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第第第第 3回回回回    明石市民明石市民明石市民明石市民まつりまつりまつりまつり検証検証検証検証・・・・創造会議創造会議創造会議創造会議    議事要旨議事要旨議事要旨議事要旨 

 

 

日日日日    時時時時 

 平成 22年 10月 18日（月）14:00～ 

 

場場場場    所所所所 

 明石市役所 議会棟 大会議室 

 

議事要旨議事要旨議事要旨議事要旨 

 

１１１１    開会開会開会開会 

 

２２２２    協議協議協議協議 

 

（会長） 

・9月 30日にブレインストーミングを行い、多くの意見をざっくばらんに出していただいた。 

 

・副会長よりブレインストーミング取りまとめ方法について資料説明。 

 

（副会長） 

・短時間に豊かな内容の意見をいただき、大きな枠組みはだいたい出来てきた。掘り下げの浅いとこ

ろは、枠組みの中で事業化、実行化するつもりで具体的に詰めていきたい。 

 

・事務局より協議事項について資料説明。 

 

（会長） 

・ご自分の発言内容、意見、アイデア等が、意図とは違う形で載せられている場合は、訂正の発言を

いただきたい。 

 

＜ 訂正を求める意見無し ＞ 

 

・それでは、報告・協議事項 3「これからの明石市民まつりの方向性について」話し合っていきたい。 

・ブレインストーミングによる意見は、資料②のように「コンセプト」、「イベントのあり方」、「実施

主体」、「イベント企画内容」の 4つに分類された。 

・まず「コンセプト」から議論したい。「ネーミング」については、「明石市民まつり」の名が付くと

警備が慎重になり重荷であるという意見がある一方で、長い歴史があるので残したいという意見も

ある。委員の皆さんの認識は、40 年以上の蓄積を大切にしながら、未来に向けた新しいスタート

を切っていこうという点では共通していて、明石のまちに誇りと愛着を持ち、明石を活性化してい
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こうという意識を強く感じる。 

・まつりで明石の良さを子どもに伝え、その子がさらに次の世代に伝えていくことが大切だとの意見

があった。成長して他地域に行っても、まつりに参加したいから明石に毎年戻ってくる、そういっ

たまつりを作りたいという認識も皆さんに共通している。 

・そして、市外の人に明石の魅力を理解していただけるまつりにすることも重要であり、さらに、ま

つりの安全・安心は絶対に欠かせず、明石が中心となって安全・安心の大切さを発信していくこと

が必要である。 

・これらを踏まえて、まずネーミングに関して議論したい。「明石市民まつり」の名前は重く、過剰

な警備費や警備人数に繋がっているという意見が多くあった。以後は、「市民まつり」の名ではな

く、明石らしさを主張するメインタイトルを掲げ、サブタイトルを「市民まつりが継承されたもの

だな」とわかるものにするという案が考えられる。意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・ネーミングや冠を外して、警備費用が警察との懇談の中で安く抑えられるかといえば、私はそうで

はないと考える。今の体制で、市がこういう形で関わるまつりに対しては、おそらく明石署は警備

に関して厳しく言ってくるだろう。まつりの名前は、警備費用には関係ないと思う。 

・例えば、明石公園と市街地では警備費用に歴然たる差があり、そうした視点から場所などを考えて

いってはどうか。警備費用の削減に皆で取り組むことが最も重要だと思う。 

 

（会長） 

・警備費用については、担い手の議論とも関連する。 

・概ねの方向性として、メインタイトルを「明石市民まつり」ではなく別のものを掲げ、サブタイト

ルに「明石市民まつり」の継承を示す形で検討していきたいがいかがか。 

 

＜ 異議無し ＞ 

 

（会長） 

・次に「実施主体」について話し合っていきたい。資料の通り、市民が主体であるほうがよいという

意見が多数派である。一方で、行政が主体になって欲しいという意見も少数ながらある。例えば、

市民をメインとする実行委員会を作り、市民が担い手、受け皿となってまつりを継承していく形を

とるのがよいのではないか。 

・ただし、行政も今までかなりの部分に関わり、多くの蓄積がある。そのため、少なくとも初めのう

ちは行政も関わりながら市民主体で進めていくのはいかがか。行政が実行委員会の正メンバーにな

るか、オブザーバーになるかは今後の話し合いとする。この点について意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・高い警備費を何とかしなければ、まつりの継続は無理だろうという共通認識が委員の皆さんにある

