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第第第第 4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 11月 25日（木）15:00～ 

 

場場場場    所所所所 

 明石市役所 議会棟 第３委員会室 

 

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） 

・第 3回の会議で合意の取れた部分と検討課題について、事務局から資料説明をお願いする。 

 

・事務局より資料①を説明。 

 

（会長） 

・ご自分の認識と違う点があればご指摘いただきたい。この内容については、同意いただいていると

いうことでよろしいか。 

 

＜ 異議無し ＞ 

 

（会長） 

・続いて、当会議の報告書作成にあたっての確認事項について、事務局から資料説明をお願いする。 

 

・事務局より資料②を説明。 

 

（会長） 

・まず、「1 ネーミング、テーマ等コンセプト」について、メインのタイトルをどう付けるか、サブ

タイトルに「明石市民まつり」的なネーミングをどういう形で残していくかのご提案と、テーマに

ついてのご意見をいただきたい。資料②の例では、全て「あかし」が先頭に付いているが、必ず「あ

かし」の言葉を入れるという合意はなかったので、あくまで例として参考にしていただきたい。 

・「2 場所と時期、安全等イベントのあり方」の特に場所と時期に関しては、今のところ最もご意見

が分かれている。資料②では、場所については、「明石公園」と「観光道路・市役所」、時期につい

ては、「7月下旬」と「8月下旬」に候補を絞り、それぞれのメリット、デメリットを挙げていただ
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いている。メリット、デメリットについて追加などあれば、先に挙げていただきたい。 

 

（委員） 

・場所について、加えて欲しい点が 2つある。明石公園のデメリットとして、史跡なので花火を上げ

ることができない。そして、観光道路・市役所のメリットとして、中心市街地の南を人が訪れるの

で、周辺に人が分散して流れていき、まちに経済的な効果が期待できる。 

 

（委員） 

・明石公園のデメリットについて。明石公園は砂利が多いので、ベビーカーを押して 2～3 人の子ど

もを連れて行くとき、移動が大変だった。市役所周辺は道路が整備されているので、その点は良か

ったなという思い出がある。 

 

（委員） 

・明石公園のデメリットについて。公園を入ったところの芝生は広く、奥にも大きな芝生があるが、

これらをつなぐ散歩道が狭く、まつりのエリアが分かれてしまう感じがする。資料の案では、小さ

いまつりから作り上げていくということだが、将来的な規模の拡大にあたって、公園の場合は動線

の確保が難しいのではないか。 

 

（委員） 

・観光道路・市役所のデメリットに「観光道路の工事が来年度完成しているか、使用できる形状か不

明である」とあるが、来年 8月にはどういう状態なのか、情報があれば教えていただきたい。 

 

（事務局） 

・8月の段階で工事の進捗状況が不確定なため、デメリットとして書かせていただいている。 

 

（委員） 

・形状は、設計図があるので当然決まっている。歩道が広くなり、電線が地中化されて、車道部分は

狭くなる。時期については、今年度中の工事であるが現状は遅れているため、来年 8月に使えるか

わからないということだろう。 

 

（委員） 

・来年 1回だけか、将来的にどれだけ影響があるかは別の話なので、来年の立ち上がりのときにはそ

ういう影響があるかもしれないという程度の認識でいいのではないか。 

・観光道路・市役所のデメリットとして、生活圏なので、まつりの曜日、終了時刻、ゴミ問題等につ

いて住民に理解をいただき、合意を得る必要がある。合意をどうやって取るかが難しい。 

 

（会長） 

・それでは、まず、ネーミングやテーマについて、ご議論いただきたい。 
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（委員） 

・メインタイトルとサブタイトルをあえて区別せずに、「あかし夢まつり」というようなもののほう

が、いい響きを持っていると思う。メイン、サブは別にして、明るく未来志向のある名前がよい。

この場で決めるのもよいが、公募するのも一つの方法ではないか。 

 

（委員） 

・明石市は 9年後に市政 100周年を迎える。また、策定中の第 5次長期総合計画は、子どもを育てる

とか、人を育てることをキーワードに検討されている。そういったことも本日の議論の参考になれ

ばと思い、申し添える。 

 

（委員） 

・私もこの場でこれと決めず、次の実行委員会が決める、もしくは市民公募することでいいと考える。

響きとしては、資料の例のような感じでいいと思う。 

 

（会長） 

・報告書としては、案まで決めるのではなく、方向性を示す形でよいというご意見か。 

 

（委員） 

・そういう文章でいいのではないかと思う。 

 

（会長） 

・報告書には、いくつか具体的な例があったほうがよいのだろうが、資料の例で全くおかしくないと

思う。他に具体的な案をお持ちの方はご発言いただきたい。よろしいか。 

 

＜ 異議無し ＞ 

 

