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明石の現況「まちの好循環」 
 

１１．．住住むむ人人   人口減少から一転 ６年連続の増加 

  ▶ 総人口 ２９０，９０９人（2013年10月）→ ２９９，０３１人（2019年7月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２．．赤赤ちちゃゃんん  出生数が回復、上昇に転じ ４年連続の増加 

  ▶ 年間出生数  ２，５７０人（2014年）→ ２，８１９人（2018年） 

３３．．来来るる人人  明石駅前の歩行者通行量 再開発前と比べて ７割増加 

▶ 来街者  １９，６５０人（2015年10月）→ ３３，１１５人（2018年10月） 

４４．．新新ししいい店店  明石駅周辺中心市街地に賑いが戻り、 

新規出店者が大きく増加  年間目標値の２倍 

▶ 新規出店  年１２店舗（2020年目標値）→ ２４店舗（2016年10月～2017年10月） 

５５．．市市のの基基金金  1995年をピークに減少傾向が続いていたが回復、増加基調に 

▶ 財政、減債、特別会計等健全化の３基金  12年ぶりの100億円超 へ 

７０億円（2012年度末）→ １１５億円（2018年度末見込） 

  

～～  「「ままちちのの好好循循環環」」がが拡拡大大中中  ～～  

まちの元気  
                          人が増え、地域経済が活性化し 

未来につながる「元気なまち」に発展中！ 

市民の笑顔  
                                             笑顔が増え、地域活力が向上し 

さらに「やさしい共生社会」へと進化中！ 
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重点的な取組「いつまでも、すべての人に、やさしいまちづくり」 

❖ 高齢者施策の充実   

(1) 「認知症でも大丈夫」な地域社会へ 

   ・認知症早期支援の推進（対象：75歳以上、認知症診断の受診費用の助成など） 

(2) 老後不安を解消する「総合支援」 

・地域総合支援センターの設置（市内６カ所、高齢者をはじめ障害者、子どもなどの総合的な相談

対応や支援） 

・後見支援センターの設置（後見・権利擁護の専門相談・専門支援、法人後見の受任、市民後見人

の育成など） 

(3) 元気高齢者の活動支援 

・敬老優待乗車証制度（対象：70歳以上）の拡充 

（たこバスの無料化、市制施行100周年記念寿タクシー券の倍増 2,000円→4,000円） 

・高年クラブの活動助成金の拡充（助成額の拡充、小規模クラブへも助成） 

❖こども総合支援の充実   すべての子どもを まちのみんなで 本気で応援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 共生社会の推進    誰もが安心して暮らせるやさしい社会 

 

 

 

 

 

SDGｓとは 

 世界が抱える問題を

解決し、持続可能な社会

をつくるために世界各

国が合意した17の目標

のことです。 

 本市が進めるやさし

いまちづくりは、すべて

の人が大切にされる社

会の実現という SDGｓ

の基本理念と整合して

います。 
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ＪＴ跡地の開発について 

 

 

１ これまでの経緯 

大久保駅南地区では約２０年前に大規模なまちづくりが行われましたが、当時、Ｊ

Ｔが操業していたため、一体的な開発に至らなかったエリアでした。 

２０１５年にＪＴの工場が廃止されたのを機に、同地区における都市拠点整備の総

仕上げを行うとともに市民サービスの更なる向上を図るべく、２０１７年１２月にＪ

Ｔ跡地を取得しました。 

 

２ ＪＴ跡地の活用状況 

年  月 事  由 面  積 

２０１７．１２ ＪＴから取得 約５６，０００㎡ 

２０１９． １ 民間開発事業者に売却 約３６，０００㎡ 

２０１９． ４ 保育所用地に活用 約 ５，０００㎡ 

今  後 公共公益施設として活用を予定 約１５，０００㎡ 

 

３ 民間開発の事業概要 

⑴ 事 業 者 … 関電不動産開発㈱、三菱地所レジデンス㈱、JR西日本不動産開発㈱、

住友林業㈱の共同事業体 

⑵ コンセプト … 「コミュニティ リボン」を開発のテーマとし、「人とまちを結ぶ」 

「人と人を結ぶ」、「あらゆる世代を結ぶ」、そして「未来へつなぐ」 

を開発のコンセプトとしています。 

⑶ 住宅計画 … ・マンション(３棟)810戸、戸建住宅17戸（827世帯、約2,600人） 

・全戸オール電化や太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入 

・バリアフリー特化住戸 

          ・マンション共用棟「コミュニティＨＵＢ」を核とし、居住者と地

域住民など多世代交流の促進を図る。 

 ⑷ スケジュール 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

設計協議

開発工事

戸建住宅
17戸

集合住宅
Ａ棟(1工区)251戸

Ｂ棟(2工区)298戸

Ｃ棟(3工区)261戸

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

建築工事

販売

杭･基礎･外構工事

Ａ棟躯体・仕上工事

Ｂ棟躯体・仕上工事

Ｃ棟躯体・仕上工事

販売

 入居開始 



 

 

 

 

