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第９回明石市長期総合計画審議会 分科会第２グループ（議事要旨） 

日 時 平成22年11月11日（木）17:30～20:00 

場 所 市議会第２委員会室 

出 席 者 浅野副分科会長、小田委員、車谷委員、藤岡委員、平野委員、松尾委員、 

山端委員、山本（章）委員 （計８名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 分科会長あいさつ 

※委員出席状況の報告 

（事務局） 

・今回の審議会は各委員に出欠の確認を行う中で、出来る限りご出席いただくように調整し 

た。会長とも相談の上、前回お配りしたグループ分けのメンバーから若干変更をしている。 

（分科会長） 

・事務局から配付資料の説明をいただいた後、部屋を分かれて少人数で議論します。 

３ 議 事 

（事務局） 

－資料１、資料２に基づき、事務局説明－ 

・資料１は前回の議事要旨。ホームページ上で公開する。 

・資料２は前回の審議会や特別委員会でいただいた素案へのご意見などである。前回の審議 

会でいただいた意見や、今回いただくご意見、他のグループの審議内容なども含めて、次 

回の審議会で市の考え方等をお示ししたいと考える。 

（副分科会長） 

・今回グループを分けて審議を行うのは、少人数で出来る限り多くの意見をいただきたいと 

いう趣旨からである。 

・前回は素案の基本構想部分について特に意見をいただいた。今回は主に戦略の３番目「明 

石らしい生活文化を支える」と、５番目「一人ひとりの成長を支える」を中心に議論いた 

だきたい。 

（委員） 

・「明石らしい生活文化を育てる」について、冒頭の説明では「生活文化＝取り入れるこ 

と」という表現になっているが、これではどういう文化なのかが分かりにくい。もう少し 

生活文化というのは何かという説明がいるのではないか。 

・生活文化というのは生活そのものを文化と捉えるということだと思う。例えば、いろいろ 

な生活習慣や慣習、あるいはその土地の物の考え方や価値観など、その土地、地域の特色 

のある生活に付随している全てのものが生活文化だと思うので、そのことにもう少し触れ 
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たらどうか。 

