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平成26年度第１回 明石市長期総合計画推進会議（議事要旨） 

 

日 時 

平成26年７月23日（水） 10:00～12:15 

 

場 所 

 明石市役所 議会棟 第２委員会室 

 

出席者 

田端会長、浅野副会長、井上委員、桑原委員、阪本委員、杉本委員、田中委員、藤田委員、

山下委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

・開会にあたり、事務局から新体制の報告。 

 

２ 会長あいさつ 

・最近「地方」が１つのテーマ、話題となっている。 

・日本創成会議（座長：増田寛也元総務相）の推計によると、若年女性（20～39歳）が2040

年までに50％以上減少する「消滅可能性都市」が、全国約1800自治体のうち896市区町村

に上るとのこと。 

・政府は「まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、地方の人口減少や地域経済活性化に取

り組むと発表しており、まさに地方の時代となってきている。 

・本日の会議でもテーマとして挙がっているが、人口動向については、今後さらに注目して

いく必要がある。 

 

３ 議 事 

⑴ 基本構想の実現に向けて 

※事務局より資料説明（資料１） 

・資料１は、明石市の人口動向について、参考１のポイントをまとめたもの。市の総人口

は４年ぶりに増加。社会動態（転入者数－転出者数）がプラスに転じた影響が大きい。 

・自然動態（出生者数－死亡者数）は、今年マイナスに陥る可能性があり、人口を維持、

増加させるために、若い世代をより一層流入させることが課題となる。 

・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、 

「本市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。 
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（会長） 

・長期総合計画で定める目標人口（平成32年度に概ね29万人）の達成に向けては、転入者

をいかに増やすか、いかにして人に来ていただくかという考え方がある。 

・ライフステージの変化により、転入出者の割合は若年層が高くなる。今後も社会動態の

プラスが維持できるかが課題である。 

・自然動態も同じく重要であり、市としては、子どもを産み育てやすいまちづくりに取り

組む必要がある。 

・人口の動きについて、何か意見や質問はあるか。 

 

（委員） 

・平成25年中の社会動態がプラスになったのは、市のこども関連の施策が評価されたから

ではないかと考える。 

・資料１のP.5を見ると、10歳から14歳、15歳から19歳が転出超過となっていることから、

例えば、独自の奨学金制度の創設や35人学級の実現など、次は、教育に関連する施策に

重点を置くべきではないか。 

 

（会長） 

・「孟母三遷」という言葉があるが、孟子の母親は、孟子に最良の教育環境を与えようと

して３回も引っ越しをしたという。住む場所を選ぶ際に、教育環境は重要な要因である。 

・教育関連の施策について、市ではどのような取り組みを進めているか。 

 

（事務局） 

・奨学金制度について、現在、教育委員会以外の部署に所属している若手職員でチームを

編成し、新たな制度の創設に向けた検討を進めている。 

・35人学級については、国においても文部科学省と財務省で意見が分かれているところで

ある。市としては、教員の加配により対応しているが、人口の増減にどの程度影響を及

ぼしているかは不明である。 

 

（副会長） 

・学校や教育環境に魅力が感じられないと、人口は流出してしまう。 

・学力テスト、体力テストの結果や教育に対する満足度の向上に向けた取り組みを進めて

いただきたい。 

・高校の学区再編が行われることから、その影響を注視する必要がある。 

 

（委員） 

・明石市の出生率は平成24年で1.45であり、高齢化も進展している。団塊の世代が65歳を

迎えるなど、少子高齢化がさらに進む中で、人口を維持するために、社会動態がプラス

に転じた要因をしっかりと分析していただきたい。 
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・また、企業誘致等により働く場所を提供しなければ、人口は増えていかないと考える。

高齢者が働ける場所づくりにも取り組んでいただきたい。 

 