（会長） 

・次に、場所と時期であるが、まず場所について、明石公園と観光道路・市役所のメリット、デメリ

ットをご検討いただき、どちらがよいか、その理由を合わせてご議論いただきたい。 

 

（委員） 

・私は、観光道路イコール明石まつりというイメージをずっと持っている。明石公園での再開時、明

石まつりとしての認識はあるのだが、全く違った形でスタートした印象であった。他地域に住む人

たちにとって、ふるさと明石で行われるまつりは、私の世代では観光道路のイメージが強いと思う。

それを大事にするのであれば観光道路を選ぶべきだろう。 

・ただし、地元の人以外を大規模に集めることを想定する場合は、明石公園のほうがよい。駅から近

く、駅に電車が停まれば目の前にまつりの匂いがしてくる。これが人集めのポイントとして重要だ。

確かに、明石公園は移動の動線が狭いところや危険な場所もあるが、広いスペースなので逃げ道も

多い。明かりの問題等もあるが、警備費用とどっちがいいかも含めて考えると、メリット、デメリ
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ットを打ち消せるのではないか。 

・日程は、安全面では 7 月のほうがよいと思う。この地域では、7 月 21 日には必ず歩道橋事故が取

り上げられて報道される。そのため、7月であれば、まつりを実施する人も、まつりに行く人も、

安全に対して意識が向くのではないか。少しでもその余韻があるときに実施すれば、安全について

の警鐘になるのではないかという気持ちがある。 

・8月下旬は、子どもたちは夏休みの宿題があって行けないこともある。例えば、鎮魂でするのであ

れば、お盆前後という形が出てくる。8月下旬をどう位置づけるかによるだろう。 

 

（委員） 

・明石公園での様々なイベント運営を経験し、公園のほうがやりやすいという印象を持っている。観

光道路等での市民まつりは、一人の市民として、2～3 年、お手伝いをしただけなので、イベント

の深さがよくわからず、どちらがいいのか判断がつきかねる。先程のご意見のように、観光道路は

近隣の同意などにもマンパワーが必要になるだろう。 

・資料には、小さいまつりから少しずつ積み上げていこうとあり、それは大賛成である。この後の論

点も含む意見になるが、市の中央で、明石公園でしっかりとテーマを持って実施しつつ、中央で全

部をやるのではなく、東西に長い明石の他地域も連携して、この時期には明石全体でまつりをやっ

ているとするのがよいと思う。 

・時期については、どちらでも構わない。 

 

（委員） 

・私は、観光道路のほうに気持ちがある。確かに主催する側が楽なのは明石公園だろう。周りの住民

に対する説明も、1軒ずつ回って同意書を得るのは民間ではかなりタイトなことだ。行政がやって

いたまつりという意識が拭えず、住民に、目の前を「貸してあげている」的な意識がある。これを

改善するのはかなりの労力と年数がかかるが、それでも今後 10 年、20 年ずっと残していくには、

商店街の協力も得て、また、商店街からも声が上がって、本来はそれがまちづくりの基本だと思う。 

・イベントだけをするのであれば、明石公園では年間を通じて様々なイベントが実施されているが、

今回の目的の先行きには、まちづくり、地域を巻き込むというテーマも含むため、時間がかかるけ

れども、観光道路がいいのではないか。 

・時期は、7 月 21 日という基本テーマのようなものがあるし、長年 7 月末に実施してきた。再開時

に、7月末は県内各地で花火などの大規模イベントがあり、そこに重大な事故のあったまつりを持

ってくるのは困難で、空いている 8月のほうが開催の用意をする時間もあり、何とか夏休み中にし

たという経緯がある。私はやはり 7月末のほうがいいと考える。 

 

（委員） 

・まつりに集まったお客が、駅に帰る途中で中心市街地を通って、晩御飯を食べたり、店に寄ったり

という流れを考えると、南のほうでやったほうがいいように思う。 

・明石公園は、「時のウィーク」など様々なまつりを年中やっている。同じレベルのまつりを一つ増

やすと、市民から見れば横並びというか、明石まつりがそうなってしまったなという感じに見えて

しまう。 
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・私も地元を回ったことがあるが、いろいろと苦情を言う人もいる。しかし、1 年、2 年とやってい

く中で顔見知りになり、中心市街地も含めて、まつりをきっかけにコミュニティをもう 1回作るよ

うな感じがする。単にまつりの主催者側が場所を借りているという雰囲気ではなく、なんやかんや

苦情を言われながらも、「前はこうやったけど、今回は頼むで」「すんません、今度は改善します」

とネットワークを作っていき、まつりに向かって動いていくことが重要だ。 

・最初は厳しいご意見をいただくかもしれないが、その中で、地元に支持されるようなまつりをする

には、どういうふうにやっていけばいいかと実行委員会のメンバーが考え、時間をかけて「ここで

やってくれてええわ」と言われるようなまつりを作っていくことが、一つの大きな目標になる。 

・警備費についても、まつりを実施していくうちに、危ないポイントが絞られ、年々下がっていくも

のだと思う。一つの場所で、ずっとやっていくことで安全なまつりを実施できるのではないか。 

・時期は、新しいことを始める場合は、少しでも準備期間の長い 8月のほうがよいとなるのだが、定

着させることを目的にすれば、7 月下旬でも出来るのではないか。7 月下旬は、他のまつりとぶつ

かるので、県警は避けたいと考えるかもしれないが、私たちもそうであったように、高校生・大学

生になると、どのまつりに行こうかと考え、神戸の花火大会に行く時もあり、少し分散する動きも

あった。もともとそんな感じのまつりだったという記憶が残っており、7月下旬がいいと思う。 

 

