 

・たこバスが普及し良くなっているが、南北の移動が寸断されており、乗り継ぎなど細かく考慮してほし

い。市境の関係で優待パスが適用されない路線があり、こういうことこそ行政が調整して対応していく

ことが必要である。 

・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、大蔵海岸をもっと整備して大きなバスが自由

に止められるようにするなど、よい場所を活かして人を呼び込み観光に活かすことを考えてほしい。 

（委員） 

・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。 

・アンケートを見ると、中学や高校の進路の選択肢が少ないという意見があり、同感である。明石で専門

分野の勉強ができる場がほしい。 

（分科会長） 

 ・前半部分の各委員からの発言を受けて、ご意見やご質問があればお願いする。 

（委員） 

・子どもの間に万引きしやすい店という情報がまわっている。店側に対策をお願いしてもできないと言わ

れる。警察にお願いすれば対策を行ってくれるか。 

（委員） 

・警察から伝え説得しても、最後は企業の努力に尽きる。市の教育委員会や防犯部門と定期的に協議する

場を持っており、そういった意見を活かしていきたい。 

(分科会長) 

・完全にゼロにはできないが、重大な犯罪を未然に防ぐことや、先ほど意見が出た犯罪被害者の問題も含

めて、全てケアできる環境をつくっていくことで、社会全体の力を強くしていくことが重要である。 

（委員） 

・子どもの非行防止の１つとして、近所の大人の子どもへの声かけというのが非常に大事であるが、大人

が子どもの顔と名前をわかっている近所、その範囲が狭くなっている。そういう時代である。 

・声をかけやすいまちというのは、人と人とのつながりが濃いまちという理解をしたが、全く同じ意見で

ある。 

・アンケートを見ると、人間関係が煩わしいから地域活動に参加しなかったとか、データを見ても、自治

会の加入率が年次ごとに減っているなど、地域の人間関係が非常に薄くなっているという危機感を感じ
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る。 

・本当に人と人とのつながりを大事にし、人と人とのつながりが濃いコミュニティ豊かなまちになってほ

しいし、第５次計画もコミュニティという視点で計画を作っていってほしい。 

（委員） 

・私も同感であり、２つのことをお願いしたい。 

・１つは、コミセンの活用であり、精力的なコミュニティの取り組みがあるまちなので、地域情報の出発

点として機能できる可能性があり、それが犯罪を減らすことにつながり得るのではないかと期待したい。 

・もう１つは、住宅政策である。住宅街にいきなりマンションが建つと、コミュニティがうまくできず、

自治会も機能しない。大きなまちづくりのなかで集合住宅を位置づけないと、どこの誰かわからない人

が来て全く交わりがないまちになってしまう。 

（委員） 

・小学校では声かけ運動をしていて、声を掛け合うこと、地域の人とも挨拶をすることを教えている。し

かし、大人から声をかけられると引いてしまうということはある。 

（委員） 

・ラジオで、まず自分のクラスからハイタッチ挨拶行い、それが学校中になり、まち中に広がったという

のを聞いた。 

・コミセンは地域だけではなく、学校が関与して先生に活用してもらえるようにしたらよい。 

（委員） 

・子どもは家の中で待っている人がいるとそれだけで変わる。近所の人も学校から帰ってきたら「お帰

り」と我が子同様に声かけができたらよい。子育てには地域や学校も大事だが、家庭が一番大事であり、

親がちょっと頼りないと感じている。親の教育が必要である。 

（分科会長） 

 ・先ほど委員から質問のあった個別計画との関係について事務局から説明をお願いする。 

（事務局） 

・施策の展開について個別計画の活用を図るというのが大きな柱であり、総合計画と同時進行で計画づく

りが進められているものもある。ここでの議論と個別計画での議論の整合を図るために各部長も出席し

ており、意見や情報を共有していくことが大事である。個別計画もそれぞれに専門家や市民の声を聞い

て反映していくので、大きな相違はないと考えている。 

 (委員) 

・個別計画を立てていくときやいろいろな会議において、総合計画の目標がここにあるという説明を聞い

たことがない。総合計画がこういう内容で、それに向かって進んでいくという説明があるべきで、それ

がなければここでの議論の意味がないので、確認したい。 

（副市長） 

・今まで総合計画を現実の取り組みの中で十分に活かすということがなかったが、今回は個別計画を活か

すという枠組みであり、整合を図るというのは大きなテーマである。それを意識して作業を進めており、

今後の個々の計画づくりにおいて、しっかり活かせるようにしていく。 

（副市長） 

・個別計画を作るときには、上位計画が何であるかということを明確にしており、総合計画の方向をしっ

かり見定めて個別計画を作るので、相反することはない。ただ、個々の計画を作るときやいろいろな会

議の場で、目標を明確にすることは非常に大事であり、控えている各部長も、その点を十分に踏まえて

やっていくようにしたい。 

（分科会長） 
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 ・それでは、後半部分として、残りの各委員からご発言をお願いする。 
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（委員） 

