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項目 ご意見 市長等の回答 

やさしい

まちづく

り 

・「こどもを核としたまちづくり」「やさしいまちづくり」の取組として、

民生児童委員でこども食堂を運営している。 

・こども食堂では、こども達のお腹を満たすだけではなく、食卓を一緒

に囲み、色々な問題を早期に発見し、こどもセンターにつなぐなど支

援を行っている。 

・また、こども食堂は三世代が交流する場であり、こどもが宿題・遊び

をする一方、保護者同士が情報交換をしたりと、それぞれの居場所と

して機能し、地域交流の拠点となっている。 

 

・日頃のご協力に感謝申し上げる。こども食堂開設の動きは全国に広

がっており、厚生労働省や文科省は、各小学校区に少なくとも１つ

は設置したいという方針を打ち出している。明石市では、先んじて

その方向性を打ち出し、現在、全ての小学校区にこども食堂が設置

されている。 

・今後は、こどもだけではなく、高齢者など幅広い方に参加していた

だける居場所づくりをしていきたいと考えている。 

・明石市では、本年 4 月に児童相談所（あかしこどもセンター）を開

設した。市民の皆さんと一緒にこども達のためにできることを増や

していきたい。 

・次の取組として、全ての小学校区に里親制度を普及させたい。保護

者が大変な状況で、心が辛くなり、こどもを放置したり、こどもに

厳しい態度で接したりする状況になったときに、保護者が落ち着く

までの間、同じ小学校区内でこどもを短期間でも預かっていただけ

る環境ができると、こどもは転校せずに、落ち着いて過ごすことが

できると考えている。里親についても引き続き力を入れていきたい。 

（仮称）

17 号池

公園 

・錦が丘校区は公園がなく、道端で遊んでいるこどもが多いので、魚住

地区に公園ができると聞いて大変嬉しく思う。 

・（仮称）17 号池公園を整備できるのは、地域の皆さんのご協力のお

かげなので、心優しい対応に厚くお礼を申し上げる。 

・市としては、現計画の大枠として、 

 

 

野球場と多目的広場を位置づけているが、すでに多くのご意見をいた

だいている。特に、野球場については、野球専用ではなく、野球も

できる多目的な芝生広場にして幅広い人が使えるようにしてほしい

・こどもから高齢者まで使用できる「憩いの場」と「スポーツ公園」を

合わせた場所になったら良いと思う。 

・24時間開放と聞いているが、今の社会情勢で問題ないのか。 

・安全面を考えて、19 時～20 時頃までに、街灯の消灯や閉園を考え

てほしい。 
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項目 ご意見 市長等の回答 

・高年クラブとしては、野球・サッカーだけでなく、グラウンド・ゴル 

フができるようにしてほしい。 

との声もある。多数決で決めるわけではないが、本日出席の皆さん

に挙手いただく形でご意見を伺いたい。 

＜挙手制で質問＞ 

①現計画どおり野球専用が良い（→数名） 

②野球専用ではなく、野球もできる多目的な芝生広場が良い 

（→9割程度） 

③野球以外ができる場所が良い（→数名） 

・幅広い方が使うことができて、地域の皆さんに喜んでいただける施

設を作りたいので、ご意見を踏まえながら進めていきたい。 

・夏はとても暑くなるので、公園に日陰を作ってほしい。 

・この公園には期待している。公園への出入に当たり、国道 2 号線は

車両が多いので、右折や左折がかなり難しい。担当課からは、信号の

間隔が近いので、新たに信号を設置することができないと説明を受け

ている。スムーズに出入できるように考えていただきたい。 

・安全面は重要な視点なのでしっかり確認していきたい。信号機の設

置は県の権限なので、軽々に答えることができないが、県と相談し

ながらというテーマとなる。 

・皆さんの意見を踏まえながら進めていきたい。 

 ・国道 2 号線に面するところは歩道がない。駅から歩いて来る方、車

椅子で来る方の安全についてどのように考えているのか。 

・野球場を建設するのは、明石商業高校の野球部を育てるためか。 ・空いている時間に、明石商業高校野球部が野球場を使用する可能性

はあるが、野球場を計画した趣旨は、明石球場以外にしっかり野球

ができる市営の球場がなく、様々な野球関係者からのニーズに応え

るためである。 

Ｔａｃｏ

バス 

・たこバスは、1時間に 1便しかない。せめて 1時間に 2便はほしい。

無償化は大変ありがたいが、無償化だけではなく、利便性を高めてほ

しい。 

・たこバスは大事なものであり、明石市として引き続き応援していき

たい。ルートや停留所の見直しなどお金をかけなくてもできること

は当然実施していきたい。一方で、バスの大きさの変更や増便、新

たなルートでの運行などはお金がかかることなので、丁寧に皆さん

のご意見を踏まえながら議論したい。 

・金ケ崎ルートは、年間 500件以上の積み残しがあると聞いている。

積み残しがあると、タクシーを呼んでもらっても、乗りたい電車に間
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項目 ご意見 市長等の回答 