（委員） 

・私も観光道路のほうがよいと思う。観光道路と市役所に多くの人が集まって、まつりの雰囲気がつ

くられていた。まつりの参加者が、あたりを行ったり来たりするのが目に見えるし、少し休みたい

と思えば小さな抜け道もある。幼い子どもを連れていても歩きやすく、休憩するところも結構あっ

た。明石公園は、メイン会場と次のメイン会場までが離れていて、子どもを遊ばせて次に奥へ行こ

うとすると、けっこう距離があった記憶がある。 

・時期は、7 月下旬がよいと思う。子どものいる家庭では、8 月末は始業式に向けた準備が必要にな

る。夏休みに入ってすぐであれば、まだゆとりもあり、まつりを楽しめる。また、夏休みの絵日記

にするなど、子どもが自身でまつりを発展させることもできる。 

 

（委員） 

・再開後、6回のまつりが行き詰った原因の一つに、警備費がかさんだことがある。最初は警備費の

ことも含めて小さな規模からスタートすべきだろうと考えると、やはり明石公園がいいのではない

か。まちの賑わいづくりという面から考えれば、中心市街地でやるよりも厳しいところがあるが、

それはまた別の連携方策を考えていけばよいと思う。 

・先ほど、明石公園のデメリットに、花火を上げることができないというご指摘があったが、逆に中

心市街地で花火が上げられるというメリットもないので、明石公園のデメリットとは言えないので

はないか。 

・時期は、7月下旬のほうが、天候が安定していて実行できる確率が高い。せっかく準備して楽しみ

にしていたのに台風で流れる確率は 8月下旬が高いので、その意味でも 7月下旬がよいと思う。 

 

（委員） 

・5年後、10年後にどんなまつりにするかが決め手になるのではないか。最初は小さいところから少
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しずつ大きく、身の丈に合った大きさを作っていけばいいと思うが、中心市街地は、観光道路と市

役所周辺だけの限られたスペースしかない。何か子どもたちに思い出を残すものということになれ

ば、公園のほうが比較的柔軟にやれそうな気がする。 

・5年後、10年後に、あの地域全体を使ったまつりをイメージするか、明石公園の芝生広場のような

限られた部分をイメージするか、それが分かれ道になる。もし、まつりらしいまつりを作ろうとす

る場合は、公園の中のほうがやりやすいのではないか。 

・どんなまつりが明石にもっとも相応しいまつりかを、原点に帰ってよく考える必要がある。もし、

観光道路でやるとすれば、来年から 4～5 年の間、小さいまつりからどういう形に大きくしていく

のか、最初のコントロールは非常に難しいだろう。 

・時期は 7月がよいと思う。 

 

（委員） 

・9年後に市制 100周年を迎えるにあたり、何か行事予定があれば、それへ向かって少しずつ毎年積

み重ねていき、9年後の 100年祭を盛大にやるというように利用できるのではないかと感じた。 

・企業の協賛を得て実施するのであれば、公園のほうが広くてよいのではないか。明石公園のデメリ

ットとして照明設備が少ないと挙げられているが、例えば野球場、陸上競技場など照明が取れる場

所についてはどうか。 

 

（事務局） 

・難しいと思われる。 

 

（委員） 

・夜間照明は無いのか。 

 

（委員） 

・陸上競技場には、中に向けた小さなナイター照明があるのではないか。 

 

（委員） 

・無料で借りることができればよいのだが。時期としては、7月下旬がよいと思う。 

 

（委員） 

・先ほどのご意見にあったコミュニティづくり、ネットワークづくりはとても重要な点だと思う。人

と関わっていくのは、ややこしいこともあるけれども、ネットワークができ、コミュニティができ

で、それが人を育ててきているということは、大変よく理解できる。 

・しかし同時に、今回、抜本的な検討をする中で、最も大変だと思うのは、民間主導で実施すること

だ。民間主導で、役所が本当に関わらずに実行委員会組織で実施するとき、観光道路でやることは

かなり厳しいのではないかと思う。明石公園であれば、ある程度なれていて手をつけやすいかと思

うが、失敗を許されないような状態の中で、市民主導のまつりを本当に実質的に ― NPO で実施

していたときは、実際は市が全部やっていた ― 行うのであれば、やりやすい場所でしなければ問
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題が出てくるのではないか。 

