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平成25年度第１回 明石市長期総合計画推進会議（議事要旨） 

 

日日日日    時時時時    

平成25年12月20日（金） 15:30～17:45 

 

場場場場    所所所所    

 明石市役所 806AB会議室 

 

出席者出席者出席者出席者    

田端委員、桑原委員、竹内委員、井藤委員、竹田委員、井上委員、小田委員、杉本委員、 

田中委員 

 

議議議議    事事事事（要旨）（要旨）（要旨）（要旨）    

 

１ 開 会 

 

２ 委嘱状交付及び委員の紹介 

・机上配布により委嘱状を交付し、各委員が自己紹介 

※事務局より委員の出欠状況の報告および事務局職員の紹介 

 

３ 会長、副会長の選出 

・事務局より田端会長、浅野副会長とする案を提案し、了承。 

 

４ 会長あいさつ 

・委員の皆さまから様々な意見をいただきたい。 

・推進会議の役割は行政をチェックすること。 

・今回の長期総合計画は、まちづくりの方向性を示したもの。目指す方向に進んでいるかど

うか市民目線で見ていく必要がある。 

・行政が検討した事業展開について、推進会議委員としてチェックしていただき、ご意見を

頂きたい。 

 

５ 議 事 

⑴ 総合計画の推進について 

※事務局より資料説明（資料１） 

・総合計画の体系、推進の基本的な考え方、短期的・中期的PDCAサイクルに基づく進行管

理など、総合計画の全体像について、資料１に基づき説明。 
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（会長） 

・昨年から大きな変更はないということ。 

・事務事業は個別計画に基づき実施しているが、個別計画が集まったときに総合計画とし

て上手く機能しているかどうかが重要になる。 

 

（委員） 

・多くの市民は長期総合計画のダイジェスト版の冊子しか持っておらず、実行計画（単年

度の施策展開）を見る機会がないという意見がある。 

・推進会議の開催回数について。平成23年度は２回、平成24年度は１回であり、今年度も

今回が１回目である。長期総合計画の進行管理について検証を行うには、開催回数が少

なく感じる。 

・長期総合計画の進行管理状況について、委員への定期的な報告をお願いしたい。また、

広報あかしに長期総合計画のコーナーを設けるなど、市民への周知・PRに努めるべきで

ある。 

 

（会長） 

・長期総合計画の知名度に関する問題および検証のあり方についての問題である。 

・市民へのフィードバックについて工夫が足りないという趣旨の意見であるが、市民への

広報、周知方法について事務局の考え方はどうか。 

 

（事務局） 

・計画策定当初は、ダイジェスト版や子ども版を活用して積極的に周知を行ったが、年々 

PRの機会は減少しており、市ホームページに推進会議の開催状況等を掲載しているのが

現状である。 

・検証（のあり方）については、今回の第５次長期総合計画は、まちづくりのビジョンを

示したものであり、具体的な事務事業はぶら下がっていない。 

・市民からすれば進行状況が見えにくいかもしれないので、長期総合計画に基づいてまち

づくりを進めているということを何らかの形で広報していきたい。 

 

（会長） 

・今後の推進会議における議事のテーマとしてもよい。 

 

 

⑵ 基本構想の実現に向けて 

※事務局より資料説明（資料2-1、資料2-2、参考１） 

・資料２－１については、明石市の昨年の人口の動きについて概要をまとめたもの。市の

総人口は、３年連続で減少。自然動態は、出生者数が死亡者数を上回りプラスとなった

が、社会動態は、転出者数が転入者数を上回りマイナスとなった。 
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・資料２－２について。昨年実施した市民意識調査および転入者・転出者アンケートから

結果を抜粋したもの。 

・委員の皆さまには、「推進会議における協議のポイント」を事前にお配りしているが、 

「基本構想では目標人口として29万人の維持を掲げているが、昨年の人口動向をどう捉

えるか」、「明石市に住みたい、住み続けたいとより多くの人に感じてもらうためには、

どのようなことに力を入れるべきか」などについて、ご意見をいただきたい。 

 