・３つめの方向「食・海・時を暮らしにいかす」という表現の意図は非常によく分かる。明 

石の生活文化に関わりのあるキーワードだが、時というのは食や海に比べると違和感があ 

る。 

・「一人ひとりの成長を支える」について、私自身は一人ひとりの成長を支えるのは、子ど 

もから大人、高齢者まで、生涯に渡る学び、いわゆる生涯学習の考え方だと思っている。 

それぞれの人がそれぞれの年代に応じて生涯学習をどう進めていくかということが、一人 

ひとりの成長を支えることに直接つながるという表現がいろいろなところであればよい。 

（委員） 

・「一人ひとりの成長を支える」の「幅広い世代の意欲をはぐくむ」という方向に関して、 

私は地域の人と話す機会もあまりなかったが、ＰＴＡの役員をするようになり、人間関係 

も広くなり、地域のこともわかるようになってきた。この歳になって変われた。大人の成 

長には、殻を破っていろいろなところに参加せざるを得ない環境を作ることが大切である。 

（委員） 

・「明石らしい生活文化を育てる」について、明石らしさとは何かについて、他の人にも聞 

いたが、魚以外で何があるだろうという意見であった。災害が少なく、気候が良く住みや 

すいというのも明石らしさのひとつである。何も食、海、時だけではなく、明石の誇れる 

部分である住みやすさをアピールしてほしい。 

・「一人ひとりの成長を支える」について、現在、権利ばかりが前に出て、義務については 

話し合いの場でも出てこない。中学校で先生が指導する際、「先生は私らに何をしてくれ 

たのか」と言った生徒がいた。自分の権利を言うだけで義務を教わっていない典型である。 

義務もあるということを教える教育や、それが話し合われる会合があってよい。 

（副分科会長） 

・子どもの明石らしさや学校の明石らしさについて、何かありますか。 

（委員） 

・明石ほど行事をやっている子ども会はない。行事が大変だからという理由で入ってくれな 

いこともあれば、行事がないと入っている意味がないということになる。今どう子ども会 

を持っていくのがよいか話し合っているところである。 

（委員） 

・「明石らしい生活文化を育てる」に関して、明石には住みたいと思わせるものがたくさん 

ありすぎて、ピンとくる柱がない。田舎のよさも都市のよさも両方あるが、どちらも中途 

半端である。そのなかで、何を育てるのかを考えたとき、やはり地域に密着しているこの 

恵まれた自然を、うまく住んでいる人に利用してもらうということが一番大切である。そ 

れをどうアピールするかである。県外から明石に来た人が、明石海峡やその夕日の綺麗さ 

にびっくりしていた。住んでいる人間からすると当たり前であるが、我々が明石の良さを 

もう一度勉強して、一人ひとりがそれを発信していくようなことができるとよい。 

・先ほどのご意見のとおり、最近は確かに権利ばかり主張し、義務を果たさないクレーマー 

のような人が大人でも多い。そういう方は目立つが、実際は市民のほんの一部であり、そ 

のために29万人あまりの市民が迷惑を被る。学校でも同じである。「一人ひとりの成長」 

という言葉は良いが、もう一度、教育の場でも良いことは良い、悪いことは悪いと毅然と
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した態度で臨まなければ、ギスギスした風潮になり良くない。 

（委員） 

・私は小さい頃、体が弱かったが、スポーツを長年やったおかげで体も強くなり心も豊かに 

なった。ぜひ市民にもスポーツに親しんでもらいたい。 

・「スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる」について、スポーツが生活の一部 

になってほしいし、市民のみんながスポーツを大切にする、そういう明石であってほしい。 

・明石は本当に良いところである。他の町の人にも知ってもらってどんどん来てもらいたい。 

明石が良くなってほしいという一念である。 

（副分科会長） 

・スポーツの面での明石らしさについて何かありますか。 

（委員） 

・９人制のバレーがよく表彰されているが、日本一というのはない。スポーツを皆で楽しむ 

ということがよい。 

（委員） 

・「明石らしい生活文化を育てる」の「ごみの減量化、再使用、再生利用を進める」につい 

て、大久保のごみ処理場で、たくさんのごみがどのように処理されているかを子どもたち 

に見せないといけない。学校単位で見せていくとすごく良い。 

・市の環境部の職員が「ゴミブクロ」というバンドを組んで、ギターを持って、ごみ分別キ 

ャンペーンを行っている。掲示板にポスターを貼っていたり、市のホームページでも発信 

していて、丁寧に一生懸命作っていて情報がいっぱい詰まっている。しかし、あまり気づ 

いてもらえていない。もっといろいろな人に見てほしいが、どうしたらよいのか。 

・一番初めの会議で、声かけを大事にしていると言ったが、挨拶が第一歩であり、そこから 

いろいろな情報発信ができ、相手も聞こうという気になり、その延長で明石のファンにな 

ってもらえればよい。発信はすごく大事である。 

（事務局） 

・インターネットを使うと若い方が中心になり、逆に広報あかしを使うと高齢者は見るが、 

若い人は新聞を取らない人もいて見ないなど、年代や状況により違う。いろいろな媒体を 

使って広報しているが、課題がある。 

・地域の身近な情報を地域の中で発信し共有していくシステムが出来た。地域でそれを広く 

活用してもらうことを考えないといけない。 

（委員） 

・総合計画の素案の新聞折込を幼稚園に持って行き、どう思うか周りに聞いてみたが、興味 

を示さなかった。どうすれば見ようと思うか聞いてみたら、漫画なら見ると言われた。 

・これからの10年ということを考えると、子どもがもっと興味を持ってもよい。せっかく市 

が市民のニーズに答えようと窓を開けているのに、市民の方が「ふーん」で終わってしま 

うともったいない。一方通行ではなく、市民からも発信し、それを市に考えてもらえれば 

すごくよい。小さい子どもに分かりやすく、年代が異なれば違う発信の仕方が出来れば、 

この計画が生きてくる。 

（委員） 

・私は京都のまちなかにずっと住んでいたが、京都にいた時はぜんそく気味であった子ども
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が明石に来たらそれが無くなり、魚が好きになって食生活も変わった。海にすぐ行けるの 

