
1 
 

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）→ ２９９，１１０人（2019年9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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【 鉄道駅等の安全対策】

１ 南畑踏切の安全対策

２ JR西明石駅ホームドアの整備

南畑踏切は踏切間の距離や閉鎖時間が長いなど危険な踏切であることから、ＪＲ西日本

と協議を重ね、エレベーター付横断歩道橋の整備に取り組んでいます。

障害者や高齢者をはじめ、誰もが安全で快適に鉄道を利用できるよう、障害者当事者団

体、市議会、商工会議所などの関係各位と共にＪＲ西日本へ働きかけるとともに、整備費

への補助を行い、JR明石駅及び西明石駅へのホームドア整備を推進しています。

≪事業計画概要≫

ＪＲ西明石駅（５番線・６番線）への昇降式ホームドアの整備

⑴ 概 算 事 業費 約１８億円

⑵ 負 担 割 合 国１／３ 県１／６ 市１／６ 事業主１／３

⑶ 事 業 期 間 平成３０年度 ～ 令和２年度

⑷ スケジュール 令和元年度 工事着手 ～

（ 予 定 ）

３ 山陽電鉄・林崎松江海岸駅バリアフリー化

駅ホームの上り・下りの移動には階段で地下通路を通る必要があったため、エレベー

ター付連絡通路を整備するとともに、多機能トイレの整備も行い、駅のバリアフリー化に

取り組んでいます。

≪事業計画概要≫

山陽電鉄・林崎松江海岸駅にエレベーター付連絡通路及び多機能トイレを整備

⑴ 概 算 事 業費 約３億円

⑵ 負 担 割 合 国１／３ 県１／６ 市１／６ 事業主１／３

⑶ 事 業 期 間 令和元年度 ～ 令和２年度

⑷ スケジュール 令和元年度 詳細設計・工事着手 ～

（ 予 定 ）

資料２

イメージ図

４ 明石市とJR西日本との包括連携協定の締結

締 結 日 令和元年９月２６日

目 的 明石市が目指す、「SDGｓ未来安心都市・明石」の創造に向け、「いつまで

も」「すべての人に」「やさしい」まちづくりの実現に向けて、明石市とJR

西日本が連携し、地域と鉄道が一体となった鉄道沿線のまちづくりを進める

連携事項 ⑴駅を中心としたｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ･ﾌﾟﾗｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸの実現に関すること

⑵定住人口、交流人口等の拡大に向けた都市基盤の整備に関すること

⑶その他、鉄道と連携したまちづくりに関すること

イメージ図：山電江井ヶ島駅

イメージ図：JR六甲道駅

≪事業計画概要≫

エレベーター付横断歩道橋の整備及び踏切の廃止

⑴ 概 算 事 業費 約１０億円

⑵ 負 担 割 合 国５５％ 市４５％（起債９０％）

⑶ 事 業 期 間 平成３０年度～令和５年度

⑷ スケジュール 令和元年度 詳細設計

（ 予 定 ） 令和２年度 工事着手 ～

令和５年度 踏切廃止



建築年
取得年月

1.0万

3.8万
戸籍・住民登録等の受付・各種証
明書作成交付の窓口業務

施設名 延床面積(㎡)

⑪総合福祉センター
　　　　　(本館・新館)

建築年(年)

H15

利用者数
(人/年)

火災等の災害、警防活動、防災学
習の拠点

施設名 施設概要 延床面積(㎡) 建築年(年) 利用者数（人／年）

―①西明石サービスコーナー

②消防本部・防災センター

95.00

6291.68

③鳥羽小学校区コミセン

④和坂小学校区コミセン

⑤沢池小学校区コミセン

⑥藤江小学校区コミセン

⑦花園小学校区コミセン

⑧貴崎小学校区コミセン

地域活動、行政
情報の提供、ス
ポーツや文化活
動の拠点

各種学習講座、
サークル活動、
交流行事の拠点

179.34 H24 2.4万

136.00 S59 1.6万

265.08 H15 1.5万

1045.77 S53※主体部分 2.8万

306.00 H6 1.2万

延床面積(㎡)

133.00 S58 1.9万

1355.11 S53 3.5万

2344.00 S47⑩望海コミセン

施設概要施設名 延床面積(㎡)

利用者数
(人/年)

⑨野々池コミセン

施設名

⑫鳥羽厚生館

⑬弁財天厚生館

5023.27

339.08

施設名 施設概要

⑭サンライフ明石

⑮卸売市場

1869.09

⑱あかし斎場管理センター 5589.46

⑯上ケ池公園

⑰松江公園 H23

西明石駅のすぐ北側に位置し、広いグラウンドを有
する公園で、公園の一部には花と緑の学習園があ
り、緑化相談や園芸講習会などを行っている。

1.1
ｈａ

延床面積
(㎡)

施設概要

市民の福祉・保健の向上と地域福
祉活動の増進事業を実施

相談業務や人権課題解決のための
各種事業を総合的に実施

施設概要 建築年(年)

地場の新鮮な魚・野菜等を消費者
に供給する流通拠点

中高年労働者等の諸会合、教養・
文化の向上、スポーツの場を提供

25715.90

338.70

3.7万

―

地域防災公園としての役割を担う新しい公園で、芝
生広場やタコのすべり台などを設置し、幅広い世代
に利用されている。

0.6万

S50
2.6
ｈａ

設置年

利用者数
(人/年)

8.0万

S52

S50

H3

建築年(年)

敷地面積

0.7万

S61 6.8万

S51
※主体部分

敷地面積(㎡)

⑲旧国鉄清算事業団用地
　※

4279.69 H5.3

施設概要

火葬炉、告別式場などを備えた葬儀施設

地域のまちづくりに活用するため所得。現
在、花園ふれあいサロン及び自転車駐輪場
として活用

H21

施設名

【 公共施設のあり方（西明石地区） 】
１ 行政系施設

３ 保健・福祉施設

４ 産業系施設

５ スポーツ・レクリエーション施設

２ 市民文化系施設

６ その他

資料３

※地域共通の最優先課題である、駅及び駅周辺の安全性と利便性が低いこと、行政サービス機能及

び地域交流拠点の不足については、西明石駅周辺地域全体を視野に入れた取組の中で、JR西日

本とともに進めていきます。



【 西明石地区の地図 】
資料４
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⑤沢池小学校区コミセン

⑨野々池コミセン

③鳥羽小学校区コミセン

④和坂小学校区コミセン

⑦花園小学校区コミセン

⑩望海コミセン

⑧貴崎小学校区コミセン ⑪総合福祉センター

⑰松江公園

⑥藤江小学校区コミセン

⑭サンライフ明石

⑮卸売市場

②消防本部・防災センター

⑯上ケ池公園

⑬弁財天厚生館

⑫鳥羽厚生館

①西明石サービスコー

⑱斎場管理センター

３林崎松江海岸駅バリアフリー化

１南畑踏切の安全対策
２ ＪＲ西明石駅

ホームドアの整備

⑲旧国鉄清算事業団用地



 
 
                                                     
                                          

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 

○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」 

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（2 年間で 2,000 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５ 

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 

 


