
- 1 - 

第３回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3月21日（日）10：00～ 

場 所 市役所806会議室 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 分科会長あいさつ 

・本日は、前回の議論の明石の方向性をふまえて、明石の目指すビジョンは何なのかを考えて 

いきたい。長期総合計画なので、10 年後を見据えて、どんなまちで暮らしているのか、な 

どを考えながらご発言いただきたい。 

※ 委員出席状況の報告 

３ 議 事 

（分科会長） 

・まず、現在、総合計画の議決の根拠となる地方自治法において、改正の動きがあるので、事 

務局から説明をお願いしたい。 

（事務局） 

・地方自治法には条文にて基本構想を定める旨の義務付けの規定がある。これが総合計画策定 

の根拠となっている。 

・昨年の１０月に、政府の地方分権改革推進委員会が、義務づけ・枠づけしている事務を緩和 

せよとの勧告が出て、地方自治法の改正が閣議で決定され、今国会に提出される見込みであ 

る。 

・改正文案では、義務付けを廃止、または努力義務規定に改定しようとするもの。 

・改定の趣旨は、地域主権の推進に基づくものであり、自治体の運営の自由度を拡大しようと 

いうもの。 

・本市では、明石市自治基本条例に基づき策定していく考えである。 

（分科会長） 

・今までの総合計画は、高度成長期を背景に資源配分を決める計画であったが、現在それが難 

しくなってきている。 

・人口フレームが現実と合わなくなってきている。 

・つまり、総合計画そのものが、かつての配分型では時代遅れになってきているので規定を改 

めるのは時代の流れでもある。 

・しかし、どのような理念でまちづくりを実施するのかという方向性は絶対に必要。市民参加 

の下、市政をマネージメントしていくための基本となる計画が必要。 

・明石市として、10 年後の持続的で安心、安全、住みやすいまちのビジョンを議論していく。
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・こうしたビジョンはそれぞれの個別計画が法律に基づき改正される際の方向性を示すものと 

なると考えている。 

（事務局） 

※資料１～資料４について説明。 

（分科会長） 

・前回ご欠席された委員に、前回のテーマの目指すべき明石の理想像について、意見をいただ 

きたい。 

（委員） 

・救急、産科医療に力を入れていくべき。 

（委員） 

・障害者について、社会において健常者の方との孤立化を防ぐことが非常に重要な問題となっ 

ている。高齢者についても同様で、これから高齢化が進展していく中で、高齢者の社会的な 

孤立化をいかに防いでいくか、どう支援していくかなど、孤立化への対策が共通のテーマと 

なる。子どもや青少年にも通じるテーマであると思う。 

・孤立化を防ぐためには、働く場や受刑者などであればフォローアップができているかという 

ことがポイント。社会との接点が大事。 

・高齢者に対する対策が遅れていると感じる。元気な高齢者が活躍できる場を作っていく必要 

がある。 

・明石の特産物とか障害者の商品等を置くことのできる道の駅を設置するほか、たこフェリー 

などと連携して活性化のための大きな事業を展開していくということも必要では。 

・コミュニティの中の、人と人とのつながりを大事にしていく。 

・福祉施策全般について、現在の行政は縦割りで手間も予算もかかり非常に非効率である。縦 

割り行政ではなく横断的で横の連携が取れる柔軟なシステムや体制作りが重要。それを全国 

に発信していくのもいいのではないか。 

（委員） 

・総合計画においても、明石らしさとは何か、それをどういう風にもっていくのかというとこ 

ろに力を入れて議論をしていただければと感じている。 

・現在、非常に豊かな社会になっているが根底に求められているのは、やはり安全、安心とい 

う部分であると感じている。 

（分科会長） 

・今日の議題はまちづくりの力点ということで、重点的なところや理想のためには何に力を入 

るとよい、というようなご意見をいただきたい。
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（委員） 

・人口が増えるような施策で、明石の活性化や伸びていく形を考えていけたら。 

・ベッドタウンとしての機能の向上、活性化のために観光にも力を入れること、また、財源を 

考慮した計画が必要なのでは。 

（委員） 

・明石に自信を持って取り組んでいくという観点からつくっていくべき。 

・明石は歴史も文化も豊かでいい所なので、他の真似をするのではなく、明石の良さを自らが 

再認識するのがいい。 

・明石はそもそも文化も豊かではあるが、可処分所得の倍増ができるような観点からの施策の 

展開が必要。 

・文化や心についても、いいものがたくさんあるので、既にあるいいものを、大事にするとと 

もに再発見して活かしていく。 

・明石には全国的に見てもいいコミュニティセンターがあるので、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していく。 