と感じている。 

・実施主体が行政の場合、県警と協議する際に強く押し通せないのではないか。芦屋の花火大会は市
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民主導で、行政は補助金を出しているオブザーバーである。警察との交渉は、実行委員の市民が表

に立って、「警備費が少ないなかで、どうすればいいか」という相談をしている。行政の場合は、「こ

うしたほうがいい」と警察から提案されると、せざるを得ないと思ってしまう。行政が悪いのでは

なくて、失敗が許されない職務だからだ。警備の話をする時は、主体となる市民が出て行かないと

改善できないだろう。 

・今後、市民主体でいくとすれば、新しい市民団体を作るのか、既存の市民団体を探すのか。実施主

体、担い手をまず詰めたい。 

 

（委員） 

・警備費と市民が主体であることを関連させることに違和感がある。論点が違うのではないか。内容

的に危険を孕んでいることに対しては徹底的に安全対策をすべきだし、そこにお金がかかっても仕

方がない。市民主体になり、俄か団体が大きなことをやろうとすれば、危険性は前にも増して大き

くなる。今のまつりや、市民主体の催事等をベースにして手を加えていけば、ある程度は安全性を

確保できる。ネーミングと体制を変えただけで警備費が安く上がるという考え方は非常に困る。 

 

（委員） 

・警備費を下げたいから俄か団体を作るのではない。新しい担い手を作り、その担い手がコンセプト

や期間や場所を決めていく。今までのように行政が前面でやっていて、そこに市民が参加していま

すよと乗せている状態ではなく、本当に市民から新しい担い手を作るべきで、そのほうがまつりの

継続につながる。 

・市民は、自分にノウハウがなければ警備会社等のプロのアドバイスや意見を求め、集約していくだ

ろう。今までは、「警備は行政」と、市民も見て見ないフリをしてきたところがあるが、市民がや

らざるを得なくなる。 

 

（委員） 

・私は、ブレインストーミングで、最初は行政が主導で、民間はステージやエリアの面倒を見る形が

望ましいと書いた。市民参画の基盤ができていないので、いきなりは難しいと思うからだ。行政は

異動があるので、民間で様子がわかっている人間がいると問題点も見えやすい。 

・行政主導のまつりを民間が後押しする形であれば、例えば、行政が「明石公園でこんなことをしま

す。何か問題がありますか」というところに、民間が入っていく形になる。民間主導でやるならば、

「市街地をこういうふうに使いたいので、そのための方法を教えてほしい」などと行政に話をつけ

ていく。そこが行政と我々との考え方の違いではないか。市の委員にお聞きしたい。 

 

（委員） 

・検証・創造会議開催のきっかけは、行政が警備・安全対策を担って、民間がイベントを担当する今

までの枠組みでは継続するまつりにならないという意見を、過去６回のまつりで得たからだ。 

・行政が安全対策をやり、市民が催事をする形がいつまでも続くと、安全対策を担う側は責任問題も

あるため、どうしても堅めに、警備もきちっとやろうとする。民間は「そこまでせんでも」という

ようなことにもなる。それは責任の取り方の問題で、どこまで行ってもその立場は折り合わない。 
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・やはり市民が主体の、市民が本当に納得できるまつりに税金を使うのが本来のあり方ではないか。

そして、主体が安全対策も催事も両方やるべきだと思う。個人的には、今後は民が主体でやってい

き、財政的な支援を行政がやるのがよいと考える。 

・行政が関わるから警備費が高くなるのではなくて、催事内容によって必要な体制が敷かれ、それに

よって警備費が多くなったり少なくなったりするのではないか。 

 

