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戦略計画に基づく主な取り組み実績 

【平成 27 年度実績】 
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戦略の柱１ 安全・安心を高める 

１）日常生活の安全性を高める 

２）非常時への備えを万全にする 

３）健康な心と身体を維持する 

４）共に生きるための支え合いを充実する 

 

戦略の柱２ 自立した温かい地域コミュニティをつくる 

１）主体的な地域活動、市民活動を支える 

２）高齢者の地域での活躍の場を広げる 

３）認め合う開かれた地域をつくる 

 

戦略の柱３ 明石らしい生活文化を育てる 

１）自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる 

２）スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 

３）食・海・時を暮らしに生かす 

 

戦略の柱４ まちを元気にする 

１）地域産業を元気にする 

２）中心市街地の魅力を高める 

３）明石のファンを増やす 

 

戦略の柱５ 一人ひとりの成長を支える 

１）子育て家庭を支える 

２）質の高い教育を推進する 

３）幅広い世代の意欲を育む 

 

参考 行政経営の展開 

１）参画と協働の仕組みづくりの推進 

２）自立した地方行政の推進 

３）市民ニーズに対応した行政経営 

４）組織力・職員力の向上 

５）健全財政の推進 



 

展開の方向１－１ 日常生活の安全性を高める 

項  目 実  績 

協働による防犯施策の

推進 

・地域防犯施策会議の開催 

・広報媒体を使った啓発活動 

・地域に出向く「出前講座」（７件） 

・明石防犯協会への活動支援 

・「あかし安全・安心市民大会」の開催 

・地域住民と連携した安全安心パトロール車による巡回パトロール 

安全管理体制の充実 

・イベントの安全対策（イベント検証数113件） 

・市民安全の日（若手職員を対象とする研修会を実施 出席者46名） 

・職員向け市民救命士講習の実施（受講者数305名） 

・市管理施設等の安全一斉点検(年３回) 

・民間事業者との通報協定に基づく危険情報等の収集強化(通報連絡用カードの

配布) 

交通安全対策の充

実 

・道路附属物の現状を把握するため、試験的に職員による点検を行った結果、倒
壊の危険性のある道路附属物を確認。点検状況（点検数：1,409基／補修件
数 ：13基）、３名体制で点検実施 

 

展開の方向１－２ 非常時の備えを万全にする 

項  目 実  績 

災害時要配慮者避

難支援の強化 

○災害時要援護者名簿の自治会提供の拡大 

・平成27年度中に14団体増加、475団体中108団体に提供 

○障害者向け防災訓練の実施 
○「明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例」の制定 

浸水対策の促進 

○雨水管渠等の整備 

・桜町雨水管布設工事 

・瀬戸第３号雨水幹線（鈴谷工区）布設工事 

住宅や公共施設など

建築物の耐震化の推

進 

○学校施設の非構造部材耐震化 

・非構造部材耐震化改修工事 

１）小学校（全28校） 

・屋内運動場の照明器具やバスケットゴールなどをワイヤー等で補強 

２）中学校（全13校） 

・屋内運動場の照明器具やバスケットゴールなどをワイヤー等で補強 

・武道場の吊り天井を撤去し、軽量天井を設置 

３）養護学校 

・屋内運動場の吊り天井を撤去し、軽量天井を設置 
 

○宅地耐震化の推進 

・大地震による大規模盛土造成地の活動崩落災害を防止するため、変動予測

で抽出した活動崩落の恐れがある造成宅地について、活動崩落防止工事を

実施することにより、宅地の耐震化を図る。 

【平成27年度実績】                                                                                                                                

・第２次スクリーニングへ移行する箇所の選定のための更なる調査・解析 

・これまでの調査・解析結果を基に大規模盛土造成地マップを作成、 
公表（兵庫県下も同時に公表） 

 

○耐震改修促進計画の見直し 

・平成28年４月に耐震改修促進計画を改定し、新たな10ヶ年計画を策定。 

・耐震性の低い住宅に対して無料の簡易耐震診断や県の耐震改修工事費の上

乗せ補助を実施。 

・出前講座や住宅セミナーによる耐震化の普及啓発を実施。 

 

戦略の柱 １  安全・安心を高める 
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展開の方向１－３ 健康な心と身体を維持する 

項  目 実  績 

地域医療確保の推進 

○医療政策懇話会の開催 

・明石市医師会と今後の事業展開について協議（１回開催） 

○歯科医療意見交換会の開催 

・歯科医師会と今後の事業展開について協議（２回開催） 

○在宅医療連携システムに係る会議に参加 

・市民病院や明石市医師会と今後の展開について協議(１回開催) 

歯科健診による虫歯・病

気の予防 

○妊婦歯科健康診査費の助成 

・虫歯は細菌感染によって引き起こされ、子どもの虫歯の始まりは母親から乳

児への唾液を介して伝播されることが一番多いとされていることから、妊婦

の口腔衛生の向上を図る。 

・対 象 者：妊婦歯科健康診査を受ける市民（妊娠届出数 約3,000人） 

・実施場所：市内指定歯科医療機関 

・実施方法：申請に基づき、妊婦歯科健康診査受診券（１枚）を交付 

・自己負担：500円 

 

○後期高齢者歯科健診の実施 

・高齢者の口腔機能低下による肺炎等の病気予防や生活の質の維持に役立てる

ため、平成27年度より歯科健診を行う。 

・対 象 者：75歳以上の市民 

・内 容：問診、歯科健診、摂食・咀嚼（そしゃく）・嚥下（えんげ）機

能等のチェック、歯科保健指導 

【平成27年度実績】 

・実施場所：保健センター  

・実施回数：年間５回開催 受診者数 67人 

 

