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平成27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27年11月10日（火） 10:00～12:00 

 

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、阪本委員、西海委員、松原委員、上田委員、杉本委員、 

西野委員、田中委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

（森本副市長） 

  ・委員をお引受けいただき感謝している。明石市第５次長期総合計画は、平成23年か

ら10年間のまちのあるべき姿を掲げた長期的な計画である。本年度は中間年に当た

り、検証をしっかり行っていただきたい。 

  ・国の地方創生に向けた取り組みに基づく総合戦略が大きく取り上げられている。少

子高齢化時代に地方自治体が生き残れるかという問題に対する大切な戦略であり、

長期総合計画と似た性質を持っている。本日は、長期総合計画の推進状況の検証と

これからの方向性、また、総合戦略と人口ビジョンについて、ご意見をお伺いして

いきたい。明石市は、県下でも数少ない人口増加傾向にある自治体であるが、将来

に向かって「明石に住んで良かった」と多くの方から思っていただけるよう、忌憚

のない意見をお願いしたい。 

  ・次回の推進会議では、教育の大きな方向性を定める教育大綱についても議論をお願

いしたいと考えている。教育は、まちづくりの大切な要素であり、こちらについて

もそれぞれの立場で忌憚のない意見をお願いしたい。 

 

２ 委嘱状交付及び委員紹介 

 

３ 会長、副会長の選出 

  ・事務局から、田端会長・浅野副会長とする案を提案し、了承。 

 

 



- 2 - 

４ 会長あいさつ 

（会長） 

  ・長期総合計画の推進に当たり、計画をしっかり検証・評価しなければならないが、

評価方法として、毎年のモニタリングと中間的見直しがある。それらの結果をしっ

かり踏まえることで、今後の取組内容の検討が可能となるため、推進会議において

計画の検証・評価を行うことは重要な役割である。 

  ・また、地方創生に基づく総合戦略についてもご議論いただくことになる。国の方針

に基づく急な展開であり、行政としても対応に苦慮する部分があると思うが、これ

まで実施した取り組みやモニタリングの蓄積を、フィードバックしていかないと、

新しい戦略を策定することはできない。 

  ・推進会議において、委員の皆さんの意見を吸い上げ、明石市がより良い行政運営を

行えるよう努めたい。 

 

５ 議 事 

⑴ 総合計画の推進について 

※事務局から資料説明（資料１） 

 

  （会長） 

   ・今回の総合計画は、人口が主なテーマである。人口に着目して計画を策定したこ

とは良い視点だったと考えるが、不明な点や、意見、質問があればお願いしたい。 

 

  （委員） 

   ・市長は、人口が増加に転じたことをまちづくりの実績としてよく話されるが、中

学３年生まで医療費を無料としたことが、人口増加に大きく寄与していると考え

る。 

 

  （事務局） 

   ・市民意識調査（参考３、P.22）において、「子育て環境の充実」がここ数年良くな

った分野の第１位となっており、第５次長期総合計画のまちづくり戦略にも掲げ

ている「子どもの健やかな育ち」を切り口とした「こどもを核としたまちづくり」

に多くの方から賛同いただいたものだと考えている。 

 

  （委員） 

   ・市民意識調査では、「愛着がある」、「住みやすい」と答えている方の割合が非常に

高いが、地域活動をしている中では、「明石は都会でも田舎でもなく中途半端なま

ちだと感じており、駅前再開発に期待している」という意見も聞いている。 
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・こども医療費無料化の拡充や観光案内所の明石駅コンコース内への移設、また、

市役所内への法テラスの設置など、市民サービスの向上に繋がる様々な取り組み

が実施されている一方で、地域によっては、たこバスの運行が１時間に１本しか

なく、いわゆる買物難民が発生しているようなところもある。困っている人がた

くさんいるという現状を意識しながら、施策を展開していただきたい。 

 

  （会長） 

   ・行政として、買い物難民に対する支援策を実施すべきであるという意見であった

が、事務局としてはどうか。 

 

  （事務局） 

   ・買物難民については、高齢化の進展により対策が求められる。今年度、産業振興

部が関連団体と連携を図り、長坂寺地区において、モデル事業として移動販売を

実施している。 

・今後も引き続き、「住みたい、住み続けたいまち」の実現に向け、高齢者や障害者

等、支援が必要な方に対し、きめ細かな施策展開を図っていきたいと考えている。 

 

