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第第第第 2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 8月 25日（水）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 

 

・事務局より協議事項について資料説明。 

 

（会長） 

・前回の議論を踏まえ、市民まつりのあり方について、事務局が資料④のようにまとめた。資料の下

部に「明確なテーマを持った個別事業」など 4つの具体的な案が出ている。こういったところから

議論を進めて、共通認識を作り上げ、新しいまつりのコンセプトを提案できればよいと考える。新

しいまつりのあり方についてご意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・資料③を見ると、警備会社の費用と警備員数が明石市だけ飛び抜けて多い。「相生ペーロン祭」の

花火大会は広域的に集客しておりペーロン競漕よりも人が多いのに警備員が少ないので驚いた。 

・しかし、警備費を他市に合わせればいいという単純な問題ではない。「明石市民まつり」の場合、

その冠、ネーミングがネックになっている。今夏の「明石サマーナイツ」は、規模も小さく、明石

公園内で開催し、花火も無かったが、他市と比較して高い警備費をみると、「明石市民まつり」と

いう名前がある以上、やるべき警備が沢山あるのだろうと思わされる。 

・私たちは 9月 25日・26日に食のイベントを予定しており、来場者を 2万人見込んでいるが、昼間

の開催ということもあって警備員の数は微々たるものだ。 

・警備員の他に、数字には出ない地域の防犯協会やボランティアスタッフの協力がある。NPO とし

て、６年間、明石市民まつりに関わるなかで、年々、地域の人々とのつながりが深まった。どこで

開催するにしても、ボランティア心のある人々との連携をつくることが重要である。 

 

（委員） 

・市の西部に住む人は、資料①のアンケート結果ほどに「明石サマーナイツ」を訪れていないのでは

ないか。自治会や会長会などの機会に「明石サマーナイツ」への来場の有無を挙手などで聞いてみ
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たが、訪れた人はほとんどいなかった。このことからも、新しいまつりの開催地については、1箇

所よりも複数箇所がよいのではないか。 

・防犯協会の約 100名のうちでは、防犯協会あるいはボランティアとしての参加が約 10名あった。 

・地域では「メインイベントが無い」という意見のほか、若いお母さん達からは、夏の雪合戦イベン

トや、氷の彫刻があればいいという意見もあった。何かキラッと光るもの、あるいは皆が楽しめる

ものが必要ではないかと思われる。 

 

（委員） 

・今年は「明石サマーナイツ」という形で開催されたが、委員の皆さんが行ってみた感想や、今まで

のまつりと比べて良かったことなどの意見をお聞きしたい。私は、幼い子どもにはとても優しいま

つりだなと感じた。4～5 歳の幼児を連れてちょっと回るぐらいなら、近くの人が簡単に行くまつ

りとしては、あれでよいのかもしれない。ただ、それに「明石市民まつり」と名をつけて、この予

算で 2万人を集客して実施するものなのだろうか。 

・資料④のコンセプトは、非の打ちどころがないというか、「このような意味合いでやっています」

と市民に知っていただくためには、こういう資料になるのかなと思う。これを我々が見て、どうい

じくり回すかと言われても、なかなか、いじりようがない。 

・今後のまつりのあり方について、行政側はどう考えているのか。「市民主導でやってください」な

のか、「行政と手を携えてやってください」なのか。資料④では「市民主導」と謳っている。もし

今後そうなるのであれば、「市民が自由な発想で考えて、自由なメインイベントで、自由にやって

ください」とサポートするのが行政の仕事になる。 

 

（会長） 

・今年の「明石サマーナイツ」について、ご意見、ご感想を聞かせていただきたい。資料①の来場者

アンケート結果をみると、良かった点、悪かった点の両方で挙げられている項目もある。警備員が

多いことが悪かった点にある一方で、だから安心できると良かった点でも挙げられている。花火大

会をして欲しいという意見と、花火がないからこそ安心して来られるという相反する意見もある。 

 

