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平成29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29年10月23日（月） 15:00～16:30 

 

場 所 

 明石市役所 議室棟２階第３委員会室 

 

出席者 

田端会長、浅野副会長、伊藤委員、竹内委員、上田委員、杉本委員、西野委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

（会長） 

 ・今後、国において子育て・教育に力を入れていきたいという動きがある中、特に

子育ては明石市が先行的に実施し、人口が増えてきたという経緯がある。全国で

同じ政策が実施されれば、明石市の強みはなにかということが今後問われてくる

可能性があり、他市にはない魅力的な政策を実施しなければならない。政策評価

とそこからくみ取った課題を解決する魅力ある政策がこれから必要になってくる

だろう。 

・平成 28年度の実績評価を中心に、競争力のある政策を今後どう作っていくかとい

う観点からもご審理をいただきたい。 

 

３ 議 事 

⑴ 長期総合計画及び総合戦略の推進状況について 

※事務局から資料説明（資料１ 資料２‐１ 資料２‐２ 参考資料１） 

   

  （会長） 

・長期総合計画の戦略計画に基づく取り組み、地方創生の総合戦略に基づく取り組

みの実績を中心に説明があり、結果数値等についても確認して頂きたい。 

・長期総合計画と地方創生総合戦略という二つがあり、どちらも基本的な考え方は

同じで、子どもを中心としたソフト施策を充実させていくというのが明石市にお

ける考え方である。厳しい財政状況にある中、基本的に目指す方向は一緒であり、
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長期総合計画、総合戦略を進めていくにあたり、どこにもう少し力を入れたらい

いかご意見を伺いたい。 

・トリプルスリーなど目標数値も示されており、こうすれば数値があがるのではな

いかという観点からのご意見もお願いしたい。 

 

（委員） 

・資料 2‐1 の「20 代・30 代の人口増加数」において、数値の増加はしているもの

の目標値が 1,000 人と平成 28 年度のおよそ倍の数字になっている。この 3 年間は

50 人程度増加しているが、それを倍にするのは難しいと考える。「全国学力学習状

況調査の全国平均点を上回る科目数」も 75％から 50％に下がっているがどうお考

えか。 

・平成 28 年度実績の「待機児童対策に注力するため」や、「調査未実施」について、

目標に対してどうなっていくのか不安である。 

 

（会長） 

・残り 2 年間で目標数値を達成するには、相当なことをしないと難しいのではない

か。 

 

（事務局） 

・ＫＰＩは「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における 5 年後の目標数値であり、

平成 27 年に各自治体が総合戦略を策定し、数値目標を設定している中、明石市は

ＫＰＩを 13 項目設定している。 

・長期総合計画、総合戦略どちらも子どもを核としたまちづくりをメインに人口を

増やしていこうということで、一番目に「安心して子育てができるまちづくり」

のＫＰＩとして「20 代・30 代の人口増加数」を設定している。 

・明石のトリプルスリーの一つ「人口 30 万人」の数値は、平成 26 年から平成 27 年、

平成 27 年から平成 28 年と増加数が 500 人、750 人、平成 28 年から平成 29 年に

かけては年度途中であるが 1,500 人を超える伸びになっている。主な増加要因は、

20 代、30 代の転入者の増加であるので、「20 代・30 代の人口増加数」の目標を

1,000 人としてかなり高く設定している。 

・希望目標として設定したところもあり、人口の伸びに比べて、平成 27 年、平成 28

年の伸びが若干弱い部分はある。ファミリー層の転入増加対策として、子育て家

庭の経済的な負担の軽減が一番効果的ではないかと考えている。 

・明石市は、兵庫県下でも特に他市に先駆けて第二子以降の保育料の無料化、中学

生までの医療費の無料化を、所得制限なしで年間約 20 億円の予算をかけて実施し

ている。 
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・国の教育の無償化が実施されると、全自治体一率の子育て費用の負担軽減になる

ので、横並び状態となる。明石市が先行して投資してきた部分は新しい施策に使

えるので、新たな子育て施策、特にその後の教育の分野でも何かできないか、子

育て家庭への経済的支援につながるような取り組みを検討している。 

・二つ目の「良好な教育環境の整備」について、ＫＰＩは「全国学力学習状況調査

の全国平均点を上回る科目数」で、計画策定前の平成 26 年度は、全部で 8 科目あ

り 6 科目上回ったので 75％、平成 27 年度は 10 科目対象で 7 科目上回ったので

70％、平成 28 年度は 8 科目対象で上回ったのが 4 科目で 50％となっている。 

・目標の 100％にするには、全科目で明石市が全国平均を上回る必要がある。基礎学

力を高めるために、明石市は今年度から小学校 1 年生の 30 人学級を導入し、以前

に地方創生の交付金を活用し、全学校にタブレットを導入して、調べ学習の向上

等も図ってきた。 

・「20 代・30 代の人口増加数」、「全国学力・学習状況調査で全国平均点を上回る科

目数」については、子どもを核としたまちづくりを進める明石市として高い目標

を掲げて進めていくという意味も込めている。 

 