  （会長） 

・困っている人への支援としては、地域コミュニティに対する支援、個別支援、政

策による支援と様々な方法が考えられる。 

 

  （委員） 

   ・市民意識調査において、ここ数年良くなった分野として、子育て環境の充実が第

１位になっているが、今後強く推進すべき分野でも第２位になっている。今後も

更に力を入れるべきであり、特に、学校教育分野については、まだまだできるこ

とがあると感じている。 

・高校の学区再編などもあり、学校の学習指導に対する親の期待が大きくなってお

り、明石の小中学校に入れば大丈夫と思われるよう、取り組んでほしい。 

・移住を促す短期的なキャンペーンだけでなく、施策を充実し、まちの魅力を向上

させることで、将来的な人口増に繋げていただきたい。 

 

  （会長） 

   ・例えば、県立高校に対しては市の権限が及びにくいなど、市単独で決定すること

が限られている部分もあるが、まちづくりにおいて教育は非常に重要な分野であ

る。 
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  （副会長） 

   ・明石市の年代別の社会動態（資料１、P.7）を見ると、15～19歳の進学世代の減少

が見られ、今後力を入れていく分野であると考えられる。例えば、島根県では、

まちを上げて隠岐諸島の県立隠岐島前高校を支援し、教育移住政策を打ち出すこ

とで、まちに活力を与えようとしている事例がある。 

 

  （事務局） 

   ・これまでは、子育て支援に関する施策を重点的に展開してきたが、今後は、教育

にも力を入れていきたいと考えている。 

・次回の推進会議では、本市の教育の方向性等を定めた教育大綱についてもご意見

をいただく予定であり、教育委員会と連携しながら教育に関する施策を充実して

いきたいと考えている。 

 

  （委員） 

   ・まちの活性化や少子高齢化への対応のため、社会動態においては、若年層の転入

を期待したいが、若年層は、ワーキングプアや派遣社員の増加など、経済的に厳

しい環境にある。 

・中学３年生までの医療費無料化が好評である背景には、子育て世代の経済的問題

があると考えられ、子育て支援分野に対し、大胆な経済的支援を行うことが必要

だと考える。 

   ・近隣自治体よりも大幅に低い保育料を設定し、子育て世代に対して住みやすさを

PR することで、人口増に繋げたという事例があるなど、若年層において、行政サ

ービスの如何で居住地を決定する傾向が見られる。他市では、出産費用の助成等、

若年層獲得に向けた様々な施策が展開されており、明石市でも大胆な施策が必要

であると考える。 

 

  （会長） 

   ・住民は、行政サービスとそれに伴う税金（コスト）を勘案して居住地域を変える

という「足による投票」が日本でも行われており、重視すべきという意見であっ

た。 

   ・若年者支援については、社会的動向も大きく関係してくるが、市として政策的支

援を検討すべきとの意見であったが、事務局としてはどうか。 

 

  （事務局） 

   ・一口に子育て支援施策と言っても市民ニーズは多様化しており、行政として一律

にできることはコスト面からも限られてくるが、例えば、保育料の軽減なども考
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えられる。また、子育てから教育につながる一連の施策の充実が必要であると考

えている。 

 

  （会長） 

   ・都市間競争を踏まえた社会動態面からの意見が多かったが、住み続けるという観

点から、企業誘致や創業支援についての意見はないか。 

 

  （委員） 

   ・転入者、定住者の増加に向けては、働く場が必要であり、企業誘致が考えられる

が、場所の確保の難しさがある。 

   ・人口の維持・増加が必要とよく言われるが、適正人口について検証する必要があ

るのではないかと感じている。 

・また、高齢者支援と言いながら、社会から高齢者を切り離すような施策展開をし

ているように感じる部分がある。高齢者と子どもが触れ合うことで、子どもの心

の教育にもつながるのではないかと考えている。 

 

  （事務局） 

   ・高齢化の進展が予想されるなか、元気な高齢者を増やし、要介護者数を減らす取

り組みが必要である。 

・また、地域コミュニティの活性化の観点から、高齢者が地域で活躍できる、子ど

もと高齢者をつなぐ仕組みづくりについて、引き続き検討していく。 

 

  （会長） 

   ・コミュニティ活性化の観点に加えて、教育の観点からも高齢者の活躍の場につい

て、検討してほしい。 

 