展開の方向１－４ 共に生きるための支え合いを充実する 

項  目 実  績 

社会福祉協議会と連携

した地域福祉活動の推

進 

○相談者の利便性の向上と福祉施策の一体的な実施を図るため、高齢者や障害者

の３つの相談窓口を総合福祉センターの１階に集約。 

・明石市基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター『ほっと』 

・明石市社会福祉協議会地域包括支援センター 

・明石市後見支援センター 

高齢者に対する生活支

援の充実 

○明石市後見支援センター（開設日：平成27年４月１日） 

＜主要事業＞ 

・後見、権利擁護等に関する専門相談・専門支援 

・後見及び市民後見、権利擁護等に関する広報･啓発、情報提供 

・法人後見の受任、推進事業等 

・市民後見人の養成及びサポート 

・後見、権利擁護等の支援ネットワークの形成 

・後見、権利擁護等に関する研修、調査研究事業等 

 

○認知症高齢者に対する支援の充実 

・キャラバン・メイト養成研修の開催 

認知症に対する正しい知識と具体的な対応方法等を市民に伝える講師役であ

るキャラバン・メイトの養成について、これまで実施してきた兵庫県の養成

研修等に加え、本市においても養成研修を実施。 

・認知症啓発推進月間の推進 

認知症に対する一層の市民理解を促進するため、「明石市認知症啓発推進月

間」を設定し、啓発事業を集中的に実施。 

・実施期間：毎年９月１日～30日の１ヶ月間 
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・実施内容：市ホームページをはじめ、各種広報媒体を活用した周知・広報 

ポスターやリーフレットによる広報 

介護予防教室や認知症サポーター養成講座等の開催 

○認知症地域支援推進員の配置 

・地域における支援体制の構築や医療と介護との連携強化を図るため、地域の

団体・組織や介護サービス事業所、医療機関等をつなぐコーディネーターと

しての役割を担う「認知症地域支援推進員」を市内に２か所ある地域包括支

援センターにそれぞれ１名配置。 

 
 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

１－１ 

スクールガード登録者数 
5,196 人 
（H26.4） 

5,260 人 
（H27.4） 

5,427 人 
（H28.4） 

出火率（人口１万人あたりの出火率） 
2.7％ 

（H25 年） 
2.7％ 

（H26 年） 
1.7％ 

（H27 年） 

救急自動車による傷病者収容時間※ 
35.4 分 

（H25 年） 
38.8 分 

（H26 年） 
37.0 分 

（H27 年） 

人口１万人あたりの交通事故発生件数 
60.9 件 

（H25 年） 
52.4 件 

（H26 年） 
58.7 件 

（H27 年） 
「お住まいの地域の道路を通行するのは安全であ
る。」と答えた市民の割合 

－ － 
46.0％ 

（H24.4） 

１－２ 

「防災対策を実施している」と答えた市民の割合 － － 
26.8％ 

（H24.4） 

住宅の耐震化率（推計） 
87.0％ 

（H26.3） 
88.1％ 

（H27.3） 
88.7％ 

（H28.3） 

雨水施設整備率(都市浸水対策達成率) 
48.4％ 

（H26.４） 
48.5％ 

（H27.4） 
48.8％ 

（H28.4） 

１－３ 

市民病院の常勤医師数 
53 人 

（H26.3） 
54 人 

（H27.3） 
54 人 

（H28.3） 

「かかりつけ医を持っている」と答えた市民の割合 
68.6％ 

（H24.4） 
－ 

69.2％ 
（H27.2） 

「日常生活の中で、健康のためによい生活習慣（食事
や運動など）に取り組んでいる」と答えた市民の割合 

65.9％ 
（H24.4） 

－ 
63.7％ 

（H27.2） 

１－４ 

「支援が必要な方を地域で支え合う地域福祉活動が
推進されている」と答えた市民の割合 

37.1％ 
（H24.4） 

－ 
32.9％ 

（H27.2） 
「普段の生活で何か困ったときに、相談できる人が
周りにいる」と答えた市民の割合 

71.0％ 
（H24.4） 

－ 
69.1％ 

（H27.2） 

施設入所者の地域生活移行 
41 人 

（H26.3） 
45 人 

（H27.3） 
57 人 

（H28.3） 
 

 ※平成 26 年より「出動から病院収容所要時間」の取り扱いが「119 番通報から病院収容所要時間」に

変更 
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展開の方向２－１ 主体的な地域活動、市民活動を広げる 

項  目 実  績 

協働のまちづくりの 

推進 

○地域事務局支援事業の実施 

・補 助 額：上限200万円/年（１校区あたり） 

・交 付 先：校区まちづくり組織 

・対象経費：事務局員の人件費、事務局の活動や運営に係る経費 

＜地域事務局が担う役割＞ 

・まちづくり組織全体の発展に向けた調整 

・まちづくり組織の活動の推進と進捗管理 

・各種会議の運営 

・地域住民や団体との調整 

・会計事務、広報活動、雇用に係る事務 など 

   （参考：実施校区） 

平成27年度：和坂、花園、江井島、魚住、中崎、鳥羽、錦が丘小校区 

 