（事務局） 

・「調査未実施」の項目は、市民アンケートで調査している部分であり、毎年の調査

というのは難しいが、平成 31 年度には必ず 5 年間の取り組みの結果として、調査

する予定である。 

・「3 世代同居・近居への住宅取得費利用等の助成件数」について、「待機児童対策に

注力するため未実施」とあるのは、さらに待機児童数が増加する恐れがあるので

実施していない。総合的に見ると、全体的な人口増にはつながる一方で、待機児

童を増やす取り組みでもあるため、先送りの状態である。 

 

（会長） 

・数値目標を掲げておいて実現不可能ではないかという議論もあり、一方で当然あ

る程度見込をもっていたが、成果として想定したよりも富裕層、若い富裕層が来

ていないという現実がある。 

 

（事務局） 

・「20 代・30 代の人口増加数」について、人口は 5 年に 1 回の国勢調査を行い、毎

月の出生、死亡、転入、転出等の住民基本台帳に関する届に基づいて人口を推計

している。従ってベースとなる人口が 5 年に 1 回国勢調査で変わる。例えば平成

26 年から比べて平成 27 年は 2,000 人程度人口が増えているが、直近の国勢調査は

平成27年で、実際は国勢調査までの5年間で増えた分がこの内1,600人ほどあり、
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それを反映して平成 27 年の増加数になっている。 

・また毎月の増減で平成 27 年から平成 28 年は 300 人ほどの増、平成 29 年は 2,200

人ほど増と推計しているが、「20 代・30 代の人口増加数」も、実は平成 26 年から

平成 27 年は国勢調査で増えた分も反映しており、実際には毎月の増減で見ると増

えておらず、確か 300 人、400 人、547 人というようなペースで増えてきている。 

・人口も単純な増減では毎年 400 人、500 人、700 人というようなペースで最近は

増えている。内訳で見ると、20 代・30 代は、300 人、400 人、500 人と増えてき

ており、今年の人口増加数も 2,000 人を超えている。明石は 20 代・30 代が中心で

増えてきており、昨年の人口増加数は 700 人程度であったと思うので、547 人を

かなり上回るペースで、今回 20 代、30 代が増えてきている。 

・この点については改めてデータをもう少し経年で比較しやすくしてまた委員の皆

様には見ていただくため、少し補足させていただきたい。 

 

（委員） 

・補足がいらないような資料作りをしてほしい。注釈ばかり作るのではなく、わか

りやすい資料作りをしていただきたい。 

・若い世代が増え、子どもも増えているが、待機児童も増えているという裏腹なと

ころは理解した。 

・例えば明石では明舞団地、大久保では山手台、他の都市でも県住・市住があるが、

若者向けに改装するなど住みやすい環境作りをして人を呼ぶというのはどうか。 

 

（事務局） 

・市内に市住のほか、県住も多く、ＵＲの団地もある。市住の数は多くなく、セー

フティネットの役割を重視している。ＵＲでは、若者向けにリノベーション、近

居・同居的な割引制度もしている。 

・若者向けとして、県が明舞団地でシェアハウスという若い人や学生に住んでもら

う取り組みをしており、明石市でも市住で大学と連携して、ミクストコミュニテ

ィという色んな世代の方が住んで地域の活性化をする取り組みを大学と連携して

進めている。 

 