  （委員） 

   ・今回、公募委員になるまで、子育て支援施策が充実していることを知らなかった。 

・明石市は、公立の幼稚園、小中学校が多いことから、学費が安くて済むというメ

リットがある。まちのＰＲキャンペーンについては、近隣都市だけではなく、大

阪まで視野を広げ、交通の利便性など、ベッドタウンとしての価値を訴求するこ

とにより、人口の増加に繋げてほしい。 

 

  （会長） 

   ・都市間競争の時代を迎え、より広範囲の人に対し、どのようにＰＲしていくかと

いうことであるが、事務局として何か考えはあるか。 
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  （事務局） 

   ・今年度、シティセールス課を新設したところであり、都市間競争の時代ではあるが、

近隣市との連携も図りながら、継続的に多くの人に明石の良さをＰＲする仕組みを

構築していきたいと考えている。また、委員ご指摘のように、「仕事は大阪だが、住

むのは明石」という層の獲得も視野に入れ、ＰＲ方法を工夫していきたい。 

・明石駅前再開発に伴うタワーマンションの販売があり、最上階は１億円を超える

など、高額な物件があったにも関わらず即日完売であったことから、明石にはま

だ人口が増えるポテンシャルがあると考えている。 

 

  （会長） 

   ・高校などの同窓会における口コミ効果が高いことから、例えば、明石市内で同窓

会を開催すれば市が助成金を出すというようなアイデアも考えられる。 

 

  （委員） 

   ・高齢化が進展するなか、発生が予想される南海トラフ等の災害時において、要支

援者への対応が重要になってくる。 

・市民意識調査においても、ここ数年良くなった分野、今後強く推進すべき分野と

もに「防災・生活安全対策の推進」が上位に挙がっており、災害に強いまちは、

人口増に向けた強いアピールポイントになると考えられることから、力を入れる

べきだと考える。 

 

  （事務局） 

   ・過去の震災経験を踏まえ、市民の「安全・安心」を高める施策を推進しており、

総合戦略にも反映させる予定である。本市では、専門部署（総合安全対策局）を

設置するとともに、海抜表示を電柱に設置するなど、地震や津波への対策を行っ

ている。 

・要援護者支援については、地域と連携を図りながら、取り組みを進めていきたい

と考えており、安全・安心に関する取り組みに一層力を入れていきたいと考えて

いる。 

 

  （委員） 

   ・再開発ビルのマンション購入者の平均年齢は 51歳であり、平均年収が 1,500万を

超えていると聞いているが、転入出アンケート調査（資料１、P.9）によると、転

入者が転居先を決める際に考慮した居住環境として「住宅の規模や価格」が上位

に挙がっている。阪神間に比べ住宅価格が安いという点が、この結果につながっ

ていると考えており、税収面から高所得者流入策も良いが、まちの活性化や発展
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のためには、若年層の流入を考えた住宅施策が必要ではないかと考える。 

   ・市の財政状況の影響からか、計画策定時から正規職員を 450 人程度削減している

が（資料１、P.33）、災害発生時の初動体制に不備をきたす恐れがあり、削減し過

ぎではないかと感じている。 

   ・また、明石市の平成 26年度の決算状況は、義務的経費の割合や経常収支比率から、

かなり弾力性に乏しいのではないかと危惧している。明石市は中核市を目指して

いることから、移行に伴うコストが更にかかるのではないか。 

 

  （事務局） 

   ・住宅価格については、民間の不動産業者から明石川の東西で住宅価格に差があり、

西部の特に大久保地区においては、子育て世代が流入しやすい価格で住宅が多く

供給されていると聞いている。 

・土地区画整理事業などにより、手頃な価格で住宅を提供できる環境を整備してお

り、引き続き、若い世代でも購入できる住宅が提供できるよう、民間開発の誘導

に取り組んでいく。 

 

（事務局） 

   ・正規職員数については、民間委託を進め、行政運営の核となる部分に少数精鋭の

職員を配置する体制をとっている。防災時の初動体制については、緊急時におけ

る職員の本庁舎までの到着時間を考慮するなど、問題がない計画を立てている。 

   ・正規職員数の削減については、主に、現業職の削減であり、行政職への職種転換

を図るなど、財政健全化のため、10 年前から取り組んでいる。災害時に重要とな

る技術職については、民間企業の採用状況が改善されたこともあり、人数確保が

難しくなってきているが、必要人数の確保に取り組んでいきたい。 

・また、正規職員の削減と併せて、正規職員並みの待遇である任期付職員の採用制

度も導入しており、職員の負担緩和にも努めている。 

 

