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第１章 計画の概要 

１ 明石市第５次長期総合計画（2011～2020年度）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 戦略の５つの柱 

１ 安全・安心を高める 

２ 自立した温かい地域コミュニティをつくる 

４ まちを元気にする 

５ 一人ひとりの成長を支える 

 

子どもの健やかな育ちで、 

みんなの元気を生み出す 
 

みんなが関わって、子どもの健やかな育ちを支える

ことで、あらゆる世代の定住・流入を促進するとともに、

ふれあいや成長を確かなものにし、一人ひとりの元気、

さらにはまちの元気を生み出していきます。 

こうしたことを戦略として、重点的な取り組みを選択

し、目指すまちの姿を実現していきます。 

まちづくり戦略 

 

ひと まち ゆたかに育つ 

未来安心都市・明石 
 

多様な能力や個性を持った「ひと」が明石に集まり、出会い、互いの価値観を認め合って、信頼を築

いていく。そうしたつながりの中で、だれもが成長していくことができる。 

 このような「ひと」が豊かに育つまちを実現していきます。 

 「ひと」の育ちが「まち」を発展させ、発展したまちがもっと豊かな「ひと」を育む。 

 「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。 

2020 年度（令和 2 年度）の目標人口：おおむね 29 万人 

 
１ 選択・集中する 

２ みんなで進める 

３ 地域にあるものを活用する 

４ 広域的な視点を持つ 

まちづくり手法 

３ 明石らしい生活文化を育てる 

 
１ 参画と協働の仕組みづくりの推進 

２ 自立した地方行政の推進 

３ 市民ニーズに対応した行政経営 

４ 組織力・職員力の向上 

５ 健全財政の推進 

目指す 10年後のまちの姿 

行政経営の展開 
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２ 明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015～2019年度）の概要 

（1）総合戦略の方向性 

人口増に積極的な取組を行ってきたこれまでの方向性を維持し、住民に最も身近な基礎自治体とし

て「暮らしやすさ」を重視し、市民サービスの向上につながる様々な施策を展開し「住みたい、住み

続けたい」と思われる『選ばれるまち』に向けた取組を進めていきます。 

 

            明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015～2019 年度） 

「人口減少の克服」と「地域活力の向上」に向けさまざまな施策を展開 

 

「暮らしやすさ」を重視した市民サービスの向上 

 

「住みたい、住み続けたい」と思われる『選ばれるまち』 

 

（2）総合戦略の４つの基本目標 

明石に愛着と誇りを持ち、若者も高齢者も「住みたい、住み続けたい」と思えるよう、将来に夢

や希望を持てる、誰もが安心して暮らすことができるまちづくりに向けた取組を進めていく上で、

４つの基本目標を定め、人口減少と地域活力低下の克服に向けた総合的な施策展開を行います。 

１        若い世代の子育て環境を整える 

    ２        新たな人の流れをつくる  

    ３        まちの賑いを高める 

    ４        安全・安心な暮らしを実現する 

⑶総合戦略の数値目標（トリプルスリー） 

  

   

 

 

 

※トリプルスリーを含め、21 の数値目標を設定 
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３ 長期総合計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略の関係 

明石市第５次長期総合計画（計画期間：2011～2020 年度）（以下、長期総合計画）は、まちづくり

の基本方針を示す最上位の計画であり、目指すまちの姿を、「ひと まち ゆたかに育つ 未来安心

都市・明石」として掲げ、その実現に向け、「子どもの健やかな育ちで、みんなの元気を生み出す」こ

とをまちづくりの戦略としています。また、５つの戦略の柱を定め、重点的な施策展開の方向などを

定めています。 

一方、明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略（計画期間：2015～2019 年度）（以下、総合戦略）

は、長期総合計画の趣旨及び施策展開の方向を踏まえて策定し、人口減少の克服と地域活力の向上を

図ることを目的に、４つの基本目標を設定し、その実現に向けた具体的な施策や数値目標を提示して

います。 

総合戦略策定以降は、同戦略に基づき、重点的な施策展開を図っています。 

そこで、長期総合計画と総合戦略を一体的に推進するとともに、進行管理については、総合戦略に

基づく具体的な取組状況と数値目標の達成状況を基に行います。 

 

【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期 

総合 

計画              目指す 10 年後のまちの姿や、その実現に向けてまちづくり 

       の手法や戦略などについて定めています。 
基本構想 

             基本構想に掲げた戦略に基づき、重点的な施策展開の方向を

明らかにしています。あわせて行政経営の方針や計画のマネ

ジメントなど、計画の考え方を示しています。 

戦略計画 

    まちづくりの各分野の施策展開に当たっての基本的な考え方を示す

とともに、具体的な取り組みを定める計画です。 

個別 

計画 

         長期総合計画、総合戦略や個別計画を推進するため、毎年度の取り組みの方針と、具体的に

実施していく事務事業を定めます。 

実行

計画 

            人口減少の克服と地域活力の向上を図るため、５か年の地方創生の取り組み

の方向性や主な具体的施策などについて定めています。 

総合戦略 
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第２章 これまでの状況 

１ 人口動向の分析 

 【図１】総人口（各年 10 月 1日現在、国勢調査推計人口） 

 

 

 

【図２】人口動態 

 
 

 

290,856 290,657 290,909 
291,357 

293,409 
293,710 

295,908 

297,920 

299,094 

286,000

288,000

290,000

292,000

294,000

296,000

298,000

300,000

2011年

(H23年）

2012年

(H24年)

2013年

(H25年)

2014年

(H26年)

2015年

(H27年)

2016年

(H28年)

2017年

(H29年)

2018年

(H30年)

2019年

(R1年)

▲ 288 ▲ 256

456 505 496
747

2,380

1,946

127
204

29 2 ▲ 57
6 ▲ 34 ▲ 53

-415 -460 

427 
503 553 

741 

2,414 

1,999 

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

人口動態

自然動態

社会動態

・人口動態は 2013年から６年連続でプラス。（2019年 1～9月：人口動態＋583人） 

(人) 

(人) 



- 5 - 

 

 

  【図２－１】自然動態 

 
 

 

 

  【図２－２】社会動態 

 
   

 

2,645 2,692 2,627 2,570 2,652 2,713 2,730 2,819 

2,518 2,488 2,598 2,568
2,709 2,707 2,764 2,872

127 204
29 2 ▲ 57 6 ▲ 34 ▲ 53

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

2011年

(H23年）

2012年

(H24年)

2013年

(H25年)

2014年

(H26年)

2015年

(H27年)

2016年

(H28年)

2017年

(H29年)

2018年

(H30年)

出生者数 死亡者数 自然動態

10,525 10,556 10,904 10,740 11,045 10,948 

12,479 12,125 

10,940 11,016 10,477 10,237 10,492 10,207 10,065 10,126

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-12,000

-7,000

-2,000

3,000

8,000

13,000

2011年

(H23年）

2012年

(H24年)

2013年

(H25年)

2014年

(H26年)

2015年

(H27年)

2016年

(H28年)

2017年

(H29年)

2018年

(H30年)

転入者数 転出者数 社会動態

・転入者数の増加と転出者数の逓減により、社会動態は 2013年から６年連続でプラス。 

 （2019年 1～9月：社会動態＋846人） 

・出生数は 2015年から 4年連続増加。しかし、死亡者数の増加が大きく、近年の自然動態はマイナス

傾向。（2019年 1～9月：自然動態▲263） 
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【図３】５歳年齢別社会動態（2015年 1月～2018年 12月） 

 

 

 

 【図４】市内地区別人口動態 
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・2017年から 2年連続すべての地区において人口増。（2019年 1～9月も全地区で人口増） 

・本庁地区は、2017年に明石駅前再開発等の影響により、大幅な人口増。 

・0～9歳、20代～30代の子育て世代の転入超過（転入者数－転出者数）が顕著。 
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 【図５】合計特殊出生率 

 

 

 

 【図６】年齢３区分別推計人口（各年 10月 1日現在）

 

 

【表１】国・県との比較（率）（2018年 10月 1日現在） 

 年少人口 

（14歳以下） 

生産年齢人口 

（15歳～64歳） 

老齢人口 

（65歳以上） 

明石市 13.6％ 60.0％ 26.4％ 

兵庫県 12.4％ 58.8％ 28.8％ 

全国 12.2％ 59.7％ 28.1％ 
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２ 市民意識調査の結果（概要） 

⑴調査概要 

⑴ 対  象 
18歳以上の市民 5,000人（住民基本台帳からの無作為抽出） 

※内 2,000人は過去５年以内の転入者を抽出 

⑵ 方  法 郵送調査 

⑶ 期  間 発送・回収：2019年６～７月 

⑷ 回収結果 

回答者数 3,265人（回収率 65.3％） 

①全市民対象（3,000人） 

2,097人（回収率：69.9％） 

②５年以内の転入者対象（2,000人） 

1,168人（回収率 58.4％） 

⑸ 備  考 前回の調査:2014年度（2015年２～３月）・回収率 52.8％ 

 

⑵主な質問項目の回答状況 

① 年齢構成 

 

