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項目 ご意見 市長等の回答 

JT跡地 ・市役所の移転は大反対。現在の市庁舎を補強して使用すれば良い。今

後、少子高齢化対策でお金がかかるので、節約すべき。 

・JT跡地については、市が JTから買い取った土地の一部を民間事業

者に売却し、30億円の財源と 2haの土地を取得した。 

・市役所の新庁舎整備の候補地は、①現在地、②明石駅周辺、③JT跡

地、④明石駅周辺と JT 跡地の分散配置と 4 案ある。6 月議会では

一旦候補地から外れた西明石周辺も再検討すべきという意見がある

など各候補地に多くの人の強い思いがある中で、市長が簡単に決め

られるテーマではないことから、しっかりと市議会と相談しながら

進めたい。 

 

・公共公益施設用地の活用について検討したい。 

＜以下、5点を挙手制で質問＞ 

 

⑴ 中核市の平均図書館数が 5館に対し、明石市は 2館で、図書館

が多いまちではない。そんな中、広報紙 7 月 15 日号の「本のま

ちアンケート」においても、「大久保に図書館がほしい。」という

ご意見が多数あったが、図書館整備を検討するのはどうか。 

〔図書館の設置検討に対する会場のご意見〕 

   ①図書館の整備を検討しても良い（→8割程度） 

②図書館はいらない（→5名程） 

 

⑵ あかしこどもセンター（保健所）の一角に整備した子育て支援

センターやこども図書館に加え、子育て支援施設を設置し、子育

ての更なる充実化をしてはどうか。 

・各候補地で、事業費や事業期間を比較検討しているが、現在地や明石

駅周辺にこだわる姿勢は理解に苦しむ 

・市庁舎は、明姫幹線の近辺か、大久保浄化センターに移転してはどう

か。 

・国の財政支援メニューである市町村役場機能緊急保全事業の適用を受

けるためには、2020 年度までに実施設計に着手することが要件と

なっており、候補地決定は急ぐべきである。 

・6月議会では、一定の方向性が出た段階で市民参画の手続きを取ると

答弁しているが、市民の意見はいつ聞くのか。 

・市役所の移転に、議員の 3 分の 2 の賛成が必要ならば、議員を選ん

だ市民の意見を聞いてはどうか。 

・候補地から外れた場合は、公共公益施設用地の利活用について、計画

の作成段階から住民参画により検討を進めてほしい。 

・大久保は、子育て層が増加しており、関連事業が益々必要となる。福

祉サービスの中心地と位置付けて検討してほしい。 

・大久保は、こどもが多いのに図書館がない。図書館を中心とした施設

を作ってほしい。 

・免許証を返納したら、公共交通機関を利用することになるが、大久保

から貴崎（総合福祉センター）や二見（二見支援センター）に行くの

は不便なので、福祉施設がほしい。 
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項目 ご意見 市長等の回答 

・こどもから高齢者まで憩えるような緑の多い公園を作ってほしい。図

書館や障害者施設が併設されるのも良い。 

〔子育て支援施設の設置検討に対する会場のご意見〕 

①子育て支援施設整備を検討しても良い（→8割程度） 

②子育て支援施設はいらない（→10名弱） 

 

⑶ 大久保地域は高齢者の生涯学習拠点が潤沢にあるとは言い難

い。幅広い方が、サークル活動や習い事ができる拠点を整備する

のはどうか。 

〔生涯学習拠点の整備検討に対する会場のご意見〕 

①生涯学習拠点整備を検討しても良い（→7割程度） 

②生涯学習はいらない（→10名程度） 

 

⑷ 高齢者はグラウンド・ゴルフ、こどもたちは野球やサッカー、

走り回ることができる芝生のグラウンドを整備するのはどうか。 

〔グラウンドの整備に対する会場のご意見〕 

①グラウンドを整備しても良い（→5割程度） 

②グラウンドはいらない（→5割程度） 

 