４ 市有地の活用について 

 ⑴ 保育所の整備（５，０００㎡） 

  ・本市の喫緊の課題である待機児童の解消に向けて、定員２００名の大規模保育

所を２園誘致 

  ・明石駅前の送迎ステーションからバスで子供を送迎するサービスや、送迎する

保護者が保育所に車を置いたまま電車で通勤できるパーク＆ライド専用駐車場

を整備 

  ・２０１９年４月１日に開園済 

 

 ⑵ 公共公益施設用地の活用（１５，０００㎡） 

現在は、新庁舎整備候補地の一つであることから、新庁舎整備の検討状況を踏ま

えながら、ＪＴ跡地の取得の趣旨である市民サービスの向上のための公共利用や周

辺環境と調和のとれた良質なまちづくりができるよう、本用地の利活用について検

討してまいります。 

 

 

■土地利用・施設配置計画図 

資料２ 

(15,150.82㎡) 

(5,099.32㎡) 

 民間開発用地  

 (35,680.18㎡) 



③大窪松陰線

既設主要道路

事業中区間

事業予定区間

凡 例

渋滞発生区間

大窪工区

③板額踏切

④自転車利用環境の整備

⑤JR大久保駅

⑥山電江井ヶ島駅

【人口増加に伴う交通渋滞緩和策及び安全対策】

１ 交通渋滞の緩和

２ 道路等の安全対策

① 江井ヶ島松陰新田線の整備

大久保北部と神戸市西区を結ぶ幹線道路を整備し、国道２号や県道神戸明石線の渋滞緩和

を図ります。

・事 業 延 長：1,500ｍ

・事 業 期 間：2016（Ｈ２８）年度～2023（Ｒ５）年度

・全体事業費：約14億円

② 山手環状線の整備

JR西明石駅圏とJR大久保駅圏を結ぶ幹線道路を整備し、国道２号の渋滞緩和を図ります。

県道大久保稲美加古川線との連結により国道２号から北に向かう車を分散させています。

〔中工区・西工区の概要〕

・事 業 延 長：858ｍ

・事 業 期 間：2004（Ｈ１６）年度～2018（Ｈ３０）年度

・全体事業費：約23億円

※大窪工区については、江井ヶ島松陰新田線の整備状況を踏まえて、実現に向けた取組を

進めます

③ 板額踏切の拡幅

ＪＲ大久保駅の東側に位置し大久保地区の南北を結ぶ生活道路として多くの方が利用して

います。

現在、事業着手している西明石駅南畑踏切の安全対策完了後、速やかに板額踏切の安全対

策に取り組めるようＪＲと協議を進めます。

≪日当たりの交通量≫

・自動車交通量：5,500台／日

・歩行者交通量： 440人／日 ※2017(Ｈ29)年度調査

≪通勤ピーク時の遮断時間≫

・45分／時間

④ 自転車利用環境の整備

明石市自転車利用環境向上計画に基づき、市内主要道路に自転車通行帯を整備し、自転車

と歩行者との接触事故の削減を図ります。

≪大久保地区の優先整備計画≫

・JR大久保駅南から明姫幹線までのエリア

３ 駅の安全対策

鉄道事業者との協議に加え、国や県にも補助要望を行い、人による見守り体制の充実などソ

フト面の対策や、駅ホームの段差解消、屋根の拡充などハード面の安全対策に取り組みます。

⑤ JR大久保駅

・2017（Ｈ29）年度：内方線付き点状ブロックの設置

・2018（Ｈ30）年度：列車接近表示器の設置

列車見張り員の増員（朝夕の混雑時）

⑥ 山電江井ヶ島駅

・2017（Ｈ29）年度：駅のバリアフリー化

・エレベーター及び立体横断通路の設置

・多機能トイレの改修

資料３



 
 
                                                     
                                          

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 

○これまでのまちづくり 

「ひと まち ゆたかに育つ 未来安心都市・明石」（第５次長期総合計画[2011～2020年度]） 

「ひと」、「まち」の成長、発展により、未来に希望を持てる安心なまちを築き、次の世代に引

き継いでいきます。 

・「こどもを核としたまちづくり」：すべての子どもたちの育ちを社会全体で支える施策展開 

・「誰にもやさしいまちづくり」：中核市の権限を最大限活用し、市民に寄り添った施策展開 

 

＜現在の状況：まちの好循環＞ 

・子育て世代を中心に人口が増え、まちが活性化しています。それに伴い、税収が増え、市

財政が好転し、更なる施策の充実に繋がっています。 

 

 

●今後のまちづくり 

「ＳＤＧｓ未来安心都市・明石の創造」（第６次長期総合計画[2021～2030年度]の策定に向けて） 

市制施行 100 周年を契機に、次なる 100 年を見据えて、持続可能な社会の実現に向けて、「こ

どもを核としたまちづくり」「誰にもやさしいまちづくり」を一層推進し、全世界が取り組む目

標であるＳＤＧｓの理念を反映した「いつまでも」「すべての人に」「やさしい」まちを創造し

ていきます。 
 

 

 