・まつりとして、市街地との広がり、全市的な広がりは必要で、その仕掛けづくりには火をつけてい

くべきだ。しかし、まつりの名前を変え、事業主体を変えて、最初からリスクの大きいところでや

ることには、今のところ疑問がある。観光道路は観光道路として、例えば屋台まつりのようなこと

をそれぞれにする、ということが可能ではないかと今の段階では考える。 

・時期的には、まつりは後からするよりも先にするほうがいいと思うので、7月に、安全なまつりを

テーマに実施していけばよいと思う。 

 

（委員） 

・地域のコミュニティを図ることがまつりのいいところだというご意見に賛同する。また、まつりら

しいまつりとのご発言があり、どういうものを指されたのかと考えていたが、確かに今までの明石

まつりは、屋台が出ているだけのような印象もあり、それは単なる賑わいではないのかとも感じた。

明石は歴史がある場所なので、明石の城を見ながら昔を偲び、ご先祖の徳を讃えるといった部分も

まつりの中に持ち込めれば、まつりの格が一つ上がるだろう。 

・今後、例えば本当は観光道路でやりたいけれど工事がまだ終わっていないといった、年ごとの事情

があろうかと思うし、そしてこの会議は検証・創造会議なので、こうしなさいという結論を次の実

行委員会に渡すのではなく、例えばこうしたらこうですよ、という様々な意見をまとめて報告する

ことでよいのではないか。 

・明石市民まつりは大きな事故の後遺症を引いているが、まつりの 1週間前、1ヶ月前などに鎮魂の

行事をして、それはそれ、まつりはまつりと分けて、別の形できちんとするのがよいと思う。 

 

（委員） 

・開催場所、時期の前に、ネーミングについて申し上げたい。企業の場合は、多くの予算を組んで、

ネーミング、ブランドを保とうとする。やはりまつりのタイトルは、大事なものとして扱って欲し

い。ネーミングに関しては、ずっと続くものなので、あまりイージーに捉えず、集客観光の視点で

クリエイティブなプロが入って、ロゴマークも含めて時間をかけて作ったほうがよい。 

・まつりのワクワク感を表現できるように、人が躍動する、人が叫ぶ、人が歌うというふうな、人に

こだわったネーミングづくりがよいのではないか。歌え、踊れ、叩け、響けと何らかの形で表現す

る場がまつりであり、サブキャッチには、そういう部分も加味していただきたい。 

・場所については、明石公園であれ、中心市街地であれ、まつりの後に人が市街地に戻れるような仕

組みづくりが必要だ。 

・人を育てる明石というテーマがあるのならば、昔のまつりは絶対にそうで、奉加帳を持って寄付金

を募って回り、しんどいけれども汗をかきながら名前を書いてもらって、人のつながりができて、

私も参加している、というのがまつりの基本だったのだと思う。これがなくて、ドーンときたもの

がまつりだとなると、私たちのまつりなんだという意識付けが育たない。 

・私は、オーガスト（August）の 8、タコの 8に少しこだわっている。例えば、明石オーガストフェ

スティバル、明石オクトパスフェスティバルなどだ。また、夏休みは地蔵盆が終わると寂しくなる

ので、夏休みの終わりにもう一度楽しげなまつりがあってもいいと思う。それはまつりの差別化に

つながり、8と 8月というつながりもできる。8月の上旬でも下旬でもよい。 
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・手間ひまかかっても、人を繋いでいって市民が参加していく形のものと、プロがきっちり入って響

くものと両方を作っていかないと、まつりは続かないだろう。やはり市民の限界もある。 

・私たち明石市民は 7月 21日をけっして忘れません、という基本的な精神に則っていれば、まつり

としてはよいと思う。 

 

（副会長） 

・明石公園と観光道路・市役所のメリットとデメリットの比較は、分析による小さな点も挙げられて

いるので、これだけでは、なかなか物事は決められないという気がしている。何が考察点かという

と、新しいまつりをどう作るのかという大きな視点で、先ほど、5～10年後のことを考えるとどう

なのかというよいご意見をいただいた。私のコンセプトは、一言で言えばシンボル性である。明石

市民ではない「よそ者」の私の目から見ると、明石公園こそがシンボルの空間だと思える。 

・明石市は東西に広く、新住民と旧住民の融和といった問題も抱えておられ、今後 100年のテーマで

もあると思うが、明石公園はそういうものに相応しい空間であろうと考える。 

・明石公園は空間も広く、野球場や競技場、様々なゾーンがあって広がりもあり、あそこで音や光を

存分にやっても大丈夫だなというのは、サマーナイツでも十分示せた。今後、市民主導で実施され

た場合にどんなイベントが来るかはわからないけれども、受け入れる包容力があると思う。そのた

め、明石公園がよいと、シンボル性という点では推奨したいと考えている。物理的な欠点はどこで

もあるが、それは克服できるのではないか。 

・時期については特に考えていない。 

 