年代 
全市民対象 
（3,000人） 

5年以内の転入者対象 
（2,000人） 

住基上の 
年齢構成 

10代（18歳以上） 36 1.7％ 5 0.4％ 2.3％ 

20代 142 6.8％ 288 24.7％ 12.2％ 

30代 228 10.9％ 475 40.7％ 14.8％ 

40代 375 17.9％ 180 15.4％ 18.1％ 

50代 374 17.8％ 92 7.9％ 15.2％ 

60代 377 18.0％ 54 4.6％ 14.2％ 

70代 390 18.6％ 45 3.8％ 14.4％ 

80代以上 114 5.4％ 9 0.8％ 8.8％ 

無回答 61 2.9％ 20 1.7％ － 

合計 2,097 100％ 1,168 100％ 100％ 

1.7%

6.8%

10.9%

17.9%

17.8%

18.0%

18.6%

5.4%

2.9%

全市民対象

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

無回答

0.4%

24.7%

40.7%

15.4%

7.9%

4.6%

3.8% 0.8% 1.7%

５年以内の転入者対象

20 代 

30 代 

40 代 

50 代 

60 代 

70 代 80 代以上 
10 代(18 歳以上) 無回答 10 代(18 歳以上) 
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② 明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略で数値目標に設定しているもの 

（全市民対象（3,000 人）の結果） 

・数値目標をすべて達成しており、とくに「明石のまちに愛着を感じる人の割合」「住みやすい

と思う人の割合」は 90％以上となっています。「住みたい、住み続けたい」と思われる「選ば

れるまち」の実現に向けた取組の効果が表れているものと考えられます。 

・子育て環境が良いと思う人の割合が前回よりも 20ポイント以上も上昇しており、その他の項

目においても、10ポイント程度上昇しています。 

 

 

項目 2009年度 2012年度 2014年度 2019年度 
目標値

（2019） 

明石のまちに愛着を感じる

人の割合 
80.8% 80.1% 80.6％ 90.8％↑ 85.0％ 

住みやすいと思う人の割合 83.2% 83.7% 83.0％ 91.2％↑ 88.0％ 

住み続けたいと思う人の割

合 
66.2% 72.0% 70.5％ 81.7％↑ 75.0％ 

子育て環境が良いと思う人

の割合 
― ― 49.4％ 70.7％↑ 55.0％ 

緑や海、公園など自然が豊

かであると思う人の割合 
― ― 70.2％ 78.5％↑ 75.0％ 

 

80.8% 80.1% 80.6%

90.8%83.2% 83.7%
83.0%

91.2%

66.2%
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80.0%

90.0%

100.0%

2009年度 2012年度 2014年度 2019年度

明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略で数値目標に設定しているもの

明石のまちに愛着を感じる人の割合

住みやすいと思う人の割合

住み続けたいと思う人の割合

子育て環境が良いと思う人の割合

緑や海、公園など自然が豊かであると思う人の割合
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③ 各分野の施策 

◆ 良くなった分野 

・「こどもを核としたまちづくり」の推進により、「子育て環境の充実」が高く評価されてい

るものと考えられます。 

・総合戦略に掲げる新たなまちの魅力として「本のある文化のまちづくり」の取組が評価さ

れているものと考えられます。 

・明石駅前の開発などにより、良好な都市環境の整備が高く評価されているものと考えられ

ます。 

順位 全市民対象（3,000人） 5年以内の転入者対象（2,000人） 

１位 
子育て環境の充実（59.9％） 

〔前回１位：26.8％〕 
子育て環境の充実（72.1％） 

２位 
本のまちの推進（18.8％） 

〔前回－位：－％〕 
本のまちの推進（20.2％） 

３位 
良好な都市環境の整備（14.1％） 

〔前回８位：10.3％〕 
良好な都市環境の整備（17.6％） 

４位 
交通体系の構築（13.2％） 

〔前回４位：14.9％〕 
交通体系の構築（12.4％） 

５位 
地域福祉の推進（12.5％） 

〔前回３位：16.3％〕 
観光の振興（11.6％） 

 

◆ 今後推進すべき分野 

・全市民対象と５年以内の転入者対象の結果を比較すると２位～４位については、概ね同様の

結果となりましたが、１位と５位については年齢構成の割合が反映された結果となっている

ものと考えられます。 

順位 全市民対象（3,000人） 5年以内の転入者対象（2,000人） 

１位 
高齢者支援の充実（35.8％） 

〔前回１位：37.0％〕 
子育て環境の充実（27.0％） 

２位 
交通体系の構築（22.7％） 

〔前回４位：15.5％〕 
交通体系の構築（25.4％） 

３位 
地域医療の充実（18.5％） 

〔前回３位：16.9％〕 
地域医療の充実（18.0％） 

４位 
防災・生活安全対策の推進（17.0％） 

〔前回６位：12.8％〕 
防災・生活安全対策の推進（17.9％） 

５位 
就労・勤労者の支援（16.0％） 

〔前回５位：15.0％〕 
学校教育の充実（17.5％） 



- 11 - 

 

④ 転入者の状況（5年以内の転入者対象（2,000人）の結果） 

・転入するきっかけとしては、結婚や就職・転職・転勤などの新たな生活を始める機会におい

て、多くなっています。 

・住宅環境としては、交通の利便性や日常の買い物が便利であるといった生活上の利便性に加

えて、子育て支援施策の充実が評価されているものと考えられます。 

順位 転入するきっかけ 
転入先を決める際に考慮した 

住宅環境 

１位 結婚のため（23.3％） 
電車やバス、道路など交通の利便性が高

い（43.0％） 

２位 就職・転職・転勤のため（22.9％） 日常の買い物が便利である（27.9％） 

３位 
家族や親族と同居・近居するため

（13.1％） 
勤務地や学校に近い（18.6％） 

４位 より良い住宅を求めて（9.1％） 親や子供の家に近い（18.4％） 

５位 より良い周辺環境を求めて（6.3％） 
子育て支援に関する施策が充実している

（18.2％） 
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第３章 戦略計画（総合戦略）の推進状況 

戦略の柱 １ 安全・安心を高める 

 

子どもが毎日を安全に、不安なく過ごすことができる環境は、すべての人の幸せな暮らしの基盤で

もあります。将来への不安感が高まる中、暮らしのさまざまな場面において、ハード・ソフト両面か

ら、まちの安全・安心を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主な取り組みと成果（2011～2018年度） 

日常生活の安全性を高める 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆子どもを地域ぐるみで守り育てる体制の充実 

［2-2青少年の健全育成、4-1防災･生活安全対策の推進］ 

〇スクールガードによる見守り活動の実施 

〇通学路、踏切道の安全対策の実施 

〇交通安全対策事業の実施 

・スタントマンによる事故再現型交通安全教室 

・交通指導員による交通安全教室 

・シートベルト 100％プロジェクトの実施 など 

◆より迅速かつ的確に対応するための消防・救急体制の強化［4-2消防・救急の充実］ 

〇消防団機能の強化 

・女性消防団員の募集、消防団詰所の整備・補修 

〇大規模災害などの発生に備え、高度救助隊を発隊 

・画像探索機などの特殊な救助資機材を装備し、専門的で高度な救助技術や知識を備えた

隊員16名で構成 

〇高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線の構築 

〇消防車両の整備更新（40m級はしご付消防自動車など） 
 

①戦略の概要 

日常生活の安全性を高める 

非常時への備えを万全にする 

健康な心と身体を維持する 

共に生きるための支え合いを充実する 

展
開
の
方
向 

１-１ 

１-２ 

１-３ 

１-４ 

１-１ 
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2015～2018年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

■４－１ 防災・減災の推進 

 （２）日常の安全・安心の確保 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■防犯対策の更なる推進（防犯カメラ設置など）［4-1防災･生活安全対策の推進］ 

・防犯カメラの設置（駅前広場、地下道、公園など、2016年～：延べ 60台） 

■生活困窮者への支援（社会福祉協議会への連携強化など）［1-7 社会保障の円滑な運営］ 

・就労準備支援事業の実施（就労の準備が整っていない者への生活訓練・社会訓練・技能習

得訓練など、2018 年度：利用者 ２名） 

・就労その他の自立に関する相談支援及び事業利用のための個別プランの作成（2018年度：

相談件数 320件） 

■駅周辺の喫煙防止対策［4-3 環境の保全と創造］ 

・市内ＪＲ全駅への喫煙所設置 

・散乱防止重点区域内のパトロール（2018年度：パトロール 396回、声掛け注意 401件） 

■社会の変化に対応した墓園整備（合葬式墓地の整備など）［4-7 斎場・墓園の整備、管理］ 

・合葬式墓地の開設（一時納骨室 3,000体、合葬室 10,000体、事業費 116,889千円） 

■ＤＶ被害者支援の充実［4-4 人権の尊重・共生社会の推進］ 

・男女の人権尊重に向けた意識啓発（中・高校生へのデートＤＶ出前講座など） 

・地域の支援力の向上を目的として民生委員に対する研修の実施 

・女性のための相談事業（2018年度：助言・指導 1,433件、一時保護 15件（うち警察から

５件）） 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

スクールガード登録者数 
4,921人 

（H23.4） 

4,617人 

（H31.4） 
△ 

市内交通事故発生件数 
1,912件 

（H22年） 

1,187件 

（H30年） 
〇 

人口１万人あたりの出火率 
2.9％ 

（H22年） 

2.5％ 

（H30年） 
〇 

救急自動車による傷病者収

容時間※ 

32.0分 

（H22年） 

37.2分 

（H30年） 
△ 

   ※H26から「出動から病院収容所要時間」の取扱が「119番通報から病院収容所要時間」に変更 
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非常時への備えを万全にする 