・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は非常に大事である。 

（委員） 

・学校の先生や地域や保護者の方が連携して子どもの規範意識を向上させる取り組みを進めて 

いくことが大事だと思う。そうした先進事例の研究をし、勉強することも大事である。 

・公園などは高齢者から子どもまで集まる場。時計を設置するなど整備し、安全で使いやすく 

する工夫が必要。そうした工夫で孤立化を防ぐ。 

・特に浜国などの街路灯が暗いように感じる。犯罪や、交通死亡事故の抑止のため、街路灯を 

整備し、まちを明るくする取り組みを。 

（委員） 

・安心して子育てができ、子どもや高齢者、障害者にもやさしいまちづくりと、地域でお互い 

に支えあう仕組み作りに重点を置くべきである。 

・最近、核家族化が進んでおり、育児不安を抱えるお母さんが集まり、相談できる場所も少な 

くなっている。そうした不安を抱える人が誰でも集まり、相談できる場所があればお互い助 

けあうこともできる。子育て世代だけでなく、元気な高齢者なども参加できるような場所作 

りも必要。 

・明石は公立の幼稚園が充実しているので、3 年保育を公立幼稚園でも実施していくなど、す 

でにある資源を活用していく施策で子育てを支援していく。 

（委員） 

・子どもたちに命の大切さを教えていくことによって将来、犯罪が減り、安全、安心なまちが 

形成されていくと思う。 

・町内会の役員になってから、町内会が地域のために様々な活動をしていることがわかった。 

こうした活動を肌で感じることも大事だと思う。
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・PTA や町内会の活動などへ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。 

・PTA 活動への活発な参加などによって、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。 

・未就園児の子育てサークルがあるので、子育てで悩んでいる方などが気軽に参加できるよう 

な仕組みや働きかけをしていくことが大事。 

（委員） 

・自助、公助、共助ということが言われているが、現状はほとんどが自助に頼っている。それ 

に少しばかりの公助がついてくるといった形になっている。社会全体として、公助の力をあ 

げていく必要がある。 

・共助の部分においても、地域の中でつながって、支えていくシステムがほとんどない。そう 

したシステムをどのようにして育てていくかというのも課題である。 

・地域福祉の部分だけ捉えても、様々な部署がサービスを提供しており、効率が悪くなってい 

るので、福祉にかかる行政サービスを一元化するためにも、地域に密着した地域福祉の核と 

なる部署が必要なのでは。 

（委員） 

・共助、共生のコミュニティ作りが核になっていくと感じている。子育てから高齢者、教育、 

防犯などに対する統合化された施策が、小地域の中で展開されることが求められる。 

・コミュニティ機能や人と人とのつながりをどう高めていくかというのが課題であると思う。 

・市民病院の心療内科の機能を高めていくこと、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。 

・人が動くということは地域の活性化につながる。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の向上を推進し、高齢者や障害者などが外出しやすい環境作りを進 

める。 

・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るべき。その対策も必要なのではな 

いか。明石市では年間どれくらいの自殺者がいるのか。 

（分科会長） 

今、わかりますでしょうか。 

（保険・健康部長） 

・ここ数年、年間 70 名から 40 名ぐらいで推移していたと思う。正確な資料をお出しする。 

（委員） 

・高齢者の元気を向上させ、また高齢者を孤立化させないためにも、移動手段を確保し、高齢 

者が外出しやすい環境、例えばたこバスの便数を増やしたり、接続を改善したりすることに 

よって、利便性をさらに向上させていくことが必要である。 

・明石には観光の拠点となるような道の駅などがない。明石海峡や海産物という資源を活かす
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ためにも賑わいづくりの拠点となるものが必要なのではないか。 