（事務局） 

・転入者を増やすためには、市の施策のＰＲも重要だが、まずは、住む場所や働く場所の

提供が必要である。 

・区画整理、開発等による良好な住環境の提供が、社会動態に寄与したものと考えるが、

より一層人口を増やすためには、市として、明石で働き、生活できるための基盤づくり

を検討していく必要がある。 

・企業誘致については、工業系の用途地域が限られていることから難しい面もあるが、工

業系の用途が設定されている地域については、引き続き産業を呼び込めるよう取り組ん

でいきたい。 

・出生率の向上に市がどこまで寄与できるのか不明な部分はあるが、子どもを産み育てや

すい環境づくりを推進することにより、人口維持に努めていく。 

 

（副会長） 

・今後、大規模な区画整理、宅地開発の予定はあるか。 

 

（事務局） 

・大規模なものは新たに予定していないが、規模が小さいものは現在も行っている。 

・区画整理は終了しているが、住宅が建設されていないところもある。まちのイメージや

ブランドの向上により、民間企業による開発に繋げていきたい。 

 

（委員） 

・住んでいる地域において、子育て世帯から「西宮市や神戸市に転居したい」という声を

聞くことがある。 

・中学校、高校の教育環境の充実に取り組まなければ、子育て世帯が市外に流出してしま

うと思うので、教育関連の施策に力を入れていただきたい。 

 

（委員） 

・今年度より二見幼稚園において３歳児保育が試行されているが、取り組みを評価する声

を聞いている。 

・今年度は、二見幼稚園、松が丘幼稚園の２園だけでの試行だが、子育て世帯の流出を防

ぐ効果もあると思うので、拡充を目指してほしい。 

・自治会の加入率が減少傾向にあるが、安全面などについて、地域主体のまちづくりを進

めていく点からも若い世代の定住は必要である。 
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（会長） 

・市の施策、取り組みが人口動態に影響を及ぼすという意見である。 

・自然動態について、出生率を高めるための取り組みに関する意見はあるか。 

 

（委員） 

・小学校の児童数を見ると、平成７年の震災後、江井島小学校、大久保南小学校、大久保

小学校と児童数１位の学校が変遷している。 

・周辺の開発に伴い、若い世代が移り住んだ結果だと考えられるが、かつて児童数が最大

であった江井島小学校は、徐々に児童数が減少しており、10年後にはさらに減少するこ

とが見込まれる。 

・市は、10年先を見据えて施策を検討する必要があると考える。 

 

（会長） 

・住宅開発が行われると、同世代の世帯が多数その地域に移り住み、将来的にはそのまま

高齢化につながっていく傾向がある。 

・国においても子育て環境を整備して、出生率を上げるための政策を行おうとしているが、

少子化問題の背景として、婚姻数の減少が要因の１つになってきている。 

・婚姻数の減少には働く場所の問題など様々な要因が考えられるため、総合的に対策を検

討する必要がある。 

 

⑵ 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２～５） 

・資料２は、戦略計画に定める「戦略の５つの柱」に基づき、平成 23～24年度に実施し

た取り組みの実績を掲載したもの。 

・資料３、資料４は、平成25年度、平成26年度の予算が確定した際に整理した実行計画

（参考２、参考３）から、「戦略の５つの柱」ごとに、新規の取り組みや重点的な取り

組みを抽出して掲載したもの。 

・資料５のP.７～P.12は、昨年度開催した「財政健全化に関する市民との意見交換会」で

使用した資料から抜粋、加工したもの。市民の多様なニーズに的確に応えるため、また、

人口の維持、増加を図るための施策を実施するため、財政健全化の取り組みを進めるこ

とにより、基金の取り崩しに頼らない持続可能な財政構造への転換を図ろうとしている。 

 

（会長） 

・先ほどの人口の話の中で、現在、市が行っている施策には一定の効果が認められるとい

う意見があった。 

・戦略の５つの柱ごとに、これまでの取り組み実績と現在取り組んでいる施策をまとめた

資料である。お気付きの点や質問でも良いので、自由にご議論いただきたい。 
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（委員） 