（委員） 

・当社は「明石サマーナイツ」の運営を市から受託した。感想を一言で言うと、やはり「明石市民ま

つり」という冠が非常に重たい。無事に終えることと、来場者に少しでも楽しんでいただきたいと

いうことのプレッシャーが大きかった。 

・今回は、ゆったりとゆっくりと楽しんでいただこうというテーマを市から受け、取り組んだ。しか

し、来場者の言葉から、明石市民まつりに期待を持って訪れる人が非常に多いという実感を得た。

例えば、当日の現場では「会場はどこにあるんですか」とか、「屋台はこれだけですか」という質

問が多かった。特に、川東周辺の人々の期待が大きいように感じた。 

 

（委員） 

・私は平日と週末の 2回、初日と最終日に子どもたちと行った。現場で 2～3人の補導員から聞いた

話によれば、中学生・高校生の団体が来ているけれども、地元の夏祭りよりも少ないとのことだっ
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た。補導員のほうが多いくらいで、子どもたちも行くのだけれど何かもうひとつ足りなくて、すぐ

帰ろうという感じになる。子どもたちが少ないのは寂しかった。 

・全体の印象は、地域のまつりに近い。私たちの校区の夏まつりと同じようで、ただ、盆踊りが真ん

中にあるか、ジャズ演奏があるかという感じであった。こじんまりした、今までにないまつりで、

これでいいのかな、ちょっと寂しいかなと思った。「明石市民まつり」というコンセプトが大きす

ぎて、あの規模であの警備は、安心・安全を図りすぎのようにも感じた。 

 

（委員） 

・問題は、活性化に繋げるためのまつりなのか、市民サービスなのかという点にある。賑わいづくり

であれば、テーマをしっかり設け、来訪者の少ない季節の開催が適している。市民サービスであれ

ば、市全域から市民が来場できるようにすべきであり、「ゆっくりと、ゆったりと」というイメー

ジもこれはこれでいい。 

・事故以降、明石市民まつりはぶれているため、資料①のアンケート結果も戸惑いの声ばかりだ。「何

なのかわからない」「メインイベントが無い」と。もともと明石市民まつりにメインイベントはな

く、盆踊り、夜店、花火ぐらいのものだった。しかし、イベントがあるぞ、とテーマを設けるなど

して開催し、まつりではなく、イベントになってしまっている。毎年、形が定まらないために不確

定要素が多く、警備費も多く使うことになり、コストパフォーマンスは非常に悪い。 

・市民サービスとしてしまえば、また、単に盆踊りをするだけであれば、警備費もかからず、皆の割

り当てでできる。市民が自分たちで考えながら魅力を徐々に足していけばいい。一発逆転のような

形で、これから明石はこれで行くぞ、みんな寄って来いというようなやり方は、余計に危険が伴う

のでするべきではない。 

・資料④の内容はイベントをしていく上で、すべて必要なことだろう。しかし、これを「明石市民ま

つり」が網羅すべきかと言うと、そうではないと思う。月に 1回でも市内のどこかで、様々な形の

市民まつりが出来てきて、そのうち最も賑やかな、まつりの代表格として、例えばこういうものも

育ちましたよという形で、「明石市民まつり」ではない大きなまつりが育っていけばいいなと思う。 

 

（委員）  

・最終日に防犯協会支部長として参加した。午後 5時集合で午後 9時まで、防犯協会の各支部から毎

日 40 名が出て 5 日間巡回した。会場内ではなく外回りを 20名ずつ 2 班に分かれて行った。会場

の狭さもあって 10分か 15分で指定のコースは巡回できてしまう。20名ずつが団子になって、時

間をもてあましながら巡回したため、消化不良という感じも否めなかった。 

 

（副会長） 

・平日の夜に行ってみた。私はシニアなので、ゆったり、のんびりした感じが良かった。ジャズが聴

けて、一杯飲めて、美味しいタコが食えて、本当に幸せやなという感想であった。 

・資料①のアンケート結果を見ると、「さしたる不満はない」「まあまあ良かった」というご意見で、

「明石サマーナイツ」は、脱花火、脱 6回の過去のまつりという点では成功であったと総括できる。

まつりが目的ではなく、次のステップへのターニングポイント、実験という認識で取り組んだ意味

では良かったと考えられる。今年の問題点を次の内容へ反映させればよい。分析から学び、次のコ
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ンセプトを創造していくことが重要だ。 