まちづくりの方向性 

ＳＤＧｓ未来安心都市・明石の創造 ～次なる 100 年のまちづくり～ 

 

 

教育環境の充実を含め、すべてのこどもをまち全体で支える施策

の更なる展開を図ります。 
 

★明石こどもセンター(児童相談所)の開設【新規】 

★(仮称 )関西こども研修センター (あかし研修所 )の整備【新規】 

★保育所の給食費（副食費）の無料化【新規】 

★待機児童の解消（1,500 人分の受入枠拡充） 

◆認可外保育施設の質の確保 

◆幼稚園等預かり保育の第２子以降無料化 

◆妊娠期からの切れ目ないこども・子育て支援の強化 

◆小中学校特別教室と幼稚園へのエアコンの設置 

 

 

 

元気で意欲のある高齢者が活躍し、支援が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整えます。 
 

 

 

誰もが社会参加できる環境整備に取り組み、支援が必要な時に必

要な支援が受けられるセーフティネットの充実を図ります。 

◆ユニバーサルデザインのまちづくり 

・明石駅前への（仮称）ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑｾﾝﾀｰの整備 など 

◆総合福祉センター新館の開設【新規】 

  ・「やさしいまち」や「共生社会ﾎｽﾄﾀｳﾝ」の発信拠点の整備 

◆更生支援の推進 

・高齢者や障害者等の再犯防止に関する取り組み 

◆（仮称）あかしインクルーシブ条例の制定に向けた取り組み等 

・共生社会実現に向けたまちづくりの指針 【新規】 

 

 

 

まちの更なる賑わいを創出し、市内外へまちの魅力やたからもの

を発信するとともに、ふるさと愛を育む取り組みを推進します。 
 

★市制施行 100周年記念事業の推進 

・B-1 グランプリ全国大会、あかし伝統夢まつり、 

市制施行 100 周年記念式典 など 

◆シティセールスの取り組み 

・ふるさと納税 

・移住定住促進施策の拡充 

◆産業振興の取り組み【新規】 

・商店街の市制 100 周年記念イベントへの助成 など 

 

 

市民の安全・安心で快適な暮らしを支える都市空間づくりを推進

します。 
 

◆ホームドア設置の促進 

・JR 明石駅（3,4 番線）、西明石駅（5,6 番線） 

◆人にやさしい道づくり 

  ・踏切安全対策（JR 南畑、JR 地西、山電東二見農協前）など  

◆市域の均衡ある発展 

  ・西明石活性化プロジェクト、JT 跡地の開発（大久保）、 

（仮称）17 号池公園の整備（魚住）、 

二見人工島のサッカーグラウンドの整備促進 

高齢者施策の重点的展開 

2019 年度の主な取り組み 

こども総合支援の充実 共生社会に向けた取り組み 

まちの賑わいの創出と魅力の発信 ハートフルハード整備 

2019 年、市制施行 100 年という節目の年を迎え、次の 100 年へと新たなスタート

を切ります。「いつまでも」「すべての人に」「やさしい」まちの実現に向け、重点的な

取り組みを推進していきます。 

ＳＤＧｓ未来安心都市・明石 

いつまでも 
 

 持続可能な発展をめざし、  

まちの好循環の拡大を図 

るとともに、安全・安心で

快適な暮らしを支える 

都市基盤の整備に 

取り組みます。 

すべての人に 
 

こどもから高齢者まで、 

障害の有無や性別に関わ

らず、誰一人取り残される

ことがないまちづくりに

取り組みます。 

やさしい 
 

市民に寄り添う施策に 

先駆的・積極的に取り組み、

やさしい社会を明石から 

広げていきます。 

※SDGｓ（ｴｽ・ﾃﾞｨｰ・ｼﾞｰｽﾞ） 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標） 
 2015 年の国連サミットで採択された「世界を変えるための 17 の目標」 
 

 

 

 
 

◆認知症施策推進条例の制定に向けた取り組み【新規】 

◆認知症早期支援の推進 

◆地域総合支援センターの整備 

◆みんな食堂の開設支援【新規】 

◆みんなの給食プロジェクト 

◆民生委員・児童委員活動の支援 

◆高齢者暮らしの安心手帳の作成【新規】 

◆高齢者運転免許自主返納の促進 

◆高齢者の地域活動表彰【新規】 

◆敬老事業の推進 

◆高齢者の介護職就労支援【新規】 

◆シルバー人材センターの運営支援 

 

 

 
 

★高齢者たこバス無料化 

・高齢者の外出支援として 70 歳以上の運賃無料化 

・たこバスの充実に向けた今後のあり方の検討 
 

★市制施行 100周年記念 寿タクシー券 

・現状 2,000 円分→4,000 円分に倍増 
 

★高年クラブ等の活動助成金の拡充 

・高年クラブやシニア活動団体への助成金の増額 

・高年クラブへの加入促進 
 

資料４ 

ＳＤＧｓの反映 



 

 

ＳＤＧｓ未来安心都市・明石 
いつまでも、すべての人に、やさしいまち 

ＳＤＧｓへの取り組み 

 