・昨年度の推進会議において、長期総合計画の進捗状況や戦略の柱ごとの取り組みを広報

あかし等で市民に周知していくことを提案したが実現されていない。 

・市のホームページには計画書や推進会議の資料が掲載されているが、多くの市民が見る

のは広報あかしである。 

・計画のダイジェスト版等の配布を含め、市民への周知、ＰＲについて検討してほしい。 

 

（事務局） 

・市の施策について広報あかしに掲載する際は、「こども」「明石のたからもの」などと

いったトピックスとしての取り扱いになりやすい。 

・委員ご指摘の点については、今後の検討課題としたい。 

 

（会長） 

・市の施策と長期総合計画の関係性が見えてこないという意見である。 

・市の施策を広報あかしでトピックスとして紹介する際にも、長期総合計画との関係性が

わかるような工夫があれば望ましい。 

 

（委員） 

・男女共同参画の推進に関する取り組みが、平成25年度、26年度の実行計画には記載され

ていない。 

・予算額が小さくても、重要な取り組みとして資料に掲載するべきではないか。 

 

（事務局） 

・資料に記載はしていないが、取り組み自体が後退しているわけではない。 

・配偶者暴力相談支援センターの開設など、新たな取り組みも進めている。 

・実行計画の掲載項目については、今後の検討課題とする。 

 

（委員） 

・住宅用太陽光発電設備設置への助成について、平成26年度の実行計画に記載がないが、

すでに市民の需要を満たし、必要性は低くなったという判断か。 

 

（事務局） 

・個人への給付については、一旦立ち止まって効果等を検証し、今年度は、市有地等での

再生可能エネルギーの活用について検討していく。 

 

（委員） 

・財政健全化に向けた取り組みの推進について、市長や職員の給与だけではなく、議員報

酬のカットも実施すべきではないか。多くの市民がそう感じていると思う。 
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・待機児童数については、ゼロであるべきである。 

・不登校になっている児童生徒の割合について、パーセントで見ると小さく感じるかもし

れないが、人数で考えると決して小さくない数字である。 

・防災対策の強化について、災害時相互応援協定は、県内や近畿地方の自治体と締結すべ

きではないか。 

 

（事務局） 

・議員定数及び報酬については、市議会が自ら議会活性化の取り組みの中で見直しに取り

組んでおり、議員定数については、すでに１議席削減されたところである。また、報酬

の改定についても、特別職報酬等審議会において適宜、調査・審議されている。 

・市議会における取り組み実績については、記載する方向で検討する。 

・待機児童数については、保育環境を充実させると、潜在的な需要を呼び起こし、結果と

して待機児童数の増加に繋がってしまうというジレンマがある。待機児童の定義の仕方

にもよるが、解消に向けた取り組みを進めていきたい。 

 

（会長） 

・潜在的な需要も含めて、どのように問題を解決するか検討する必要がある。 

 

（委員） 

・待機児童の解消に向けて、融通を利かせた取り組みをお願いしたい。 

 

（副会長） 

・認定こども園の設置状況はどうか。 

 

（事務局） 

・現在は設置していないが、子ども・子育て会議の中で、今後のあり方について検討を進

めている。 

・本市は、全ての小学校区に市立幼稚園が設置されているため、その特色をどう生かしな

がら、ニーズに応えていくかが課題となる。 

・待機児童については、保育所の新設等により定数は増えており、定数以外にも子どもを

預かる弾力的な運用も行っているが、解消にはいたっていない。 

・様々な施策を組み合わせて、解消に向けて取り組んでいきたい。 

 

（会長） 

・災害時相互応援協定についてはどうか。 

 

（事務局） 

・県内の近隣市町とも締結している。 
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・市川市（千葉県）と締結したのは、本市を含む近隣一帯が被災した場合への対策である。 

 