・資料③をもとに、来場者 1人あたりの警備費を計算してみると、「明石サマーナイツ」は 1人あた

り 350円、「明石市民まつり 2009」は 342円である。他市は 30円～50円台が並び、なかには 10

円以下というところもあって、ずいぶん金額が違うことに驚かされる。 

・比較してみると、小規模のまつりと、大規模のまつりは警備費が安い。小規模のまつりは防犯協会

など地元の助けを得て、警備費をかけずに上手く開催しているのではないかと想像される。神戸市

などの大規模のまつりは、中心部で重点的に警備をする一方で、縁辺部はさしたる警備は必要なく、

来場者総数は大変多いために 1人あたりは安くあがる計算になる。しかし、中規模のまつりは最も

警備費が高くなるようだ。資料④のコンセプトにある多極分散型は、警備を地元の方にお願いしつ

つ開催する節約型の良いスタイルではないかと警備費の問題からは感じた。その場合、誰に主役を

やってもらうかが問題になる。 

 

（会長） 

・地域分散というあり方から警備費の削減に繋げていく可能性はあるだろう。 

 

（委員） 

・過去 6年間、警備に関わった立場から申し上げると、他市のまつりの安全対策費と明石の安全対策

費は、比較しづらい背景があることをご理解いただきたい。 

・警察は現在も「明石市民まつり」の冠に対して拘りを持っていると感じる。こんな小さな規模の「明

石サマーナイツ」に、なぜ多くの警察官が出動し、多くの警備員を置くように言う理由を聞くと、

要因の一つに「明石市民まつり」という冠があるようだ。 

・過去のまつりを検証し、新たなまつりを創造するなかで、どのように行政が関わり、あるいは市民

が少しずつ大きいまつりを作り上げていくのか、その点をご議論いただくのがこの場だと理解して

いる。単に警備費が高い安いといった数字だけの議論で終わらせていただきたくないと思う。 

 

（会長） 

・警備に関しては、どれだけ人数を割き、費用をかけても、事故が起きるときは起きてしまう。逆に

少人数であまり費用をかけなくても上手く行くこともある。いくらかければ十分、何人出せば十分

というものでは全くないと考える。 

・「明石市民まつり」の大きな課題として、前回も警備費の削減が挙げられた。資料③をみると、警

備員 1人あたりの来場者数、先ほどの副会長による来場者 1人あたりの警備費も、他のまつりに比

べると 1桁ぐらいの差が出る。警備費の削減がよいかどうかまだわからないが、削減する方向へ向

けていくのであれば、参考となる貴重なデータを出していただいている。 

 

（委員） 

・民間 NPOの立場から言えば、この警備費は異常である。他市の数値と明らかに１桁違う。警備費

を減らす議論になると、手を抜くのかとか、安全を無視するのかという不安が出るが、予算が降っ

て湧くならよいけれども、現在の明石市の情勢では、費用対効果を高めなければ、まつりの継続が

まず無理である。ただし、中規模のまつりだから警備費がかかるのではなくて、事故以降の明石の
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まつりの場合、いろいろな問題があって警備費がかかるのであり、これは仕方がない。 