（委員） 

・主体は民でやるべきだと思う。民がやりたいことをやればいい。例えば、商店街連合会が商店街連

合会のためにやればいい。すると、どういうふうに効果的にお金を使って、自分たちのエリアでや

ればいいかが見えてくる。魚住地区ならば、魚住地区がまつりをやればいい。魚住地区のためでも、

魚住地区の誇りを皆に示すためであってもいい。 

・民は、主体の力はすごく強いけれども、やること、やりたいことはかなり限定的である。限定的だ

からこそ効果的に効率的にできるし、集中してできる。市としてすべきことはバランスよく税金を

使うための調整だ。地区のバランス、参加する世代のバランス、時期のバランスなどを民・官が集

まって調整していく。 

・前回に半ば冗談で発言したが、警察に挨拶に行って「お前のまつりで事故が起きた場合は、お前を

逮捕したらいいんやな」と言われて「はい、そうです」と言った。そういう責任を持ってやらなけ

ればいけない。責任のなすり付け合いのようなまつりを繰り返してはダメだと思う。 

 

（委員） 

・魚住では、この秋も、神社を中心にした 4～5件のまつりがある。夏は、各家庭から 500円ずつ出

して、2日間で約 4千人が集まる「錦が丘まつり」をやっている。隣の小学校区なので、話を聞く

と、500円の出費が少し痛いという方もおられるし、まつりがマンネリ化していて何か新しいもの

をやりたいという希望もある。 

・神社のまつりにしても担ぎ手が非常に少ない。また、具体的なスケジュールを知らない人がかなり

多い。年間スケジュールがわかれば、各自が、担ぎ手で応援するなり、予算で応援するなりといっ

た形ができるのではないかと考えている。 

・明石は 2万人規模であるが、魚住は 4千人のところもあれば、私の自治会のように 400人のところ

もあって、それぞれが責任を持ってやっている。民でやれる部分はかなりあると思う。 

 

（委員） 

・明石市民が一体化する、皆がひとつになるのも明石市民まつりの良いところだ。あまりバラバラに

やってしまうと、そういうハイライトがなくなってしまうのではないか。 

・もしも一体型で盛り上がってやるならば、野球場か陸上競技場を借り切って、そのスペース内で何

か一つのイベントをするのはどうか。安全対策上も管理が行き届くのではないだろうか。テーマや

対象とする世代などは毎回決めていく。明石市民の一体化という意味でイベントをするのはどうか。 

 

（委員） 

・事故でケガ人が出たからと言って、誰もが刑事責任を問われるとは限らない。歩道橋の事故では、
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やるべきこと、前兆があって、それを出来ていなかったから罪に問われている。事故が起きたら責

任を取らなければいかんというのではなく、きっちりと警備計画を立てて、きっちりやるかどうか。

警備計画の重要性は、今、裁判をやらせていただいている大きな要因の 1つになっている。 

・雑踏警備の主体を市民に押しつける例規があったのは、兵庫県警だけなので、日本全体の中では、

やはりおかしいのではないかと突き上げられ、警察はそれでピリピリしているのだが、当たり前の

ことを当たり前にしていれば、市民がそこまで警備にピリピリしなくてもいいと思う。それを前提

に、あまり警備費用について刑事事件を足かせにしなくても私はいいと思っている。 

 

（委員） 

・今の意見のように、警備に関しては当たり前のことをやればいい。私たちは 9月に「食三昧市」と

いうイベントを実施したが、餅は餅屋で、警備会社に依頼した。ただし、警察と警備会社との会議

の場には主催者として必ず行く。 

・市民ベースで行っているまつりに対して、行政が人的・金銭的にいろいろな団体を支援して、ボリ

ュームを膨らませ、市民まつり的なものにしていくというのも 1 つのやり方だ。例えば、「時のウ

ィーク」イベントは大きくなった。私は最も明石らしいまつりだと思う。しかし、では実施主体を

「時感動推進会議」にお願いしますとやってしまうと、「何だ、そこばっかりで」という反応が出

てきてしまうので、もう少し広くまつりの素材を拾っていける協議体制をつくることができれば理

想的だ。 

 