（事務局） 

   ・財政面については、経常収支比率は高いが、借金が少ないという財政運営を行っ

ており、少しずつではあるが基金の積み上げを行うなど、財政健全化に向けて取

り組んでいる。また、中核市移行にかかる予算については、中核市準備室におい

て試算を行っている段階であり、市の置かれている状況に応じた中核市を目指す

ことになると考えている。 

・医療費無料化の拡充により、毎年約５億円の市の負担があるが、負担に見合う価

値はあると考えている。様々なニーズがあるなか、人件費の削減や事務事業の見

直しなどにより、財源を生み出していきたいと考えている。 
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 ⑵ 明石市の地方創生の取組みについて 

  ※資料に沿って事務局より説明（資料２-１、資料２-２、資料３-１、資料３-２） 

 

  （会長） 

   ・人口ビジョンについては、人口に関する考え方や長期的な展望が示されており、

総合戦略については、国の総合戦略を踏まえた「４つの基本目標」を掲げ、明石

市の特徴として、子育て施策を前面に掲げ、そのうえでにぎわい創出などに取り

組むとした内容となっている。 

   ・これらについての意見・質問等はあるか。 

 

  （委員） 

   ・人口ビジョンで、社会動態について今後５年間は毎年 600 人の転入増を見込んで

いるが、2020 年以降は転入転出数は均衡して推移すると設定している根拠につい

て、説明してほしい。 

 

  （事務局） 

   ・明石市では、こどもを核としたまちづくりを進めていることから、近年において

転入者が増加している傾向にある。 

・今年度においても、10 月現在で 600 人弱の転入超過となっていること、今後も、

シティセールス課という組織を立ち上げたことや地方創生の取組を踏まえ、５年

間は毎年 600人ずつの増加を見込んで設定しているところである。 

・中長期的には、明石市においても人口減少は避けられないと予想されるが、明石

市はこれまでも「住みたい、住み続けたい、選ばれるまち」として政策を既に進

めており、他市のように転出超過を少しでも食い止めるのではなく、転入転出数

を同数で均衡させようという攻めの姿勢で設定している。 

 

  （会長） 

   ・兵庫県は、社会減が全国で３番目に多い自治体であり、県をあげてそれを食い止

めていこうということだが、そのような中で明石市については、中長期的に社会

動態を均衡させる攻めの姿勢で社会動態ゼロという設定している。 

 

  （委員） 

   ・今後５年間は毎年 600人の増加を見込むが、それ以降は無理だということか。 

毎年 600 人増から６年目以降はゼロに推移することについて、論理の飛躍がある

ように感じる。 

 



- 9 - 

  （事務局） 

   ・そういった意見をいただくことは大変ありがたい。12 月の最終案策定に向けて、

参考にさせていただく。 

 

  （委員） 

   ・明石市の待機児童数はどのくらいか。 

   ・若い人から働きたいが預けるところがないという声を聞く。 

・幼保が一体化すれば、幼稚園において預かり保育が可能となり、子育ての負担が

減ることにより、パート等で働く人も増えると考えられる。若い人の子育て環境

を整えるという意味から検討してほしい。 

 

  （事務局） 

   ・待機児童数については、就職活動中の方を含めると 156人、含めない場合 96人で

ある。 

   ・預かり保育の拡大や認定こども園の設置数などについて、現在検討しており、総

合戦略における５年後の数値目標を設定していく予定である。 

 

  （委員） 

   ・１、２年後に待機児童数を 100 人に減らす目標ならともかく、５年後の待機児童

数の目標値はゼロしかあり得ないと考えるが、これは成果指標として適当なのか。 

 

