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平成23年度第２回 明石市長期総合計画推進会議（議事要旨） 

日 時 

平成２３年１２月１８日（日） １０：００～１２：００ 

場 所 

明石市役所南会議室棟１０３ＡＢ会議室 

出席者 

田端会長、浅野副会長、井上委員、小田委員、桑原委員、阪本委員、杉本委員、竹内委員、 

田中委員、平本委員、福田委員、藤田委員、吉川委員 

議 事（要旨） 

１ 開 会 

（会長あいさつ） 

・今年を振り返り、まちづくりに関して、東日本大震災の復旧・復興を見て、行政と市民と 

が一体となって進めていかないといけないという思いを強くしている。 

・本日は市長も出席していただいているが、計画を踏まえ、行政と市民が一体となって、ど 

う地域を作っていくのかという議論になる。 

・どのように計画を評価しながら進めていくのかという枠組みの話などについて、忌憚のな 

いご意見をいただきたい。 

２ 議 事 

⑴ 明石市第５次長期総合計画の推進について 

※事務局より資料説明（資料１、資料２－１～２－５） 

・資料１「前回の議事要旨」については、事前に各委員にご確認いただき、すでに市ホー 

ムページで公開している。 

・資料２－１について、前回、個別計画に基づく検証について、資料を提示し説明したが、 

庁内等で協議した結果、様々な問題点が明らかになった。そこで、個別計画よりもくく 

りの大きい「施策分野」を立てて、市の取り組みを網羅して検証を行うこととしたい。 

なお、従来どおり、指標や市民満足度調査の結果を活用する。 

・施策分野の検証を行い、市全体の取り組み実績をわかりやすく一覧で示したうえで、戦 

略計画に関連する実績を抽出し、資料２－５「戦略計画検証シート（案）」で検証を行 

う。あわせて、人口の動きなど、総合計画全体の進捗状況の把握につなげる。 

・資料２－２については、施策分野ごとの統一的な検証を行っていくためのシートのサン 

プルである。３ページに、その施策分野にぶら下がる事務事業の一覧を示している。



- 2 - 

・資料２－３については、資料２－２の項目を一部抜粋したうえで、全施策分野を示した 

ものである。施策分野にぶら下がる事務事業を一覧で見ることができる。「観光の振 

興」の平成22年度決算額について、93億4958万円となっているが、５億4558万円に修正 

していただきたい。 

・資料２－４については、それぞれの施策分野の進捗状況をはかる参考指標の案を一覧で 

示したものである。「○○と感じている市民の割合」など、市民意識について聞く意識 

指標や、「○○の利用者数」など、それぞれの部署で数値を把握している指標を、施策 

の検証に生かしていく。指標は、市民や庁内から意見をいただきながら、設定する。 

・資料２－５については、施策分野ごとの検証結果を踏まえて、総合計画の戦略計画の検 

証を行っていくためのシートのサンプルであり、戦略の５つの柱ごとにシートを作成し 

ていく予定である。ここに掲げる主な取り組みとその実績等については、施策の検証で 

整理した中から抽出する。よって、どの施策分野に属する取り組みであるか、また、ど 

の個別計画に基づく取り組みかについても示していく。 

（会長） 

・総合計画を作る段階で、個別計画との関連を議論した経緯があり、総合計画の進捗管理 

においても、個別計画の進捗管理をチェックしていく。しかし、実際には、市役所の組 

織を考えた時にチェックをするのは難しい面があり、出てきた案が資料２－３「施策検 

証シート」に示されている。 

・行政の業務は、事務事業が最小単位であり、これを組み合わせて施策になる。事務事業 

ごとにどのように予算を使っているかは所管課がチェックする。 

・資料の２－５「戦略計画検証シート」が本当は大事であり、施策の検証を基盤として、 

総合計画における戦略の５つの柱ごとに、方向はどうだったか、明石は総合計画に基づ 

いていい方向に向かっているかをチェックするというイメージである。 

・指標は目安となる基準であるが、施策ごとの目標が書いていないので、今日は施策ごと 

に指標を見ていくことは難しい。こういった客観的指標を使いながらチェックをしてい 

くということである。 

・今回の総合計画は、従来とは違い、すべての施策を網羅しているのではなく、重点が何 

であるか、どういうまちができるのかというイメージを作った。個別の事業を整理し、 

それを一番評価やすい施策ごとに事務レベルでまとめ、それらを組み合わせた戦略の柱 

について、この市民を巻き込んだ場で検証するとともに、いい方向に向かうには何が必 

要なのかというアイデアを出していく。それが最も効率的な方法だろうというのが事務 

局の提案である。 

（委員） 

・「観光の振興」という施策の事業費について訂正があったが、資料２－３の３－４「観 

光の振興」の左側のページの事業費の修正も必要である。 

・個別計画の第２次地域福祉計画の15ページに、総合計画と福祉部門の個別計画の期間が
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示されている。施策分野ごとに個別計画があると思うが、推進会議で何を検討したら良 

いのか少しわかりにくい面もあり、勉強のために個別計画の資料をいただきたい。 

（会長） 

・個別計画について、計画を作る段階でもＣＤ－ＲＯＭでいただいた経緯がある。同じよ 

うな形で配布いただきたい。 

（委員） 

・資料の２－１の検証の仕組みに関して、検証結果を踏まえ、この推進会議での意見交換 

や、市民に公表し意見募集を行う旨の記載があるが、総合計画がすでにスタートしてい 

る中で、また予算は１年で組んでいる中で、どのタイミングでそれらをしていくのか。 

・また、膨大な事務事業がある中で、事務事業総点検を簡素化していくことがと書かれて 

いるが、具体的にいつまでにどうしていくのか。 

（事務局） 

・推進会議は、５月頃に、当年度の実行計画をもとにどういう展開を行っていくべきかな 

どについて、また、10月頃に、施策や戦略計画の検証シートをもとに次年度何に力を入 

れていくかなどについて、ご意見をいただきたいと考えている。 

・事務事業総点検について、現在は、千ほどある事務事業それぞれについて、毎年、各部 

署で評価を行っているが、それを施策の検証に変えていこうというものである。 

（会長） 

・総合計画がいつ始まったかということが大事であり、この検証はいつ始まるのか。計画 

がスタートしているなら、もう検証を行っていないといけないという視点からのご質問 

である。 

（事務局） 

・本来は今年度から検証を進めるべきものであるが、推進の仕組みをしっかりと構築し、 

来年度から推進会議に提示し、意見をいただいていきたいと考えている。 

（委員） 

・今年度は評価の対象にならないということか。 

（事務局） 

・次年度に向けて、各施策にぶら下がる事務事業についての資料や、この後説明する市民 

満足度調査に関する資料により、ご意見をいただきたいと考えている。 

・推進会議の資料はすぐにホームページなどで公表し、意見を随時いただきたい。 

・事務事業の総点検は、これまでは夏頃にまとめて、決算の審査の中で活用してきたが、
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今後は、年度当初に前年度の事務事業の点検を行い、それを施策分野ごとの検証シート 