⑸ 図書館や子育て支援施設、生涯学習拠点、グラウンド、市役所

の全てを複合して整備する方法も考えられるが、市役所整備は、

多くの費用や面積を要するため、他の機能を整備するのが難しい。

市役所の整備を優先して検討すべきかどうか。 

  〔市役所の整備検討に対する会場のご意見〕 

   ①市役所の整備を優先したほうが良い（→4割） 

②市役所でなくても構わない（→4割） 

・何を作るかということに関して特にこだわりはない。図書館でも公園

でも作るのは良いが、市民が施設整備費や維持管理費を負担すること

を並行して考えてほしい。 

・JT跡地を市が取得したことは正解だが、市民の意見も聞かずに、せ

っかくのまとまった土地の 3 分の 2 を売却したのは残念である。売

却益で財政健全化したと言うが、これからどういうまちにしたいのか

ビジョンが見えてこない。 
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項目 ご意見 市長等の回答 

・JT跡地の外周道路について、民間開発事業者は、民間開発区域側の

道路整備を行うが、反対側の歩道は整備されない。また、周辺道路に

ついては、住民が要望している交差点の改良や信号機の設置、道路の

拡幅、板額踏切の拡幅などは整備計画が論じられていない。 

・JT跡地周辺の道路整備は、地域の利便性の向上、交通安全の確保の

ために、地元にとって一番重要である。地元の意見を聞き入れて計画

的に取り組んでほしい。 

・現在事業着手している西明石駅南畑踏切の安全対策が完了次第、速

やかに板額踏切に取り組むために JRと協議を進めている。踏切の拡

幅は JR、信号機の設置は県の権限なので、市として、しっかり要望

していく。 

・マンションが建つと聞いて残念。ウェルシア横の JR 高架下（県道

380 号線）と、JR から国道 2 号線に抜けるライオンズマンション

横の踏切（板額踏切）の渋滞が悪化するのではないかと危惧している。 

・民間開発用地の西側と北側に民有地がある。土地の確保に向けて、積

極的に取り組んでほしい。 

・JT跡地北側の神鋼不動産所有の土地について、市が安定的に利用で

きるよう協議したい。 

・売却益を地元のために使ってほしい。 ・売却益は市の財源なので、大久保地域のみに使うものではないが、

この財源をベースに、地域の皆さんに喜んでいただけるような空間

を作りたい。 

交通渋滞

緩和策及

び安全対

策 

・国道２号線の渋滞緩和のために最も効果的な江井ヶ島松陰新田線の整

備が徐々に進んでいることは評価している。 

・人口増により道路整備の問題がさらに重要化しているため、市議会

と共に結果を出せるよう頑張りたい。 

・山手環状線中校区が完成し感謝している。 

・大窪工区が未整備な現状では、県道大久保稲見加古川線の交通量や大

久保病院から県道までの通学路を通るこどもの数が増えており、山手

小学校前の交差点は、スクランブル交差点のように混雑している。こ

どもは通学路から道路にはみ出したり、中学生は車の隙間をぬって道

路を渡っていたりと、いつ大きな事故が起こってもおかしくない。せ

めて大久保病院までの道路を早急に拡幅してほしい。 
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項目 ご意見 市長等の回答 

・昔から山手環状線の計画はあったはずだが、計画予定地域にどんどん

新しい家が建っている。立ち退き等に時間がかかるのになぜ許可する

のか。大窪工区周辺は道幅が狭いため、対向車とのすれ違いが困難で

ある。 

・板額踏切は、遮断時間が長いので、車や自転車、歩行者が滞留し、踏

切が開いたときに一気に横断して非常に危険な状況である。歩車道分

離のための白線は引かれたが、それ以降動きがない。何とかしてほし

い。 

・昨年、道路整備課から「西脇皿池里道等の拡幅について」通知があり、

工事期間は 2019 年 1月から 2020 年 3月までとなっているが、

現状工事の動きが見られない。地域に再度説明をしてほしい。 

・皿池横の里道の拡幅工事が進んでいないので、消防車両が迂回する必

要がある。過去に、緑ヶ丘と山手台に大きな火災が発生したことがあ

るが、今後火災が起こったらどうするのか。早く工事を進めてほしい。 

・皿池横の里道付近は、信号機がないので非常に危険である。信号機の

設置を県に要望してほしい。今までも要望したが、市内に他に危険な

場所がある、順番があるなどといって、取り合ってもらえなかった。 

・市から県に強く働きかけたい。 

・山電中八木駅のバリアフリー化をしてほしい。 ・駅のバリアフリー化には、数億円～十数億円かかる。費用について、

鉄道事業者と国は 3分の 1負担、県と市は 6分の 1負担が原則であ

る。市だけでは実施できない。 

・市は、バリアフリー化を重点施策として推進しており、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。次は、中八木駅につ