（会長） 

・人口については、日本には馴染みにくいが「足による投票」という用語がある。 

・長期総合計画は子どもに焦点を当てているので「子育てのしやすいまち」をPRし、若い

世代の流入を促進するというのは１つのポイントになる。 

 

（委員） 

・資料２－２のうち「住みやすさ、住みにくさを感じるところは？」の回答結果について。

住みやすいと感じない理由の方が上回っているのは「治安」「子育て支援」「学校の教

育環境」である。 

・この３点について、行政として何かできるのではないかと考えるが、事務局の考えはど

うか。 

 

（事務局） 

・転居のきっかけになるのは就職や結婚等であるが、転居する方がどこに住むかを考える

際に、明石市を選んでもらえるよう、行政が市のマイナスイメージを払拭するための施

策を実施し、人を呼び込みたい。 

・調査およびアンケート結果については、庁内にも周知している。 

・ここ数年、重点を置いている子ども施策に関連する部分の評価が低い点については、真

摯に受け止める必要がある。 

 

（委員） 

・アンケートは平成24年度に実施している。 

・結果の活用、フィードバックが遅いのではないか？ 

 

（事務局） 

・第５次長期総合計画は、子どもを中心に計画を策定している。 

・現市長は公募委員として計画策定に参加しており、市長就任後、こども医療費の中学３

年生までの無料化などを実施した。 

・平成25年は、転入者数が転出者数を上回る転入超過の状態である。必ずしも施策展開の

結果ではないが、重点化した施策の効果が少しはあったのではないかと考えている。 

・結果の活用、フィードバックが遅いというご意見についても真摯に受け止めたい。 
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（委員） 

・市民意識調査は施策展開に生かすために実施されたものである。結果については、早急

に反映させて欲しい。 

 

（会長） 

・調査やアンケートの利用目的および結果の活用方法については、事前に十分に検討して

おく必要がある。 

・調査結果は、施策を展開していく上での良いデータ（アリバイ）となる。 

・調査結果の積極的な活用について、全庁的な課題として意識していただきたい。 

 

（委員） 

・「お住まいの地域に今後も住み続けたいですか？」という質問に対して、40歳代以下で

子どもがいない世帯だと「わからない」と回答した人が約３割いる。 

・理由として、明石市には産業（働く場所）が少ない点が考えられるが、二見の人工島の

企業誘致の状況はどうなっているか？ 

 

（会長） 

・社会減を抑える方策が必要という観点からの意見だが、対策は何か検討しているか？ 

・人工島についての質問は、働く場所づくりに関連してくる。 

 

（事務局） 

・人工島について、企業への分譲は終了している。 

・人口維持のため明石市に転入してもらうためには、働く場所と住む場所の提供が前提に

なる。 

・企業誘致は市域が狭いこともあり難しい面があるが、宅地開発は可能である。 

・この10年間で農地等を100ha以上区画整理しており、宅地化を進めている。 

・働く場所、住む場所という前提条件をクリアした上で、他自治体と比較したときに明石

市を選んでもらえるよう市として施策展開を図ることが重要である。 

 

（会長） 

・参考１の年齢５歳階級別の転入出者数（P.22）について。男女で動きの差が大きい。 

・女性の転出が多いが、女性にとって魅力が無い市ということか？女性委員に意見を伺い

たい。 

 

（委員） 

・転入して明石市に住んでいるが、子育てしやすいまちという印象。 

・こども医療費の助成拡充は大きな魅力である。市外の方へもっとPRした方が良い。 
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・西宮市は、住宅開発の影響が大きいが、子育て支援に力を入れており、子育て世帯が増

えている。 

・例えば、商業施設を造る場合に、ベビーカーでも行きやすいかどうか等の細かな配慮を

行い、市の魅力としてPRに繋げて欲しい。 

 

（会長） 

・人口をどのように維持、増やしていくかを考えるときに、女性が就労しやすい、子育て

しやすいまちであるというアプローチの仕方もある。 

 

（委員） 

・女性に対する施策は充実してきている。 

・アンケート結果は、そういった施策を実施する前のものであり、指標としては少し古い

と考える。 

・こども医療費の無料化拡充は本当にありがたいという声を多く聞く。 

・マンションが建設されれば人口は増えるが、学校の児童・生徒数の適正規模など、人口

増加が及ぼす影響についても検討し、対応をお願いしたい。 

・市外から人を呼び込む視点、取り組みが必要である。 

 