○まちづくり計画書策定に対する支援 

・各校区のビジョンや方策を定めた「まちづくり計画書」の策定過程における、

組織力強化の取組に対して、希望する校区を対象に補助金を交付する。 

・補 助 額：40万円 

・取組期間：原則２年以内 

・交 付 先：校区まちづくり組織 

＜組織力強化の実践例＞ 

・ワークショップの実施 

・校区単位の広報紙の発行 

・規約の見直し など 

平成27年度～：中崎、和坂、花園、鳥羽、山手、錦が丘、清水小学校区 

自治会等への加入

率の向上 

・自治会、町内会加入促進マニュアルを市内全自治会に配布するとともに、新自治

会長研修会において未加入世帯への働きかけ方のノウハウを共有するために活

用。 

・自治会加入促進のチラシを作成し、市民課等の窓口で市内転入世帯への加入を呼

びかけるとともに、開発業者を通じ住民に配布。 

・自治会加入促進のポスターを作成し、単位自治会の掲示板や不動産業者の店舗等

に掲示し、未加入世帯及び市内転入世帯への加入を呼びかけ。 

・西脇土地区画整理エリアにおいて、隣接自治会・校区連合と連携し、自治会未結

成エリアへ自治会設立の働きかけを実施。 

 

 

展開の方向２－２ 高齢者の地域での活動の場を広げる 

項  目 実  績 

高齢者の地域生活の

支援 

○協力事業者との高齢者見守り協定の締結 

・高齢者が住み慣れた地域で安全に安心した生活を送ることができるよう、事業

活動を通じて、高齢者と接する機会の多い配食サービス事業者等15団体と高齢

者の見守りに関する協定を締結。 

戦略の柱 ２  自立した温かい地域コミュニティをつくる 
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展開の方向２－３ 認め合う開かれた地域をつくる 

項  目 実  績 

人権教育・人権啓発

の推進 

○戦後70年平和祈念事業の実施 

・あかし平和のつどいの開催 

  犠牲者への哀悼の意を表すとともに、平和の大切さを次世代に継承し、世界の

恒久平和を願うため、平和祈念式典及び平和映画会を開催。 

・平和啓発冊子及び啓発映画の作成 

  明石市が空襲により多くの被害を受けたことを知り、平和の大切さを感じ、平

和を守り続ける心と態度を育むため、平和啓発マンガ、啓発資料、啓発映画を

作成。 

・平和パネル展の開催 

  市民の平和意識の向上を図るため、明石の空襲に関する当時の写真や啓発マン

ガ、啓発資料の内容、平和首長会議提供の原爆被害に関する写真パネルを展示

し、広く市民の方々に紹介。 

・平和の語り部事業（戦争体験に関する講演会の実施） 

  平和の大切さ、命の大切さを次世代に継承し、平和意識を高めるため、戦争体

験者が語り部となって小中学校や地域で講演。 

男女共同参画の

推進 

○女性の活躍推進 

・女性の男女共同参画担当部長職を設置し、県下の市町で最多となる３人の女性

を部長級職員へ登用。女性の活躍を直接的、間接的に支援できる体制を整え

た。 

・広報あかし特集号発行や「あかし女性応援フォーラム」を開催するなど、女性

の活躍推進に向け、機運の醸成を図った。 

・広報あかし特集号「輝く女性」の発行 

・女性活躍推進に向けた座談会の開催（67名参加） 

・「あかし女性応援フォーラム」の開催（220名参加） 

・男女共同参画を直接の目的としない団体を含め多様な分野からなる関係者によ

り、女性活躍に向けた課題や環境の整備、ネットワーク構築などについて意見

交換を行った。 

・ネットワーク発足準備会の開催（計３回、延べ60名参加） 

・女性活躍推進法に基づく「明石市特定事業主行動計画」や市町村推進計画を策

定した。（H28.４） 

・特定事業主行動計画策定庁内検討会議の開催（計２回） 

・庁内職員意識調査・女性職員などへのインタビューの実施 

 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

２－１ 

「この１年間に、地域のまちづくり活動に参
加した」と答えた市民の割合 

27.1％ 
（H24.4） 

－ 
29.6％ 

（H27.2） 

コミュニティ・センター利用者数、利用件数 
1,129,764人 

61,407件 
（H25年度） 

1,137,625人 
60,384件 

（H26年度） 

1,110,371人 
59,744件 

（H27年度） 

自治会加入率 
77.6％ 

（H26.4） 
76.2％ 

（H27.4） 
75.6％ 

（H28.4） 

２－２ 
「生きがいを持って暮らしている」と答えた
60歳以上の市民の割合 

63.5％ 
（H24.4） 

－ 
59.7％ 

（H27.2） 

２－３ 

「家庭において家事を行っている」と答えた
市民の割合 

－ － 
48.0％ 

（H24.4） 

人権は人が幸せに暮らしていく上で大切なも
のであると考える人の割合 

－ － 
88.7％ 

（H24.4） 
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展開の方向３－１ 自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる 

項  目 実  績 

ごみ減量化への取

組（一般廃棄物処

理基本計画の見直

し） 

・「みんなでつくる循環型のまち・あかしプラン」（平成23年度～平成32年度）に

ついての改定業務 

・ごみ減量化推進における、地域の指導者としてのごみ減量推進員・協力員制度へ

の支援 ごみ減量推進協力員数：1,579人 

・明石クリーンセンター、リサイクルプラザ見学でのごみ減量化啓発業務                                                                                                                                                                                                      

見学者数： 2,994人 

・不要家具の再生利用業務(明石クリーンセンター常設展示での有償化による提供) 