にまとめて、推進会議で意見をいただく。同時に、シートを市民に公表してご意見をい 

ただく。それをその次の年度に生かしていきたい。 

・前回の会議で一覧性のある資料が必要という意見をいただき、資料２－３をまとめた。 

全体を知りたいときはこれを見ていただき、例えば、この事業にもっと重点をおくべき、 

この施策にもう少しお金を使うべきといったようなご意見をいただきたい。また、戦略 

計画の柱ごとに資料２－５を作るので、それをもとに大きなご意見をいただきたい。 

（会長） 

・今年１年間は準備段階だということである。どのようにチェックしていくかについては、 

例えば具体的なモデルを挙げて行うなども考えられるが、もう少し検討が必要である。 

（委員） 

・資料２－４の指標について、例えば「民生委員による見守りの人数」という指標では、 

子どもの数に対しての見守りの人数としてなくて良いのか。今後、子どもの数は減って 

いくだろうから、見守りの人数は横ばいであっても、実態としては増えていると言える。 

割合のほうが実態を表すのではないか。 

（事務局） 

・実際に指標を使って検証シートを整理していくのは来年度からであり、いろいろご意見 

をいただきながらまとめていきたい。 

（会長） 

・本来、施策の目標・目的が明確でないと、その指標を示せない。時間はあるので、今後 

割合を出す方がいいのか、実数を出す方がいいのかなどの検討をしていきたい。 

（委員） 

・兵庫県には地産池消推進の推奨マークがあり、最近よく目にするようになってきた。明 

石市にもそういうものがあるのか。あるのに目にしていないのならＰＲ方法を考えてい 

かないといけない。 

・資料２－３の「６－１ 参画と協働のしくみづくり」について、事務事業などの記載が 

ないが、どういうことか。 

（事務局） 

・明石にもタイやタコなど全国に誇れるものがあり、そういったもののブランド化につい 

て来年度力を入れていくことを考えている。市内にある良いものをもっと全国に知って 

もらうために、一目で見て明石のものかどうかがわかるかなど、わかりやすい形で、ブ 

ランド化の戦略を進めていきたい。
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・「６－１ 参画と協働の仕組みづくりの推進」という施策と、「４－５ コミュニティづ 

くりの推進」という施策とで重複しているところがある。コミュニティづくりの中には、 

事業者や市民団体との協働の取り組みなど、行政経営分野における仕組みづくりのほう 

で掲げるべきものもあるが、事務事業をうまく分けられていない。整理する中で気づい 

た部分でもあり、ご意見をいただきながら担当部署と調整し、わかりやすいようにして 

いきたい。 

（会長） 

・本来、コミュニティづくりだけではなくて、さまざまな事業が協働で進めていくもので 

あり、たくさん並べて掲げるのは難しい。 

（市長） 

・参画と協働の推進は重要で、縦割りではなくすべての施策に関わるテーマである。この 

会議も市民公募委員は３人でも要件は満たしているが、５人参加いただいているのは、 

その思いの表れである。縦割りで位置付けることが難しいテーマであり、そこが悩まし 

い。 

（委員） 

・最終的にはきちんと整理して示してほしい。 

（委員） 

・資料２－１の裏面に施策分野の一覧があり、資料２－３の目次にも同じ資料があるが、 

体裁が異なる。無駄がないよう、見直していただければ良い。 

（会長） 

・事業評価にあまり労力を取られて、評価疲れになったり、ルーチン化してしまって評価 

にならないということがよくある。できるだけ効率化を図ることは、評価をするうえで 

大事である。 

（委員） 

・資料２－４の指標で、漁業生産力の減少率とある。明石のりの生産が活発であり、今年 

はため池の放流を行っているが、お金がかかっても、水利組合などと連携して、毎年、 

徹底して放流することで、漁業生産力を高めるように考えてほしい。 

（委員） 

・資料２－４の指標について、指標の数が少なすぎる。指標は各部署が予算を取りたいと 

いうものと連動していないと意味がない。例えば、常勤医師数とあるが、市内に千人い 

たらよかったと言えるのか。内科、外科でどれぐらいなど、丁寧に見るべきである。
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・また、例えば、農業の振興で、「明石産のお米や野菜を積極的に食べると答えた人の割 