  2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆防災対策、災害時要配慮者（援護者）支援施策の推進［4-1防災･生活安全対策の推進］ 

・ハザードマップの全面改訂、全戸配布 

・小学校区等での防災訓練の支援 

・津波一時避難ビルの指定、備蓄物資の充実 

・災害時要援護者地図システムの導入 

・災害時要援護者名簿の自治会への提供拡大 

◆住宅及び公共施設の耐震化の推進［2-1学校教育の充実、5-5住環境の充実］ 

〇住宅耐震診断費用の助成、耐震改修工事費の補助 

〇学校園、保育所の耐震化の推進 

〇宅地耐震化の推進 

・大規模盛土造成地の抽出、スクリーニング  

 

 2015～2018年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

■４－１ 防災・減災の推進  

（１）地域防災力・災害対応力の向上 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■住宅等の耐震化の推進［5-5住環境の充実］ 

・簡易耐震診断事業（2018年度：戸建 37戸、共同住宅３棟） 

・耐震化促進事業補助（2018年度：工事費補助 10戸） 

・危険ブロック塀撤去費補助（2018年度：個人住宅 29戸） 

■総合的な浸水減災対策（ネットワークカメラによる水位情報の把握など） 

［4-1防災･生活安全対策の推進］ 

○明石川流域防災カメラの設置 

・明石川の状況をリアルタイムに監視するカメラの設置 

■災害時の要配慮者の支援体制づくり［4-1防災･生活安全対策の推進］ 

○障害者向け防災訓練の実施（聴覚障害者、視覚障害者を対象とした避難訓練） 

○「明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例」の制定 

・拒否を申し出た人以外は、平常時から自治会等の地域の支援者に情報提供（2018 年度：

190団体） 

・提供自治会等へのアンケート調査の実施 

○福祉避難所の開設 

・市立施設（総合福祉センター、ふれあいプラザあかし西） 

・社会福祉法人等との設置、運営に関する協定の締結（６法人８施設） 

〇福祉避難所マニュアルの策定 
 

【2019年度の新たな取組［関連する施策分野］】 

１-２ 
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■災害時の要配慮者の支援体制づくり［4-1防災･生活安全対策の推進］ 

・兵庫県モデル事業を活用した個別支援計画の策定促進 

・協定締結施設での福祉避難所開設・運営訓練の実施 

■災害への備えの拡充（通信ネットワークの確保など）［4-1防災･生活安全対策の推進］ 

・ハザードマップの改訂（ページ数を現行版の約２倍に増やし、災害種別に応じた区割り・

縮尺を設定し、図面表示を拡大） 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

出前講座や各種訓練等への

参加者数 

1,241人 

（H23.3） 

5,498人 

（H31.3） 
〇 

災害時要援護者名簿 

提供自治会等の数 

27団体 

（H23.3） 

190団体 

（H31.3） 
〇 

住宅耐震化率（推計） 
85.9％ 

（H23.3） 

90.3％ 

（H31.3） 
〇 

小中学校耐震化率 
74.4％ 

（H23.4） 

100％ 

（H30.4） 
〇 

 

 

健康な心と身体を維持する 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆市民の健康づくりの推進［1-5地域医療の充実、1-6健康づくりの推進］ 

・出前講座等による生活習慣病予防の啓発 

・胃がんリスク検診（ABC検診）の導入 

・予防接種の充実（任意接種の一部助成、新たな定期接種への円滑な導入） 

◆地域医療体制の充実［1-5地域医療の充実］ 

・市民病院の地方独立行政法人化 

・医療政策懇話会、がん医療対策会議の開催 

・東播磨圏域小児救急医療電話相談窓口の開設  

 

2015～2018年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

■４－２ みんなで安心して暮らせる社会をつくる 

（１）健康な心と体を育む環境の整備 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■健康意識の啓発と地域での健康づくりの促進［1-6健康づくりの推進］ 

・食育ボランティア＆健康づくりボランティア養成講座（2018年度：10回、延 266人） 

・あかし健康ソムリエ会(健康づくり市民ボランティア団体)活動支援（2018 年度：56 回、

１-３ 
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延 963人） 

・各地区の健康課題に対し、校区まちづくり協議会・自治会等と連携した健康づくり活動

（地域主催の行事やイベントへの参加 2018年度：17回、5,082人）  

・食育ランチョンマットと食材リーフレットの配布（対象：こども食堂の対象者及びその保

護者 2018年度：５か所、650人） 

○あかし保健所の設置（2018年度） 

・感染症対策、難病対策、精神保健、食品衛生、生活衛生など 

・保健・医療・福祉の一体的な推進（健康や福祉の相談・指導などで、こども・高齢者・障

害者などの福祉部門と連携した対応） 

〇歯科保健相談 

・歯の衛生やえん下等の口腔機能について、歯科衛生士が窓口及び電話で相談対応 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■健康意識の啓発と地域での健康づくりの促進［1-6健康づくりの推進］ 

○食の大切さと規則正しい食習慣の啓発 

・小中学生と保護者を対象とした料理教室の開催 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

特定健診受診率 
17.1％ 

（H22年度） 

27.2％ 

（H30年度見込） 
〇 

市民病院の常勤医師数 
45人 

（H23.3） 

55人 

（H31.3） 
〇 

市民病院における救急車に

よる搬入患者数 

1,125人 

（H23.3） 

3,307人 

（H31.3） 
〇 

 

 

共に生きるための支え合いを充実する 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆各種支援、相談機能の充実 

［1-1地域福祉の推進、1-2高齢者福祉の充実、1-3障害者福祉の充実、4-1防災･生活安全対策

の推進］ 

〇高齢者・障害者の総合相談窓口の開設 

・「基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター」、「後見支援センター」の設置及び「地

域包括支援センター」の３つの機能を集約 

・認知症総合相談窓口の設置 

〇犯罪被害者等支援に係る条例の改正 

・立替支援金制度の導入 

１-４ 



- 17 - 

 

・支援対象者の拡大  など 

〇障害者支援施策の充実 

・同行援護、移動支援事業の利用可能時間等の拡充 

・手話言語・障害者コミュニケーション条例の制定 など 

〇協力事業者との高齢者見守り協定の締結 
 

 

2015～2018年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

■４－２ みんなで安心して暮らせる社会をつくる 

（２）高齢者の安心な暮らしを支える 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■介護予防・生活支援の充実（家事支援、買い物不便地域での移動販売など） 

［1-1地域福祉の推進、1-2高齢者福祉の充実、1-3障害者福祉の充実］ 

○生活支援コーディネーターの配置（生活のしづらさを抱える個人やその家族が暮らす生

活環境の整備や、住民の組織化等の地域支援を行う支援員） 

・各中学校区に 13 名、市域全体に１名配置 

■権利擁護の取組の充実［1-2高齢者福祉の充実、1-3障害者福祉の充実］ 

○明石市後見支援センターの設置（2015年度） 

・後見制度や権利擁護に関する専門相談や専門支援の実施 

○市民後見人の養成 

・市民後見人（一般市民の方が、市民目線で地域の身近な立場から後見人等になり、後見制

度が必要な人を支える仕組み）養成講座の実施 

〇後見基金の設立運用 

・寄付や遺贈を原資に、法人後見及び市民後見人の活動支援など 

■認知症高齢者に対する支援の充実［1-1地域福祉の推進、1-2高齢者福祉の充実］ 

○認知症サポーター養成講座の開催（2018年度末サポーター数：10,251 人） 

○認知症啓発推進月間の推進（９月） 

○認知症ケアパスの作成と配布（認知症の状況に応じた制度やサービスなどの紹介） 

○認知症初期集中支援チームの設置（地域包括支援センター） 

・介護・福祉職が、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を家庭訪問し、自立生活

のサポートや適切な医療やケアにつなげる支援を実施 

○認知症カフェを開設する団体の運営費等の助成（2018年度：８件） 

○認知症早期発見・早期対応事業（対象：75歳以上の高齢者、認知症の診断費用を最大 7,000

円助成） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■認知症高齢者に対する支援の充実［1-1地域福祉の推進、1-2高齢者福祉の充実］ 

・75歳到達者全員に「認知症チェックシート」を配布 

■高齢者にもわかりやすい行政情報の発信［1-1地域福祉の推進、1-2高齢者福祉の充実］ 
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○（仮称）高齢者暮らしの安心手帳の作成・配布 

・行政情報に加え、生きがいづくり役立つ情報や日々の生活に役立つ情報等をわかりやす

くまとめた冊子を作成し配布 
 

 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

■４－２ みんなで安心して暮らせる社会をつくる 

（３）障害者の生活支援 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■障害者のコミュニケーション手段の拡充［1-3障害者福祉の充実、］ 