（委員） 

・子どもたちが夢をもって進んでいける進路の選択肢が少ないように感じる。連合ＰＴＡが小 

中高と連携をとって、私立ではなく公立高校で、選択肢を増やせたらいいと思う。アイディ 

アを出して子どもたちに感動していただける事業というのを考えている。 

・ＰＴＡや地域、商店におけるまちづくりの考え方をリンクさせていくようなことができれば、 

面白いまちづくりになるのではと考えている。 

・明石はタコや明石焼きがあるが、それだけではなく違うものを発掘していく。子どもたちが 

アイディアを出して、沢山の人が参加出来るまちづくりというのも面白いのでは。 

（委員） 

・大型バスや宿泊施設の整備など、観光客を受け入れる体制作りをする必要がある。 

・子午線のまちをＰＲして、イベントなどをもっと増やしてまちづくりにつなげていく。 

・全国的に保育所が不足しているので、この問題を解消することによって、人が集まり、人口 

増につながっていく。 

・明石は地震や災害が少ないので、もっと住みやすさを PR していくことも大事。 

・ごみの分別の徹底とごみ袋の有料化などの対策が必要となってくる。まちなかを綺麗にする 

取り組みも必要。 

（委員） 

・家庭、学校、地域が協力して子どもたちが楽しく遊べ、体を動かすことの喜び楽しさを教え 

てあげて、スポーツに親しむような子どもたちを育てていかなければならない。 

・体育館の駐車場が休日となると車が止められないので増設をお願いしたい。 

（委員） 

・人と人との関係、繋がりを大事にしたまちづくりが大切。残念ながら地域での豊かな人間関 

係は近年非常に薄くなっている。共生社会や参画と共同の社会は人と人との関係の上に成立 

している。 

・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ため、小さな地域に 

目を向けたまちづくりが必要。 

・当事者等の危機意識がまちづくりの成否の鍵を握っていると思う。危機意識の共有が非常に 

大事になっていく。 

・これからの行政と市民との関係は、住民と行政の役割分担を再構築した最適な住民の活動を 

行政が支援していくという関係に移行していくと思うが、住民意識はなかなか変革が難しい。 

それを可能にするのが学校教育を含めた生涯学習の推進であり、豊かな市民文化の醸成だと 

思う。 

・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る。 

（委員）
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・長期計画なので、10 年後の人口増減が大事になってくる。今後人口構造が、本当に逆三角 