合」とあり、兼業農家の方は自分の米を食べると思うが、それと認定農業者数との兼ね 

合いはどうかなど、この数字を見てどう話をしていくか、シナリオを考え、シビアに検 

討したほうが良い。 

（委員） 

・それぞれの個別計画に目標設定や重点施策があるので、それに基づいた指標を挙げるこ 

とが基本になる。 

・地域福祉の推進であれば、個別計画の中に「人のつながりを広げていく施策」や、「利 

用者本位の施策を進めていく施策」などがあるので、その状況を知るための指標を設定 

する必要がある。一度、個別計画の目標に戻って丁寧に指標を挙げることが必要である。 

（会長） 

・この場で指標を個別に議論するのは難しいが、本来の目標に合わせた指標でなければな 

らない。また、資料には目標が明記されていないので、この指標が合っているのかどう 

かがここでは議論できない。 

・指標の考え方は３つある。１つは、目標にあった指標であること。２つ目は横断的であ 

ること。３つ目は、どれだけコストがかかるのかである。 

・指標を作る為に疲れてしまうことは、結果として検証が続かなくなり、一番良くない。 

（市長） 

・指標を出してしまうと、数字を追う目標となってしまう。お金のない時代の中で、個々 

の指標と言うよりは、むしろ事業の優劣をつけていかないといけない。 

・指標の中に充実という言葉があるが、どこまでも充実できるお金があるという訳ではな 

い。どの事業を止めるのかなどの議論をする必要がある。 

・数字を追っていてはいくらお金があっても足りないという時代の中で、今後、総合計画 

の推進をどのようにしていくのか悩ましい。 

・例えば初年度であれば、分野ごとに少し抜粋したものを議論することも１つの方法であ 

る。 

・数値で表しにくい時代になってきているので、子どもを中心にしたまちづくりや、住ん 

でよかったというまちづくりをどのような数値で表すのかなども悩ましい。 

（会長） 

・数値を立てると、数値が一人歩きする危険があるというのは、市長の言う通りである。 

・施策分野に充実するという言葉があるが、果たして、何をもって充実というのか、どの 

基準で表すのか、客観的なものがないと難しいのではないか。 

・人口が増えたか減ったかが最大の指標であるが、指標の在り方については今後の議論の 

中で引き続き検討していきたい。



- 7 - 

⑵ 市民満足度調査（案）について 

※事務局より資料説明・・・（資料３－１～３－２） 

・各施策分野における取り組み等の進捗状況の検証に、参考指標として活用していくこと 

に加えて、今後の施策の方向を考える際の資料とするため、市民の満足度や施策等の重 

要度、意識・行動についての調査を実施したい。 

・ここに掲げている主な取り組みについては、今回、市民満足度調査のイメージをつかん 

でいただくため、あくまでサンプルとして示しているものである。 

・アンケートの内容が市民目線で分かりやすいものであるかに加えて、「主な取り組み」 

の抽出についてのご意見や、実行計画や資料２－３の施策ごとの事務事業などを踏まえ 

て、今後力を入れるべき施策や取り組みなどついて、ご意見をいただきたい。 

（会長） 

・施策を中心として、重要度や満足度を聞いているもので、検証シートに反映させるもの 

がここに書いてある。この検証という意味も踏まえながら、どんな問題があるのかなど 

のご意見を賜りたい。 

（委員） 

・調査の対象に市民５千人とあるが、それが妥当なのか。回収方法が郵送とあるが、かな 

りの量があり回収率に不安があるので、郵送だけでなく他の方法も考えたらどうか。 

・結果を出す時には、回答率を必ず出していただきたい。結果の公表方法をアンケートに、 

いつ頃どのように公表されるのかを付け加えたらどうか。 

（事務局） 

・対象人数については、統計学上では、３千人程度でも良いとされるが、市政全般につい 

てお聞きする重要なアンケートであることから、５千人としている。 

・回収率については、以前に行った満足度調査においては、約５割となっていた。しかし、 

その時と比べると、今回は主な取り組み内容なども加えており、アンケートのボリュー 

ムも増しているので、若干、回収率は落ちるのではないかと考えている。 

・結果の公表方法などについては、ホームページなどで行っていきたい。 

（委員） 

・最後のページに自由記述があるが、最後に全体を通してどうですかというよりも、各分 

野の意見を回答する時に書く方が、書きやすいし、集約もしやすいのではないか。 

・７ページのＱ３では、子育ての悩みについて、小学生以下の子育て世代を対象に聞いて 

いるが、なぜそのような限定になっているのか。中高生の子どもを持つ親の悩みも多く、 

市の事業でも、この部分が子育て支援で一番抜けている部分だと思う。
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・例えば、子ども手当にしても、小さい子どもをもつ親が恩恵を受けるイメージがある。 