が魅力的であった。住宅地の中に田んぼもあり、カエルやザリガニがいたが、今はマンシ 

ョンに変わり、明石らしい住みよいまちと感じていたものが少しずつ変化していっている。 

ベッドタウンとして住み良いことに変わりはないので、どういう形で明石らしさを残して 

いくかを考えていかないといけない。 

・海沿いに自転車道があるが、たまに車やバイクが入ってきたりして危ないと感じる。市外 

から来た人が、明石の海を見ながらゆっくりとできる道があるのに、車で来ても停められ 

る大きな駐車場がなかなか無い。レンタサイクルといった、まちを歩いてもらえる仕組み 

を整備していくなど、今のまちに合わせて、明石らしさを活用できるとよい。 

・働いているとなかなか地元の食にあずかれない。津山に行くと地産地消の直売所があった 

が、そういった場所があると、土日に他市の人も来るし、住んでいる人も明石の恵みを手 

に入れられる。 

・知多半島の日間賀島は、たこの島としてツアーが組まれ、年間30万人の観光客がいる。明 

石がそこまで盛り上がらないのは残念である。何か参考に出来ないか。 

・｢一人ひとりの成長を支える｣について、役員を嫌がる人も多いが、実際になってみると、 

楽しく、いろいろ考えさせられるし、社会性が育つ。アンケート調査したが、普通に参加 

しているお母さんよりも、委員をしていたお母さんたちの方が、社会参加意識や社交性、 

子育てに対する充実感などが高くなっていた。忙しくなるが、家庭の中にいるだけではな 

く何かの役に立っているという思いがそうさせる。そういう機会を上手く持つことが大切 

である。 

・｢質の高い教育を推進する｣の｢就学前教育の環境を整える｣について、もっと具体的に、例 

えば３年保育などを記載できないか。また、幼保一元化について、幼稚園の教員をしてい 

たが、新聞では政府も進めていくと言っていて、幼稚園や保育園の現場ではその必要性は 

感じてはいるものの、本当にそれが出来るのかと思う。市としてはそれをいち早くどのよ 

うに具体的に進めていくのか。 

（政策部） 

・現在、厚生労働省と文部科学省が一緒になってやっていこうとしている。母親が働きに出 

る社会になってきて、保育ニーズが高まる一方、幼稚園のニーズは減っている。そのなか 

でどうやって就学前の子どもの教育を確保していくかについて、市でも検討を進めている。 

現在、市内の保育所と幼稚園の状況把握と、国の動向の研究、他市の先進事例の調査など 

を行っている。これからは、それぞれの垣根を取り払い、明石の子どもをどうしていくか 

というひとつの目標に向かうため、幼稚園と保育所の現場の職員が交流する中で理解を深 

めていくことからまず始めようと考えている。来年には市民にも見えるような形で動いて 

いけるよう努力している。 

（委員） 

・全て小学校と併設されている公立幼稚園が28園あるのに対し、私立は２園しかなく、明石 

は幼保一元化に移行しやすい環境にあるのではないか。保育園と幼稚園も近い場所にある 

ところもある。具体的に出来るところからモデル園として進めていけるとよい。 

（副市長） 

・現在、家庭崩壊や教育力の低下などが起きている。幼保一元化も含め、きちっとした次世
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代育成ができない家庭をどうサポートしていくかということなど、全体として考える。そ 