配布実績： 116点 

・レジ袋削減協定締結事業者とともに、マイバッグ等の持参を呼びかけ、レジ袋削

減に積極的に取り組む。 削減率：89.4％ 

・大規模事業所に対する減量計画書等の作成及び提出、一般廃棄物処理許可業者に

対し、適正処理の推進  市内対象事業所：81事業所 

持続可能な社会の実

現 

○喫煙防止、マナーアップ運動の拡大 

・喫煙防止・マナーアップ区域における喫煙防止運動の推進及び喫煙所の設置。 

・喫煙所の適正管理、清掃、パトロールの実施 

・西明石駅前における喫煙所の設置 

 

○自然生態系保全都市の推進 

・こども用の生物多様性啓発ＤＶＤの作成 

・自然環境調査 

・アカミミガメ防除調査及び外来種による環境への影響調査 

・環境学習イベントの開催 

 

展開の方向３－２ スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 

項  目 実  績 

文化芸術に触れ、親

しむ機会や場の充実 

○子どもを健やかに育む文化芸術施策の実施 

・芸術祭等の開催 

音楽、美術、伝統芸能など７部門で実施。吹奏楽の夕べ、音楽のつどいでは中高生が 

多数出場、美術展にはジュニア部門を設け小中学生の作品を募集。茶会、いけばな展 

では小学生の体験教室を実施。 

・文芸祭の開催 

随筆、小説など７部門で実施。俳句、川柳、短歌にジュニア部門を設け小中学生の 

作品を募集、優秀作を表彰。茶会、いけばな展では小学生の体験教室を実施。 

・街角イベントの推進 

中高生の吹奏楽コンサート等を月１回開催。 

・市民交響楽団（たこフィル）の支援 

小学生から高校生による弦楽オーケストラ（明石フィルハーモニー・ジュニアオーケ 

ストラ）及び初心者向けの基礎コース教室開催を支援。 

・明石将棋フェスティバルの開催 

中学生以下を対象とする青少年将棋大会等を開催。 

 

○市芸術祭の開催 

・本市の文化芸術活動の一層の振興を図るため、市民が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造

活動に取り組む機会を提供。 

・吹奏楽の夕べ 

・邦舞・邦楽のつどい 

・明石ステージアート2015 

・茶会、いけばな展、美術展 など 

戦略の柱 ３  明石らしい生活文化を育てる 
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スポーツが身近に

楽しめる機会や場

の充実 

○生涯スポーツの推進 

・すべての市民が、健康で明るく豊かな社会生活を営むために、自らの健康・体

力の維持増進を図れるよう、スポーツに親しむ機会等を提供。 

・市民ショートテニス大会の開催 

・ショートテニス教室の開催（４回） 

・スポーツ教室の開催（17種目、45教室） 

・明石市総合体育大会、スポーツ大会の開催 など 

 

○こどもスポーツ探検プログラムの実施 

・スポーツチャレンジ！ 

明石市体育協会やスポーツ推進委員会に委託し、未就学児等を対象とした各

種スポーツ教室等を開催。 

・ヴィッセル神戸連携事業 

従来の少年サッカークリニックやトップ選手による小学校訪問に加え、幼児

等を対象とした親子サッカー教室を開催。 

・集まれ野球っ子 

プロ野球ＯＢによる小学５、６年生を対象とした野球教室を実施。 

・サイクルスポーツ 

プロ競輪選手等による自転車の正しい乗り方から競技に関する教室を実施。 

 

展開の方向３－３ 食・海・時を暮らしに生かす 

項  目 実  績 

食のブランド力の向上 

(明石産品ブランド化) 

○明石産品ブランド化事業 

・市場開拓と販路拡大につながるような商談会への参加。 

・明石産品を魅力的な観光資源として活用し農水産商業者等と連携した消費者へ

の一体的なプロモーション。 

・明石産品を活用した新商品や加工品の開発。 

・テレビや新聞等のメディアを駆使した効果的なＰＲ事業。 

（平成27年度実績） 

・生産者とともにノリの新５大ブランド開発・発表とともにのぼり・シールパン

フレットなど販売促進ツールの充実と、市内32店舗の参加により「明石新のり 

恵方巻まつり」を開催。 

・日本最大級の商談会シーフードショーに出展。 

海岸線の利活用 

○大蔵海岸の整備と利用促進 

・ビーチサッカー全国大会等の誘致に向けた、白砂ゾーンの拡充。 

・多目的広場等指定管理施設の利用促進。 

 

○大蔵海岸における民活施設用地の更なる有効活用を検討 

・土地の実勢価格や適正賃料の算出を行うとともに、地区計画により制限を受け

ている業種も含めた25事業者に対してヒアリング行い、ニーズ調査を実施。 

 

○明石海岸(西部地区)の利活用 

・マナーアップ 

バーベキュー可能区域のある林崎・松江海岸に啓発誘導員を配置し、海岸利

用者へバーベキュー等のゴミの持ち帰りを啓発するとともに、林崎から西岡

の海岸においては、夜間花火禁止などを啓発。 
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時のまち明石の発信 

○時のまちの発信 

・民間団体が行う「時」をテーマとしたイベントや活動に対して助成。 

・時の記念日（６月10日）を中心に開催される「時のウィーク」など、「時」

や「若者の交流」をテーマとするイベントへの助成。 

・時の記念日を国民の祝日にするための「時の記念日祝日化運動」への助成。 

 

○天文科学館開館55周年記念事業の開催 

・特別展「時の記念日」展（６月～７月中旬）  

時の記念日の歴史や全国で実施している行事を紹介。 

・漏刻祭再現事業（国内初） 

・国立天文台副台長 渡部潤一氏講演会 

・トケイソウ配布 

・14階展望室整備 

・展示、内装等の充実 

・記念グッズの製作、販売 

 