（会長） 

・市住は、かなり高齢化が進んでいるため、住環境を整えるソフト施策が大事なと

ころであり、市住・県住ともにミクストコミュニティにしないと高齢者の負担が

大きくなる状況にある。 
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（委員） 

・高齢者福祉関係の施策をもう少し検討すべきではないか。総人口に占める 65 歳以

上の割合が 21％以上になると超高齢社会と言われる中、明石市の割合は 25％と超

高齢社会となっている。 

・高齢者関係の予算決算額が 200 億円で、子育て関係が 130 億円と、圧倒的に高齢

者関係の予算が高いが、義務的経費を平成 28 年度決算で見ると、13 億円ほど増に

なっている。その内の扶助費が 13 億円で、義務的経費の増が扶助費の増につなが

っていく。 

・現行の高齢者福祉を減少させるような予防的な高齢者福祉施策を展開すれば、結

果として経費は抑制されるのではないか。 

・「明石産品の世界ブランド化」（資料 1）のうち、「漁業生産力の減少率」について、

就業者の減少が続いている中、明石産品の世界ブランド化を目指すのであれば、

漁獲量の増大を検討しないとブランド化の根底が揺らぐことになるので、強力な

施策がいるのではないか。 

・水産業について、「栽培漁業推進事業」（参考資料 1）の平成 29 年度予算が 409 万

円になっているが、就業者が減少する中で、もう少し抜本的な施策がいるのでは

ないか。 

・図書館に関して、気になるのが、本の傷みがかなりひどいことである。目標を達

成するには蔵書数を何とかしていただきたい。 

・電子図書の取り扱いも考えられる中、市としてどのようにお考えなのか。 

 

（事務局） 

・高齢者施策で更に充実していく部分として、認知症高齢者に対する支援の充実、

シニア活動応援事業の実施、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けた体

制の整備等に取り組んでいる。今後高齢者がますます増えていく中で、特に予防

については大きな課題となっており、元気高齢者の方への予防を充実することで、

全般的な市の仕組みも変わっていく。 

・漁業や農業などの第一産業就労者数自体が減少傾向にあり、農業の場合は集約さ

れ、大規模になっていく傾向がある。漁業の場合も漁獲量自体は年ごとに変動が

あるものの、従事される方は減っているという状況である。 

・明石産品のブランド化は、タイ、タコなどを今後中心に明石ブランドとして売っ

ていこうとしており、加工品である明石焼もかなりＰＲに力を入れているので、

直接的な支援、側面支援も含め、運営や都市基盤の整備、漁港の整備等で市にで

きる部分はしっかりやっていきたい。 

・本の貸出冊数については、駅前に移った図書館によって、今のところ貸出冊数は

1.5 倍くらいで推移している。本の貸出冊数には学校図書室の貸出数も含めている
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ので、その取り組みをいかに強化していくか、子どもたちにいかに本を読んでも

らうかというところが今の課題になっている。今年度は学校司書を複数校に一人

配置して、本のまちの取り組みを強化している。 

・本の傷みついて、図書館の建物自体は新しくなったが、本は旧図書館から結構持

ってきているので、古い本もかなり残っている。 

・現在蔵書は 40 万冊くらいで、新しい図書館を作った時に 60 万冊まで蔵書を増や

す計画であり、その分の書庫も用意しているので、古い本もあるが毎年予算を取

って、順次新しい本も増やしていく予定である。 

・電子図書については、市でも電子図書を閲覧できる仕組み、点字の図書も入れる

ような仕組みを導入している。ただ、ベースになる部分で、どういった本を選ぶ

のかという課題もある。 

 

（委員） 

・高齢者関係について、高齢者のみ対象ではなく、若年時代から予防的な施策等の

支援をしないとなかなか効果が上がらない。若い時代から予防的な行動を取る、

健康に気を付けるなど、そういう面に目を向けていただければありがたい。 

・扶助費もホームページを拝見すると平成 25 年に比べて 40 億円も増えており、今

後ますます福祉関係の予算が必要になってくる。抑制すべきものは抑制をしない

と、財政的にもたないのではないか。 

・経常収支比率も 93．9%とかなり高いので、将来の財政運営を見極めて運営してい

ただきたい。 

 

（委員） 

・待機児童が増加している中、平成 28 年度については一生懸命やっておられたと評

価している。 

・今後の課題だが、企業型の保育事業に関する助成が始まり、企業型の保育所、事

業所は、認可外施設ということで県の管轄になるのか。監査も県が行うと認識し

ているが、市が助成金を支給する以上、安全面への関わりは要るのではないか。

抜き打ち検査は、お金がかかるような対策でもないし、回数多くする必要もない

ので、すべきだと思う。施設が不足した状況で、認可外施設に預けられる子ども

のためにも、安全面への配慮が必要なのではないか。 

 

（会長） 

・平成 29 年度から始めた企業内保育所への支援について、もう実績はあるのか。 
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（事務局） 

・昨年度から企業に声をかけさせていただいて、いくつか実績はある。 

 

（会長） 

・ご質問があったような安全面のチェックは申請時にされているということか。 

 

（事務局） 

・来年、明石市は中核市になるので、社会福祉法人の監査事務も県から移譲される。

兵庫県は特に姫路で大きな問題になったケースもあるで、子どもに力を入れてい

る明石市としては安全対策をしっかりやっていく。 

 