（委員） 

・治安が悪いという意見は地域によってわかれる部分であり、学校環境も校区によって異

なるため、地区別・校区別の分析が必要ではないか。 

 

（会長） 

・地区別、校区別の分析は重要である。 

・時間の関係もあるため、次の議題に移る。 

 

 

⑶ 戦略計画に基づく施策展開について 

※事務局より資料説明（資料３－１、資料３－２） 

・資料３－１について。戦略計画に定める「戦略の５つの柱」に沿って、平成 24 年度に

実施した取り組みの実績を掲載。 

・資料３－２について。平成 25 年度の予算が確定した際に整理したもので、平成 25 年度

に実施を予定している取り組みを掲載。これは、長期総合計画を推進するための「実行

計画」として位置付けているものであり、「戦略の５つの柱」ごとに、新規の取り組み

や重点的な取り組みを抽出して記載。 
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  （会長） 

・長期総合計画を推進していく上で、取り組み内容がふさわしいものであるのか。特に

25 年度の取り組み内容について、新規や拡充が記載されているが、これ以外にいい取

り組みの提案があれば、ご意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・資料３－１のＰ２の救急自動車による傷病者収容時間について、直近で 33.3 分かかっ

ていることに驚いた。心肺停止後４分で助からない現状を踏まえると、病院までの収容

時間より現場にかけつける時間を記載しているほうがわかりやすいのでは？ 

・資料３－１のＰ10 の待機児童数について、明石市が子育てやこどもを大事にする施策

を重視することを掲げるのであれば、直近で待機児童数 63 人はありえない数字である。 

・市のお金が潤沢にあるわけではないので、適切でない施策は削り、やりかけた事業が出

来ない場合は取りやめるなど、見直しをして欲しい。また、負担が無料になる施策をす

るのはよいが、市の懐事情をみながら、無理をして将来市民に負担となることは避ける

べきである。 

 

（会長） 

・ひとつめの救急自動車による傷病者収容時間について、現場到着までの時間は市であり、

病院へ行くまでの時間は病院となるため、それぞれ別の問題であり合算するとわからな

いため、ご検討いただきたい。現場までの到着時間はわかるか？ 

 

（事務局） 

・明石市の救急自動車の現場到着の平均時間は５分 59 秒で、近隣同規模自治体において

早いほうである。 

 

（会長） 

・新規や拡充以外に、見直しなどはどう表現しているのか？また、なくした事業について

教えて欲しい。そういうことも含めて資料を作成しているのか？ 

 

（事務局） 

・資料３－２の実行計画の目次をみると新規拡充が中心となっているが、例えば縮小事業

に胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診）の導入がある。検査の方法を変えることで、前年度

より予算を削減している。 

・現在、財政健全化により市の裁量がある事業の見直しを進めている。見直しにより財源

を捻出し、力を入れるべきところに予算を配分している。 

 

（会長） 

・待機児童数について、25 年度ではどうなっているのか 
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（事務局） 

・直近の 63 人というのが 25 年 4 月 1 日現在の待機児童数である。 

 

（会長） 

・待機児童解消に向けて制度を変えることや、幼保一体化など大胆な方法があれば教えて

欲しい。 

 

（事務局） 

・幼保一体化については、どういう形で進めていくか検討しているところである。 

 

（委員） 

・三木市が幼保一体化を民間委託により進めているので、参考にしてもいいと思う。民間

委託をすることにより給料などの人件費の削減が見込める。 

・幼稚園の空いているスペースを分園化することに手詰まりとなっているので、根本的に

変えるなら、民間委託も検討するべきである。 

 

（会長） 

・長期総合計画の考え方に基づくと待機児童が多いことは課題であり、それを解決するた

めの抜本的対策を考えることが今後のひとつのポイントである。 

 