○シゴセンジャー10周年記念事業の開催 

・シゴセンジャーデビュー10周年記念イベント 

・シゴセンジャーの顔出し看板の製作 

・記念グッズの製作、販売 
 
 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

３－１ 

家庭系燃やせるごみの１人１日あたり排出量 
515g/人･日 
（H25年度） 

510g/人･日 
（H26年度） 

502g/人･日 
（H27年度） 

温室効果ガス排出量の削減率 
3.7％ 

（H23年度） 
-1.8％ 

（H24年度） 
集計中 

（H25年度） 

「省エネ行動に取り組んでいる」と答えた市民
の割合 

77.1％ 
（H24.4） 

－ 
71.2％ 

（H27.2） 

市内又は住んでる地域に、誇れる景観があると
答えた市民の割合 

－ － 
57.1％ 

（H24.4） 

市民一人当たりの都市公園面積 
6.99㎡ 

（H26.4） 
7.02㎡ 

（H27.4） 
6.99㎡ 

（H28.4） 

「身近な地域に緑が多い」と答えた市民の割合 
54.4％ 

（H24.4） 
－ 

49.9％ 
（H27.2） 

３－２ 

「週１回以上スポーツをしている」と答えた 
成人の割合 

42.8％ 
（H24.4） 

－ 
41.7％ 

（H27.2） 
「この１年間、自由時間の過ごし方において、
文化芸術を鑑賞したり参加、創造活動を行っ
た」と答えた市民の割合 

23.8％ 
（H24.4） 

－ 
19.9％ 

（H27.2） 

文化芸術イベントの鑑賞人数 
22,750人 

（H25年度） 
25,340人 

（H26年度） 
26,024人 

（H27年度） 

３－３ 

「明石産の農産物を意識して食べる」と答えた
市民の割合 

－ － 
47.6％ 

（H24.4） 

魚食普及や食育活動の実施件数・参加者数 
99件 

4,042名 
（H25年度） 

45件 
2,407名 

（H26年度） 

35件 
2,001名 

（H27年度） 

「明石産の水産物を意識して食べる」と答えた
市民の割合 

53.8％ 
（H24.4） 

－ 
57.0％ 

（H27.2） 
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展開の方向４－１ 地域産業を元気にする 

項  目 実  績 

地域産業への支援

の充実 

○プレミアム付商品券の発行 

・市内店舗で利用できるプレミアム付商品券の発行 

・プレミアム率20％の商品券の発行（6,000円分の商品券を5,000円で販売） 

実施期間： 平成27年9月1日から平成27年12月31日まで 

取扱店舗数： 1,008店舗 

発行総額： 952,392千円 

発行冊数： 消費喚起（販売） 138,990冊 

生活支援（給付）  19,742冊 計 158,732冊 

※消費喚起の他、生活支援を図る目的で、多子世帯、ひとり親の子ども、障

害のある子ども、要介護高齢者及び転入者に商品券を給付。 

・プレミアム率50％の商品券の発行（6,000円分の商品券を4,000円で販売） 

実施期間： 平成27年11月15日から平成27年12月31日まで 

取扱店舗数： 276店舗 

発行総額： 33,630千円 

発行冊数： 消費喚起（販売） 5,605冊 

 

○明石半夏生たこまつりの開催 

・関連団体により組織された実行委員会が行う事業に対し、その経費の一部を助

成するなど、支援を行う。 

【実施事業】 

・小学校給食でのタコを使った献立の提供 

・明石だこのふるまい   ・半夏生たこまつり  

・半夏生七夕夜市     ・リーフレット、ポスターの作成 

・さかなクンとのコラボイベント 

【実施時期】 

・平成27年７月初旬～中旬 

 

展開の方向４－２ 中心市街地の魅力を高める 

項  目 実  績 

明石駅前南地区

の市街地再開発

の促進 

○明石駅前南地区再開発事業の促進  

・明石駅前南地区第１種市街地再開発事業に対する支援の実施 

・国道２号立体横断歩行者道路整備工事の施工 

・市民図書館等再開発ビル内公共施設の内装工事の施工 

公共交通の利便

性の向上 

○賑い・活力の創出、環境負荷の低減 

・中心市街地の路地整備 

戦略の柱 ４  まちを元気にする 
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展開の方向４－３ 明石のファンを増やす 

項  目 実  績 

観光資源の戦略

的な発信 

○明石焼きを活用した明石の魅力発信 

・Ｂ-１グランプリを利用した観光ＰＲ 

・平成27年度Ｂ-１グランプリ全国大会が開催される青森県十和田市において、

全国大会に先立ち、地元テレビ局、新聞社などのマスメディアを対象にプロ

モーション活動を実施。 

・Ｂ-１グランプリ出展団体への経費の補助。 

 

○明石焼店舗全国調査 

・国内の明石焼店舗の出店状況を調査し、店舗リストを作成するとともに、観光

協会会員への勧誘を行う。 

・エリアを分けて中期的に取り組むため、27年度は東北方面の調査を実施。 

 

○ミラノ国際博覧会 

・イタリア・ミラノで開催される「ミラノ国際博覧会」に兵庫県が出展するのに

合わせて、「明石焼（玉子焼）」を提供・ＰＲするなど明石の観光プロモーシ

ョンを実施。 

 