のイメージを打ち出していくことが今回の長期総合計画の大きな狙いである。そういった 

中で、市民やＮＰＯの協力を得るなど、総合的にしっかりとしたシステム作りを行ってい 

きたい。 

（副分科会長） 

・一通り発言をいただいたが、大きく分けると二つのポイントがあった。一つは、明石らし 

さとは何か、その「明石らしさ」をどのように普及し活用するかということである。素案 

には「まちづくり手法」のところで「地域にあるものを活用する」とあるが、もう少し具 

体的に明石らしさを活用するという記載があるとよい。 

・もう１つは「公に関わるきっかけづくり」が我々を育て、各地域を良くするということで 

ある。 

・他の委員の発言を受けての意見や、他の戦略についての発言でもよいので、ご自由に意見 

をお願いしたい。 

（委員） 

・明石のマイナス面での生活文化として、例えば、広報紙を配っても興味がない、総合計画 

は市に任せておけばよいといった意識である。それをどうやって変えていくかが明石らし 

い生活文化をつくっていくことにつながる。 

・質の高い教育の推進に向けて、子どもをどうするかに目が行くが、大人の姿勢が子どもの 

育ちに直結する。コミュニティ・センターを中心に学びの機会はたくさんあるが、それは 

自分から学びたい人のための機会であり、学びたくない人にとっての機会ではない。そう 

いった大人に対するアプローチを、小学校区コミュニティ・センターを拠点とした活動な 

どに取り入れて、新しい明石の生活文化をつくることや、大人の教育、まちづくり・地域 

コミュニティづくりにつなげていけるとよい。素案の36ページの「参画と協働の仕組みづ 

くりの推進」につながるところである。 

（委員） 

・他の委員からも意見があったが、参画と協働というのは、単にコミュニティづくりだけで 

なく、大人の成長を促進するという一つの機能があるのかもしれない。 

（委員） 

・「安全・安心を高める」という１つ目の戦略について、安全、安心とは何かという疑問が 

ある。単に事故がない、災害の時に家がつぶれないというだけでなく、どこの市にも負け 

ない明石らしいものをつくることを考えたらどうか。例えば、救急車が必ず３分以内で来 

て、近くの病院ですぐに受け入れてもらうことが出来るとか、待機児童をゼロにしてどこ 

にも負けない保育をするなど。 

・土産で全国に知られている明石のものは無い。明石といったらこれだというものを考えて 

作れればよい。今明石にあるものを利用しながら作っていくこともよい。 

（副市長） 

・明石市の場合、地震や大蔵海岸での事故があり、その教訓をいかして、日本一の安全・安 

心、安全文化をつくることを市政の大きな柱とし、専門の部署を設け取り組んでいる。絶 

対安全という状況はないが、安心というのは心であり、整備されていることによる心の平 

安である。分かりやすい数値指標はないが、施設管理の安全や新型インフルエンザ対策な
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ど、あらゆる場面で安全の徹底に取り組んでいる。特に新型インフルエンザ対策では全国 