○「明石市手話言語等コミュニケーション条例」に基づく取組の推進 

・「明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会」の開催  

＊当事者・支援者とともに支援施策を協議（2018年度：１回） 

・啓発・研修による機会の確保 

＊市内全市立小学校での、ろう者理解を含む手話教室の実施（2018年度：19校） 

＊出前講座等（2018年度：５回） 

・意思疎通支援事業の実施（2018年度） 

＊市主催行事への手話通訳者、要約筆記者の配置（手話通訳 74件、要約筆記 52件） 

＊市後援行事における手話通訳者、要約筆記者の配置に対する助成（３件） 

○電話リレーサービスの導入（対象：聴覚障害者等、通訳オペレーターが利用者と相手方を

つなぐことにより双方向のやり取りが可能になるサービス、2017年度～） 

○手話フォンのあかし市民広場への設置（手話対応型公衆電話ボックス、2017年度～） 

○（仮称）あかしインクルーシブ条例制定に向け、検討会設置（2018 年度：３回） 

■障害者等歯科診療所の充実［1-3障害者福祉の充実］ 

・明石市立市民病院の敷地内への移転、2020年の開設に向けた基本設計・実施設計 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■障害者のコミュニケーション手段の拡充［1-3障害者福祉の充実］ 

・（仮称）あかしインクルーシブ条例制定に向けた検討会開催（３回予定） 

■障害者等歯科診療所の充実［1-3障害者福祉の充実］ 

・明石市立市民病院の敷地内への移転、2020年の開設に向け 2019年７月から建築工事開始 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

成年後見市長申立件数 

（65歳以上） 

17件 

（H22年度） 

31件 

（H30年度） 
〇 
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③市民意識調査結果 

 

展開の 

方向 
市民意識調査 質問項目 H24.4月 H27.2月 R1.7月 傾向 

１-１ 「住んでいる地域は治安が良い」と答えた人の割合 － 59.7％ 70.3% ↗ 

１-２ 

「市民『減災』手帳（災害ハザードマップ）を見たこ

とがある」と答えた人の割合 
－ 35.5％ 64.6% ↗ 

「住んでいる地域は、地震や台風、豪雨など自然災害

が少ない」と答えた市民の割合 
－ 81.8％ 86.2% ↗ 

１-３ 
「日常生活の中で、健康のためによい生活習慣（食事や

運動など）に取り組んでいる」と答えた人の割合 
65.9％ 63.7％ 67.6% ↗ 

１-４ 

「支援が必要な高齢者や障害者などを地域で支え合う

地域福祉活動が推進されている」と答えた人の割合 
37.1％ 32.9％ 42.5% ↗ 

「普段の生活で何か困ったときに、相談できる人が周

りにいる」と答えた人の割合 
71.0％ 69.1％ 56.4% ↘ 
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戦略の柱 ２ 自立した温かい地域コミュニティをつくる 

 

①戦略の概要 

子どもの成長には、日々の暮らしを送る身近な地域の環境が大きく影響します。子どもをはじめ、

あらゆる世代の意欲の向上と生きがいが生み出せるよう、地域が主体となって人に温かく暮らしよい

コミュニティをつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主な取り組みと成果（2011～2018年度） 

主体的な地域活動、市民活動を広げる 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆協働のまちづくりの仕組み構築［4-5コミュニティづくりの推進、5-1良好な都市環境の整

備］ 

〇小学校単位のまちづくり 

・「協働のまちづくり推進条例」の策定へ向けた検討 

・仕組み構築に向けたモデル事業の実施 

・校区まちづくり組織を支援する各種事業の実施 

（地域事務局支援事業、まちづくり計画書策定補助金、住みよい地域づくり補助金等） 

・地域交付金制度導入の構築 

・各校区の課題等を整理した「地域カルテ」の作成 

・明石コミュニティ創造協会による支援の実施 

（校区まちづくり組織の設立や活動への支援） 

・コミュニティ･センターの施設整備 

〇市民提案型パイロット協働事業の実施 

〇市民活動コーナーの運営 

２-１ 

主体的な地域活動、市民活動を広げる 

高齢者の地域での活躍の場を広げる 

認め合う開かれた地域をつくる 

展
開
の
方
向 

２-１ 

２-２ 

２-３ 
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◆自治会活動の支援［4-5コミュニティづくりの推進］ 

〇加入案内チラシの作成、配布（市民課等窓口、開発業者） 

〇加入促進に関する協定の締結（宅建協会明石支部、連合自治協議会、市の３者） 

〇加入促進マニュアルの作成、配布  

 

2015～2018年度 

総合戦略 基本目標３ まちの賑わいを高める 

  ３－３ 地域コミュニティの活性化 

（１）小学校区単位の協働のまちづくり 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■協働のまちづくり推進組織の設置［4-5コミュニティづくりの推進］ 

○地域事務局の構築に向けた支援 

・希望する校区まちづくり組織に、コミセン所長の配置にかえて事務局員雇用等を行うた

めの補助金を交付 

2018年度：９小学校区（花園、和坂、江井島、魚住、中崎、鳥羽、錦が丘、山手、錦浦）、

17,000 千円  

■地域交付金によるまちづくりの促進［4-5コミュニティづくりの推進］ 

○使途や目的をできるかぎり限定せず、地域が取り組みたいと考える分野に重点的に資金

を配分し、活動できる交付金制度を交付 

2018年度：11小学校区（松が丘、中崎、鳥羽、和坂、花園、山手、江井島、魚住、清水、

錦が丘、錦浦）、28,408千円 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■協働のまちづくり推進組織の設置［4-5コミュニティづくりの推進］ 

○地域事務局の構築に向けた支援 

・2019年度見込：９小学校区→11小学校区 

■地域交付金によるまちづくりの促進［4-5コミュニティづくりの推進］ 

・2019年度見込：11小学校区→14小学校区 
 

 

総合戦略 基本目標３ まちの賑わいを高める 

  ３－３ 地域コミュニティの活性化 

（２）まちづくりの担い手育成とネットワーク化 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■分野型市民活動への支援［4-5コミュニティづくりの推進］ 

○市民活動サポート事業 

・地域課題の解決や地域社会の共同利益の実現に向けて、自発的かつ自立的な事業を行う

市民活動団体への助成（2018年度：12団体） 

■ＩＣＴを活用した地域活動支援システムの構築［4-5コミュニティづくりの推進］ 

○明石コミュニティ創造協会による「まちナビ AKASHI」の開設 
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・28小学校区のまちづくり協議会と市民活動団体やサークルが情報提供、地域のイベント・

活動内容の発信 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■ＩＣＴを活用した地域活動支援システムの構築［4-5コミュニティづくりの推進］ 

・「まちナビ AKASHI」に明石市連合まちづくり協議会のページを新設 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

コミュニティセンター 

利用者数 

1,173,829人 

（H22年度） 

1,058,936人 

（H30年度） 
△ 

コミュニティセンター 

利用件数 

62,276件 

（H22年度） 

59,666件 

（H30年度） 
△ 

自治会加入率 
79.6％ 

（H23.4） 

72.2％ 

（H31.4） 
△ 

 

 

高齢者の地域での活躍の場を広げる 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆高齢者の地域活動への参加支援［1-2高齢者福祉の充実］ 

〇高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画の策定 

〇シルバー人材センターの体制整備 

・小学校区全域に地域班を設立 

〇高年クラブ活動の促進 

・地域活動推進コーディネーターの配置 

・高齢者スポーツ大会の開催  

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標３ まちの賑わいを高める 

  ３－３ 地域コミュニティの活性化 

（２）まちづくりの担い手育成とネットワーク化 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■シニア活動応援の仕組みづくり［1-2高齢者福祉の充実、4-5コミュニティづくりの推進］ 

○シニア活動応援事業 

・元気な高齢者が自主的に運営し、高齢者等の居場所や活動の拠点として、地域貢献等を行

う活動の場（ふれあいの居場所）を提供する取組への補助（2018年度：24か所） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■シニア活動応援の仕組みづくり［1-2高齢者福祉の充実、4-5コミュニティづくりの推進］ 

２-２ 
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○シニア活動応援事業 

・事業立ち上げ経費及び運営費の補助の上限額を引き上げ（20万円→25万円） 
 

 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

■４－２ みんなで安心して暮らせる社会をつくる 

（２）高齢者の安心な暮らしを支える 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■元気高齢者の活躍できる場の充実［1-1地域福祉の推進、1-2高齢者福祉の充実］ 

○シニアいきいきパスポートの導入（対象：65 歳以上の高齢者、公共施設等での利用料の

割引や協賛店での特典、2016年度～） 

○介護サポーターモデル事業（介護サポーター数５人、2016年度） 

・研修を受け登録した高齢者が、市の指定介護サービス事業所等で散歩、外出及び屋内移動

等の補助介護を行った場合、活動績に応じてポイントが交付され、ポイントを積み立て

て評価交付金に転換できる制度づくりを検証 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■元気高齢者の活躍できる場の充実［1-1地域福祉の推進、1-2高齢者福祉の充実］ 