○さかなクンを活用した明石の“たからもの”発信  

・８月８日「ギョギョっとびっくり！たこさんのお話」「明石の海に住むたこさ

んお魚さん」を開催。 

東京海洋大学客員准教授でもあるさかなクンがイラストや写真を用いて明石

だこを中心に明石の魚について解説し、「タコのまち・魚のまち」明石の魅

力を市内外に向けて発信。 

・「半夏生ＰＲ」（※再掲） 

半夏生に合わせて行われる「明石だこ」のＰＲイベントにさかなクンが参加

し、各種団体と一緒にＰＲを実施。 

 ・７月１日 文化振興課のイベントとコラボし、「明石の海に住むたことお魚イラ

スト展」を開催。 

さかなクンの描いた明石の海に住むタコや魚のイラストを展示するととも

に、子どもたちが描いた明石のタコや魚の絵を展示し、市内外に向けて本市

の魅力を発信。 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

４－１ 

「日常の買物が便利である」
と答えた市民の割合 

75.1％ 
（H24.4） 

－ 
75.3％ 

（H27.2） 

認定農業者数 
44人 

（H26.3） 
44人 

（H27.3） 
41人 

（H28.3） 

漁業生産力の減少率 
就業者：-1.2％ 
漁家戸数：-1.9％ 

（H25.12） 

就業者：-1.5％ 
漁家戸数：-9.2％ 

（H26.12） 

就業者：-3.5％ 
漁家戸数：-3.5％ 

（H27.12） 

有効求人倍率 
0.69倍 

（H26.3） 
0.73倍 

（H27.3） 
0.84倍 

（H28.3） 

４－２ 
中心市街地の歩行者・自転車
通行量 

19,121人 
（H25.10） 

21,071人 
（H26.10） 

19,352人 
（H27.10） 

４－３ 
観光入込客数（年間トータル分） 

4,719,293人 
（H25年度） 

4,898,623人 
（H26年度） 

5,057,866人 
（H27年度） 

宿泊客数（年間トータル分） 
276,269人 
（H25年度） 

295,484人 
（H26年度） 

309,429人 
（H27年度） 
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展開の方向５－１ 子育て家庭を支える 

項  目 実  績 

子育て家庭への育児支

援や相談体制の充実 

○子育てハッピータウンあかし事業の推進 

・「子育て応援のまち」宣言 

子育てにやさしいまちづくりを進めていることを市内外に向けて広くＰＲ

し、一層の推進を図るため、「子育て応援のまち」を宣言。（「明石市子育

て応援企業認定事業」のオープニングイベントにおいて実施） 

・明石市子育て応援企業認定事業 

・企業による子育て支援への取組を促進、広く紹介することにより、安心して

子どもを産み育て、子どもが健やかに育つまちづくりを進める。 

・認定制度を周知するオープニングイベントを開催し、市の子育て支援への協

力や独自の子育て支援を行う企業を募り明石市子育て応援企業として認定を

行う。 

 

○「あかし子育て応援メッセ」の開催 

・明石市の充実した子育て環境をＰＲするため、子育て支援施策や子育て応援

企業の取組等の情報を発信する「明石子育て応援メッセ」を開催。 

 

○子育てスタート応援事業 

・出産後間もない保護者の負担を軽減し、安心して子どもを育てる環境を整え

るため、生後６カ月未満児の保護者に対して家事援助等のヘルパーの派遣

（１時間×２回、無料）を行うとともに、子育て支援情報を提供。 

 

○子育て情報発信事業 

・子育て支援施策のより一層の利用促進を図るとともに、これまで子育て支援

情報を得る機会が少なかった親に対しても的確に情報が届く環境を整備する

ため、スマートフォン向けの子育て応援アプリを開発。 

児童虐待防止の取り組

みの強化 

○こどもスマイル100％事業の充実 

・乳幼児全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）で子どもの健康状態を確認

できない家庭に対し、子育て支援課職員および委託する看護職も加え、日中

および夜間に家庭訪問を実施。 

・子どもの安全確保ができない場合や保護者が拒否する場合、児童手当の支給

方法を一旦現金の手渡しに変更し、手渡し時に子どもの安全確認を実施。 

待機児童の解消に向け

た取り組みの実施 

・待機児童の解消及び就学前教育・保育の拡充を図るため、保育所入所待機児童

の多い魚住地区に私立保育所を平成28年４月１日に開園し、約60名の受け入れ

枠を拡大。 

 

展開の方向５－２ 質の高い教育を推進する 

項  目 実  績 

安全・快適な教育環

境の整備 

○小・中学校規模の適正化等の推進 

・「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」の策定（H28.１） 

・大久保小学校の過大規模対策（H28.４実施） 

・１回目通学区域変更（H26.12決定）：対象者への周知、各種特例対象者

（在校生・新入生等）への意向調査、通学路安全対策 

・２回目通学区域変更（H28. ３決定）：対象者への周知 

 

○中学校給食実施に向けた取組 

・西部給食センター 建物、厨房工事等の契約、施工 

・東部給食センター 土壌調査、専門家会議、方向性決定 

・運営面 モデル各校の実情に応じた個別調整（衛生管理、食物アレルギー対

応委員会設立運営、配膳方法、食育指導等）、徴収システム開発、調理等委

託業者選定 等 

戦略の柱 ５  一人ひとりの成長を支える 
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○学力向上の推進 