で最も早い時期にマニュアルを作るなど、進んできている。一方で、地域医療における市 

民病院の問題などまだまだ課題があり、徹底を図っていきたい。 

（委員） 

・長野県の子どもはみな県歌が歌えるらしいが、明石市では市歌を習った記憶もないし、９ 

割以上の市民は知らないのではないか。市歌を利用するなど、子どもに明石というものを 

教え、皆が郷土を愛するようになる風土をつくることが大事である。 

・富山県は進学率を全国で一位にしようと一生懸命がんばっている。明石もがんばって日本 

一になろうという考えがあってもよい。市民にも分かりやすい。 

（中心市街地活性化プロジェクト） 

・中心市街地の活性化でも、明石らしさをどう取り込んでいくかが課題になっている。ブラ 

ンドを研究している先生から「明石のブランドはすごいものがたくさんある。それに気が 

ついていないだけだ」と教えていただいた。郷土料理のランキングで明石焼が京料理と並 

んで全国で４位であったり、日本経済新聞が行った調査では、老後住みたいまち全国第９ 

位であったりする。それだけ持っているブランドがあり、それをいかにとりいれていくか 

ということで努力している。 

（委員） 

・子どもたちにも明石全体を見てほしい。先日、幼稚園で子どもたちが漁船に乗り、明石の 

端から端まで往復したが、観光の船ではなく漁船というのが魅力的で、明石を見てもらえ 

てよかった。あがったばかりのタコやタイを子どもたちの目の前で料理し食べてもらうこ 

とも明石らしい教育ではないか。 

・広報の仕方について、確かに字ばかりというのは誰も読んでくれない。まず、子どもが目 

を引くような広報をすることが大切である。子どもの目を引けば、大人も何を見ているの 

かと興味を持ってくれる。漫画や塗り絵など、子どもが興味をもつ広報の仕方が望ましい。 

（委員） 

・明石市歌は非常によい。ぜひ子どもたちに歌う機会を設けていただきたい。 

・「質の高い教育を推進する」について、来年度から全国の中学校で武道が必修になる。明 

石では技術だけではなく人の道も教えてほしい。また、子どもが安心して学校に行けるよ 

うに、教職員の指導をしっかりして、知、徳、体のバランスのとれた人を育ててほしい。 

（委員） 

・今は先生が子どもを指導しても、子どもは親に言い、親が先生に文句を言いにくる時代で 

ある。まず親の教育が必要である。先生にはもっと威厳を持ってほしい。 

（委員） 

・先生と生徒は友達ではない。先生と生徒が同列だと子どもが思っていること自体、今の教 

育のおかしなところである。 

（委員） 

・地震、雷、火事、親父というように親父が強くないといけない。それと我々大人も悪いこ 

とはしてはいけない。よいことをするように努めていきたい。 

（委員） 

・今の子は先生が手を出さないということを知っている。先生は本当に苦労している。義務、
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権利、自由をはき違えている大人も多い。 

（副分科会長） 

・荒れている学校を治めるセオリーがある。それは地域の人が入ることである。 

（委員） 

・二見では地域のボランティアが休み時間に学校内を回ることで変わってきている。今の子 

は、昔とは違い、学校の中のものは壊すが学校の外では無茶はしない。昔からの日本人の 

良さである縦の社会は残すべきだ。 

（委員） 

・部活は縦の関係を築く場所であるが、それが今は弱くなってきている。１年生が３年生を 

呼び捨てにするなど、友達感覚のところがある。それだけに先生には強く出てほしい。二 

見は先生を地域でバックアップする。教育委員会も強く出てほしい。文句を言う親には毅 

然とした態度をとってほしい。 

（委員） 

・今までは、学校の中の揉め事を地域に言うのは恥という感じであったが、校長先生が地域 

にさらけ出し助けを求めてきた。みんなに郷土愛があり、ちょっとずつ良くなってきた。 

・魚料理が出来ない若い人が多いが、一手間かけることをいとわなければ、魚屋で買う刺身 

の３倍の量を食べられることを知ってほしい。 

・知る機会を提供することが大切であり、市内の人には当然だが、市外の人にも魅力を伝え 

ることにつながる。 

・我々の知らないところで明石焼のブランド力が高まっているのであれば、それをどう利用 

するかである。外国産ではなく、明石のタコを使うから明石焼というように認定してブラ 

ンド化できるとよい。 

（委員） 

・「教職員や保育士の資質を高める」について、実際には先生たちが忙しすぎるのではない 

か。先生たちが授業を面白くできるための時間を何とか作れればよい。先生個人の勉強だ 

けに頼るのはあまりにも酷であり、例えば、事務的な作業は先生の手を離して、子どもた 

ちと向き合える時間を作るなどできないか。 

（教育委員会） 

・教職員の多忙化については統計上全国的に見られる。国の方でも子どもと向き合う時間を 

増やそうということで勤務時間適正化プランを策定し、会議の簡素化や部活動の時間の短 

縮等を行っている。しかし実態はあまり進んでいない状況がある。思い切った手を打つの 

は難しい面もあるが、校長や教頭がその点をどうとらえ、時間を確保できるようにリーダ 

ーシップを発揮しないと、なかなか進んでいかない状況である。 

（副分科会長） 

・おそらく日本全国そうだが、今は人もお金もなく、残りは地域しかない時代である。来年 

度の文科省でも、地域が学校を支援し、それによりまた地域が元気になるといったような、 

新しい公共型学校を創造しようという動きがある。 

（委員） 

・我々の意識が変わるのは危機感を感じるときである。残念ながら明石は住みよいまちとい 

うことで危機感があまりない。そういう中でも地震や事故があり安全安心へと意識が向か
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っている。そのような危機意識をそれぞれの場面で皆が共有していくことが意識を変え行 