（委員） 

・公園外の実施において警備責任者を務めたとき、最も気を遣ったのは国道 2号線と 28号線の警備

だ。例えば、乱横断による交通事故が起きたとき、それはまつりの警備の守備範囲外だと言えるの

か、駅からまちなかの関連した場所なので、それもまつりのうちなのか。事故が起きたときにマス

コミはどう書くだろうかと。乱横断の防止対策は直接まつりとは関係ないのだが、まつりの一帯の

地域という点で、とても神経を使った経験があるので、何かの参考にしていただきたい。 

 

（会長） 

・場所と時期に関して、委員の皆さんからご意見をいただいた。今日の段階で完全に一つの方向に持

っていくのは、時間的な制約もあって難しいので、この会議の報告書原案では、明石公園と観光道

路・市役所の両方について、こういう意見が出て、それぞれメリット、デメリットが挙げられたと

いう形にしたい。市議会への報告や、パブリックコメントの中で、またご意見が出てくると思われ、

それも勘案して、次回の会議で最終的に方向を決めていく形に持っていきたい。 

・時期についても、今日の段階で一つに絞り込まなくてもいいということであれば、この会議での大

勢としては 7月の意見が多かったが、8月を推す意見もあったという形でもいいかと考える。そう

いう形でよろしいか。 

 

＜ 異議無し ＞ 
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（会長） 

・続いて、安全と警備費用についてご意見をいただきたい。明石のまつりは、安全、安心に関して、

より高い意識を求められる。資料を再度ご参照いただき、さらにご意見をいただければ有難い。 

 

（委員） 

・先日、県警本部と話をする機会があった。雑踏警備については、明石だから過剰な警備を求めるの

ではなく、明石の警備がスタンダードなのだという考え方だった。明石をスタンダードにして、他

地域でも雑踏警備に対する理解を求めていく。明石だから特別に重い警備をしているといった受止

め方ではないようだ。 

 

（会長） 

・事故後、明石のまつりは、警備により重点を置き、大きな費用をかけている。他の自治体は、たま

たま事故が起きていないが、本来はこのぐらい費用をかけないと安全は確保できないものなのかも

しれない。明石がスタンダードであって、本来は他の地域も、そのスタンダードに近づいて行くべ

きではないかという考え方もあるだろう。 

 

（委員） 

・スタンダードと聞き、なるほどと思う。事故の後、兵庫県内のスタンダードのレベルはかなり上が

ったのかもしれない。安全に関してはいくら追い求めてもきりがない。実際にレベルが上がり、意

識がすごく上がり、それに伴って費用も上がった。明石がスタンダードになれば、他のまちではイ

ベントができないぐらいの費用になった。 

・例えば、監視カメラは絶対にあったほうがいい。しかし、多額の費用がかかる。今まで行政がまつ

りに関わり、大きな予算があったから導入できたが、どの地域のまつりでもこのモデルを当てはめ

ると費用が追いつかない。どこまで追い求めていいのか難しい。 

・9月に神奈川県厚木市で行われた「B-1グランプリ」という食のイベントは、2日間で 43万人を集

客した。けれども、明石の私たちから見ると心配になる程度の警備体制だった。駅から会場まで多

くの人がドッと動くのにも関わらず、兵庫県ならば絶対に交通規制をして、人を多く配置しなけれ

ばいけないという常識をやっていない。おそらくこれは県警レベルの話であるが、しかし、追い求

めるとやはり費用がついてこない。 

・なお、地域のボランティアの活用などにより、例えば 2千万円かかっていた明石のまつりのパター

ンを 1千万円、数百万円にするといったことは遠い将来にしたい。 

 

（委員） 

・全体を高いところから見ておく監視カメラは、早く情報を集め、事前に対策を取っていくために、

とても大事だ。全体を常に鳥瞰し、事前に対応することができるかという危機管理にお金を使うか

使わないかの判断になる。重要なことなので、やはり費用がかかってしまうと思う。 

 

（委員） 

・監視カメラの設置が悪いとは思わない。危険を早く察知できたほうがいいに決まっている。お金が
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あれば欲しい。私も答えが出てこず、申し上げにくいのだが、費用対効果をあげて、減らしていけ

る何かがないのだろうかという課題がある。 

 