・希望する小中学校に学生スタッフを派遣し、教員を補助するとともに、児童

生徒の学習をサポート。 

・小学校５年で、１クラスあたり36人以上の学級を有する学校、６年で、１ク

ラスあたり36人以上の学級を有しかつ３学級以上有する学校に、市費負担非

常勤講師を学年に１名配置。 

・明石市「全国学力・学習状況調査」分析委員会を組織し、本市の結果を分

析、検証の上、課題解決に向けた方策等をまとめ、報告会を開催。 

・各学校が、確かな学力の向上にむけたプランを作成し、取り組みを実施。 

・教員ＯＢや地域住民の協力による、小学３年児童を対象とした「わくわく算

数教室」、中学校生徒を対象とした「数学英語応援団」（「ひょうごがんば

りタイム」）、小中学生を対象とした「おもしろドキドキ科学教室」を実

施。 

共に生きる心の育成 

○不登校対策 

・「ストップ不登校あかし」システム説明会の開催及び全校実施 

・欠席１日目の電話連絡と連続欠席２日目の家庭訪問 

・断続欠席２～６日目の電話連絡と家庭訪問 

・連続欠席３日目または断続欠席７日目のＦＡＸ提出 

・「登校サポートシート」活用による、中学１年生での新たな不登校生の減少

に向けた小中連携の実施 

・年３回の不登校対策研修会の実施 

・明石市適応教室「もくせい教室」の運営と、通所生に係る学校訪問 

・「もくせいサテライト教室」の年９回の開催 

・市単スクールカウンセラーの配置による、中学校の不登校支援体制の整備 

・教育相談の充実 

・教育相談員、専門相談員による電話や面接での教育相談 

・主任スクールソーシャルワーカー、主任スクールカウンセラーを学校に派

遣しての教育相談 

 

展開の方向５－３ 幅広い世代の意欲を育む 

項  目 実  績 

学習、情報収集のため

の環境づくりの推進 

○「本のまち明石」の推進  

・関連イベントの実施 

あかし市民図書館開館プレイベント「図書館オープンスクール」、「子ども 

に伝えたい本感動大賞」、「音読朗読発表会」等のイベントを実施。 

・電子図書館サービス  

・図書館において電子書籍の貸出を開始。 

・学校園との連携 

学校園への図書館資料の団体貸出のため、巡回車の運行を開始。 

生涯学習の場の充実 

○あかねが丘学園（本校）の学習拠点の移転 

・現在のあかねが丘学園本校舎（旧松が丘南小学校）は、築43年が経過してお

り耐震工事も未実施である。安全性・利便性を確保するため、生涯学習セン

ターに学習の拠点を移し、市所有施設の有効活用を図る。 

・新１、２年生を生涯学習センターで受入れ。 

※生涯学習センター休館日（月曜日）を活用して実施 

※新３年生（現２年生）は、現在のあかねが丘学園で卒業まで学習 
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施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

５－１ 

乳幼児健康診査の受診率 

4か月児健康診査 
95.6％ 

1歳6か月児健康診査
94.5％ 

3歳児健康診査 
94.8％ 

（H25年度） 

4か月児健康診査 
96.9％ 

1歳6か月児健康診査
97.5％ 

3歳児健康診査 
97.5％ 

（H26年度） 

4か月児健康診査 
96.9％ 

1歳6か月児健康診査
96.8％ 

3歳児健康診査 
98.1％ 

（H27年度） 

待機児童数 
76人 

（H26.4） 
156人 

（H27.4） 
291人 

（H28.4） 

「子育てが楽しい」と答えた 
子どものいる親の割合 

－ － 
75.3％ 

（H24.4） 

５－２ 

市立学校における学習指導に
対する保護者の満足度 

52.1％ 
（H24.4） 

－ 
64.9％ 

（H27.2） 

市立小中学校施設の耐震化率 
98.1％ 

（H26.4） 
100％ 

（H27.4） 
100％ 

（H28.4） 

新体力テストにおける本市 
平均値と全国平均値との比較 

上回る 5項目 
同程度 21項目 
下回る 124項目 

（H26.3） 

上回る   6項目 
同程度  21項目 
下回る 123項目 

（H27.3） 

※現時点で全国平
均値が出ていない

ため、不明 
（H28.3） 

不登校になっている児童生徒
の割合 

1.47％ 
（H25年度） 

1.44％ 
（H26年度） 

1.51％ 
（H27年度） 

５－３ 

「この１年間に何らかの生涯
学習を行った」と答えた市民
の割合 

14.1％ 
（H24.4） 

－ 
12.4％ 

（H27.2） 

市立図書館（西部図書館含
む）の図書貸出冊数 

1,734,042冊 
（H25年度） 

1,746,236冊 
（H26年度） 

1,723,844冊 
（H27年度） 

「この１年間に国際交流活動
に参加した」と答えた市民の
割合 

4.5％ 
（H24.4） 

－ 
6.2％ 

（H27.2） 
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明石市第５次長期総合計画では、戦略の５つの柱や個別計画に基づく施策を着実に推進するため、

行政経営の展開方針について定めています。 

ここでは、展開の方針ごとの取り組み実績を紹介します。 

 

展開の方針１ 参画と協働の仕組みづくりの推進 

項  目 実  績 

市民が市政に参画しやすい

環境づくり 

○小学校区単位のまちづくり 

・「明石市協働のまちづくり推進条例」の制定に向け、条例検討委員会を

２回開催し、協働のまちづくり推進の仕組みや協働のまちづくり推進組

織の要件等について最終提言書の受領を受け、平成27年12月議会に条例

案を提出、平成28年４月１日より施行。 

・校区まちづくり組織の事務局構築を支援する「地域事務局支援事業」を

７校区（花園、和坂、江井島、魚住、中崎、鳥羽、錦が丘）で開始。 

 