（委員） 

・「神戸市と比較すると、明石市の方が子育て関連施策が充実している」という声を神戸

市民の方から聞く。 

・少しずつではあるが、これまでの取り組みが蓄積された結果であるという印象である。 

・企業誘致や中心市街地の再開発によるまちの活性化においても、これからの人口構成を

考えて、単にこれまでの高度成長期の再来を目指すのではなく、超高齢化社会、成熟社

会にふさわしい、子どもや高齢者・障害者にもソフト面、ハード面を含めてやさしいま

ちづくりをベースにした活性化を考えた方がよいのではないか。 

・例えば、元気高齢者の起業に行政が支援するなど、地域単位でのコミュニティビジネス

に対する支援を推進するというのもこれからの社会に必要になってくるかもしれない。 

 

（委員） 

・ごみの減量化に向けた市の取り組みが、関連指標を見る限り市民に浸透していない印象

である。 

・市が取り組む３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の考え方を市民にもっとＰＲ

するべきだと考える。 

・ごみ処理施設整備のための基金積立を行うとのことだが、基金の使途については、ごみ

減量化に向けた研究費や何らかの形で市民に還元するという考え方もある。 

 

（事務局） 

・燃やせるごみの減量化には分別が大切であり、地道に取り組みを進めていく。 

・現在の焼却施設の耐用年数等を鑑み、ごみ処理施設の更新は喫緊の課題である。更新の

費用を全て税金で賄うわけにはいかないので、メガソーラー発電事業による収入等を基

金として積み立てていくものである。 

 

（会長） 

・ごみ処理のためにではなく、ごみを減らすために基金を使えないかという意見であった。

意見については、所管部に伝えていただきたい。 

 

（委員） 

・燃えるごみとして出されている４割近くが雑がみだと聞いた。 

・雑がみを分別して出してもらうための取り組みが必要であり、広報あかしでＰＲするな

ど、市民への周知を図っていただきたい。 
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⑶ 総合計画の推進について 

※事務局より資料説明（資料５） 

・総合計画の体系、推進の基本的な考え方など、総合計画の全体像について説明するとと

もに、これまでの進行管理の取り組み及び推進会議での協議内容を確認。 

 

（会長） 

・計画期間の中間年を見据え、計画の検証方法や資料の作成方法について意見を伺いたい。 

・これまでの取り組み内容を振り返っての感想、意見でも構わない。 

 

（委員） 

・資料５の P.3に「まちへの愛着度や定住意向などの市民意識の把握（市民アンケートに

よる）」とあるが、市民アンケートはいつ実施したか。 

 

（事務局） 

・前回は、平成 24年３月に実施している。 

・結果については、平成 24年度の推進会議において報告している。 

 

（委員） 

・平成 23年度の推進会議において、資料として提出された「戦略計画検証シート（案）」

のようなものを作成し、市民に公表すべきである。 

 

（事務局） 

・アウトプット（活動・取り組み）、アウトカム（成果）、また満足度などを記載した、

戦略計画の検証に関する資料については、今後検討していく。 

・市民意識、満足度の変化については、平成 24年３月以降アンケートを実施しておらず、

捉えられていないことから、現時点では資料を作成していない。 

 

（委員） 

・市民意識調査（アンケート）の対象年齢を前回の 18歳以上から引き下げて、中学生や

高校生といった若い世代に「まちへの愛着度」や「将来、明石市に帰ってきたいか」と

いったことを聞いても良いのではないかと考える。 

 

（会長） 

・中間年での検証をどのような形で行うのか、推進会議のあり方、持ち方について事務局

で案を考えて欲しい。 

・このテーマについては、次回の推進会議で再度協議させていただきたい。 
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４ 閉 会 

（副会長） 

・人口を１つの指標としているが、議論がしやすく多くの意見が出た。 

・まちづくり戦略のキーワードである「こども」について、子育て環境の評判が他市まで

届いているのはプラスである。 

・全体として、概ね順調に進行しているという印象である。 

・中間評価についての意見も出たが、評価というよりも点検（モニタニング）が推進会議

には適していると考える。本日も委員の方から的確な指摘が多くあり、良いモニタリン

グを行うことができた。 

 

（事務局） 

・次回の推進会議については、11月頃に開催を予定している。 

・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 