動を変える。 

・危機意識を皆にどれだけ気づき自覚してもらうか。このためには情報公開が大きな役割を 

果たす。さきほど開かれた学校の話がでたが、これは危機意識から地域や学校の動きが変 

わったことによるものだ。これこそ教育における生活文化だと思う。こういうことがあち 

らこちらで起こっていけばよい。 

（副分科会長） 

・企業や学校も含め、変化するときは、ある程度健全な危機感が必要だ。しかし安定してい 

るときに危機感を持つことは難しい。そのときは、もっと良い市になるというビジョンや 

ロマンを持つことが一つの危機感の持ち方である。今回の総合計画は、そういった機能を 

持つことが必要ではないか。 

・さらにその次の一手は、いわゆる一点突破である。何かのきっかけとなる起爆剤のような 

ものであり、何か優れたものというだけでなく、バランスの良さというのも一つの売り物 

となる。 

・戦略計画の第２章「計画推進の考え方」についてご意見はありますか。 

（委員） 

・36ページの「参画と協働の仕組みづくりの推進」について、小学校区コミュニティ・セン 

ターを拠点として推進していくということだが、これは具体性に富んでいる。 

・38ページの「計画推進のマネジメント」について、目標の実現にむけ進行管理を行うのは 

どこなのか。また、疎策の進行状況の検証についても内部で行ってもあまり効果が上がら 

ない場合もよく指摘されるが、その点はどうなのか。また、結果の公表は、どのような形 

で市民に向けて行うことを考えているのか。 

（事務局） 

・それぞれの分野の個別計画について、策定時から市民や専門家の方に入っていただいてお 

り、成果をできるだけ数値で出して検証を行うことを行っている。大きな方針について長 

期総合計画で記載し、個別具体の事業などについては各分野の個別計画にゆだねる形をと 

っているため、進行管理を行う上ではすべてをある程度、網羅した形で検証しなければな 

らないと考えている。その手法として実行計画を毎年度策定していきたいと考えている。 

・主に総合計画の戦略計画と個別計画の事業について、進捗を見ると同時に、何らかの形で 

市民満足度を把握していきたいと考えている。具体的にはまだ検討中であるが、その把握 

した内容について、財政状況を見ながら翌年度に力をいれていくべきことなどの判断をし、 

予算にそれを反映していきたい。実施したことは内部および外部の評価を行い、来年度の 

予算につなげていくというサイクルをまわしていきたいと考えている。 

（副分科会長） 

・現在の市の事業評価には外部評価という手法はいれているのか。 

（事務局） 

・今は全ての事務事業評価を内部評価で行っているが、外部評価についてはそのうちの大き 

な事業を選択し、評価をしていただいている。 

（委員） 

・第５次の総合計画の方針がそれぞれの個別計画に当然反映されていくべきものである。し
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かし、多くの個別計画の策定がもうすでに終わっている。順序が逆になっている場合もあ 