少子化対策によるものだが、実際にお金がかかるのは、中高生の子どもを持つ世代であ 

り、そういった方の意見を取り上げるためにも、小学生以下にこだわる必要がないので 

はないか。 

（事務局） 

・小学生以下というよりも、小学生未満のイメージであるが、中高生の子どもを持つ世代 

については、次ページの教育・文化分野の取り組みの中で聞いていきたい。 

（会長） 

・子どもの年代等を聞いておけば、後でクロス集計をすれば良い。そうすれば、小学生未 

満のお子さんをもつ親に悩みが多いのか、中高生世代に多いのかが分かる。中高生世代 

に対して市でできる施策は限られているので難しいが、把握することは大切である。 

・各分野のページに記述を設けることは、非常に良いアイデアである。 

（委員） 

・19 ページの、「男は仕事、女は家庭という考え方をどう思いますか？」という設問に 

違和感がある。もう少しニュアンスを変えて欲しい。 

（事務局） 

・あかし男女共同参画プランの「男女共同参画に関する市民の意識調査」として実施した 

ものと同様であり、ここでは男女の役割分担意識を聞いていきたいと考えている。 

（会長） 

・この設問は、男女共同参画に関わる部分を聞いているものであるが、確かにこの部分に 

ついては、検討の余地がある。 

（委員） 

・アンケートにある施策の概要を読んだだけでは、内容が分からないので、具体例を出し 

た方が良い。高齢者や障害者、子どもがいないような家庭に、このアンケートが送られ 

てきても、このままでは答えにくい。 

・推進会議では、指標や各取り組み内容について議論をするということであるが、資料が 

案として示されると、どのように会議で発言をしていけば良いのかが分からない。 

・事業費についても、何にどう使ったのかが分からない。一般財源というように書くより 

も具体的に記載し、割合で示したほうが分かりやすい。 

（会長）
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・事業費については、収入源での記載となっており、何に使ったのかというようには書か 

れていない。 

・アンケートの回答は、客観的に見るか、主観的に見るかの２つある。例えば高齢者福祉 

の充実については、高齢者が主観的に見えるが、一方、市が進めている施策はこれで良 

いのかという客観的な見方もある。 

（事務局） 

・施策の概要については、各部署と調整をしてきたが、主な部分だけを示すと、その主な 

部分だけの評価になってしまうので、施策全体の概要を文章として示すことで、施策の 

満足度と重要度をお聞きしたいという意図である。 

（会長） 

・例えば、地域福祉の推進では、「だれもが安心して住みつづけることができる地域づく 

りをめざしています」というようにして、これは満足ですか、重要だと思いますかとい 

う聞き方のほうが、分かりやすいかもしれない。主観的に見ることも客観的に見ること 

もできる。 

・高齢者福祉の充実では、「高齢者が健やかで安心して暮らせるまちをめざしています」 

というようにして、具体的な施策としては、生きがいづくりや健康づくりをしているこ 

とを例示するなどの、書き方の工夫ができるのかもしれない。 

・事業費については、収入源ではなく支出で書くべきではないか。市民としては、お金が 

どこから入ってくるのかというよりも、どう使われたという方が関心は高い。 

（副会長） 

・事業費については財布がどこにあるのかということで、明石市の負担の額はこれだけで 

あるという意図で書いている。 

（市長） 

・全体を万遍なく見せようとすると１つ１つが薄れてしまうので難しくなってしまう。ポ 

イントを絞るとこちらの意図が入りすぎてしまい、ストレートに聞くと、なぜそのテー 

マを取り上げたのかという問題が生じてしまう。 

（委員） 

・施策の概要の文章では、最初から最後まできちんと読まないと何を聞かれているのかが 

分からず、アンケートを受け取った人は判断をするのに困ると思う。民生児童委員の支 

援や地域福祉市民会議の活動支援など、項目を切って、これに対して満足ですかと聞か 

れるほうが答えやすい。 

（委員）
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・受け取った人が必ず出してもらうように努力して、回収率を上げてもらいたい。 