・「明石サマーナイツ」では、市職員が手作り感のあるまつりを 5 日間の分散型でテストケース的に

行った。しかし、「明石市民まつり」という冠はすごく重い。だから、あれほどの警備がまだ要る

のだろう。観光道路や市役所周辺で開催した時よりは警備は薄かったかもしれないが、見えないと

ころでは、さまざまなやり取りがあったと拝察する。 

・資料③によると、まつりを委託で実施しているのは明石市だけである。他市は、まちづくりをやろ

う、まつりをやろうという市民か組織体かの主催者がいて、それに対して市が補助金を出している。

委託では市の仕事になってしまい、民間がやっても民間の案を活かしきれない部分が出る。市民や

その組織体に対して市が補助するという形が水準になるのではないか。 

・「明石市民まつり」という冠を、違う形に変えたい。消してしまうのではない。戦後復興の時代か

ら名前や形態は変わりながらも市民まつりは残ってきた。再開後のまつりは、会場、時期、規模が

定まらず揺れてきたが、新しいまつりを、これからはずっと同じことを繰り返して作っていきたい。 

・何か目玉を作らないといけないと思う焦りからもイベント性が強くなるというご意見を聞き、なる

ほどと思った。昔のまつりは、盆踊り、花火、夜店、スイカの無料配布などがあって、来場者がそ

れぞれに興味あるものを毎年楽しみにしていた。この継続こそが、まつりだ。だから、会場は市の

西部でもよいし、東部に限定されるのであれば、各校区のまつりの良いところを持ち寄った集合体

としての、年に一度の市民まつりというコンセプトもあり得る。 

 

（会長） 

・「明石市民まつり」の冠が重い、というのが共通の認識かと感じている。いま、外す方向でもいい

のではないかと意見があった。これについてはいかがか。賛成か反対かでもよい。 

 

（委員） 

・外すほうに賛成する。子どもの頃からずっと馴染んできて、NPO でも関わってきたので、この名

前には愛着がある。しかし、その名前に掛ってくる重圧、事故以降の重みが確かにあり、その部分

で捉われてしまっているのならば、名前を変えることも選択の一つであると思う。 

・もちろん名前を変えても、安全は大事にしなければならない。けれども、その名前で、明石で実施

するために、これだけの警備体制となるのなら、名前を変えることを検討するのもよい。 

 

（委員） 

・子どもの時からずっと触れてきて、家族も携わってきたまつりなので、「明石市民まつり」という

名前を何とか残して、ずっと続けていきたいという気持ちは強く持っている。しかし、この名前が

あることによって議論ができなくなる。この名前がある以上、動かなければいけない、言わなけれ

ばいけない、そういう目に見えない無駄なこと、無駄な経費が発生し、建前ばかりになっている。 

・「明石市民まつり」の名前のためにまつりをしているのでなく、まちのために本当のまつりを作っ

ていくには、名前は皆でもう一度考えてもいいじゃないかと思う。事故があって、その反省点を踏

まえて、3 年間の空白があって、6 年間再開して、それからまた発展してきてと、私は子どもには

そういう語り方をして伝えていく。 
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（委員） 

・今回の「明石サマーナイツ」は実験的な意味合いで実施している。今後のまつりの主体をどこにす

るかについて、また、まつりの冠をどうするかについてなどは、この検証・創造会議でご議論いた

だきたい。行政が主体となってやるべきだということであれば、重く受けさせていただく。 

 

（委員） 

・市民主体でやるとすれば、その契機が必要であり、それが無ければ続いていかないだろう。我々の

場合は、明石の「時」を明石の誇りとして PRしていこうと「時のウィーク」を始めた。予算につ

いてはずっと訴え続けて、ようやく市からの補助も頂きながら年間を通して事業を打っていける形

になった。補助金が増えると年間を通していろいろなことができ、意欲が引き出される。 

・「春旬祭」にも補助金が出ていると思うが、すごく良いまつりだ。今は春だけだが、補助金がもう

少し増えれば、明石の旬を売るのだから夏も秋も開催できる。まつりを拡大できる。 

・まつりの主体はどういうものになるのか、重たい荷物を誰が担ぐのか。いきなりポンと任されても

困るだろうから、それぞれが担ぎ慣れているものを、まつりに含めていかなければならないのでは

ないか。補助金があればもう少し拡大路線が取れると考えている市民、団体はあると思う。 

 

（委員） 

・市民が楽しめるまつりで、同じようなものを繰り返してやっていくことによって、どんどんそれが

大きくなっていくのだろう。そこに市民参加の意義もある。先ほどのご意見のように、まつりの時

期や時間帯、場所、主体、規模などを一番良い形に収めないと、人はなかなか行かない。 

・商工会議所のまつりには行政から補助金が出ているが、それを補強するために会員企業に協賛を求

めている。景気情勢によっても左右されるが、行政がやっていることだから、とお願いすると割と

協賛をいただけるのだが、NPOや民間の場合は協賛を得にくいことがある。 

 