・安心して暮らせるまちづくりということを言いたい。ひとり暮らしの高齢者は話し相手がいなく、ボラ

ンティアで月に一度の食事会を開くと非常に人気がある。１人で５、６人の高齢者をケアしなければな

らない時代であり、ボランティアを増やして広く関わってほしい。 

・明石駅前が市の顔なので、活性化につなげていきたい。朝に大型バスが縦列していることがあり、観光

に来てもどこにバスを止めたらよいのかとなってしまうだろう。道路は花壇を作ってきれいに整備され

ているが、まわりは長年やってきた店が閉まりビルがさびれ、シャッターが閉まっている。 

・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。アンケートを行ったが非常に喜ん

でもらえている。そういうことを育てて伸ばしていきたい。 

（委員） 

・スポーツを通じて健康で元気な明石を育てていきたい。国民が今より3000歩余計に歩くことで、医療費

が２億５千万軽減されるという試算もある。県では１週間に１回スポーツをする人の割合が40％程度で、

目標の60％に達していないが、少し伸びてきている。 

・市では、体育指導員が頑張ってニュースポーツ教室を開催しているが、各校区に２人いればもっと活発

に活動できる。スポーツクラブ２１は市民にまだ浸透していないので、広報を頑張らないといけない。 

・明石には中央体育会館が１つしかないため、各団体が行事をしようと思ってもなかなかできない。第３

次の総合計画から掲載されている武道館の建設がなかなか実現していないが、実現できると体育館の利

用もゆとりができる。 

（委員） 

・つながりが豊かなまちになってほしい。こんにちは赤ちゃん事業の話をきいて、足を運んで顔を合わせ

て悩みを聞く、そういうところからつながりが始まり、広がっていく。そういう施策が散りばめられて

いるまちになってほしい。 

・アンケートに記述が多い海やタコ、漁業ではなく、農業にもっとスポットをあててもよい。地産地消や

食育ということが言われる時代である。田んぼや畑が残っており、従事している農業者の割合もそれな

りにあるので、神戸や大阪の近郊都市という地の利を活かせるとよい。 

・アンケートで芸術・文化活動の重要度が低いことが少し寂しい。ぎすぎすした時代で、悲惨な理解ので

きない事件があるなか、芸術・文化活動は心を健康にする分野である。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。高い集客能力を活用しない手はない。 

・まちづくりの視点として、我々が生活している単位である学校区や自治会単位に目を向けて、自分が住

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。 

(分科会長) 

・本日欠席の委員から文書をいただいているので、私の方から紹介させていただく。 

・プラン作りとして、活性化協議会等と有機的な連携が必要である。 

・重度心身障害者の方への支援、相談スタッフの充実、作業所の安全対策、保証人制度のような権利擁護

事業の実施などが必要である。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、民間企業との連携などを挙げている。また、パラリンピック等への参加など障害者のスポーツ振興

を図ることも挙げている。 

・医療については緊急医療対策の充実、伝染病疾患について指摘されている。 

・海峡共生都市という提案をいただいており、福祉・教育・医療的アプローチをもった東部総合福祉セン

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ど
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うかと提案されている。 

・商業的アプローチとして、海峡市場、フィッシャーマンズワーフといったものや、大蔵海岸内に小型の

遊覧船の乗り場を作る、ベイエリアを活用したスポーツの振興など、また、温泉施設を作ってほしいと

いう提案もある。 

・コンクリートから人や命を守るという視点からの公共事業として考えられる。 

（委員） 

・ゆとり教育は反対であり、駄目なこと、道徳のことをきちんと教える教育が必要である。 

・週休二日制になり、子どもの居場所という観点からスポーツクラブ２１はできたはずだが、現状はただ

のクラブチームであり、それも大人だけのものになっている。閉ざされていては、スポーツは発展しな

いので、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。 

・寒い冬に子どもに試合をさせるのが本当に健康によいのか考えてほしい。 

（委員） 

・福祉のまち、そして地域のつながりを大事にするまちにしていきたい。 

・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し、各

地域で活動されているサロンなどで、これから高齢者の方にもボランティアに加わっていただいて、コ

ミセン活動をしていきたい。 

・各委員さんが言われた障害者も高齢者も安心して暮らせるまちづくりも大きな目標として持っている。 

（委員） 

・明石は、昔は干物の産地でもあり、非常に温暖であり、台風が来ない。また、日本のど真ん中にあるま

ちである。 

・全国に向けて発信していくために、「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」、それぞれで日本一のまちを目指す。 