形の状態になるのか、増減を把握して、社会制度を考えていかなければいけない。 

・社会的に孤立化を防ぐというのが最大のテーマだと思う。平たく言えば海峡共生都市という 

か、共生を前面にしたスローガンが出てくるのかなと思う。 

・医療体制では、明石市の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を構 

築していくこと。 

・グローバルでユニバーサルな雇用や高齢者の方が働ける場、様々な人が一緒になって働ける 

場の創設。それを観光などに結び付けていく。 

・地域の連携や、その体制とかネットワークなどの構築が必要。 

・それには行政が縦割りでなく横で連携しないと対応できない課題が多く出てくる。 

（委員） 

・日曜日の会議の開催には賛成。 

・地域の連携には学校の先生が参加していただくことが非常に大切だと思う 

・スポーツ 21 について、会員以外の一般の方や他の団体にも使用できるようにして欲しい。 

（委員） 

・将来的には高齢者への対応がひとつのキーワードになってくると思う。 

・ふれ合い会食については、会食などを中心に 70 才強の方や閉じこもりの方を中心に実施し 

ているが、参加者には非常に喜んでいただいている。地域の繋がりや人と人とが関わって、 

お互いに助け合っているので非常にいいことだと思う。 

・行政は縦割りでなく、一本化でまとめて地域福祉やまちづくり活動に支援をしていくべき。 

行政と社会福祉協議会が連携して一体となって取り組むことが重要だと思う。 

（委員） 

・10 年後の展開ということでは、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 

る時に掲げていただきたい。一番を目指さないと二番にも三番にもなれない。 

・ゴミの分別に関して、ごみが処理されるところまたは資源化されるところを教えていくのも 

いい。また、ホームページ等々で資源化などを広く広報し、環境に良いまちということを、 

PR していくべきだと思う。 

・20～40 代の青年の語る場がないと思う。明石には明石商工会議所青年部、町衆明石、ＪＣ、 

商店街連合会青年部などがあるが、そうした中で今後 10 年やその次代を担う人達が集って 

意見を言える場を作っていただきたい。 

・歴史は観光の資源であるので、商業者等を含め市民に対して、明石の歴史を教える研修を行 

っていただきたい。先ほどの四団体の中で町衆明石が市の助成金を受けて毎年商業者に対し 

て研修を行っているが、そうしたところを活用して明石の歴史を勉強するような研修をした 

らと考えている。 

・日曜日開催については、委員の募集要項の条件で平日の昼間とあったので、応募した。日曜 

日の開催には反対。
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（委員） 

・東播磨は海があって山があって川があってため池があって兵庫県の縮図という風に言われて 

いる。その中で明石は、東播磨の典型的な地域であると思う。東播磨は、同規模の人口の高 

知県の六倍の製造品出荷額があり、そういう意味では、なんでもある地域であり市であると 

思う。 

・重点的な施策では、そうしたバランスの取り方が一番大事。何でもある地域の中で何が弱い 

のかと言えば、宿泊施設がないなど、集客基盤が弱いと感じる。 

・いかに地域の中でバランスよく施策を進めていくかが、重点ではないか。 

（分科会長） 

・皆様のご意見から三つの柱と五つの戦略というものをまとめてみた。 

まず三つの柱ですが、まず一点目が人口を増やしていこうということ。二点目が社会的な孤 

立を防ぐということ。三点目がコミュニティを中心に考えるということ。この三つの柱のご 

意見がありました。 

・五つの戦略的方向としてはまず一点目として、コミュニティベースで、既存のＰＴＡ、町内 

会などの組織や人を連携させ、それに対応する行政スタッフの充実。二点目に、多様性のあ 

る年齢や分野の方が集うような場所、共生の場がいるのではないか。三点目が、明石の良さ 

をＰＲする、そのために明石市民が明石を知り、情報発信する。四点目が、人が移動でき、 

誰もが利用出来るようなバリアフリー化や、安心して生活できるような医療環境など、環境 

整備が必要。そして最後が、命の教育など人づくりにかかることである。 

（委員） 

・明石公園と中心市街地、海の三つを繋ぐような施策が必要であると思う。 

・海産物や明石の特産物を楽しむことができ、タコなどに触れて遊ぶことができ、また観光も 

でき、買い物もしていただける。そうした線を描いて開発するべき。 

（副分科会長） 

・今回の議論は力点を考えていこうということで、力点というのはそこに力を入れると、相乗 

効果を得られ、全体が良くなっていくというポイントのこと。 

・三つの柱の中で、一番力点なのは地域づくり、繋がりづくり、コミュニティづくりではない 

か。地域づくり、繋がりづくり、コミュニティ作りというのは、まちづくりの目的であり、 

手段でもある。これらがうまくいけば、安全、防犯、福祉、高齢者対応、子育てという我々 

が抱える問題にいい影響を与えるということ。 

・そのためには、一点目は、宿泊場所、移動場所、交通手段、バリアフリーなどのインフラ整 

備。二点目は、明石の良さを認識するとともに、市民のリーダーを育てる。三点目は、学校 

やコミセンなど既存の資源を活用して、地域づくりをやっていく、という議論だったかと思 

う。 

（分科会長） 

時間になりましたのでこれで終了いたします。
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４ 閉 会 

（事務局） 

・次回も分科会に分かれ、都市経営の展開、行政の役割、地域の役割などを中心にご意見を頂 

きたい。 

・次回は、4 月 24 日土曜日の午前 10 時、市議会大会議室で開催します。