いて、関係者に強く働きかけたい。 

・山電中八木駅周辺の道路整備をしてほしい。駅の南側は歩道があり、

並行して県道明石高砂線が通っている。県道の道幅が狭いため、事故

が多発している。6月下旬には、トレーラーが、通学路に突っ込んだ。

幸い登下校中ではなかったので接触は避けられたが、危険である。歩

道自体も、車いす同士がすれ違えるほどの道幅はない。 
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項目 ご意見 市長等の回答 

高齢者施

策 

・胸部検診が今年から集団検診のみになっている。集団検診の会場まで

行くのが大変なので、戻してほしい。検診を受診することは、医療費

削減に繋がると思うが、集団検診だと受けたくても受けられない人が

増えると思う。 

・受診者が固定化されていることから、受診率が低い若い方、働き盛

りの方など新たな受診者の掘り起こしに繋げるために変更した。変

更して間もないため、状況を見ながら、今後を検討したい。 

・介護保険の認定基準を見直してほしい。本人の様子や家族、かかりつ

け医、介護職員の意見を重視してほしい。 

・高齢者施策は、厚生労働省とも連携しながら新たな展開を模索した

い。介護保険制度のみに頼るのではなく、介護保険制度を活用しな

がら、地域の皆さんと協力し合い、皆で高齢者を支える地域共生社

会のまちづくりを進めたい。 

・日本の高齢者施策は医者目線になっている。市では、家族目線に立

って、本人や家族が必要とする支援を手厚く行う方向を取りたい。 

・高齢者施策の質を重要視してほしい。 

こども・

教育施策 

・大久保地域は市内で最も人口が増加しており、学童の人数は一番多い。

山手小学校は、プレハブ校舎を建てたが、来年には教室が足りなくな

ると思う。大久保小学校や大久保南小学校も空きがほとんどない。さ

らに、校庭が狭いので、こどもが溢れかえり、休み時間に走れるスペ

ースがない。この状況が数年続くと教育の地域間格差が出るのではな

いか。 

・校舎やグラウンドの広さ、学童の運用の問題解決に向けて、抜本的

な施策展開が必要かどうかなどを検討している。こどもに関わるこ

とは、丁寧に、現実を踏まえながら対応したい。 

・学校・園庭を休日開放し、こどもの居場所づくりをしてほしい。 ・日本では、親がこどもの責任を持つという考えが根付いているが、

国際社会は、社会全体でこどもを支えるという考えが一般的である。

市としては、親の経済力によってこどもの未来が変わらないよう、

国際社会並に手厚い支援を市議会と相談しながら行いたい。 

・小学校にエレベーターをつけてほしい。 

・病児保育所を作ってほしい。 

・人口増対策は、小学校、小児科、保育園のキャパシティを考慮しなが

ら進めてほしい。 

・通学路の側溝に蓋を設置してほしい。 
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項目 ご意見 市長等の回答 

環境 ・香川県三豊市は、トンネルコンポスト方式でゴミ処理を行っている。

燃えるゴミを燃やさず、固形燃料に変えるという素晴らしい技術の導

入を明石市でも検討してほしい。 

・所管する環境室には、全国の取組や新しい技術を研究するよう伝え

ている。新ゴミ処理施設の運用開始までに 10 年以上かかるので、

今から準備を進めつつ、その時々の新しい技術は積極的に検討した

い。 ・新ゴミ処理施設の建設は考え直してほしい。焼却炉の廃炉にはお金が

かかる上、建設を延期している間に新しい技術が開発されると思う。 
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項目 ご 意 見 な ど 