（委員） 

・明石が子ども食堂プロジェクトを実際にすると、子どもに対する全体的な対策に

なるのか。ご紹介いただき、今後どういったサポートをしていくのかなども教え

ていただきたい。 

 

（事務局） 

・子ども食堂は一般的には貧困家庭の子どもへの食事する取り組みだが、明石版子

ども食堂は、子どもの地域での居場所にするということで、28 小学校区すべてに

設置する考えである。 

・モデル事業から始めて、回数や規模は様々であるが現在 15 か所くらい地域の方に

運営して頂いている。 

・平成 31 年度 4 月に児童相談所の開設も予定しているので、子どもに食事を提供す

るのはもちろん、色々な事情を持つ家庭の子どもの中で特に支援が必要な子ども

を、できるだけ早くきめ細かく発見して対応するための一つの手段として子ども

食堂を活用していくことを大きな目的の一つとして位置付けている。 

・最終的には、里親のような家庭的環境を整えることも重要になってくる。地域の

方にまずは子ども食堂にご協力いただく中で、ご理解を得て、里親まで協力しよ

うかなという地域の皆さんを増やしていきたい。 

・さまざまな状況にある子どもを包括的に支援するための一つの手段として、子ど

も食堂を展開していきたいと位置づけをしている。 

・子ども食堂の場所はコミセンや、一般のお店をされている方にご協力して頂くな

ど、時間も規模も様々であるが、行政側としては気づきの拠点として、子どもの

早期支援につなげていきたいと考えている。利用者の数までは把握していない。 
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（委員） 

・子どもが中学校を出る時の学力と安心して中学校に通わせられる体制があるかと

いうことが気になる。 

・例えば学力について、「学力向上の推進」（参考資料１）にある数学や英語の補習

授業はすごくいい。やはり経済的な理由で学力の差があってはならないので、公

的な機関でしてくれるのは良い。例えば、退職された先生方がボランティアでし

てもらうならば、一番お金が要る時に助かるのではないか 

・明石市はどのような空き家対策をしているのか。もし空き家があるなら、保育所

でも企業でも良いが活用できないか。 

・例えば、空き家を若い方に格安で提供し、自分でリノベーションして頂いて、固

定資産税も安くするというのはどうか。お金のある若い人たちが、集まってくれ

るような施策をすることで子どもも自然に増え、もっと定住も模索できると思う。 

・図書館の本が少なく、本の購入金額もかかるので寄贈してもらうのはどうか。寄

贈してもらうことがあると聞いたがそれはあまり良くないのか。本を色んな形で

募ってみていただければ良い本があるのではないか。 

・西部図書館について、30 分しか無料の時間（駐車場）がない点、対応をよろしく

お願いしたい。 

 

（会長） 

・空き家対策は平成 29 年度に実施しているか。 

 

（事務局） 

・空き家対策としては、活用というよりも危険な老朽化した空き家を撤去する事業

を行っている。 

 

（会長） 

・住宅の問題で、公営住宅をどうするのかとご質問があり、民間住宅の活用も十分

考えられる、いくつか課題もあるが、まずは所有者の特定が難しいとか、そこま

でお金をかけるのかという議論も十分承知の上だが、住宅問題の解決につながる

のではないか。 

・図書の寄附について、整理するのが大変で寄贈を嫌がる自治体があるのも聞いて

いるが、明石はどうか、何か追加などあればお答えいただきたい。 

・就学前の子どもについては、しっかりやっているが、それ以降はどうするのかと

いうのは常に突きつけられる課題だと思う。 
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（事務局） 

・教育については子ども施策の大きな柱なので、30 人学級、小中一貫校など取り組

みを始めている。中核市になると教員の研修はまず市がすることになり、教員人

事権も国の方針では手を挙げれば取れるということがあるので、教育の質の向上

に資するということであれば考えたい。 

・放課後児童クラブについても、保育所の待機児童の次に課題となるので、充実も

検討していかなければならない。 

・18 歳まで明石市立では明石商業高校があり、残りは県立の高校になるので、県と

どこまで上手く連携できるかという部分はある。一方で学校以外の部分で学力を

高めるため、図書館などで本を読むことが学力を高めるために効果が大きいかと

思う。その取り組みを小学校・中学校からしっかり実施し、考える力を十分身に

つけていただいて、将来的にやさしい社会づくりにもつなげていきたい。本のま

ちという取り組みを子どもから大人まで上手く活用できればと考えている。 

・市民図書館の蔵書数は年々かなり増えており、本も寄贈されているようで、積極

的に寄附をいただくシステムについて検討していきたい。ご指摘の具体例も含め

てまた図書館の指定管理者に引き続き相談をしたいと思う。 

・本については、図書館で活用するのか、地域で活用するのか、まちなか図書館の

ような形なのか、本のまちを進めるにあたり将来的な検討課題である。 

・高齢者への視点、子ども施策の次の部分、中学生・高校生や若い 20 代辺りの方へ

の取り組みも今後かなり重要だと考えているので、ご意見も踏まえて今後考えて

いきたい。 

 