  （事務局） 

   ・数値目標については、施策ごとの達成すべき成果目標であるＫＰＩとして設定す

るか、施策の実施結果により市民にどのような便益がもたらされたのかを示すア

ウトカムとして設定するか２通りの考え方があり、素案の段階ではアウトカムと

して設定している。この場合は、５年後の目標指標については、委員ご指摘のと

おり、待機児童数の目標値としてはゼロが適当として考える。 

   ・本市の待機児童対策については、昨年度に行った私立保育所の新規開設などによ

り、受け入れ枠を 400 人程度拡大させたが、国の待機児童の定義づけが変更とな

ったこともあり、待機児童数は昨年より増加している結果となっている。 

・今後も、明石市は子育て世代を中心に転入促進を図っていくため、受け入れ希望

者は増えていくと予想される。今後の需要が目測できない中、受け入れに余裕の

ある幼稚園を活用して、認定こども園を導入して受け入れ枠を拡大させる計画は

持っているため、成果指標については、受け入れ児童数を増やすという見せ方も

考えられるため、今後検討していきたい。 
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  （委員） 

   ・長期総合計画と総合戦略における待機児童数の定義については、求職中の人を含

めるのかどうか統一すべきであると考える。 

 

  （委員） 

   ・第２子の妊娠により産休を取得した場合、第１子の保育所退所を求められる話を

聞いたが、改善をお願いしたい。 

 

（会長） 

・政策全体の目標と個別の施策のずれが生じている問題であり、どのように調整し

ていくのか、場合によっては個別支援の検討が必要となるかという問題だと認識

した。制度にかかる問題になるが、事務局としてはどうお考えか。 

 

  （事務局） 

   ・今回のケースは、定員の問題など限定的な原因によるものだと推測されるが、担

当部署には解消していくべき課題として伝えておく。 

 

  （会長） 

   ・保育所を考える場合、保護者の都合で考えがちであるが、子どもの都合も考える

べきであるという指摘であり、その点も含めて担当部署に伝えてほしい。 

 

  （委員） 

   ・まちのにぎわいを高めるため、駅前再開発ビルにはどのような核店舗が入るのか

は非常に重要である。他市の再開発の事例等も踏まえて、若者に人気のある店舗

を入れて新しい需要を生み出すことが必要だと考える。 

 

  （事務局） 

   ・駅前再開発ビルについては、平成 29年春にオープン予定であり、入店する店舗に

ついては店舗等との兼ね合いもあり、検討中である。 

   ・市長の思いとしては、まちのにぎわいづくりとして、本のまちというコンセプト

で人を呼び込みたいと考えている。駅前再開発ビルには、大型書店と市民図書館

を設置し、さらに市内の各店舗や施設において、まちなか図書館を作るという構

想で、現在検討している。 

 

  （委員） 

   ・本のまちでは、他市からの若者転入は期待しにくいのではないか。すでに本市に住
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んでいる人の利便性や教育環境の向上という点からはメリットがあると考えるが、

若い世代が他市から本市を選んでもらうという観点からは、少し弱いのではないか。 

 

  （事務局） 

   ・商業面については、ステーションデパートではいくつかの店舗入替を予定してお

り、アスピアについても大きなリニューアルを計画している。駅前再開発ビルに

入る店舗については、再開発組合で検討しているため詳しくは把握していないが、

ステーションデパートやアスピアにある店舗も踏まえつつ、若者の視点も取り入

れながら検討しているところである。本日の意見については組合にも伝えておく。 

 

  （委員） 

   ・図書館は、とてもいいと思う。商業施設の方向性として、本のまちというコンセ

プトは、短期的には集客が見込めなくても、中長期的には、明石市の独自性として

成り立つと考える。書店・出版社等と行政とが関係して共存していくという新しい

方向として示していけば、他の自治体のモデルともなりうるのではないか。 

 

  （会長） 

   ・総合戦略におけるパブリックコメントの結果について、フィードバックしていた

だきたい。 

・総合戦略と長期総合計画とは密接な関係があり、次回以降の長期総合計画における

評価の中で総合戦略をどう進め、生かしていくのか等、さらに議論していきたい。 

 

  （副会長） 

   ・本日は、大きく２点、長期総合計画の人口部分と地方創生の取り組みについて議

論した。明石市の人口については、おおむね順調に推移していることもあり、前

向きで、積極的な意見交換を行うことができたと思う。 

・長期総合計画において、平成 23年から人口目標を設定して取り組んでいる経緯か

ら、明石市は早くから地方創生の取り組みのスタートを切っていたとも言える。 

・次回の会議において、より明石市に追い風を吹かすことができるよう活発な議論

をしていきたい。 

・次回は教育大綱に関する議論を予定しているとのことであり、教育に関しても意

見交換できればと思う。 

 

  （事務局） 

   ・次回の推進会議は 12 月 21 日（月）に開催予定である。それまでにご意見があれ

ば事務局までお願いしたい。 