・市役所の事業をよく知らない市民もたくさんいるので、アンケートは記入しやすいよう 

に工夫して、対象とする年代もばらつかせる必要がある。 

・先程意見のあった「男は仕事、女は家庭という考え方をどう思いますか？」という設問 

については、確かにずいぶん前の考え方になるので、今の時代にあった聞きかたをする 

などの配慮をお願いしたい。 

（会長） 

・回収率を上げる工夫は考える必要がある。特に若い人の回収率を上げないといけない。 

・これだけのアンケートを答えようとすれば 1 時間以上かかってしまう。特に働く世代は 

忙しいので対策が必要である。 

（事務局） 

・できるだけ簡素化に努めたが、特に説明の文章については行政の目線で書いているので、 

今回の推進会議の中では、実際に記入していただく市民目線でご意見をいただきたい。 

（委員） 

・自分の意見がどう具体的に反映されているのかが見えないので、アンケートが送られて 

きても書きたいとは思わない。 

（会長） 

・若い世代には、このアンケートが実際に自分たちとどのように関わるのかがよく分から 

ない。 

・行政の若手職員など、一度、市役所内部でプレテストなどをやってみてはどうか。 

（副会長） 

・アンケートの回答時間は 30 分が目安となる。それを越えてくると、途中で止めてしま 

い、回収率も悪くなる。 

（委員） 

・言葉を減らすことだけを考えるのではなく、例として挙げて、こういうことをしている 

なども示したら良い。 

（委員） 

・同じことをやっている近隣都市も参考にしたら良い。 

（委員） 

・設問については、各課からの意見を聞いて採用したものなのか。
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（事務局） 