（委員） 

・水産業について、明石ののり事業は全国で 2 番目である中、売上高でみると、タ

コ、タイと比較すると、圧倒的にのりが多い。反対に予算でみると「漁港管理事

業」は増えているが、平成 2９年度予算が 4 分の 1 になっている、この辺をまた調

べて頂きたい。 

 

（委員） 

・先週、神戸新聞の方が来られ、見せて頂いた明石市の魅力が書かれた本が、なか

なかよくできていた。例えば明石ののり、漁業について関心があったので、また

お調べいただければ。 

 

（会長） 

・シティセールスは地方創生総合戦略の一事業であるので、強みのあるところを発

揮するべきではないかという趣旨である。 
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・シティセールスに係る食の文化について、生産から流通までをある程度把握した

上でブランド化しないと、ブランドにならないというお話を聞いたことがある。

例えば和食のブランド化というのは、和食を海外で出せばブランド化になるので

はなくて、和食の一連のものを把握しなければならないのだと改めて感じた。明

石の強みをブランド化することを付け焼刃的に一年やるのではなく、しっかり腰

を据えて取り組んでいただきたい。 

 

（委員） 

・明石のタイ、タコは、関西の台所である神戸、大阪、京都まで出している。それ

が今、築地のすし屋までいって、明石のだと価格が倍になっている。 

 

（委員） 

・議論とは直接関係ないが、広報あかし 7 月 15 日号の中で気になった記事があり、

数学・英語応援団指導ボランティア募集というのがあり、報酬が 1 回 1,500 円と

ある。ボランティアには、自主性、無償性、無給性という大きな柱があり、額が

低いとは言え 1 回 1,500 円というのは果たしてボランティアという言葉になじむ

のかと非常に違和感を覚える。 

 

（会長） 

・ボランティアは、無償性、自主性、利他性というのがよく言われている。厳密に

は、移動費も全てをもたないといけないというのが本来のボランティアの概念で

ある。現在、有償ボランティアという言葉もあり、ボランティアをもっと促進し

ていくことの方が大事で、有償ボランティアがあってもいいという議論もある。 

 

（委員） 

・ボランティアについて、市の中でこの部分は有償、この部分は無償というボラン

ティアがあり、福祉行政の中でこんなに分かれているのが気になった。 

 

（事務局） 

・今、有償ボランティアが結構あり、例えば災害の応援だと交通費は出すが、他の

部分はボランティアとしているが、厳密に言えばボランティアではなくなる。 

 

（委員） 

・従来の考え方で、交通費、消耗品、これは実費ということで無償の範疇と考える。 
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（会長） 

・行政の中できちんと使い分けがされているのかということと、予算に係る話でも

あるので、どうなのかというところだけでもお答えいただきたい。 

 

（事務局） 

・特に今回の意図としては、継続的に来てもらうが雇用形態ではないということで、

広報誌にキャッチーな言葉としてボランティアというのを使ったので、明確なボ

ランティアという定義を踏まえた表現ではない。 

 

（会長） 

・混乱のないようにしてほしい。 

 

（事務局） 

・ご指摘いただいた部分を把握できていないので、庁内で考え方も含めて調べたい。 

 

（会長） 

・子ども食堂は運営補助金を出しているが、とても人件費を賄えないので、ボラン

ティア的な部分もたくさんある。ただ、定義を庁内で共有されているかどうかと

いうのは重要な観点だと思うので確認をお願いしたい。 

 

（副会長） 

・長年こうして会議をしていると、非常にいいご指摘をいただく。市ではなかなか

気付かないような、あるいは折り合いがつかないようなところをどんどん指摘す

る、いわゆるカウンターパートナーとしては非常に有意義だった。 

 

（事務局） 

・本会議の委員の皆様の任期が１１月に終了するが、来年度以降再任をよろしくお

願いしたい。 

 

（会長） 

・会議の時間について、夕方や夜間など、幅をもう少しとってほしい。 