（委員） 

・地域ごとに、神社や自治会、農協などのまつりがあるので、一部は地域にお任せして、年間を通し

て市のどこかで何かやっている、それをお互いがカバーするというやり方もよいと思う。 

・例えば、私の自治会では、夏のお盆に「ふるさとまつり」という名前で 2日間開催し、約 500人が

参加する。隣の小学校区でもお盆に 2日間かけてまつりをしている。2日目には花火、盆踊りなど

があり、約 4千人が集まる。費用は 250万円ぐらいで、定着してずっと開催されている。秋の刈り

入れが終わった後の農協まつりや、「スポーツ 21」の大会に参加していただくものもある。 

・地域の実情を熟知したなかで開催されているので、どのまつりも今のところは事故防止に対応でき

ている。10数年間続いているところは、4千人来ても、5千人来ても大丈夫という自信を持ってお

られると思う。 

 

（委員） 

・「明石サマーナイツ」に、平日、夫婦で参加した。ジャズを聴きながら、ゆったりと明石公園に滞

在し、こういう雰囲気のまつりも明石独特でいいなと思った。プロの店でなく市民の店、値段も適

当な店が並んでいて、他市では感じない、ほのぼの、ゆったりした雰囲気のまつりだった。「明石
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サマーナイツ」を基点に置いて、時期や場所、名前などを議論し、いろいろとアイデアを広げてい

くとよいのではないか。 

・明石公園は出入口が多いので、今年は告知していなかったせいか人数も少なかったが、人数が増え

ても大丈夫なのではないかと感じた。 

・平日でも浴衣を着た人が多かった。せっかく浴衣を着た人が大勢来られているのだから、盆踊りな

どを復活すれば楽しめるだろう。 

 

（委員） 

・PTAや学校で実施しているイベントの基本的な考え方は、地域の活性化、コミュニティづくり、子

どもたちにいかにして社会勉強をさせるかを大切にしており、資料④のコンセプトと似ている部分

がある。3つの「目的・意義」が独立した形で書かれているが、実際には 1つの流れから生まれて

いるものだろう。だから、これら全部をやっていくのだと考える。 

 

（委員） 

・まつりは、豊作の祝いや家内安全の感謝として始まった。それがだんだん楽しい集いになってきて、

私たちの子どもの頃は、珍しいものが食べられ、珍しいものが見られる、とても楽しい日であった。

だから、「明石市民まつり」という名前について、「重荷を背負わされる」というふうには思ってい

なかった。 

・まつりとは、家ではできない楽しみ、例えば花火や屋台を楽しみに行くことだ。やはり、大きな花

火を上げて、明石はすごいなというようなものに、明石市民が明石市はいいところだと思うものに

するのがよいのではないか。明石はいいところだ、明石に行こう、明石に住もうと思ってもらえる

ようなまつりを構築していくことが第一だ。 

 

（会長） 

・「明石サマーナイツ」の結果を受けて、今後のまつりの方向性、少なくとも例えば平日がいいか、

週末がいいか、規模をどのぐらいのものにすればいいか。そういった少し方向性をつけていける意

見があれば頂きたい。 

 

（副会長） 

・「明石市民まつり」という冠は、議論のなかでいったん外し、コンセプトを作った後でネーミング

をまた考えればよいと思う。先ほど協賛を募る際の活用メリットについてご意見があったが、最後

にもう一度、使ったほうがいいとなれば使えばよい。例えば、大タイトルとして「明石市民まつり」、

サブタイトルは別につくる。 

・「市民」というと曖昧で、ぼけてしまう。だから、地域住民として光を当てる。まつりの主体を掘

り起こすというのはそういうことだと思う。先ほどの行政側の委員のご発言は、誰が何をするのか

を、もう少し具体的に考えるべきという意味と理解した。 

・明石のまつりについて事務局にヒアリングしたところ、二見、魚住、大久保、西明石、明石公園、

本庁と各地区にいろいろなものがあり、参加人数を足すと数万人になる。すなわち、明石まつり過

去 6回分の来場者数に達する。さらに育成していけば 10万人ぐらいになるだろう。補助金を出し
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たり、警備費については防犯協会などと連携して節約する知恵を働かせていけば、分散型で、全体