・（一社）明石シルバー人材センターに対する支援の拡充 

・単位高年クラブ活動に対する支援の拡充 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

シルバー人材センター 

会員数 

1,142人 

（H23.3.31） 

1,414人 

（H31.3.31） 
〇 

高年クラブ会員数 
11,417人 

（H23.4） 

8,629人 

（H31.4） 
△ 

 

 

認め合う開かれた地域をつくる 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆人権教育、人権啓発の推進［4-4人権の尊重･共生社会の推進］ 

〇地域における人権教育、人権啓発活動の推進 

・自治会、高年クラブ、子ども会等での研修会の開催 

〇あかしヒューマンフェスタ、人権セミナー等の開催 

〇人権啓発、住民交流の拠点となる厚生館において、交流促進事業等を展開 

２-３ 
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◆男女共同参画の推進［4-4人権の尊重･共生社会の推進］ 

〇男女共同参画社会の形成に向けた施策の充実 

・女性のエンパワーメントや男性の家庭・地域への参加を促進する講座の実施及び情報発信 

〇女性の自立に向けた就労支援に関する相談等、各種相談の実施 

〇男女の人権尊重に向けた意識啓発の推進 

・DVに対する正しい理解と暴力の根絶へ向けた取組の推進 

・中高生へのデートDV出前講座の実施 

◆姉妹都市、友好都市との交流の推進［4-6都市間交流・国際交流の推進］ 

〇アメリカ合衆国バレホ市との姉妹都市提携45周年事業として、明石市青少年親善訪米団派

遣 

〇友好都市の中国無錫市と友好、親善を更に深めるため、公式団の派遣及び受入れを実施 

・明石市中学生選抜吹奏楽訪中団の派遣 

・無錫市行政関係者を中心とする研修生の受入れ など  

 

2015～2018年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

■４－２ みんなで安心して暮らせる社会をつくる 

（４）認め合う開かれた地域をつくる 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■障害者差別解消のための取組［1-3障害者福祉の充実、4-4人権の尊重･共生社会の推進］ 

○「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例」

に基づく取組の実施 

・合理的配慮の提供促進 

＊市内民間事業者などを対象に、点字メニュー作成や折り畳み式スロープ購入費などを

支援する助成制度の運用（2016年度～：延べ申請件数 359件） 

○啓発、研修による機会の確保 

・障害のある人とない人との交流の機会づくり（参加型のワークショップや体験交流など） 

・市民や民間事業者の障害理解促進の取組（商工会議所と共催の学習会等） 

・出前講座等（2018年度：５回） 

○国の共生社会ホストタウンの登録、関連事業の展開 

・ユニバーサルモニター制度の運用（障害当事者目線で市内のバリアフリー環境の整備等

について意見） 

・市民参加型の交流イベントの実施（パラスポーツ体験等） 

○（仮称）あかしインクルーシブ条例の制定に向けた取組（検討会開催） 

■無戸籍者に対する総合的な支援の実施［4-4人権の尊重･共生社会の推進］ 

・「戸籍がない方のためのサポートパンフレット」の作成 

・無戸籍者総合支援コーディネーターの設置(背景事情の解決支援及び戸籍ができるまでの

行政サービスの提供支援、2016年度～) 

・サポートナンバーカードの交付（市役所内の各窓口での提示により、事情を説明する手間
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を省き、スムーズなサービス提供、2016年度～） 

■多様性社会の推進に向けた取組［4-4人権の尊重･共生社会の推進］ 

・厚生館でこどもカフェを実施（2018年度） 

○明石市自殺対策計画の策定 

・自殺未遂者支援研修会の開催（2018年度：１回、25人） 

・自殺予防ゲートキーパー養成研修（2018年度：２回、87人） 

■更生保護サポート体制の充実［4-4人権の尊重･共生社会の推進］ 

・明石市更正支援ネットワーク会議の設置（更正支援に関わる 37団体参加、2016年度～） 

・「あかし更正支援フェア」の開催（更正支援、再犯防止をテーマにした講演会、シンポジ

ウム、パネル展示、刑務所作業製品等の展示即売など、2016年度～） 

■地域における福祉相談の充実［1-1 地域福祉の推進、1-2 高齢者福祉の充実、1-3 障害者

福祉の充実、1-4子育て支援の充実］ 

・地域総合支援センターの設置（誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、高齢者や障

害者、子どもを含め広く地域の総合的・包括的な相談対応を行う拠点、市内６か所（あさ

ぎり・おおくらは仮拠点）、2018年度～） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■地域における福祉相談の充実［1-1 地域福祉の推進、1-2 高齢者福祉の充実、1-3 障害者

福祉の充実、1-4子育て支援の充実］ 

・あさぎり・おおくら総合支援センターの新築工事 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

厚生館利用人数 
57,266人 

（H22年度） 

67,000人 

（H30年度） 
〇 

中学校の人権教育において

デートDVを取り扱う学校

数 

0校 

（H22年度） 

4校 

（H30年度） 
〇 

 

 

③市民意識調査結果 

 

展開の 

方向 
市民意識調査 質問項目 H24.4月 H27.2月 R1.7月 傾向 

２-１ 

「この１年程度の間に、地域のまちづくり活動（自治

会活動やボランティア活動など）に参加した」と答え

た人の割合 

27.2％ 29.6％ 32.0% ↗ 
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戦略の柱 ３ 明石らしい生活文化を育てる 

 

①戦略の概要 

暮らしの中で遊び、学び、いろいろな体験を積み重ねることで、子どもは豊かに成長します。あら

ゆる人の魅力的な暮らしを創造していけるよう、多くの素材に恵まれている明石の良さを知り、感じ

ることができる環境をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主な取り組みと成果（2011～2018年度） 

自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆温室効果ガス削減に向けた再生可能エネルギーの推進［4-3環境の保全と創造］ 

〇住宅用太陽光発電設備の設置補助 

〇メガソーラー事業の開始（於：明石クリーンセンター） 

・事業収入をごみ処理施設整備のための基金積立 

〇市有財産（未利用地や建物屋上、壁面等）への再生可能エネルギー設備設置の検討 

◆ごみの減量化、再使用、再生利用の促進［4-3環境の保全と創造］ 

〇「レジ袋削減に向けた取り組みに関する協定」の締結 

・レジ袋の無料配布を取り止め 

〇使用済み小型家電の回収 

〇雑がみ（紙類）の分別収集の推進 

◆ミドリガメ（ミシシッピアカミミガメ）対策の展開［4-3環境の保全と創造］ 

〇防除調査の実施 

〇捨てたらアカン！ミドリガメキャンペーンの実施 

・カメポスト（市内13か所）及びカメダイヤル（自宅訪問）による引き取り 

〇あかしの生態系を守る条例制定 

〇あかしいきものフォーラムの開催 

３-１ 

自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる 

スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 

食・時・海を暮らしに生かす 

展
開
の
方
向 

３-１ 

３-２ 

３-３ 
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〇啓発パンフレットの作成・配布  など  

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標２ 新たな人の流れをつくる 

２－２ 住みやすい環境を整備する 

（４）自然環境の保全、良好な景観形成の推進 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■地域との協働による太陽光発電設備設置［4-3環境の保全と創造］ 

・市民電力事業を立ち上げようとする NPO法人の設立に協力（2018 年度） 

・再生可能エネルギーを活用した新電力事業に関する勉強会、講演会等の実施に協力（2018

年度） 

■ごみの減量化、リサイクルの推進［4-3環境の保全と創造］ 

○ごみ減量化の推進（2018年度実績） 

・ごみ減量推進員制度（推進員 28人  推進協力員数 1,337人） 

・不要家具の再生利用（リサイクル家具配布実績 107点） 

・レジ袋削減の取組（協定締結店舗数 48店舗） 

・事業系ごみの減量（減量計画書等提出 82事業所） 

○食用油・小型家電のリサイクル 

・廃食用油リサイクルの推進（バイオディーゼル燃料化） 

・使用済小型家電リサイクルの推進 

○ごみ焼却灰のセメント原料化  

○資源ごみ持ち去り対策 

・明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正による、持ち去り行為を行った者への

勧告・公表、命令、命令違反に対する罰則を制度化 

○家庭ごみの削減 

・家庭ごみうち約３割を占める厨芥類の削減（食品ロス削減や分別収集の周知徹底） 

・フードドライブの実施（家庭で余った食品を回収し、福祉施設やこども食堂に寄付する取

組、市内５店舗） 

■多面的機能をいかしたため池の保全［4-3環境の保全と創造］ 

・地域共同で行う農地、水路、ため池などの軽微な補修、植栽による景観形成、ビオトープ

（生物生息空間）づくりなどの活動の支援 

・ため池クリーンキャンペーンや学校の学習会、オニバス観察会などの地域活動の支援 

・ため池の防災機能を高める調査・工事の実施 

○地域資源保全管理構想（５か年計画）の策定支援 

・農地集積の加速化や農業の担い手の高齢化などの構造変化に対応して、今後目指すべき

地域資源（農用地、水路、ため池、農道等）の保全管理の方向性などを定める活動を支援 

■個性豊かな景観形成の促進［5-1良好な都市環境の整備］ 

・明石市屋外広告物条例の制定（良好な景観の形成、風致（自然の美しさ）の維持などを目
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的として広告物を規制） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■生物多様性の保全［4-3環境の保全と創造］ 