（委員） 

・「春旬祭」は、明石地域振興開発㈱、商工会議所、行政、地元の商店の方々と一緒に任意団体を作

り、主催を 4分して、実務レベルは我々のようなメンバーが常に会合を持ち、意見を出し合いなが

らイベントをやっている。行政がメンバーにいないと進まない面もある。明石市には青年会議所や

寿司組合など活発な活動をしている団体があるので、そうした団体も引っ張ってきて、行政も含め

て代表者が並列に集まって、いろいろと盛り上げていくのはどうだろうか。 

・メインターゲットは子どもだと思う。子どもがいかに楽しいか、子どもがいかに参画できるかが、

まつりを長続きさせるポイントだろう。PTAや自治会を巻き込み、各団体が集まって、それぞれの

得意分野を持って、皆でやっていけばいいのではないかと考える。 

 

（委員） 

・「春旬祭」の事務局はどこが担当しているのか。 

 

（委員） 

・事務局は商工会議所にお願いしている。会計については地域振興開発㈱が行い、各団体の持ち金や

補助金を管理している。 

 

（副会長） 

・ブレインストーミングの結果を見ると、「市民主導」が多く、「行政主導」は少なくて、「共同」も

多くはない。市民主導の体制が大体の合意となっていると思う。 
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・この会議は、去年のまつりを検討するものではなく、来年の予定を考えるものでもない。5年、10

年先のまつりのことを考えるものだ。会議の進め方として、これ以上に「市民主導」をシビアに詰

めても、実体のない話をすることにならないか。実体とはイベントの企画内容であり、これが一番

大切だ。企画内容が決まれば、ネーミングも自然に決まり、主体も決まってくる。この後の議論は

「イベント企画内容」に進んで、アイデアを出していただくのが建設的と思う。 

 

（委員） 

・私は、実施主体のほうが大事だと思う。イベントの話をして、何をするかを決めても、実施主体に

よって、コンセプトもテーマもすべて変わってくるのではないか。 

 

（副会長） 

・切り離して考えるのではなく、また後で実施主体の議論に戻り、フィードバックして考えていく。

一番大事なのは、やはり中身、企画内容だと考える。 

 

（委員） 

・現在の全く何も決まっていないなかで、イベント企画内容を作ることは現実的に難しい。仮に、こ

の会議で、こういうイベントをやりますと提案しても、それから担い手を探すとなると、担い手の

「思い」がない。「やらされてる感」しかないのではないか。 

・過去 6回まつりをやってきて、このままでは継続が難しい、だから一旦止まって検証・創造しよう

という会議なので、5 年後、10 年後の担い手の議論が重要になる。その担い手が、いつの時期に、

どんなまつりの担い手として、身の丈に合ったまつりができるかだと思う。 

 

（副会長） 

・「ここで、こんなまつりがいいよ」とトップダウン的にどこかにやってもらう形では全くないと考

えている。その点は同じ意見だと思う。ただ、今どこかでやっておられるまつりが育つものかどう

か、その主体、担い手をどう援助できるか、そういう立場で話がされるべきだと考えている。 

 

（委員） 

・鶏と卵の関係のような面がある。極端な話だが、例えば、市役所の敷地内でこんなことをする、で

は中身は行政主体でいいじゃないかという話にもなってしまう。だから、副会長もおっしゃったよ

うに、企画の内容もある程度議論して方向性が出てくれば、これなら担い手はこういう方向がいい

だろうと議論しやすくなる、そういう意味でおっしゃったのではないか。だから、今、ここで、担

い手はこれ、だから次はこれと、そういう固め方をしなくてもいいのではないかと私は理解した。 

 

（会長） 

・担い手が具体的にどこになるかは、少なくとも本日の残り 1 時間程度で詰めていくことは難しい。

まず大きな方向性として、市民が主体でやっていくことが共通認識としてあって、そこから具体的

な話が第 4回以降で決まれば、決めていけばよいと思う。 

・確かに、担い手がここならこのイベント、別のところならばまた別のイベントになることがあると
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思うが、大きな方向性として市民主体で今後は進めていきたいということだけ、少なくとも本日の

会議で決まれば、まずはいいのではないかと私は考えている。この点についていかがか。 

 