に合わない。たこバスは、こどもから高齢者までどの世代も利用し利

用者数も増えているので、積み残しを解消してほしい。 

・他にも、たこバスの利用運賃無償化の対象者の拡大や、市制施行 100

周年記念で実施した寿タクシー券の増額を次年度以降も継続するか

どうかなど、限られたお金をどこに使うのか悩ましい議論がある。

経済的負担の軽減が良いのか、より利便性が高まるほうが良いのか、

多数決で決めるわけではないが、皆さんのご意見を伺いたい。 

＜挙手制で質問＞ 

 ⑴ 

①利用運賃無償化の対象者の拡大は行わず、増便やルートを拡

大するほうが良い（→ほぼ 10割） 

②増便やルート拡大は控えて、利用運賃無償化の対象者を拡大

するほうが良い（→0名） 

 ⑵ 

①利用運賃無償化を止めてでも増便したほうが良い（→5 割程

度） 

②利用運賃無償化の対象者は現状のまま、可能な範囲で利便性

の向上を図るほうが良い（→5割程度） 

・皆さんの意見を踏まえながら対応していきたい。 

・金ケ崎ルートは、ふれあいの里ではなく、魚住市民センターに行くよ

うにしてほしい。 

・青葉台、清水等を往復ルートにしてほしい。 

・魚住地区は南北の交通が非常に不便である。たこバスの各ルートを乗

り継ぐときに、乗継券のようなものがあれば、利用金額が 100円で

済み、便利になるのではないか。 

・長池は、田んぼの近くに停留所があって夏は暑いので、停留所の位置

を変えるか、屋根をつけてほしい。 

バリアフ

リー 

・山陽電鉄の駅は、JRに比べるとバリアフリー化が遅れている。山陽

魚住駅のホームは、上りも下りも階段であり、手押車の高齢者やベビ

ーカーを押す若い親が困っている。電車やバスはとても大事な交通手

段なのでしっかりバリアフリー対応してほしい。 

・バリアフリー化は大事なテーマで、市も力を入れているが、大変お

金がかかる。鉄道会社と国は 3分の 1負担、県と市は 6分の 1負担

が基本となるが、ホーム柵ひとつ作るにしても何億、何十億円かか

るため、順々の取組となる。 

・山陽電車は、東二見駅、西二見駅、西新町駅、江井ヶ島駅が対応済

で、このたび、林崎松江海岸駅のバリアフリー化が決定した。今回

の具体的な要望を踏まえて、山陽電鉄には、山陽魚住駅の優先度を

上げていただけるようお願いしたい。 
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・すぐに全てのバリアフリー化を行うことはできないので、あわせて、

心のバリアフリー、例えば、車椅子での移動で困っている方を見か

けたときに、周りの人が一緒に車椅子を持ち上げるような対応を推

進していくことが重要だと思っている。しっかり取り組んでいきた

い。 

・道路側溝に蓋が無いところが多い。 ・高齢者や足元が不自由な方、目や耳が不自由な方など誰にとっても、

歩きやすい、利用しやすい安全なまちをしっかり作っていきたい。 

・ハード面に加えて、心のバリアフリーを推進し、明石の街中をバリ

アフリーにすることが大事だと思っている。 

・段差のある場所全てにスロープを付けることは現実的には不可能な

ので、困っている人を見かけたときに自然に声を掛け合って助け合

い、段差があっても大丈夫と思って外出できるようなまちにしたい。 

・白杖を使われる方に配慮した道路整備をしてほしい。 

・高齢者でカートを利用される方のために、段差を解消してほしい。 

・歩道に面した宅地に家が新築される場合、歩道に傾斜があると、高齢

者等は歩きにくい。 

高齢者施

策 

・今年度から 70歳以上のがん検診は、受診券の申請が必要となってお

り、胸部検診も、個別検診ではなく集団検診のみになっている。安心

して受けられるように、以前の制度に戻していただきたい。 

・がん検診について、働き盛りの世代は、がんによる家族の影響が大

きいが受診率が低いことから、国は、働き盛りの世代の受診率向上

を目指している。一方、一部の高齢者にとっては、検診が身体の負

担になるという考えもある。国の見直しの動きを踏まえて、明石市

も方針を変更したが、今後どうするか検討したい。 
・高齢者の骨密度の検診を加えてほしい。 

・ふれあいの里は、2年ほど前に廃止の方向が打ち出されているが、存

続してほしい。 

 