JT跡地 
・地域住民が集える芝生広場やイベントができる舞台、ランニングコースが整備されれば、住民同士が交流できる。 

・市民の意見を聞かずに保育園の建設が決まってしまったが、政策実現は市民の意見を聞きながら進めてほしい。 

ＳＤＧｓ ・明石市がＳＤＧｓを推進していることはとても良いことだと思う。 

高齢者施策 

・祖父母と同居すると、1 人暮らし高齢者やこどもの虐待、不登校が減少するなどのメリットがあるので、３世帯同居優遇制度を検

討してほしい。 

・高齢者施策を周知してほしい。 

・高齢者の見守り活動支援を強化してほしい。 

障害者施策 
・障害者への合理的配慮やインクルーシブ教育が教育現場では対応されていない。教師に浸透することを期待したい。 

・障害福祉協力企業を育成するため、表彰制度の導入を検討してほしい。 

こども・教育施策 

・早朝や夜間など自動音声対応の時間帯は、学校への緊急連絡はどうすれば良いのか。 

・子育て支援策の充実により人口（赤ちゃん）が増えることは喜ばしい。一方で、明石で育ったこどもが、生産人口の年代になった

時に、市外・県外に流出することが心配である。 

文化・スポーツ施策 ・こども達への伝統文化の継承のために、小学校の教育の場で、地元の方々による講習会が実施できないか。 

公共交通施策 

・JR大久保駅のホームの拡幅や雨対策として屋根を設置してほしい。 

・JR大久保駅公共部分の清掃、通路のペンキの塗り直しをしてほしい。 

・Ｔａｃｏバスの大久保駅～西八木厚生館ルートが、江井ヶ島を経由すると長時間になるのでルートの見直しをしてほしい。 

・国道 2号線沿いの神姫バスのバス停に屋根を設置してほしい。 



その他寄せられたご意見 
 

8 

 

項目 ご 意 見 な ど 

公園・踏切・道路等

のハード整備 

・国道 2号線の渋滞緩和を目的に道路整備を行うのであれば、江井ヶ島松陰新田線の整備状況を踏まえて山手環状線大窪工区に取り

掛かるのではなく、同時に着手してほしい。 

・板額踏切に歩道と賢い踏切を設置してほしい。 

・山手小学校周辺の歩道を整備してほしい。 

・2018年 4月の校区変更により、大久保地区の一部の小学生が沢池小学校に通っている。通学路である旧道（神戸刑務所の北側）

は非常に道が狭くて危険なので、時間規制による車両の通行止めをしてほしい。 

・松陰（旧堂ノ上地域）の通学路の側溝に蓋を設置してほしい。 

・大久保町三軒茶屋公園は、道路に面している部分にフェンスがない箇所があるため、早急に付けてほしい。 

・大久保町山手台１丁目 110～111付近の交差点について、台風や大雨のときに、2丁目や 4丁目から流れてくる雨水が合流して

マンホールから水が噴出し、家屋下まで浸水するため改善してほしい。 

・大久保市民センターの南側（大久保 358番地付近）に新設された道路の安全対策をしてほしい。 

・自宅に繋がる狭あい道路について、一部分だけが二項道路の指定から外れたことにより、建て替え時にセットバックなどの道路拡

幅がなされない。道路が狭いままであり、業者の車が入れず、「明石市民便利帳」などの郵便物も配布されないという不都合が生じ

ている。 

・谷八木川の JR以南に安全柵を設置してほしい。 

・危ない場所があってもどこに相談すれば良いのか分からない。直ぐに対応してほしいがなかなか進まない。 

・新庁舎の整備は、もっとスムーズに進めてほしいが、2020年度中の実施設計着手に間に合わせるために、乱暴な計画にならない

ようにしてほしい。 

・市議会議員だけではなく市民の意見をしっかり聞いて、新庁舎整備計画に反映してほしい。 

・大久保市民センターは、現在地できれいにリニューアルしてほしい。 



その他寄せられたご意見 
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項目 ご 意 見 な ど 

その他地域の課題等 

・明石市の副市長と明石市社会福祉協議会の理事長を兼務することについて、市の考え方を教えてほしい。 

・明石市はすべての人にやさしいまちをうたっているが、市職員は市民に寄り添っていない。職員の質を向上させてほしい。 

・行政から発信する施策を市民に浸透させるために、行政・福祉施設・当事者・地域団体・一般住民までが相互理解できるシステム

の構築が必要である。 

・人と人を繋ぐ機能を持つスペースがないので、情報発信拠点や交流拠点が必要だと思う。公共施設の空きスペースや既存施設を活

用すれば、コストをかけずに整備できる。 

・中コミ所長は、施設の管理だけでなく多岐に渡る業務を担っており、役割が益々重要視される中で、人数の削減は反対である。 

・ペットが飼えない方でも動物と触れ合う機会を作るために、あかし動物センターに持ち込まれたペットを収容した「ペットカフェ」

を各地域に設置し、癒しの場の提供と、外出機会の創出をするのはどうか。 

・消防団活動の参加者が少なくなっている。若者が少なくなったので、元気な高齢者に加入してもらい、地域貢献に繋げてはどうか。

70歳未満まで加入出来るようにしてほしい。 

・自転車のマナーが悪く、歩行者が危険である。 

・駅の喫煙所について、風向きによってはタバコの煙が漂ってくるので、設置場所について考えてほしい。 

・公共施設を建設するときは、省エネルギー、再生エネルギーをコンセプトに進めてほしい。 

 