・各部署がそれぞれ、意識調査や行動調査を実施することは効率的でないことから、各課 

の意見を集約し、今回案として示している。 

（委員） 

・３ページの項目７について、市民に市からの情報がどの様に伝わっているのかを知るこ 

とは、今後施策の展開をする中で重要なこととなる。自治会や子ども会、地域の活動と 

いったところから得ている情報というのは、市の広報紙の次ぐらいに重要である。 

・回答者に商品を渡すなどをすれば、回答率も上がるのではないか。アンケートと引き換 

えでも良い。 

（会長） 

・商品を渡すには、記名して回答する必要があるので対応は難しいが、回収率を上げるこ 

とは非常に重要である。 

・市として、市民がどこから情報を得ているのかを知ることは重要である。 

（委員） 

・明石のタウン誌も項目として上げても良い。 

⑶ 「こども」を核とした明石のまちづくり（案）について 

※事務局より資料説明（資料４） 

・資料４については、総合計画において「子どもの健やかな育ち」を切り口に戦略的なま 

ちづくりを展開するとしており、それをより具体化するものとして、メッセージとして 

広く打ち出す。 

・基本的な考え方として、平成24年を「こども・まちづくり元年」と位置づけ、「こど 

も」を核としたまちづくりを行うこと、そのための具体的な取り組みを掲げ、進めてい 

こうとするものである。 

（会長） 

・明石の未来という考えに基づくものという説明があった。これに対して、忌憚のないご 

意見をいただきたい。 

（委員） 

・子どもの母親という立場から、４点目の子どもたちに負の遺産を残さないという点を一 

番心配している。これからどんなことをして、どんなことをしないかということを決め 

ていくことが大事である。例えば明石駅南の開発について、もっと市民レベルでいろい



- 12 - 

ろな議論があってもよかった。市民参画条例ができたが、11月の時点で政策提案が１件 

もないということは、周知が十分にできていないか、市民の側でも自分たちのことは自 

分たちで決めてその責任も自分たちで取るということが必要である。 

（委員） 

・この文章は誰が誰あてに渡すものか。「私が思うには・・」という一文が入っている。 

市長の考えということなら問題はないが。 

・中学校給食の実施、土地開発公社の負債、地域資源という言葉は一般市民にはわかりに 

くい。 

・やりますと書いてしまうとやらないとだめだが、議論が必要な部分があるなら、議論を 

踏まないとだめである。お金のことをシビアに考えているのに、お金のかかることばか 

りが出ると、どうなのかという印象を持たれる。 

（市長） 

・個人の思いではなくまち全体の方針として、総合計画を受けて、「こども」というキー 

ワードでやっていきましょうということを元年宣言のような形で伝えていく。来年の１ 

月１日の広報紙で出すイメージである。 

・私の思いとしては、子どもたちには借金やごみを残さず、明石の誇りを残したい。借金 

を残さないために、大人が歯を食いしばらないといけないし、ごみを残さないためにも、 

大人が力を使う必要もある。誇りを残すためにはブランド化といった議論も出てくる。 

・決まりごとではなく、一緒に議論を始めようという趣旨であり、個々の施策についてそ 

の点を踏まえて対応していく。 

（会長） 

・市民に対して、一緒に議論していきましょうという解釈である。 

（委員） 

・市役所から発信される言葉は、市民の皆さんにきっちり伝言できていないことが多い。 

良いことを発信しても、そのように受け止めないこともあるだろうし、きっちりと伝え 

たつもりでも、そこまで伝達できていないことも多いのではないか。 

（会長） 

・協働が進んでいけば変わってくる。例えば、裁判員制度になって文字の言いかえを一生 

懸命している。これまで専門職でやってきたことを、市民を巻き込むことで変わってい 