（委員） 

・監視カメラを設置したからよいというものではなく、危険察知能力が最も大事だ。雑踏では、あ、

駄目かなと思ったら、もう駄目で、戻ることもできなくなる。時間にすれば本当にちょっとしたこ

となので、それは事故の経験(者の意見)も踏まえて、みんなに察知していただきたい。 

・一番の対策は、同じ場所でずっとやり続けることだ。危険な箇所はピックアップされてくるので、

そこに重点を置いていれば、ある程度、流れが出てくる。あとは警備する人々の知識。人が流れ始

めたらどういう流動人数になるかをしっかり頭に叩き込んでいればよい。人数をいくら投入しても

警備できるものではないし、資材をいくらかけても警備できるものではないというのが私の実感だ。 

・まつりを縮小してしまうのであれば、警備費用を抑える、イコール、まつりが賑やかになるのであ

るから、そういう面も、特に場所選定については考え合わせたほうがいいと思う。危険なところや、

少しでもリスクの多いところを場所に選定してしまうと、まつりの賑わいは減る。予算の関係であ

るが、それを踏まえて決めていけばいいのではないだろうか。 

 

（委員） 

・再開したまつりに関わり、確かに警備費は高いなと感じた。場所が変わるごとに、また警備費が膨

らむところから始まるという面があった。やはりどこかで固定してするべきだと思う。ただ、今後

のまつりの主体になる人々が、この会議で上がってきた意見を参考にしながら、どうしていくかだ

と思うので、場所については、ここでは決められないことなのかもしれない。 

・先ほど、乱横断による事故のときにどう報道されるかという話があったが、まつりと無関係なこと

で転んでケガをしたことまで気を遣っていたら際限がない。まつりで何かあった場合は主催者側の

責任でもあるが、その部分は自分で勝手にされたことでしょうというような、基本的な考え方なり

何らかのラインを引いておかなければならない。警備費のどこを削るかというのは、主催側には難

しい話に入っていくと思う。 

・安全は大事だから、意識として持っておかなければならないのだが、そのためにこれだけの費用が

かかるという話と全部がくっついていくと、以前に NPOがやっていて警備費がかさんでまつりが

難しくなったという話と同じことを、またここで繰り返すことになる。 

 

（会長） 

・安全対策は本当にきりがないのだが、乱横断など過去の実績で危険をある程度予想されることにつ

いて、それなりの対策が全くないというのは、責任を追及されて当然だろう。それをどこまでやる

かという線引きは考えていかなければならないが、無視することはできないのではないか。 

 

（副会長） 

・安全については、専門的で難しい部分、専門の人に任せざるを得ない部分が軸としてある。そうで

ない部分もまつりの周辺にはいっぱいあり、その部分については市民に参加していただく。来年は

無理としても、5年、10年を考えて育てていく。中心部以外のまつりでは、消防団などの人たちが
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きっと担っていると思う。そういう人たちを育てながら協力してもらってはどうか。 

・監視カメラの話に関連して、多くの人が携帯電話を持っているので、その技術を活用し、役割を決

めた人を配置して、情報を逐一本部に集約することはできないか。情報を判断する技術のようなも

のを研究していくのもよいのではないか。私は佐用町でその必要性を強く感じた。みんなが持って

いる最新機器を上手く利用できて、警備においても市民参加を実現できればいいと思う。 

 

（委員） 

・例えば、明石公園でメインイベントをするとして、地域を巻き込み、駅より南の商店街等々に行か

せたい、そして駅まで帰らせるようにしたいということで、同時開始か何かの仕掛けで、魚の棚や

桜町でイベントをする場合に、それが同じパンフレットに載ると、やはり乱横断は主催者警備にな

ってくるのか。 

 

（委員） 

・地域一帯ということになれば、そうだろう。 

 

（委員） 

・一帯のまつりであると。そこに警備員を立てずに自己管理だというと、主催者として危険を感じら

れなかったのかということになる。1 人、2 人つけていて事故が起こったら、警備員を配置したに

も関わらず事故があったと、また責任になる。となると、切り離して、勝手に共同開催をやってい

るという置き方ぐらいしかないのが現実的な話だろうか。 

 

（委員） 

・おそらくそうかと思うのだが、せっかく楽しみでまつりに来た人がケガをすることがないように、

主催者としてどこまで責任を感じるかではないか。乱横断などのリスクが明らかにあるときに、ど

こまで手を打っていくか。守備範囲をどのように設定しておくかが警備を担当する者の責任であり、

役割分担だ。ファジーな部分も結構あり、それをどこまでやるかということだけだと思う。 

・費用については、最初はわからないので、少し座蒲団を広げようかという部分もあるし、やってみ

て、ここはもういいというところは切っていくので、費用が少ない方向でいけるところもある。 

 

（委員） 

・まつりの動線上に道路があるのが一番問題だ。道路があると、やはり警備しなければならなくなる

し、無いところまでやる必要は全くない。 

 

（委員） 

・他のまつりを見に行っても、危ないのに、こんなところでよくやってるなと思うまつりは、いくつ

もある。私が責任者だったら、そんなことはできないなと感じることがある。 

 

（委員） 

・他地域のまつりで、全然関係ないところにポツンと警備員が立っているのを見たことがある。警備
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計画の問題なのだろうと思うが、この人は何のために立っているのかなと思った。 