・「明石市の大切にしたい生きもの～明石レッドリスト～」の啓発用パンフレット作成 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

家庭系燃やせるごみの１人

１日あたり排出量 

525ｇ 

（H22年度） 

480ｇ 

（H30年度） 
〇 

ミシシッピアカミミガメ 

捕獲数 

374匹 

（H23年度） 

2,432匹 

（H30年度） 
〇 

 

 

スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆スポーツが身近に楽しめる機会や場の充実 

［2-3スポーツの振興、5-4公園の整備･緑化の推進］ 

〇スポーツ振興基金の積立開始 

〇明石市スポーツフェスティバルの開催 

〇明石海浜プールのリニューアル及びこども利用料無料化（※市内在住・在学の小学生まで） 

◆文化芸術、歴史に触れ、親しむ機会や場の充実［2-4文化芸術の振興］ 

〇明石文化芸術創生財団の設立 

〇明石薪能、あかしふれあいコンサート等の開催 

〇「あかし文化遺産マップ（東部・中部・西部）」の作成 

〇文化博物館のこども観覧料無料化（※中学生まで）  

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標３ まちの賑わいを高める 

３－１ 明石の活力をみんなで高める 

（１）豊かな文化のある暮らし 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■本のある文化のまちづくりの推進［1-4 子育て環境の充実、2-1 学校教育の充実、2-4 文

化芸術の振興、2-5生涯学習の推進］ 

○子どもの時から本に親しむ環境の構築 

・ブックスタート（４か月児検診時に絵本と読み聞かせ体験をプレゼント） 

・ブックセカンド（３歳児健診時に本とブックリストをプレゼント） 

・「あかし保育絵本士」の養成（対象：市内幼稚園及び認可保育施設の幼稚園教諭、保育士） 

３-２ 
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 （2018年度：25 名） 

・小中学校への学校司書の配置（24校８名） 

・放課後児童クラブでの放課後ブックサークルの全校実施（2018年度：15,156冊貸出） 

○本のまち明石の発信・普及 

・ジュンク堂明石店に図書館蔵書検索タブレットの設置 

・録音図書郵送サービスの開始（視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な方のため

に作られたデジタル録音図書） 

・館外返却場所（返却ポスト）の増設（12か所→14か所） 

・あかし市民図書館開館１周年記念イベントの開催（ビブリオバトル、一箱古本市等） 

・移動図書館車を２台に拡充（めぐりん、くるりん）、巡回先の拡充（35か所→78か所） 

・対面朗読サービスの実施（対象：視覚障害者、図書館で対面での朗読） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■本のある文化のまちづくりの推進［1-3 障害者福祉の充実、1-4 子育て環境の充実、2-1

学校教育の充実、2-4文化芸術の振興、2-5生涯学習の推進］ 

○子どもの時から本に親しむ環境の構築 

・「あかし保育絵本士」養成講座応用コース新設（対象：あかし保育絵本士保有者） 

・全小中学校への学校司書の配置（小中学校 41校 14名） 

○本のまち明石の発信・普及 

・本のまち大使（芥川賞作家）による講演会 

○読書バリアフリーへの対応 

・（仮称）読書バリアフリー条例の検討 

・読書バリアフリー研修 

■地域のまつり、歴史など伝統文化の継承（若者、子どもの地元意識、ふるさと意識の向上

に向けた取組など）［2-4文化芸術の振興、3-4観光の振興］ 

・築城 400周年記念明石城シンポジウム 

・市制 100周年市史シンポジウム 

・あかし伝統夢まつり（1869（明治２）年以来 150 年ぶりに明石城に市内の布団太鼓が集

結） 
 

 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

■４－２ みんなで安心して暮らせる社会をつくる 

（１）健康な心と体を育む環境の整備 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■スポーツに親しむ環境の充実［2-3スポーツの振興］ 

・ときめきスポーツライフ推進プラン（まちかど体力測定会、親子で運動遊び体験、ニュー

スポーツ大会など） 

・あかしスポーツフォーオールの開催（障害者を対象としたユニバーサルスポーツチャレン

ジなど） 
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・ビーチスポーツフェスタ inあかしの開催（大蔵海岸でのビーチスポーツの体験教室） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■自転車安全利用の促進［2-3スポーツの振興］ 

・「クイズで考える！自転車ルール」キャンペーンの開催（対象：高校生から社会人） 

■スポーツに親しむ環境の充実［2-3スポーツの振興］ 

・神戸製鋼コベルコスティーラーズの協力によるラグビーワールドカップ日本大会の開催

を機としたイベント「2019ラグビーフェスタ＠あかし」実施（９月 16日） 

・ビーチサッカー国際親善大会の開催（９月 27日、28日、29日） 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

明石海浜プール利用者数 
22,546人 

（H22年度） 

52,354人 

（H30年度） 
〇 

文化博物館入館者数 
67,535人 

（H22年度） 

83,338人 

（H30年度） 
〇 

文化芸術イベントの鑑賞人

数 

21,604人 

（H22年度） 

31,043人 

（H30年度） 
〇 

 

 

食・海・時を暮らしに生かす 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆食・海・時のブランド力の向上［3-2農業の振興、3-3水産業の振興、3-4観光の振興、5-3

海辺の利活用の推進］ 

〇明石産品のブランド化 

・商談会への出展や飲食店を活用した販路拡大 

・メディアを活用したＰＲ 

・農協と漁協が連携する販売イベントと消費喚起 など 

〇海岸の利用促進 

・大蔵海岸多目的広場の開設 

〇時のまち明石の発信 

・天文科学館プラネタリウム関連設備の更新 

・天文科学館のこども利用料の無料化（※高校生まで） 

・天文科学館の正月開館 

・明石たこ大使「さかなクン」とのコラボレーション事業の実施 

・時の記念日無料開放、時の記念日シンポジウム、漏刻祭再現などの実施   

 

 

３-３ 
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2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標３ まちの賑わいを高める 

３－１ 明石の活力をみんなで高める 

（２）賑わいの創出と交流の促進 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■天文科学館を起点とした「子午線のまち」の多様な事業展開［2-4 文化芸術の振興、3-4

観光の振興］ 

・東経 135 度の子午線標識を描いた「伊藤太一 子午線の旅」を折本にしたオリジナルグ

ッズの製作・販売 

・夏休みに子午線標識をさがして人丸山を散策する「子午線・自然観察ツアー」や、シゴセ

ンジャーと一緒に子午線について親子で学ぶ「夏休みキッズサマースクール」の実施 

・天文科学館の広報誌「星空のレシピ」の発行（年６回） 

・「時」「宇宙」「子午線」「天文科学館」をテーマにした「四コマまんが大賞」の実施 

・天文科学館がデザインされたマンホールカードの配付にあわせた「光るマンホール」の設

置（３F展示室子午線上） 

・プラネタリウムでの子午線や標準時をテーマにした「時のふるさとを訪ねて」の投影（時

の記念日を含む６月） 

・特別展「天文時計展」の開催（貴重な天文時計の写真資料の展示） 

■市制 100周年、明石城築城 400周年イベントなどによる交流人口の拡大［2-4文化芸術の

振興、3-4観光の振興］ 

・「Ｂ-１グランプリ全国大会（2019年 11月 23、24日）」をはじめとする記念事業の具体化

とＰＲ活動の充実 

・明石城築城 400周年記念事業との連携（記念事業プレイベント、ＰＲなど） 

■明石の良さを活かし、広く共有する取組（市内外、県外、国外への効果的な発信など）［2-

4文化芸術の振興、3-4観光の振興］ 

・「Ｂ-１グランプリスペシャル in東京・臨海副都心」への出展（ゴールドグランプリの獲

得、2016年度） 

・｢2017西日本Ｂ-１グランプリ in明石｣の開催（２日間のべ 173,000人） 

・明石ダコの不漁を受け、ふるさと納税に「明石ダコの保護」施策応援プランを追加（2018

年度：466件、10,109千円） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■天文科学館を起点とした「子午線のまち」の多様な事業展開［2-4 文化芸術の振興、3-4

観光の振興］ 

・オリジナルブック「時の記念日のおはなし」（１冊 200円）を販売開始 

・時の記念日を含む期間に、珍しい古時計を展示した特別展「古時計展」を開催 

・マンホールのデザイン（子午線・星・宇宙など）にスポットをあてた特別展「マンホール

（地上の星）展」を開催 

・2020年「時の記念日 100周年」に向け、来年度開催予定の「『時』展覧会 2020」の企画及



- 32 - 

 

び実施調査 

■市制 100周年、明石城築城 400周年イベントなどによる交流人口の拡大［2-4文化芸術の

振興、3-4観光の振興］ 

・「Ｂ-１グランプリ全国大会（2019年 11月 23、24日）」をはじめとする記念事業の開催と

ＰＲ活動 

■明石の良さを活かし、広く共有する取組（市内外、県外、国外への効果的な発信など）［2-

4文化芸術の振興、3-4観光の振興］ 

・インフルエンサーの招致による明石のモノ・コト・体験の発信 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