としては非常に大きなものができるのではないかという楽観が生まれる。 

・これまでの本庁中心のまつりでは、西のほうの人が来てくれなかった。でも、これから分散でやれ

ば、地域にあるまつりを東の人も西の人もハシゴして廻れる。明石市全体で各地区の味わいを皆で

楽しみながら、年中どこかで何か開催しているものを巡る。 

・そのためには、地元の助けが必要になる。この場で提案してトップダウン的に行うのではなく、地

元の方々の現実の力や声を聞く関係を積み上げていく作業が必要だ。 

・地元分散型、地域分散型でやるかどうか。それをいつ誰がどう考えるは難しい話で、この会議では

提案しにくいところがあるだろう。そのために、よくまつりを知っている方に話していただくよう

なブレインストーミングが必要と考える。 

 

（委員） 

・1983年から始まった「御堂筋パレード」は、既存の大阪 24区のまつりとは別に、総合フェスティ

バル的な賑わい、経済の活性化、集客が目的であった。一昨年に終了し、現在は「御堂筋 kappo」

という形で、市民の大きな資産である御堂筋を開放し、市民がそのステージを使ってイベントを実

施するものになった。 

・リオやベニスなど海外のカーニバルで共通しているのは、参加して演じる人、観る人、それを支え

て運営している人たちがいることだ。明石で、そういう人たちを育てていかなければならない。 

・例えば、魚住、大久保、二見、西明石という各地のまつりを、新しく学区ごとに創造し、見直して

いきながら、人も育て、まちづくりの基本も育てていく。開催時期は、ばらばらでもいい。さらに

総合的なフェスティバル、例えば「明石サマーナイツ」をボリュームアップした形での展開も要る

のかもしれない。また、集客観光としての大きなまつりも要るのかもしれない。魚の棚ばかりでな

く、それ以外の資産も発見しながら、まちを活性化する。 

・そう考えたときに、ありきたりな言葉だが「ディスカバーわがまち」がキーワードとして考えられ

る。例えば、「明石サマーナイツ」のジャズ演奏者は、明石に住む女性アーティストだ。いま一度、

わがまちの人や歴史的な資産を発掘し、各地域で何らかのまつりを形成していく。事故後 10 周年

を機に「Re born（生まれ変わる）」「ディスカバーわがまち」がひとつの見えどころになる。 

・資料④にあるまちの賑わい、まちの住民、子どもたち、市民主導のコミュニティづくりを前へ進め

ながら、コンセプトが生まれて、そこから市民のまつりのタイプができる。そういう順序をこれか

ら踏んでいかねばならず、その意味では、この会議でもう少し個々の話し合いの場があると良いア

イデアが出てくると思う。 

 

（会長） 

・ブレインストーミングの重要性について複数の委員から意見があった。人数が多いと話が分散して

しまいがちで、5名程度の少人数でブレインストーミングをすると、意見が出やすく、方向性が見

えてくるのではないだろうか。可能であれば、次回の会議の前にやってみてはどうか。 

・また、いま地域分散型による開催が議論になっているが、他にもご意見はないか。 

 

（委員） 
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・今まで、それぞれの地区でやってきたまつりに対して、いきなり市民まつりの一環としますから補

助金を差し上げますという巻き込み方をするのは難しいだろう。年間を通じた市民まつりの一つだ

と地元にご理解いただき、それで冠を被せていくのであればできるだろう。 

・総合フェスティバル方式で大きいものをドーンとやるのか、あるいは主体性のある団体を少しずつ

育てていくか、2つの方法があると思う。 

・地域分散とか行政主体ということには、それぞれ問題点があるので、例えば、今回の「明石サマー

ナイツ」をひとつのイメージとし、それに共感する団体が、我々がやってみよう、もう少し大きく

してやろうと現れれば、行政が補助し育てていくという方向性が出てくる。 

 