る。行政も同じであり、土地開発公社の負債についても、なぜ子どもに関係あるのか、 

そもそも公社の負債を理解している人はあまりいない。分かりやすい言葉で伝えるとい 

うのは、これからの行政の役割である。
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（委員） 

・この膨大な資料をチェックして意見を出すのは難しい。市民として意見を提案できるよ 

うなテーマで進めてほしい。例えば、明石駅南の再開発ビルの内容について、意見をさ 

しはさむ余地はないのか。明石市の活性化のためにいいアイデアを出すことはできない 

のか。 

（市長） 

・再開発ビルの中身については、これから引き続き検討を進めるものである。 

（委員） 

・資料３－２の地域医療の充実の中に、市民病院の地域の中核病院としての機能向上とあ 

るが、独立行政法人になって、市が意見を言うなど関与していけるのか。 

（事務局） 

・独立法人となっても、市民病院の役割は変わっていない。経営についても、病院の計画 

に対して、市がチェックをするという関係にある。独立して別個のものになったという 

意識ではなく、地域医療の中核を担う施設として連携して取り組む。 

（委員） 

・安心して子育てできるように、明石市は特に救急を充実する必要がある。 

（事務局） 

・市が立てた目標には、医者の確保のほか、救急についても含まれている。 

（会長） 

・そういったことがきちんと情報発信されているか。また、それに対して市民が満足して 

いるか、重要と思っているかについては、アンケート結果で出てくる。 

（市長） 

・行政の情報はすべて市民の情報である。一緒に考え、一緒に責任を持っていただかない 

といけない。市民病院に対しては市から毎年10億円以上出し続けるという状況である。 

市民病院は、身近で気軽に行けるものではなく、かかりつけ医が近くにいてそこから紹 

介を得て行くという位置づけである。２次救急であり、そこに重点的に税金を使うとい 

う方向である。その点を市民にしっかり説明していく必要がある。 

（会長） 

・地域医療計画は市町村だけではなく、広域の医療計画として作成されている。柏原病院 

では、市民が医療を支える会を作っており、市民がものを言える環境も整え、病院を存
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続させていこうとしている。明石市は一般会計から病院に支出しており、市に責任があ 

り、市民の目を持って支えていくことになる。 

３ 閉 会 

（市長） 

・キーワードは「こども」であるが、まちの未来に責任を負うまちづくりをしていきたい 

という趣旨である。行政にいると、昨日までと同じ明日と思いがちだが、時代も変わっ 

てきており、昨日と違う明日をつくるという面からも見ていく必要がある。 

・予算について、５千人対象の市民満足度調査のみならず、広く市民から意見をいただけ 

るような工夫を検討しているので、市民のお金をどう使うかについて一緒に議論してい 

きたい。いい知恵をいただきたい。 

（副会長） 

・今日の会議の意味を考えると、たいへん重要な議論があった。今まで行政というのは一 

つひとつの事務事業については比較的見えていたが、全体としてどうなのかが明確では 

なかった。その部分の「見える化」をこの会議でやっていこうということである。 

・「見える化」をすると、その次に来るのは「言える化」である。いい意見が言えるよう 

になる。すると行政の方も「取り上げてくれる化」。まずは、我々の議論により、市が 

やろうとしていることを市民にわかりやすく見せていくということが、ポイントである。 

（事務局） 

・次回の推進会議は来年の５月頃を予定している。 

・今回いただいた意見を踏まえ、計画の推進を図っていく。言い足りなかった点も含め、 

ご意見があれば事務局までお願いしたい。 

以上