 

（委員） 

・警備に対する考え方は、実質的な警察との協議ができるかという点にかかっていると思う。イベン

ト開始前も、イベント途中でも、どう連絡を取り合いながら、どういう役割分担をしていくか、信

頼関係をどう作っていくかが最も重要だ。警察のほうも、例えば実行委員会がすると言っても、誰

に向かってものを言っていいのかわからないことがある。主催者の顔がきっちり見えて、そことは

ずっと連絡を取り合っているという形であれば、対応も違ってくるのではないか。 

・だから、最初は規模を小さくするしかないと思う。大きな市民まつりの賑わいを第 1回からという

のは無理で、リスクを小さくした中で、警察の言うことも聞き、譲歩もして、一緒に、徐々に作り

上げていく。例えば「時のウィーク」での火縄銃は、最初はとんでもないことだということだった

が、2回目からはかなり楽になってきた。また、ボランティアを補完的に使うことはできるが、最

初の計画からボランティアを補完で使うと言っても、ボランティアは警備の人数からは外される。 

・地域との信頼づくりと一緒で、最初は、警察も消防も巻き込んで一緒に作っていく土壌を作らなけ

れば、警備費用をかけても、やはり事故は起きると思う。乱横断にしても同様である。来年度のま

つりは、規模的にはかなり小さくなると踏まえた上で育てていくことが大切だ。育てるという意味

で警察とも地域とも関わり、まつりを育てていくことが重要ではないか。 

 

（会長） 

・それでは、次の課題として、実施主体、イベント企画内容についてご意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・皆さんが思いつくことを教えていただきたいのだが、資料①の実施主体の検討事項、「市民の担い

手はどのように決めていくのか」、「実行委員会の中に行政がメンバーに入るのか、アドバイザー的

に入るのか」、特に後者について、メンバーに入ったときと、アドバイザー的に入ったときのメリ

ット、デメリットを、いろいろな角度からお聞かせ願いたい。 

 

（会長） 

・その点に関して、何かご意見はあるか。行政のほうからもご意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・検討事項については、行政のほうから、こういう形で関わりますというよりも、皆さん方で、行政

はこう関わるべきだとお決めいただければ、その形で関わらせていただきたい。 

 

（委員） 

・例えば、行政がメンバーに入ったほうが事務局的なことを動かしやすいとか、その代わり、今まで

のように警備でも行政が表に立ってしまうという現状は拭えないとか、これまでのご経験も踏まえ

てご教示いただきたい。 
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（委員） 

・今までは NPOとの共同開催だったので、行政は主催者の一人だった。市民主体の実行委員会形式

になると、主催者の一団体という形になると思う。関わりからすると、今までは警備、安全対策に

ついて主催者として関わりがあったが、そのあたりは若干違ってくるのかもしれない。だからとい

って警備を担わないという話でもなく、実行委員会が落ち着いてくるまでは、やはり、かなりいろ

いろな関わりが必要になるとは思っている。そんな余計なことは言わないで欲しいと、もうみんな

でやるということであれば、それはそれで有りかなと思うのだが、皆さんのご意見でお決めいただ

ければと考える。確かに、行政は余計なことも言うので。 

 

（委員） 

・行政には居て欲しい。ただ、今までは、主催者の一団体であっても、NPO と同じ立場だと言って

も、結局、行政に業務が集中してしまう。それがアドバイザーという立場になると、もう少し軽減

されるなどといったメリット、デメリットを知りたい。 

・「時のウィーク」は民間だけだったと思うが、行政は基本的にかかわり無しなのか。 

 

（委員） 

・助成金だけをいただいている。 

 

（委員） 

・アドバイザーと考えた場合、全く関係なしなのか。 

 

（委員） 

・行政の仕組みとしては、補助金を出し、それについて適正に執行したかどうかの報告書をいただい

ている。その関わりだけである。 

 

（委員） 

・メリットは、「時のウィーク」で言えば、例えばオープニングで、時の記念日がらみのイベントが

あり、子午線通過記念証の発行は今も行政がやっている。花に関連することやポスター展などは、

以前は行政がやっていたが、徐々にこちら側に貰って代りにやっている。 

・教育委員会が事務局のご担当だったので、最初は教育委員会の人に来てもらっていた。ポスターの

配付などでは、行政がいるとすごく広がりがあって便利だった。だんだん自分たちでできる範囲が

広くなり、現在では行政の人は来ておらず、会議室を取っていただく程度である。 

 

（委員） 

・逆に、困ったことはないか。 

 

（委員） 

・やはり事務局的な部分だろう。我々の場合は、委員長が替わったときの資料の散逸に困ったり、会

議の人数が多くなってきたときの人数分の資料作成が大きな負担になった。 
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・もっと切実な面を言えば、民間でやると、みんなそれぞれ生業があり、いろいろなことを抱えた中