ると思うが、すでにでき上がった個別計画の修正についてはどのように考えているか。 

（事務局） 

・素案のなかにも記載しているが、個別計画の見直しについては、総合計画に定める方向と 

整合しないとき、制度や法律が変わったとき、市民ニーズが変化したときなどは当然見直 

しを行っていくことを考えている。 

（委員） 

・小学校区コミュニティ・センターについては誰がトップでどうやって市民が市政に参加し 

やすい環境づくりをするのか。 

（事務局） 

・現在、中学校区と小学校区にコミセンがあるが、小学校区コミセンを中心に小学校区を単 

位としたまちづくりの推進組織を立ち上げていくことを考えている。参画と協働のまちづ 

くりを進めていく上で、地元の方がまちづくりの中心になっていただかないといけないと 

考えている。ただ、福祉などでは小学校コミセンを中心にすることが難しい場合もあり、 

中学校区単位で考えなければならない場合もあるが、現在その整理を行っている。 

（委員） 

・コミセンによって広さや設備がバラバラである。お金の問題でも、スポーツ21の事業で県 

からのお金を余ったら返すかたちになっていたが、いつの間にか取り込んでもいいという 

ことになった。一度計画を立てたら、特にお金の場合、最低10年ぐらいは通してもらわな 

いと、不公平感がある。 

（副市長） 

・今は地方主権ということで地方が重視され、自己決定、自己責任の運営が求められており、 

住民主体で住民の意思が反映されていく仕組みをつくる必要がある。現在、自治の基本的 

なルール、理念を定めた自治基本条例が施行されたところであり、この根幹には「参画と 

協働」がある。その拠点として小学校区コミセンがあり、運営主体は協働のまちづくり推 

進組織ということで議論を進めている。今後きちっとした制度設計をすることを検討して 

おり、少し時間をかけてそういう仕組みをつくっていきたい。 

・明石市はコミュニティ施策にずっと力を入れてきた。そこに県が少し後を追うようなかた 

ちで参画と協働に関する施策を打ち出してきた。それをうまく明石流に消化できないかと 

いうことで色々な試行錯誤があった。確かに校区によって温度差があるのも事実である。 

これまでの試行錯誤を糧にし、しっかりとした制度設計をしていきたいと考えているので 

今後ともご協力をお願いしたい。 

（委員） 

・地域ではいろいろな活動に関する役員を同じメンバーが兼ねている。市の施策で団体を作 

っても自ら役員になる人はそういない。そういった面からも人づくりは大切である。みん 

なでお金を使わずとも頭を使えばできる。うまく学生や子育てをしている方に参加しても 

らえる仕組みを考えていかなければならない。 

（委員） 

・都道府県単位だけではなく市の行政のなかでも、地方主権という考え方が広がっている。 

地域が狭くなればなるほどトップダウン方式から色々な層からの意見聴取をするボトムア
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ップ方式の仕組みを、時間をかけてつくらなければならない。副市長が言われたようなコ 

ンセプトでの仕組みづくりを行ってほしい。 

（委員） 

・地元では子ども会など役をやってもらうのにすごく努力が必要になっている。例えば、大 

学生で何かボランティアやＰＴＡの役をすると単位がとれるなど、何か特権を考えられた 

らよいのではないか。そうすれば、もうちょっと若い人が出てきてくれるのではないか。 

（委員） 

・そこまでして続けないといけない組織なのだろうか。組織とはあくまで自発的に参加者が 

いるものであり、無理やり続けないといけないというのは難しい問題ではないかと思う。 

根本をもう一度考えてみてもよいのではないか。 

（委員） 

・役員もずっとそれを考えている。クジであたってしまって会長になったとしても、きちっ 

とやってくれる人ばかりであるが、なかなか自分から自発的にはやらない。その点をもっ 

と全面的にだしてもらえれば明石はよりよいまちになる。 

（副分科会長） 

・コミュニティが話題になるだけでも、他市から比べると羨ましい悩みといえる。 

・いろいろな意見をいただいたが、一つ目は、明石らしさとは何か、その明石らしさをどの 

ように発信していくかということである。二つ目は公の問題であり、地域コミュニティも 

ある意味公であり、責任、権利、義務といった自分の生活が公に関与していくといったご 

意見である。公に関わることが学校の子どもたちを育てるし、親も育てるという意見もあ 

った。そのため公に触れるチャンスを役所としてどのような仕組みをつくっていくかとい 

うことが大切だという意見が最後にあった。 

（事務局） 

・各グループからいただいたご意見は事務局でまとめ、お送りしたい。 

・次回は全体会で、12月21日火曜日の午前10時から、市議会大会議室での開催を予定してい 

る。 

・傍聴者には素案のチラシと意見募集実施のお知らせを配付している。意見があればよろし 

くお願いしたい。 

４ 閉会