○明石市自治基本条例の検証 

・所管部課及び庁内検証会議による確認・検証作業の実施。 

・市民検証会議を設置し、市民参画による会議を３回開催。 

 

展開の方針２ 自立した地方行政の推進 

項  目 実  績 

地方分権に向けた取り組

みの推進 

○中核市移行に向けた取組 

・平成30年４月の中核市移行に向けて兵庫県との連絡会議を設置し、移譲

対象事務の整理や財政影響の積算を行った。 

・中核市に必置とされている保健所について、必要となる機能を整理する

とともに候補地の選定を進め、市立産業交流センターを改修して整備す

る方針を決定。 

 

○地方分権の推進に向けた取組 

・全国施行時特例市市長会における年２回の総会や部会・研究会活動等を

通じ、「中核市移行に向けた支援を求める要望」や「地方分権の確立に

向けた要望」を取りまとめ、国及び関係機関への提言活動を実施。 

 

展開の方針３ 市民ニーズに対応した行政経営 

項  目 実  績 

戦略的な広報活動の展開 

○あかしこども新聞の発行 

・明石の未来を担う子どもたちに「海と魚」「歴史・文化」「自然」な

ど、明石の魅力を発信するとともに、明石市が行う施策を分かりやすく

伝えるため、広報あかし特別号として「あかしこども新聞」を発行。 

・記事内容：明石の魅力や施策を子どもの目線で紹介 

・発行部数：131,000部（広報あかしに挟み込みほか、市内小学校で全生

徒に配布） 

・発行時期：平成27年７月15日 

参 考   行政経営の展開 
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項  目 実  績 

市民相談機能の充実 

○各種特別相談の実施（1,696件） 

○こども養育支援事業の充実 

・明石市こども養育支援ネットワーク連絡会議の開催（2回） 

・市職員を対象とした庁内研修会「親の離婚とこども気持ち」の開催 

・親の離婚等を経験したこどもを対象とした「こどもふれあいキャンプ」

の実施（10名参加） 

○無戸籍者支援の実施 

・「無戸籍者のための相談窓口」の実施 

・民間団体を通じた精通弁護士の紹介 

・無戸籍者総合支援検討会議の開催 

・無戸籍者総合支援タスクフォースの設置 

・市職員を対象とした庁内研修会「無戸籍問題と本市における取り組み」

の実施 

・「戸籍がない方のためのサポートパンフレット」の作成 

 

展開の方針４ 組織力・職員力の向上 

項  目 実  績 

柔軟で機動的な組織体制

の整備 

・時代の変革や新たな市民ニーズに対応し、より簡素で効率的に事務を執行

するための組織を編成。 

・H27年度：１局 18部 20室 82課 207係 

・H28年度７月：１局 18部 22室 81課 204係 

 

展開の方針５ 健全財政の推進 

項  目 実  績 

財政健全化に向けた取り

組みの推進 

○財政健全化の推進 

・「財政健全化推進計画」に基づき、財政健全化推進協議会及び財政健全

化推進市民会議等での協議、市民意見の聴取を行いながら、次の取組を

推進。 

・市役所内部の取り組み 

・業務委託のさらなる推進（卸売市場の指定管理者制度導入、小学校

給食調理業務の民間委託拡大等） 

・人件費の削減（正規職員数削減、地域手当引き下げ、時間外勤務削

減等） 

・複数施設の電力調達一括入札 

  ・事務事業の見直し 

・市に裁量のある事業（ソフト事業）の見直しについて、実施する必

要性や金額の妥当性を検証し、平成27年度当初予算で約3,000万円を

削減。 

  ・公有財産の有効活用 

・行政財産として使用しなくなった土地について、順次、売却。 

   平成27年度売却収入：34箇所(44筆)で約２億6,000万円 

 

○公共施設配置適正化に向けた取り組み 

・「公共施設配置適正化実行計画」の策定に向けた取り組み 

「公共施設配置適正化基本計画」に基づき各施設の具体的な取り組み内

容を示す「公共施設配置適正化実行計画」の策定に向けて、財政健全化

推進協議会及び財政健全化推進市民会議等での協議のほか、有識者会議

からの提言の受領、市民アンケート及び意見交換会による市民意見の聴

取。 
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○先行した公共施設配置適正化の取り組み 

・高齢者大学校あかねが丘学園を生涯学習センターに移転。（生涯学習セ

ンターの休館日等を活用し複合化。平成28年４月に全面的に移転完了） 

・母子福祉施設であるさざなみ園に児童養護施設の機能を追加し民営化。

（平成28年４月に社会福祉法人へ施設譲渡。平成29年３月から事業開始

予定） 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方針 指  標 前々年 前年 直近 

方針１ 
「市の計画に意見を出したり、市の取
り組みに参加して活動したい」と答え
た市民の割合 

46.4% 
（H24.4） 

－ 
43.1% 

（H27.2） 

方針３ 
「明石市の広報紙をほぼ毎回読む」と
答えた市民の割合 

61.9% 
（H24.4） 

－ 
55.1％ 

（H27.2） 

方針４ 
職員一人当たりの市民の数 

150.1人 
（H26.4） 

150.0人 
（H27.4） 

151.0人 
（H28.4） 

研修受講者数（人材開発課） 
2,379人 

（H25年度） 
2,485人 

（H26年度） 
1,387人 

（H27年度） 

方針５ 
経常収支比率 

93.2% 
（H25年度） 

93.9% 
（H26年度） 

91.1% 
（H27年度） 

基金残高 
7,405,930千円 
（H25年度） 

7,500,956千円 
（H26年度） 

7,820,431千円 
（H27年度） 
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