（委員） 

・非常時の備えについて、南海トラフ地震により市役所機能自体が麻痺することを想定し

て、駅前に移転予定の市立図書館の建物を有効利用できないか？ 

・資料３－２のＰ12 の市史の編さんについて、他市を参考にして図書館で眠るような資

料にはしないで欲しい。 

 

（会長） 

・市立図書館の有効利用方法や市史の編さんの具体的内容ついて、事務局より何かあれば

教えて欲しい。 

・市役所庁舎の建て替え移転の議論も進んでいれば、合わせて教えて欲しい。 

 

（事務局） 

・市立図書館については、耐震補強工事などの費用に何億円もかかる。そのことも含めて、

今後どうするのか検討していく。 

・市史の編さんについては、市民の皆様でもわかりやすく、使ってもらえるような資料を

考えていく。 
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・市役所庁舎については、将来的に耐震化工事や建て替えをするなどなんらかの方法での

対策をする必要があり、その費用の貯金をしている。近い将来、市民の皆様の意見を聞

きながら、現在の市役所をどうしていくのか進めていくことになる。 

 

（委員） 

・資料３－２のＰ３のハザードマップのリニューアルについて、全戸配布しても見ないで

引き出しにしまう恐れがある。それよりは幼稚園や小中学校の目に付く場所や、地域の

掲示板に大きく掲示するほうが効果があるのでは？作成する際に検討委員会で検討して

もらえたらと思う。 

 

  （会長） 

・安全安心のために、市民がどのように利用することができ、市には何ができるのかだと

思う。 

・子どもに持たせることは、家に持ち帰り話し合うことにより、家族への情報提供にもつ

ながるため大事である。 

 

（事務局） 

・ハザードマップの作成については、市民の意見を聞いて進めているので、ご意見につい

ては防災担当に情報提供をする。 

・前回ハザードマップを配布した際に、全市が出ると地区の表示が小さくなってしまうと

いう反省点があり、それを改善することや市民に役立つ情報をどう織り込んでいくか検

討している。 

 

（委員） 

・住んでいる地区ごとにすれば、表示が大きく、住んでいる地区の情報もわかるので、そ

ういう配布方法もあると思う。 

 

（委員） 

・各学校の体育館が避難所となるので、いざ使用するにあたり、年寄りやこども、体の弱

い人をどうしていくのかプランニングをかけた上で避難所体験をする研修会の実施など、

いざという時のための事前準備が必要である。 

 

（会長） 

・震災があった場合に、避難所を準備したから後は自分で考えてというよりは、市民の中

にどう根付かせるのかが大事である。 
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（委員） 

・明石市では、パラリンピアの選手はいてもオリンピアの選手がいない。長期総合計画の

最後の年である 2020 年に開催される東京オリンピックにおいて、明石市からオリンピ

アを１人でも出そうというのはどうか？  

 

（会長） 

・新しい発想であり、非常に面白い提案である。知名度を上げていくだけでなく、多くの

人を呼び寄せることにもつながり、検討に値すると思う。 

   

  （委員） 

  ・資料３－２のＰ２の交通安全対策の実施について、自転車ルールの法改正もあり、人の

身を守るということでも強化しないといけない施策と思っている。拡充と記載してある

が、拡充内容について教えて欲しい。 

 

  （事務局） 

  ・交通安全については自動車や自転車などもある中で、特に効果の高い自転車に力を入れ

ており、拡充した項目はわからないが、25 年度に記載している取り組みすることで、

より一層おこなっているという意味である。 

  ・最近、道路交通法が改正され、加害者としての自転車がクローズアップされており、引

き続き対策を考えていく。 

 

  （会長） 

  ・自転車がこれからの交通安全の重要な対象となるため、なお一層お願いしたいと委員会

としても考えている。 

 

  （委員） 

  ・自分がこどもの時に比べて、学校に警備員が配置されていることやたこバスが運行され

たこと、駅前が再開発されることなど、そういった面では進んでいるとは感じる。 

・震災に向けていろんな取り組みをしていると聞いても、関わっていないことが多いため

実感がない。 

  ・将来的に明石市に住むかどうかの話で、同世代では交通が不便だという意見を聞く。 

  ・私たち世代の意見を取り入れている項目が資料として少ないと感じる。 

  ・こういう場を若い世代にも広げることで考えるきっかけとなる。 

 