では、市民のために、安全のためにとやっていても、なかなかそれに命賭けてできない。タイムス

ケジュール的に押し迫って、どうにもならんけども行ってしまおうかということも出てくる。だか

ら、大きな風呂敷を広げてしまうのは怖い。ドタバタしても何とかまとまる程度のものにしておか

ないと怖い。だんだん人の輪ができ、組織ができてくると、だいたいこの程度ならいけるなという

「荷物感」が出てくる。しかし、最初は行政にサポートしてもらわないと、怖くておそらくできな

いだろう。 

・委託という形にすると、行政としての荷物を背負ってしまうので、行政がずっと関わったほうがい

いか、将来的には抜けていくのかというところだけを最初に決めておけばよいのではないか。 

 

（会長） 

・「5 地域分散」、「6 その他」についても、ご意見があればお願いしたい。 

 

（委員） 

・これが報告書の原案となるのか。 

 

（会長） 

・概ね資料②の内容である。 

 

（委員） 

・綺麗にまとまっていてよいと思う。地域分散も、今の大きな流れは、メインイベントをやって、地

域内のまつりも時期やタイミングが合えば、そのステージの一環で、一緒に共同、共有していくと。 

・あとは、また戻ってしまうが、先ほどの実施主体の部分はどちらがよいのか、将来的には一番大き

なことと思うので、またいろいろな情報を教えていただきたい。 

 

（委員） 

・中心市街地でのコミュニティづくりや、中心市街地でお金を落としてもらうことができるような仕

掛けを作っておくべきだと思う。例えば、商店街がまつりに合わせて夜店まつりや金魚すくい大会

をすることも市民まつりの一環でできて、何らかの補助が出るとか、広報的に一緒に取り扱えると

か、そういう仕掛けづくりはとても大事なので、文言で(原案に)置いておけばよい。 

 

（委員） 

・私は高校時代に野球部にいたが、甲子園に出るとなると地元の商店街が勝手にセールをして、結構

賑わっていた。すなわち、商店街が乗っかっていくような企画を逆に出すのもよい。例えば、まつ

りの日だけでなく、まつりが近いという PRを込めて 1週間セールをしてもいいというように。そ

ういう形でやれたら責任問題も回避され、1週間前からまつりがもうすぐだと盛り上がる。 

 

（会長） 

・今のご意見も報告書の中にまとめさせていただく。 
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（委員） 

・地域分散とは、まつりに乗せていくこと、上手くコラボレーションすることで、担い手が新たな負

担を負ったり、しんどい目をするのではなく、以前からやっているところに、明石まつりを持って

いくという発想だと思う。 

・実行委員会を民間がやるとき、助成金をもう 1回協賛金のような形で、まつりに乗るよと手を挙げ

たところに回すことはできないと思うので、公的な機関である行政がアドバイザー的に関わってい

る中で公募し、きちんと公明正大に選んでいくと誤解がなくなるだろう。 

・最初の時点では、実行委員会はメインの部分主体で考えていく組織として、行政が、ヨチヨチ歩き

だした団体に、こういうふうにやったほうがいいですよと言っている間は、サテライト的なことを

一緒にやるフィルター代わりに行政がかかわるのがよいと思う。 

 

（委員） 

・市役所や観光振興課がまつりをするときは、賑わいづくり、活性化などの目的で行うわけだが、地

域のまつりはコミュニティの分野かもしれない。行政内部でも、観光とコミュニティの間できちっ

と役割分担をしていく必要があるだろう。 

・検証・創造会議として、まつりのあり方ということになれば、メインのまつりはもちろん、地域の

まつりをどう位置づけていくかの方向性について触れなくてもよいのだろうか。今回、報告書にま

とめるときには、今後、地域のまつりについては、どういう方向性でこれから検討していくとか、

位置づけていくと触れないわけにはいかないのではないか。 

 

（委員） 

・何か上部組織が必要かもしれない。 

 

（委員） 

・同感だ。団体のまたその上にもう一つ、何かがいるかなと思う。 

 

（会長） 

・まだまだ課題も残っているかと思うが、予定時間も過ぎてきた。資料②に、本日、頂戴した意見や

留意点などを含めた形で、報告書の原案にしていきたい。 

・明石市民まつり検証・創造会議の報告書の構成項目の案について、資料説明をお願いする。 

 

・事務局より資料③を説明。 

 

（会長） 

・ご説明いただいた内容について、また、会議全体についてご意見があれば、ご発言をお願いしたい。

資料③の案については、よろしいか。 

 

＜ 異議無し ＞ 
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（会長） 

・来年 1月 20日の会議が最終回になる予定である。まだ課題もいくつか残っているが、皆さんがお

忙しい中を何度も集まっていただいて貴重な議論ができたので、よい提言、よい報告書がまとめら

れるように頑張っていきたい。最後までご協力をよろしくお願いしたい。 

 

 

以上 