＜ 異議無し ＞ 

 

・次に「イベントのあり方」について。場所に関しては、中心市街地や市役所近辺、明石公園、さら

には地域分散でという意見に分かれる。 

・時期については、完全に恒例化して日を決めてしまう意見、ある程度の期間（最長で 1年）を通じ

て分散し、あちこちの場所でまつりを開催するという意見がある。 

・これは安全にも絡んでくることで、特に明石から発信する限りは安全は絶対に欠かせないことは委

員の共通認識としてある。安全を確保しつつ警備費を減らそうとすると、日や場所を分散するのは

大きなヒントになる。1日に同じ場所に何万人もが集中するよりも、1日ごと 1つの場所ごとの参

加者が少なければ、地域のボランティアの方による警備でも大部分を補える。延べ人数の参加者が

多くなっても、全体の警備費は減らせるのではないかと思う。皆さんの意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・今のようなまつりをこのままやるのであれば、期日は 1日にして、場所は固定するのがよい。場所

を固定することによって、警備計画を新たに練り直さなくていいし、年度の積み重ねによって省け

るポイントは省ける。市民が加わることによって、市民が警備員の代わりに立つことができる。 

・場所が変わると、その都度、危険箇所が違ってくる。他地域のまつりでも、ずっと同じ場所でやっ

ているものは、行くほうも危険な場所がわかっているので、ロープ 1本で防げるところもあると聞

いている。 

・既存の小さなまつりを束ねるのであれば、それぞれの地域に委ねればいい。新たなスタートとして

の号砲的なまつりにするのであれば、1箇所で、日を決めて、同じことを繰り返しやる。内容は変

えればよいが、警備体制などは変えずに固定する。これが最も安全に繋がり、そして楽にできるこ

とではないか。 

 

（委員） 

・固定化する意見に同意する。その中で伝統が生まれていく。 

・基本的に人が集まらないまつりを作るのは止めたほうがいいと思う。やるからには人を集めたい。

例えば 5～6万人寄せたい。皆が集まり、共通認識を深める交流の場を提供したい。 

・明石の各地に立派なまつりがある。冠あるいは共通認識で市民まつり的に繋げるやり方もあるが、

それぞれの独自色が薄れてしまうのではないか。地域に根付いた特色のあるまつりに、お金と人を

付けて支援しても、果たして本当にテーマ的に繋がるのだろうか。1箇所で年 1回に何万人と集ま

れる主体性のあるまつりがあって欲しいし、これからも子どもたちに残していきたい。 

 

（委員） 

・メインのまつりは、メインとして残すべきだ。子どもが市外へ出て行っても、夏休みには帰ってく

る実施時期にしたい。「錦が丘まつり」では、外へ出て行った人が、まつりの時期には帰ってくる。
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これは地域の小さな「ふるさとまつり」である。メインのまつりは、自分が明石市民だと思える「明

石のふるさとまつり」である。地域と明石の両方のふるさとまつりがあればいいと思う。 

 

（委員） 

・私は明石で生まれ、明石市に住んでいる。小さいときから「明石市民まつり」に参加していて、今

は 5人家族で毎年参加している。二見や西明石などのまつりも個々にいいなと思うけれども、やは

り明石生まれ・明石育ちの私にとって、明石の大きなまつりは毎年家族で楽しんできたまつりだ。 

・1日か 2日かは未定だが、日を固定し、場所も固定して、今までのように、毎年皆が何万人も集ま

るまつりが、5年後、10年後も、私の子どもが子どもを産んだ時代にも、家族で参加できるおまつ

りがあることを望んでいる。 

 

（会長） 

・まつりを恒例化して、毎年夏休みの何月何日にまつりがあるから里帰りするなどは、確かに大事だ

と思う。一方で、分散していく意見も出ていたと記憶しているのだが、その意見をお持ちの方がい

らっしゃれば、ご発言いただきたい。 

 