・余生を過ごしたいまちというのは、先ほどから出ている福祉を重視するまちである。高齢者が集まるた

めに一番大事なのは実は若年層で、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であり、３つともリンクしている。 

・青年が集まるまちということでは、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。また、駅前でよくダンスを踊っているが、鏡１枚用意できれば集まってくる。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。 

・若い世代の犯罪が多いのはスポーツなどに打ち込むという目標や場がないことが関係している。父親が

今日はしんどかったと帰ってくるのをみて、子どもは大人になってもしんどい人生が続くと感じる。夢

のあきらめということが根本にある。夢のあるまちにしたいし、そこにスポーツをリンクしてほしい。 

（委員） 

・子ども、高齢者、障害者を持つ方、皆さんが安心して暮らせるまちづくりというのを目指していかない

といけない。 

・家族機能が低下し、核家族が進み、お互いが助け合っていたことが出来なくなり、地域力を高めていか

ないといけない。地域社会が支えていける仕組みづくりが必要である。 

・小学生の間は、子ども会を通してお母さん方も一緒に地域でのつながりがあるが、特に高校生になると

違う地域に入ってしまい、地域のつながりがどんどん減っていく。大人になって社会に出るともっと減

る。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ていかないといけない。 

・明石には日本で誇れるコミセンがあるので、コミセンで活動されているサークルの方々が、自分たちだ

けのものから、社会に目を向けて活動をしていけたらよいと考える。 

・介護の面では、施設入所の待機高齢者の方がたくさんいる状況であり、緊急のときに申し込まなくても
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受け入れる施設があれば、安心につながる。 

・災害時に支援ボランティアを市外からバスで受け入れる場合の対応について、現状では場所も含めて難

しいと感じる。受け入れ体制を考えておく必要がある。 

・これからは、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非常に大事である。

子どもから高齢者まで一緒に集えるサロンや高齢者の施設などが小学校の中に作られるとよい。 

 (分科会長) 

 ・各委員の発言に対するご質問、ご意見があればお願いする。 

（委員） 

・高年クラブに加入している会員は、自分たちの楽しみばかりで活動しているのではなく、健康や友愛・

奉仕活動を行っている。明石は東西に長く、地域差、温度差が多少あるので、全体のことを考えながら

活動している。 

・明石に住んで良かったと概ね満足しているが、あと少し足らない。安心安全のまちでないと高齢者もな

かなか外に出られない。 

・明石のことをよく言われると嬉しいが、悪く言われるとおもしろくない。市民１人１人が明石に誇りを

もてるようにしていきたい。 

（分科会長） 

・「安心・安全のまち」というのは、キーワードで出てきているので、もう少し議論をしていきたい。 

（委員） 

・高齢者、若年層、青年層が集まるまちになると、商店街も潤う。商店街は、昔は地元の人が買ってくれ

たからにぎわいがあったが、観光から入ってくる売り上げが徐々に占めてきて、土日はよいが、平日は

お客さんが少なめで問題がある。 

・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

てもらえることをやることが、発展につながる。 

（分科会長） 

 ・今日の場で、明石の持っている大きな資源を評価する意見が多く出た。アンケートでもよく見られたの

で、このあたりを計画に活かしていただきたい。 

（副分科会長） 

・今日出てきたキーワードは、安心安全、にぎわい、活力、子育て、文化などである。特に、人とのふれ

あい、人のつながり、地域力は一番のキーワードであると思う。 

・働き場所を何とかしようとか、交通のこととかが表に出てくるのでなく、人のつながりが出てくるとい

うことは、いいまちであり、恵まれていると思う。それをさらによくするためによい知恵を出していこ

うということである。 

・そのためには、分科会長が言われたように明石のよさ、気付いていない資源、当たり前のように思って

いるが他の市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である。 

・我々市民は、サービスの受益者であると同時に、そのような資源を活用する側、すなわちサービスの提

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。 

・今回の総合計画で、基本計画を戦略計画に変えるが、今回出てきたようなキーワードに力を入れて、メ

リハリを付けようということを表している言葉である。人や地域のつながりというのは、１つの部署が

担当する縦割りというより、横串のテーマである。次回以降も前向きな意見を出して議論していきたい。 
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４ 閉 会 

（事務局） 

・次回も分科会に分かれ、まちづくりの力点に係ることをテーマに、３月21日（日）午前10時から、市役

所本庁舎８階の806会議室で開催する。 

 (分科会長) 

・委員からご提案のあった意見交換の場については、もう少しテーマが固まってから、委員報酬とは無関

係で分科会を超えたかたちで、市民も交えてする場を考えたい。以上で、第１回分科会を終了する。 