天文科学館入館者数（館外

でのイベントを含む） 

133,791人 

（H22年度） 

126,289人 

（H30年度） 
△ 

魚食普及や食育活動の実施

件数・参加者数 

75件、3,250名 

（H22年度） 

32件、3,096名 

（H30年度） 
△ 

 

③市民意識調査結果 

 

展開の 

方向 
市民意識調査 質問項目 H24.4月 H27.2月 R1.7月 傾向 

３-１ 

「普段から省エネ行動にとりくんでいる」と答えた人

の割合 
77.0％ 71.2％ 77.4% ↗ 

緑や海、公園など自然が豊かであると思う人の割合 － 70.2％ 78.5％ ↗ 

３-２ 

「この１年程度の間、スポーツや運動（１回あたり 

30分程度以上）を週１回以上した」と答えた人の割合 
42.7％ 41.7％ 44.1% ↗ 

「この１年程度の間、文化芸術活動(※)をした」と答

えた人の割合 

※コンサートや演劇等の鑑賞、文化芸術系サークル活動や 

茶道・いけばな等の習い事、工芸・絵画の創作 など 

23.8％ 19.9％ 27.7% ↗ 

３-３ 
「農水産物を購入する際に、明石産であることを意識

している」と答えた人の割合 
－ 

農産物

46.9％ 
59.3% ↗ 水産物

57.0％ 
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①戦略の概要 

大人が仕事に励む姿やまちの活気、活発な産業活動は、子どもが将来の夢や目標を持つことにつな

がります。経済的な基盤を確立し、暮らしの質を高めるため、地域産業を育てていくとともに、まち

のブランド価値を高め、にぎわいあふれる元気なまちをつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主な取り組みと成果（2011～2018年度） 

地域産業を元気にする 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆地域産業への支援の充実［3-1商工業の振興］ 

〇商店街活性化の支援 

・空き店舗対策の実施 

・集客イベントや共同施設（アーケード、街路灯等）の設置・改修経費の助成 

〇卸売市場の運営 

・指定管理者制度の導入 

・電気設備、消防施設の改善  

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標３ まちの賑わいを高める 

３－２ 地域産業の振興 

（１）産学官等の連携による商工業の振興 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■中小企業振興に向けた支援体制の整備［3-1商工業の振興］ 

戦略の柱 ４ まちを元気にする 

４-１ 

地域産業を元気にする 

中心市街地の魅力を高める 

明石のファンを増やす 

展
開
の
方
向 

４-１ 

４-２ 

４-３ 
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・中小企業への専門家による継続的な指導（大手企業 OBなどの派遣指導、販路開拓や業務

効率化等の支援） 

■産学官ネットワークを活用した創業支援［3-1商工業の振興］ 

・産業競争力強化法に基づく『創業支援事業計画』の策定（経済産業省等認定） 

・「明石商工会議所」、「株式会社日本政策金融公庫」等の機関が連携した創業者支援スキー

ムの構築と創業支援事業計画に基づく支援の実施（創業塾の開催など） 
 

 

総合戦略 基本目標３ まちの賑わいを高める 

３－２ 地域産業の振興 

（２）「明石の食」をいかした取組 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■明石産品を使った加工品の開発［3-1商工業の振興、3-2農業の振興、3-3水産業の振興］ 

○明石産品ブランド化事業 

・明石産品を観光資源として活用し農水産商業者等と連携した消費者へのプロモーション

（ＰＲパンフレット、ポスターなど販売促進ツールの充実） 

・明石産品を活用した新商品や加工品の開発（清水産イチゴを使ったロールケーキなど） 

・生産者とともに海苔の新５大ブランドの開発、新パッケージの発表（明石のり極上、海

凪、嶋美人、薫黒、誉） 

・「明石新のり・恵方巻まつり」の開催（2018年度：市内 36店舗の参加） 

■国外への販路拡大［3-1商工業の振興、3-3水産業の振興］ 

○明石産品の海外への販路開拓 

・マレーシアにおける物産展への参加、現地の日本料理店へのサンプル提供 

・日本国大使館での天皇誕生日レセプションへの明石鯛の提供（インドネシア、マレーシ

ア） 

・国際見本市「ジャパン・インターナショナル・フードショー」への参加 

■地産地消の促進［2-1学校教育の充実、3-2農業の振興、3-3水産業の振興］ 

・明石産水産物の調理教室（小中学校での調理体験、2018年度：32 校、3,096人） 

■小中学校における食育の推進（学校給食への明石産品の提供など）［2-1学校教育の充実、

3-2農業の振興、3-3水産業の振興］ 

○学校給食への明石産品の提供 

・明石産の米や野菜などの農産品のほか、海苔・たこなどの明石特産水産品の提供 

・半夏生の日にあわせて明石産たこを提供（2018年度：小中学校全校）、明石産とうもろこ

しの提供と併せて皮むき体験の実施（2018年度：小学校全校） 
 
【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■小中学校における食育の推進（学校給食への明石産品の提供など）［2-1学校教育の充実、

3-2農業の振興、3-3水産業の振興］ 

○100周年記念給食 

・市制 100周年を迎える 11月１日に、小・中学校給食で記念献立（明石鯛、赤飯）提供 
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参考指標 策定時 現 在 傾向 

明石市商店街連合会  会員

数 

676人 

（H23.5） 

529人 

（R1.5） 
△ 

卸売市場取扱高 
165億円 

（H22年度） 

113億円 

（H30年度） 
△ 

有効求人倍率 
0.37倍 

（H23.3） 

1.03倍 

（H31.3） 
〇 

 

 

中心市街地の魅力を高める 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆明石駅前南地区再開発事業の促進［5-1良好な都市環境の整備］ 

〇再開発ビル内公共施設の整備 

・市民広場、市民図書館、親子交流スペース、駅前窓口など 

〇駅周辺及び国道２号デッキの整備 

◆中心市街地の機能と魅力の向上 

［4-3環境の保全と創造、5-2交通体系の構築、5-3海辺の利活用の推進］ 

〇明石駅前喫煙防止、マナーアップ運動の強化 

・「喫煙防止、マナーアップ区域」の設定 

・喫煙所（３か所）の設置 

〇中心市街地における道路のリニューアル 

〇明石港旅客船ターミナル（係留施設）の整備 

〇「ほんまち三白館」の整備 

・映画館施設を大衆演劇等の劇場に転用する事業を支援（実施主体：本町商店街振興組合）  

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標２ 新たな人の流れをつくる 

２－２ 住みやすい環境を整備する 

（１）交通ネットワークの整備 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■公共交通の利用促進［5-2交通体系の構築］ 

○たこバスの運行（15ルート） 

○「あかしバスに乗ろうプロジェクト！」（市内無料乗車券や公共交通マップの提供など） 

○バスロケーションシステム（路線バスの遅延状況や到着予想などのリアルタイムな運行

情報の提供）の導入補助（神姫バス、山陽バス） 

○路線バスへのノンステップバスの導入、運行赤字に対する補助 

■移動や乗り継ぎの円滑化［5-2交通体系の構築］ 

４-２ 
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○バス時刻情報「あかし iびじょん。」の運用（市内ＪＲ５駅、土山駅） 

○鉄道駅の安全対策・バリアフリー化の促進 

・山陽江井ヶ島駅のバリアフリー化工事 

・ＪＲ明石駅（３・４番線）へのホームドア設置に向けた取組（2019 年度内供用予定） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■移動や乗り継ぎの円滑化［5-2交通体系の構築］ 

○鉄道駅の安全対策・バリアフリー化の促進 

・ＪＲ西明石駅（５・６番線）へのホームドア設置に向けた取組 
 

 

総合戦略 基本目標２ 新たな人の流れをつくる 

２－２ 住みやすい環境を整備する 

（２）市域の均衡ある発展 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■大久保北部地域の有効活用［5-1良好な都市環境の整備］ 

・処分可能な土地（約 3,300㎡）を公募売却し、民間活力による公募売却を誘導 

■大久保駅南地区の土地利用の促進［5-1良好な都市環境の整備］ 

・日本たばこ産業から工場跡地を取得（5.6ha、公有財産購入費：3,590,000 千円） 

・日本たばこ産業の工場跡地の活用（①保育所用地 0.5ha、②将来の公共施設用地 1.5ha、

③民間活用用地 3.6ha、売払収入：6,685,282千円） 

■中心市街地の活性化［3-1商工業の振興、5-1良好な都市環境の整備］ 

○明石駅前南地区市街地再開発事業（認定事業期間 2014年 10月～2018年３月、事業費 317

億円、市負担額 104 億円） 

・明石駅前再開発ビルの公共施設整備など（市民広場、市民図書館、こども広場、総合窓

口） 

■良好な市街化の整備支援［5-1良好な都市環境の整備］ 

・組合施行の土地区画整理事業（松陰山手、住吉３丁目 2017年度事業完了） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■良好な市街化の整備支援［5-1良好な都市環境の整備］ 