（委員） 

・分散のまつりをするからメインのまつりをしないという話でもないだろうし、例えば、分散のまつ

りを行政が支援しながらメインのまつりをやっていくのもいいと思う。 

・今夏は「サマーナイツ」を 5日間開催した。当初の想定よりも来場者はやや多かったが、複数日に

開催することによって 1日に集中する来場者をある程度減らすことができた。2日間ぐらいで分散

したほうが、警備費が増えるか減るかは別問題であるが、リスクは下がるのではないか。 

 

（会長） 

・安全については、警備費の金額よりも、本当に安全を確保できることが何よりも大切だ。分散した

ほうが人の集中を避けて、より安全を確保できるのであれば、そのほうがよい。 

・日を固定するか、土日の 2日間に分けるか。「サマーナイツ」のように 5日、一週間ぐらいで分散

する方法も考えられる。 

 

（委員） 

・まつりは、地域の力を示す場だと思う。高砂で立派なまつりが行われているが、あのまつりの起源

は、うちの地域にはこんなに元気な若い衆がいるぞと見せる場であった。明石市の地域の力として、

立派なまつりをつくり、地域として持つことが第一命題ではないか。 

・高砂のまつりは何月何日と日が決まっていて、その日は親戚縁者が何があっても帰ってくる。五穀

豊穣を神様に祈るというよりは、お祭り騒ぎを楽しんでいる。けれども、地域の力を示し、皆の連

帯感を強める場になっている。今までの明石まつりは、何となく屋台があって、皆が集まってくる

けれども、共通認識と交流の場というものはなかったように思う。 

・なぜ明石というだけで、警察がピリピリしてしまうのか。「羹に懲りて膾を吹く」話に思えて仕方

がない。正常な警備計画ができればそれでいい、というふうにならないものだろうか。 
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（委員） 

・どのぐらいの集客規模を目指すかによって、やり方は変わってくるだろう。市民主体となっても、

5～6万人も集めるということになれば、これは大変なことだ。だから、主体や何をどこでよりも、

むしろ、このぐらいの規模のまつりということをある程度議論したうえで、主体や場所を考えなけ

ればいけないと思う。お話を伺っていると、5～6 万人以上を集客するイベントをイメージされて

いる委員も、数千人から 1万人レベルのイベントを考えている委員もおられるような気がする。そ

れでは話がかみ合わないところに行ってしまう。 

 

（副会長） 

・メインと地域というのは、まつりの父親と子どものような関係だろう。それを数年試してみて、父

親と子どもから、兄貴分と弟分か、同格のものに育っていくのかはわからないが、メインはこうい

うものがいい、地域はこういうものがいいという各々の議論をすればどうか。数万人と数千人、中

心部と周辺部といったように両方を考えるとよいのではないか。時期も上手くかみ合わせていく。 

・資料の「イベント企画内容」を見ると、面白いアイデアがいろいろ出ている。これらのアイデアを

どう分散していくかを、場所とセットで考えていけばいいのではないか。 

 

（会長） 

・時期、場所について、ある程度の方向性、骨組みは作っておきたい。メインと各地域のものを別々

にという形のまつりはあり得るだろう。各地域のものは新しく作るというよりは、既に存在してい

るので、それを中心にすればいいと思うが、メインの部分をどんな形で進めていくのか。 

・場所については、市役所近辺と、明石公園の 2つに意見が分かれている。先ほど、野球場か陸上競

技場を 1日か 2日間借り切って、その中でやれば警備の目も行き届きやすいし、安全面も確保しつ

つ、1つの場所で集中してできるのではないかという意見もあった。確かに大きなメリットであり、

明石公園を中心に各地域にそれぞれ広がっていくまつりのイメージを想定できる。 

 

（委員） 

・私は、市街地で、観光道路で、7月最終の 2日間に開催する昔のまつりができたらいいな、という

思いで関わっている。最初に明石公園から始めて、順番に市街地までやっと辿りついて、今年はこ

ういう形になったという流れがある。 

・例えば、Ａさんが主体になる、民間がやろうじゃないかと腹をくくって主体になるならば、私はつ

いて行く。そして、Ａさんが、明石公園がいいと言ったら、そこで議論すればいいと思う。結局、

責任をもつ人が、どういう思いで、どういうまつりをしたいかにかかってくる。 

・行政がやりたいようなまつりをするのであれば、行政主導でいいし、民間が民間で腹をくくってさ

れるのであれば、それなりの組織を作って、民間の中でちゃんと責任分担してやっていくべきだ。 

 