（委員） 

・前回と今回で、各委員からかなりの話が出たと思う。これこそがブレインストーミングではなかっ

たか。ブレインストーミングで何を詰めて行くのか、どこに結着点を持って行きたいと思っておら

れるのかがよくわからない。 

・各地域の小さなまつりは、規模が大きくなろうが、それはやはり地域のまつりだ。「明石市民まつ

り」とは、明石を代表する大きなビッグネームのまつりで、そういうものは必要だ。事故の後、行

政は様々な試みをされてきた。今年は「明石サマーナイツ」という形で実施された。それが、物足

りないとか、警備費用が過剰だとか、人が来てくれないほうが事故がなくていいと言われるような

まつりでは何にもならない。これをいかに大きくしていくかを創造するのがこの会議の役割だ。 

・今後、いかに大きな良いまつりにしていくか。花火だけがまつりではない。明石には芸術家もたく

さんいらっしゃるし、演劇、演芸などが既にひとつのまつりである。そういう場所へ着飾って行き

たいと思わせる企画を考えていく。それが、まちの活性化であり、まつりではないかと思う。 

 

（副会長） 

・大きな会議は分析で終わる傾向があるので、創造の場としてブレインストーミングを提案した。創

造の場面では、メンバーがよくわかった人間で、フランクにフリーに話し合わないと良いアイデア

が出てこない。アイデアを出していくことに意味があって、その結果を次回、次々回の会議で推し

ていく。 

・結果として、大きなまつり一発になるのか、地域分散で 5つぐらいになるのか、もしくは本庁的な

目玉プラス地域という中間的なものになるのか、わからない。そうした議論もフリートーキングの

場に移したほうがよい。 

・可能であれば、デスクワークで考えるのではなく、地元の方でやる気のある方とか、現在のまつり

が育てられるものかどうかも話し合いたい。その結果を、委員全員に報告し、合意形成していく。

次々回ぐらいにはこの会議の結論を出していく必要があるのではないか。 

 

（委員） 

・次回までに少数単位でアイデアを出すことに賛成する。やはり全 5回ぐらいでは時間がない。どう

しても議論の場が必要だ。 

・先ほど副会長がおっしゃったように分析と創造は違う。ただ、地域分散型のアイデアは、冠を被せ

ただけではまだ分析のままで、きっと活きてこない。東の人が西のまつりに行くかといえば、それ
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はおそらくない。では、具体的にどう仕掛けるのか、誰が受け皿になるのか、そこまでを詰めたも

のを次回の会議までに少数単位でアイデア出しをして、できること、できないことを議論していく

のが一番よいと考える。 

 

（委員） 

・この会議も、そろそろ検証から創造に入る段階だ。今までの資料と今回の実験的な「明石サマーナ

イツ」を生かすも殺すも、検証した次にどうするかというところに尽きる。そのためには、行政の

ほうの意見も聞きたい。今後どういうふうにしていきたいのか。 

・行政としてはこういう気持ちを持っていますというのか、いやもう全部市民に委ねますと、この会

議で検証し創造してくださいという話なのか。最終的な落としどころまでは言えないかもしれない

が、気持ちとしてはこういうまつりのイメージがあるんだけどな、というのが有るのか無いのか。 

・そうでないと、分散型の話が進む一方で、やはり大きいまつりをしようという話も出ていて、この

ままでは、片方に行くと片方は消えてしまう。方向の節目の部分は行政に持っておいていただく必

要がある。皆からの意見を広げるだけ広げるのは、そろそろ終わりの段階だと思う。 

 

（会長） 

・皆さんのおっしゃる通りで、そろそろ検証から創造に向けて議論を進めていきたい。この後、会長

あるいは事務局から、ブレインストーミング的な会議の参加をお願いすることになるかと思う。ご

協力をよろしくお願いする。 

 

３３３３    閉会閉会閉会閉会 

（事務局） 

・ブレインストーミング的な会議については、後日、ご連絡する。 

 

以上 