・ふれあいの里については、現時点で方向性が決まっているわけでは

ない。廃止の他、せっかくの良い場所なので、より多く幅広い方に

ご利用いただく上での見直しについても、皆さんの意見を伺いなが

ら、丁寧に検討していきたい。 
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項目 ご意見 市長等の回答 

・65歳以上の介護保険料について、明石市は 14段階までとなってい

るが、神戸市は 14段階の上に、さらに 15段階が設けられている。

中核市になったので、新たに 15段階を設け、保険料収入を増やして

はどうか。 

・介護保険は国の制度であり、明石市ができることは限られている。 

・介護保険を利用していない方が、さらに元気に、引き続き地域の様々

なことを支えて活躍していただきたいという思いを込めて、高年ク

ラブへの助成を拡大した。 

・介護保険に加え、元気な高齢者への支援を行い、ともに地域を支え

ていく方向性を取りたい。 

こども・

教育施策 

・学校運営協議会がスタートしているが、広報あかし 6 月 15 日号の

教育特集で記載がなかったのは残念。小学校運営における地域の参画

についてもっとアピールしてほしい。 

・コミュニティスクールについて、強い思いを持っている。地域に開

かれて、地域に愛される学校という観点から、例えば、学童保育で

宿題を見ていただいたり、手習いを披露してこども達に楽しんでも

らうなど、できるだけ多くの地域の方々が小・中学校に関わっても

らいたい。 

・閉じた学校ではなく、開かれてそして地域に支えられる、地域の方々

が自然に学校に行きたくなる学校を作りたい。 

・私の想いとしては、こども達の安全面とか一定のルールは必要だが、

学校は地域みんなの空間なので、夏休み期間中などは学校の教室な

どを活用して、地域の方々にはいろんな会合や活動で使っていただ

き、学校を地域の大事な空間にしていきたい。そして、こども達を

学校の先生だけでなく、地域の皆さんで支えていただく方向性で取

り組みたい。 

・このような考え方は、文部科学省の方向性と合致しており、国の応

援をもらいながらやっていきたい。 

通学路 ・山手幹線で、重大事故が 2 件起こった。信号機の設置を要望してい

るが回答がない。信号機の設置以外にできる安全対策をしてほしい。 

・信号機の設置の要望は多く、明石市でも年に数か所の設置となって

いる。皆さんの意見を踏まえて優先度を考えながら、市として強く

県に要望を続けていく。 
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・校区によっては、通学路の交通量が多く、道が狭い。小学生、中学生、

高校生の通学時の安全を確保するため、通学路について再検討してほ

しい。 

・こども達の安全のために通学路をぜひ見直したい。 

・スクールガードの皆さんを含め、地域の皆さんにこども達に対する

配慮をいただき感謝申し上げる。 

図書館 ・西部図書館の図書の更新について、市民図書館に比べて少ない。 

 

・明石市は、いつでも、どこでも、誰でも、手を伸ばせば本に届く、

本のまちを目指している。まさに魚住にも西部図書館が位置づいて

いるが、充実化の余地はあると思う。ご意見を踏まえて、図書の充

実等を進める。 

公園整備 ・山川自治会は、こどもがたくさん増えている。近所には山川グラウン

ドしかないため、小・中学生がサッカーボール、キャッチボールをす

る隣で、小さなこども達が遊んでいたりと、非常に危険な状況である。

そこで、魚住清掃工場跡地に、幼稚園児から高齢者まで集え、簡単に

遊べる広場がほしい。 

・魚住清掃工場跡地の活用について、過去に、住宅地として売却する

対応を取ったが、いまだ売却には至っていない。地域の皆さんの声

を踏まえて、地域の皆さんに喜ばれる活用の方向性を共に考えたい

と思っている。即答できる内容ではないが、問題意識を持って検討

していく。 

総合治水 ・昨年、浜西のキャタピラージャパンと社員プラザの間の道路側溝に、

水がオーバーフローする課題があり、その対策として水路の一部を瀬

戸川の雨水管へ流れるように対策工事をしてもらったが、大雨が降る

と未だにオーバーフローしている。今の状態なら工事をした意味がな

い。 

・今までも市として関心を持ち、現地に何度も行き、対応は行ってき

た。改めてご意見をいただいたので、市としてできることは全てや

りたい。 

環境 ・ゴミの減量の市民啓発についてどのように取り組んでいくのか。 ・国の方針として、レジ袋有料化が打ち出されており、明石市は早い

段階からレジ袋の削減について取り組んでいる。90%を超える事業

者と有料化の協定を結び、兵庫県下で最もレジ袋削減に取り組んで

いる。 

・これからは、レジ袋廃止の動きになってきているため、市としても

対応していきたい。 

・地球規模での課題にはなるが、プラスチックゴミの問題についても、

しっかりと取り組んでほしい。 

・粗大ゴミの収集について、年 1回でも構わないので復活してほしい。 
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農業 ・農業は担い手が不足し、遊休農地が多く発生している。農地は、開発