（委員） 

・明石公園でも、野球場や陸上競技場の中でも、イベントのソフトによって警備の質・量は変わる。
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極端な話だが、SMAPが来れば警備は変わる。場所は関係ないと思う。だから、警備の考え方は外

されたほうがいいのではないか。今、そこに固執してしまうとクローズな話になってしまう。 

・リセットして新しいまつりを作るには、枠を作るのではなくて、新たなものをいろいろ出していけ

ばいい。集客、観光という面もあるし、市民にとって誇りとなるまつりにしたい。そういう視点を

捉えて、ブレインストーミングで出た企画を組み合わせればいいのではないか。足りないのはこれ

らを上手く組み合わせるプロデュースシステムだ。 

・地域のふるさとのまつりを経験する日もあれば、皆が誇りを持ってメインのまつりを経験する日も

ある、ということでいくと、5つの地域のまつりを体験しながら、最終的にはメインフェスティバ

ルでという考え方もあるだろうし、逆に言うと、「サマーナイツ」のようなものをスタートイベン

トとして、地域のまつりのほうに帰って行くことも考えられる。 

・ここまで資料にまとめていただいたので、ある程度エイヤッと姿にしていかないと、前に進まない

のではないか。 

 

（委員） 

・意見を集約し組み込んでいくにあたって、プロデューサー的な機能は重要だろう。 

 

（委員） 

・これだけの意見があれば、見事な企画書ができると思う。骨組みを示して、肉付けするなり、委員

の意見を反映して具体的にしないと、多分なかなかまとまらないと思う。 

 

（会長） 

・少なくとも本日の会議では、実施主体について、市民主体なのか行政が中心になるのか、場所は分

散がいいか、1つにするほうがいいのか、そういう大きな方向性を決めていきたい。そこさえ決ま

れば、あとは肉付けになると考える。 

・場所に関しては、メインはどこか 1箇所に、毎年恒例で、ここでやりますと決めて、時期は、1年

などのスパンではなく、2日から 1週間程度で、ある程度固定化、恒例化してやっていくというの

が、本日のこれまでの同意点と考えている。その点はいかがか。 

 

＜ 異議無し ＞ 

 

・最後に、「イベント企画内容」について。多くの意見をブレインストーミングでいただいた。大き

く分けて「時」、「食」、「自然」、「歴史」、「地域特性」といったアイデアが挙げられている。これも

結局は実施主体によって決まってくるし、場所によってできるもの、できないものがあり、逆にど

うしてもこれをやりたいから場所はここにしたい、ということになるかもしれない。絞るようなこ

とは、少なくとも本日はしなくていいと考える。具体的なことは、実施主体が決まって、その委員

会というものが構成され、その中で決まっていくものだと考える。 

 

（委員） 

・いろいろなアイデアが出てきたので、整理して複数のパターンを作ると、より見えてくると思う。
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例えば、市民主体で、こういうメインがあって、メインと地域分散とのつながりはこうだ、といっ

たものだ。おそらく今井委員が一番適任かと思うのだが、形を見せていただけると、こっちのほう

がいいとか、これは明石の体質として向いていないのではないかなどの議論が進むと思う。 

・複数パターンを提言するのもいいと思う。事務局にお聞きしたいのだが、提言後の具体的な予定は

あるか。 

 

（事務局） 

・11 月に 4 回目の会議を行う。その段階では、ある程度は形をまとめて協議していただきたいと考

えている。その後 12 月に定例議会があり、さらに市民の方々に広く意見をいただき、案を作り直

して、年明けに 5回目、最終の会議を予定している。1月末に市長への提言ができればと考えてい

る。いただいた提言に基づき、実施主体によって新年度のまつりをするストーリーを考えている。 

 

（会長） 

・提言書では、1つのものに絞り込んでいくというイメージをもっている。 

 