  （会長） 

  ・若い世代は関わらなかったら知らないし、好きにもならないと思う。 

  ・大学生や高校生を集めてまちを考える会などを複数回開催することは、多世代との意見

交流となるいいきっかけとなるため、ぜひ検討していただきたい。 
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  （委員） 

  ・いろんな世代が集まって議論することは、いいことだと思う。 

・施策分野が多岐にまたがっており、自分の専門分野以外だと疎いので、いろんな人の意

見を聞くことの出来る機会があってもいいと思う。 

 

  （委員） 

  ・アンケートの内容を市民からアイデアをもらうのはどうか？市役所の中だけで考えるの

ではなくて、行政や議会に対して市民がどういう意見を持っているのか把握するため

に、市民からアイデアを募り、現行の質問内容を変える工夫も必要だと思う。 

 

  （会長） 

  ・まちづくりをどう進めていくのかはアンケートのことも含めて、市民の意見を聞くこと

が大事だと思う。委員会を開催することやＰＤＣＡを行なうだけでなく、市民の声を

聞くことが、政策を進めたり、仕組みを考える中で重要となってくる。 

  ・いくつか出た意見を踏まえて、長期総合計画の進め方について今後考えていきたい。 

 

 

⑷ 今後の展開について 

（事務局） 

・冒頭に説明した資料を中心に、これまで出た意見を含めて、全般的な視点から意見をい

ただきたい。 

・推進会議の内容については、毎年の実績などを報告して、数年ごとに基本構想に向かっ

ているのかを検証することで考えている。 

 

（会長） 

・委員から意見があったように、実績報告や基本構想実現の検証だけではダメだと思う。 

・例えば、広く市民へ知らせる方法や多世代から意見を聞く方法、アンケートをもっと活

用するなど、出た意見を考慮してやり方を工夫していく必要がある。 

・大学生や高校生に来てもらうことは、学生にとってもコミュニケーション力がつくきっ

かけとなる。神戸学院大学や看護大学などに声かけをするのはどうか？ 

 

  （事務局） 

  ・策定時は、大学の先生や若い世代の公募委員にも関わってもらっていたが、策定後は成

人式実行委員会から代表で委員を選出してもらっているだけである。 

・若者の意見を聴くために、テーマを絞ったり、こちらから集まりに出向くことも今後は

考えていきたい。 
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  ・アンケートについては、市からの提案と市民の要望を上手く組み合わせるような聞き方

の工夫をしていきたい。 

 

  （委員） 

  ・計画策定時の答申書の要望にある「様々な機会を活用して積極的に市民へ周知する」と

いうことが、現在出来ていない。 

  ・ワークショップを開くなど様々な人の意見を聞くことが大事である。 

 

  （委員） 

  ・震災が起こる前提で、震災対策を真剣に取り組んで欲しい。 

・震災時に庁舎が被災した場合における職員の集合場所や、インフラ復旧対応など細かい

ことまで想定し、決めておく必要がある。備蓄も含め、震災対応して欲しい。 

 

  （会長） 

  ・危機感をもって業務継続計画がうまく機能するのか確認することも大事である。 

 

  （委員） 

  ・震災直後に被災者が生き残っていくスキルアップを図るため、何をしていくのかが大事

である。また地域で生き残るために、備蓄物資の中身や保管場所を住民へ周知する必要

がある。 

 

  （会長） 

  ・戦略の柱でも安全安心を掲げており、明石市の防災計画や避難訓練が実のあるものなの

か、危機感をもって注視する必要がある。 

 

６ 閉 会 

（会長） 

・本日の会議においては、委員の参加人数が少なかったにも関わらず、様々な意見をいた

だくことができた。 

・本日出た意見を踏まえながら、より良い10年後を目指して進めていきたい。 

 

（事務局） 

・次回の推進会議の開催については、未定である。今回出た会議のあり方や進め方につい

ての意見を踏まえて、次回の開催も総合的に考えていきたい。 

・次回開催までにご意見があれば事務局までお願いしたい。 

 

以上 