すると元に戻すことが不可能に近い。農地は、食を生産できる重要な

場所であり、こども達に受け継げる資産だと思っている。市はどう考

えているのか。 

・明石市は住みやすく、自然も豊かで、農業や漁業が盛んなまちだと

認識している。現在、「全国豊かな海づくり大会」を明石で実施する

方向で調整しており、こうした取組の中でも、農業や漁業を明石の

宝としてしっかり応援する方向を打ち出したい。 

・実際は、現実的な対応も必要であり、遊休農地を住宅地に変えてい

くこともあるが、皆さんによく相談しながら議論を進めていきたい。 

・農業者の声が届く仕組づくりについて検討してほしい。 

・農業関連の事業には予算がつかないと聞いている。農家のために見直

していただきたい。 

・アライグマの捕獲機を増やしてほしい。市から 1台借り、自治会で 1

台購入予定だが、トウモロコシの時期で被害が多く対処できない。 

・アライグマは危険なので検討する。 

その他 ・こども、大人も含めてあいさつ運動を積極的に推進してほしい。 ・市議会議員からも同様のご要望をいただいている。 
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項目 ご 意 見 な ど 

高齢者施策 
・有料老人ホームで孤独死があった問題について、今後の市の対応方針を教えてほしい。 

・高年クラブの会員数が減少している現状に対して、今後の市の対応方針について教えてほしい。 

こども・教育施策 
・公立幼稚園は、午前中だけの日が多いと感じる。お弁当持参日を増やしてはどうか。 

・人口増加に伴い、保育所の待機児童が発生し、働きたくても働けないお母さんがたくさんいる。保育所の整備もお願いしたい。 

文化・スポーツ施策 
・錦が丘中央公園に埋設保存されている寺山古墳が、平成 30 年度に市の指定文化財へ指定されたことに感謝する。今後、寺山古墳

を可視化できるように施設を整備してほしい。 

防災・防犯施策 
・避難所としての自治会館を見直し、布団・水・食糧品などを備蓄してほしい。 

・平成 29年頃に実施した錦浦小学校区の通学路安全点検について、その後の改善が未実施の箇所があるので早急に対応してほしい。 

(仮称)17号池公園 
・専用のグラウンド・ゴルフ場（人工芝）を整備してほしい。 

・ラグビーの試合ができるように検討してはどうか。 

Ｔａｃｏバス  

・高齢者へのたこバス利用料金が無償化されたことで、利用者が少しずつでも増えればと思う。 

・2時間に 3便は運行してほしい。 

・魚住駅からたこバスに乗っている。発車 5分前には停留所に来るが、車内には入れてもらえない。もう少し早く車内にいれてほし

い。 

・高齢者の無償化を廃止して、便数の増加を検討してほしい。 

・魚住地域から石ヶ谷墓園までアクセスが悪いため、たこバスで行けるようになると嬉しい。 



その他寄せられたご意見 
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項目 ご 意 見 な ど 

公園・踏切・道路等

のハード整備 

・健康寿命を伸ばすため、高齢者間が気軽にできるスポーツ施設は極めて重要である。市内にはグラウンド・ゴルフができる施設が

不十分なので、整備してほしい。 

・高齢者が使える遊具がなく公園が活用されていない。例えば、花壇を活用するなど高齢者が利用できる公園にしてほしい。 

・ＪＲ魚住駅西側の踏切（山の神第 2踏切）は、ＪＲ魚住駅を橋上化した後も踏切より以西の住人は踏切を渡る方が早いことから、

朝夕の通勤時間帯は危険な状態が依然として続いている。早期に踏切を拡幅してほしい。 

・市に提供している私道を市で管理してほしい。 

・明石の水は最高と言われている。これからも引き続きお願いしたいが、50 年以上使用している給水管の老朽化対応方針はあるの

か。 

その他地域の課題等 

・家を建てた時に、土地の一部を道路として市に提供したが、その後に建てた家は道路提供していない。一体どういう基準になって

いるか分からず、不公平感もある。 

・西岡公民館の老朽化がひどい。 

・高校生の通学路での自転車マナーが悪い。 

・今、政府ではスーパーシティ構想が議論されており、技術革新により各地域の行政事務等が大幅に変わることを想定している。明

石市もスーパーシティについて早期に検討すべき。 

 