（委員） 

・事務局の補足をすると、来年が事故から 10 年目にあたり、継続性のある新たなまつりをスタート

させるという気持ちが市長も非常に強い。 

・1月末というのは、提言をいただいてから、例えば夏にやるならば、調整のギリギリのタイミング

がそれぐらいだということである。複数案の提言をされると、それを絞っていくことになり、また

時間がかかってしまうので、1つの案で、多少考え方に幅があって、それは主体になるところで決

めていただく、そういう形になるのではないかと思う。 

 

（会長） 

・本日は、まつりのコンセプト、イベントのあり方、実施主体、イベント企画内容と、大きな方向性

をだいたい決めていきたいと話し合ってきた。まだ少し明確でないところがあるかもしれないが、

大きな方向性としては、それなりにできてきたかと思う。次回の会議で、より具体的なことを決め

ていければと考えている。 

 

（委員） 

・まつりについては、地域、場所、主体、費用、責任といろいろ出てくると思うが、その中で皆さん

が指摘されているように、市民が楽しめるまつりで、同じ形の催事が毎年継続されることによって

伝統ができていくのだろう。 

・そして、このまつりも地域観光の 1つではないかと思っている。今、明石市では「観光振興基本構

想」を策定中で、今後の明石の観光がいかにあるべきかという議論が持たれている。この中で、コ

ンセプトの話も出てくると思う。 

・それから、まつりへの協賛について、商工会議所などの団体が地域還元、地域協力ということにな

れば、できるだけきちっとした団体のほうが支援していきやすい。5年後、10年後のことを考えて

いくのであれば、このまつりと観光等々を含めるということで、コンベンション協会的なものがで
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きていれば、そのあとずっと楽にやっていけるのではないかと思っている。 

 

（委員） 

・今の意見に賛成する。産業振興、観光の面も大切だ。明石には立派な会社が多くあるのだから、そ

こから協賛金が入るようにできればいいと思う。企業も何か利益があり、市民も利益があるような

まつりがよい。他地域からもいろいろなお客さんが訪れて、明石にいくらかでもお金が落ちるよう

なことをしていただいたらいいなと思う。 

 

（委員） 

・最後にもう一度、本日決めたこと、だいたい絞れたことの確認をしておきたい。また、次回までの

準備について教えていただきたい。 

 

（会長） 

・それでは、本日同意をいただけたと思うものについてとりまとめる。 

・「明石市民まつり」のタイトルは外す。その代わり、サブタイトルで「明石市民まつり」というこ

とがわかるものにしていく。具体的なタイトルについて、意見やアイデアがあれば、次回の会議で

いただきたい。 

・実施主体に関しては、市民が主体で、実行委員会を立ち上げ、そこが担い手となっていくことが大

きな方向性である。行政の関わり方については、補助金などの形でサポートいただいて、実行委員

会の正式メンバーかアドバイザーか、あるいは、ずっと入り続けるのか、ある時期まで関わって最

終的には全面的に市民だけでやっていくのか。そういったことを次回に話し合いたい。また、市民

の担い手についての具体的なアイデアがあればご提案いただきたい。 

・イベントのあり方では、地域に既にあるものを活かしていきつつ、メインのもの、明石市全体とし

てやるものを 1つ完全に恒例化して、場所も時期も固定して進めていこうという形で同意いただい

た。具体的な場所、日数はまだ決まっていないので、それぞれのメリット、デメリットを考えてい

ただいたうえで、具体的な意見を次回にいただきたい。 

・イベントの企画内容については、次回に、ブレインストーミングでいただいた多くの意見やアイデ

アをじっくり見て、ある程度の方向性を出していただければと思う。実施主体が決まらないことに

は完全な決定はできないと思うので、大きな方向性だけ、何か是非ともこういうものを進めていき

たいという意見を第 4回でいただければと思う。 

 

３３３３    閉会閉会閉会閉会 

（事務局） 

・次回予定は 11月 25日、木曜日、午後 2時から、会場は議会棟の第 3委員会室を予定している。後

日、ご案内をお送りする。 

 

 

以上 