・組合施行の土地区画整理事業（西脇宮の前、2019年度造成工事完了） 
 

 

総合戦略 基本目標２ 新たな人の流れをつくる 

２－２ 住みやすい環境を整備する 

（３）生活基盤整備 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■社会インフラの老朽化対策 

［5-2交通体系の構築、5-6下水道の整備、5-7安心安全な水の安定供給］ 

・橋梁長寿命化修繕計画に基づき計画的点検、修繕工事を実施（対象：193橋梁） 
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・舗装修繕計画に基づき計画的に道路の修繕工事を実施 

■魅力ある都市公園の整備［5-4公園の整備・緑化の推進］ 

・松陰山手公園、鳥羽新田２号公園、山陽電鉄高架下まちかど広場などの整備 

・（仮称）17号池公園整備事業（基本設計・実施設計） 

■社会道路側溝等の暗渠化の促進［5-6下水道の整備、5-7安心安全な水の安定供給］ 

・大道町道路改良工事（2017年度事業完了） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■魅力ある都市公園の整備［5-4公園の整備・緑化の推進］ 

○公園灯のＬＥＤ化 

・350公園に設置されている約 870灯の水銀灯をＬＥＤ化 

 （予定）2019年度：現状調査、2020年度：約 430灯更新、2021年度：約 440灯更新 

○（仮称）17号池公園整備事業（基盤整備工事（造成、進入路整備等）） 

○二見人工島のサッカーグラウンドの整備促進 

・明石海浜公園隣接地の（一社）兵庫県サッカー協会によるサッカーグラウンドの整備促進 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

明石駅前南地区再開発事業 

市負担額 

127億円 

（H23.3） 

104億円 

（確定額） 
〇 

 

 

明石のファンを増やす 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆まちの魅力の戦略的な発信［3-4観光の振興、6-3市民ニーズに対応した行政経営］ 

〇観光案内所の明石駅コンコースへの移設 

〇明石たこ大使に「さかなクン」を任命 

・明石の魅力を紹介するＰＲ動画への出演 

・各種イベントへの参加 

〇Ｂ-１グランプリを活用した観光ＰＲの実施 

〇「明石のたからもの」に関するアンケート調査の実施 

・１位：天文科学館、２位：玉子焼（明石焼）、３位：タイ 

〇市ホームページ上で「明石のたからもの」の連載 

・子午線標識、秋祭り（布団太鼓）、酒造り、イカナゴなど、全国的にはまだ知名度が低いも

のを中心に掲載 

〇明石の住みやすさや子育てのしやすさ、通勤の利便性など、まちの魅力を市内外の会場で

ＰＲ  

 

４-３ 
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2015～2018年度 

総合戦略 基本目標２ 新しい人の流れをつくる 

２－３ 明石への関心を高め、定住を促す 

（１）シティセールスの推進 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■市外、県外に向けた効果的な情報発信［3-4観光の振興、6-3市民ニーズに対応した行政

経営］ 

○「Ｂ-１グランプリスペシャル in東京・臨海副都心」への出展（ゴールドグランプリの獲

得、2016年度） 

○シティプロモーション 

・「LINE@」を活用した市の取組の発信（市外の方の登録を増やすことを目的としたハレハレ

のクーポン券プレゼントキャンペーンなど） 

・市内外住宅関連企業や金融機関、医療機関と連携した移住定住促進ポスターの掲示 

・ふるさと納税の返礼品の拡充（１種類→135種類→250種類） 

・特設サイト等で明石産品が当たるプレゼントキャンペーンの実施 

■都市ブランドの確立と共有の推進［3-4観光の振興、6-3市民ニーズに対応した行政経営］ 

・明石の海と魚の魅力を発信する「ギョギョルーム」の開設（明石駅前再開発ビル５階） 

・「たこリンピック in 明石」の開催（タコで有名な全国８市町のブース出展、「明石たこ

大使」さかなクンのお魚教室など、2016年度） 

・海と魚の素晴らしさや半夏生、明石の魅力の発信（「明石たこ大使」さかなクンのお魚教

室とトークショー） 

・さかなクンが描いたタイとタコのイラストを使った移動図書館車の導入（2018年度） 

■移住に向けたまちのプロモーション［3-4観光の振興、6-3市民ニーズに対応した行政経

営］ 

・ＪＲ中吊り広告により、ＪＲ大阪駅通勤圏で明石の住環境等をＰＲ 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■市外、県外に向けた効果的な情報発信［3-4観光の振興、6-3市民ニーズに対応した行政

経営］ 

・新規寄付者の獲得と前年度寄付者のリピート化に向けた、ふるさと納税のポータルサイ

トの追加 

■都市ブランドの確立と共有の推進 

・「明石半夏生たこまつり」のポスター、パンフレット、うちわ等のデザインをさかなクン

が描いたイラストに統一 

■移住に向けたまちのプロモーション［3-4観光の振興、6-3市民ニーズに対応した行政経

営］ 

・明石の魅力を再整理したパブリシティを作成し、マスメディアへの情報発信 
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総合戦略 基本目標２ 新しい人の流れをつくる 

２－３ 明石への関心を高め、定住を促す 

（２）定住促進につながる環境の整備 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■若者の結婚支援の充実［4-4人権の尊重・共生社会の推進］ 

・結婚のきっかけを作るイベントの開催団体への補助（2018年度：３件） 

・“家族の総合力”による婚活を促す講演会の開催（対象：独身の子どもとその親など） 

・婚活サポーター研修の実施（独身者の仲を取り持ち、出会いを支援する人材の育成） 

・婚活応援ハンドブックの作成・配布 

■空き家対策等による良好な住環境づくり［5-1良好な都市環境の整備、5-5住環境の充実］ 

・空き家相談窓口の開設 

・危険な空き家の除却支援（所有者負担：１/３、2018年度：５戸） 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

観光入込客数 
5,048,393人 

（H22年度） 

5,485,290人 

（H30年度） 
〇 

宿泊客数 
238,006人 

（H22年度） 

342,298人 

（H30年度） 
〇 

 

 

③市民意識調査結果 

 

展開の 

方向 
市民意識調査 質問項目 H24.4月 H27.2月 R1.7月 傾向 

４-１ 

「日常の買い物が便利である」と答えた人の割合 75.1％ 75.3％ 80.7% ↗ 

「住んでいる地域に会社や工場など働く場所が多い」と

答えた人の割合 
－ 22.1％ 29.3% ↗ 

４-３ 

「明石のまちに愛着を感じている」と答えた人の割合 80.1％ 80.6％ 90.8% ↗ 

「住んでいる地域のまちのイメージが良い」と答えた

人の割合 
－ 51.0％ 62.9% ↗ 
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戦略の柱 ５ 一人ひとりの成長を支える 

 

①戦略の概要 

子どもが心身ともに健やかに育つ環境をつくるためには、親子だけではなく市民一人ひとりが役割

や責任を自覚し、自らの能力を高め、成長することが大切です。子どもをはじめ、幅広い世代が生涯

にわたって学び、自らの可能性を広げることができるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主な取り組みと成果（2011～2018年度） 

子育て家庭を支える 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆子育て家庭への育児支援や相談体制の充実［1-4子育て環境の充実］ 

〇こども医療費助成を中学３年生まで完全無料化 

〇病児保育事業の実施 

〇市立幼稚園における預かり保育の実施 

〇子育て支援センターの充実 

・開所日時の拡充 

・全28幼稚園訪問による幼稚園との連携強化 など 

〇ひとり親家庭に対する寡婦控除のみなし適用 

・保育所保育料及び市営住宅家賃 

〇離婚後の「こどもの養育支援」の実施 

・任期付専門職員による相談窓口の設置など 

〇妊婦歯科健康診査費の助成 

◆待機児童の解消に向けた取り組みの実施［1-4子育て環境の充実］ 

〇保育所、認定こども園の新規開設及び増改築 

・待機児童数の多い西明石、大久保地区で重点的に実施 

・市立幼稚園の余裕教室を活用した保育所分園の開園  

５-１ 

子育て家庭を支える 

質の高い教育を推進する 

幅広い世代の意欲を育む 

展
開
の
方
向 

５-１ 

５-２ 

５-３ 
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2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－１ 安心して子育てができるまちづくり 

（１）出産・子育てに向けた不安解消 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■子育て世代包括支援センターの設置［1-4子育て環境の充実］ 

○妊婦に対する支援 

・全妊婦面接の実施（妊娠届提出時） 

・妊婦本人と面談し、妊娠中や産後の外出支援を目的としてタクシー券（5,000円分）交付 

・プレママブック（妊婦の情報誌）の発行 

○父親の積極的な育児参加を促進するリーフレットの作成・配布 

・あかしプレパパ手帳（対象：妊娠届出時に来庁された第１子となる父親） 

・プレパパのためのパパの本音集（対象：妊娠届出をした全ての妊婦） 

■産前産後ヘルパーの派遣［1-4子育て環境の充実］ 

・支援者がおらず家事・育児等が困難な妊婦や養育者のいる家庭に、ホームヘルパーを派遣 

■不妊・不育治療への支援［1-4子育て環境の充実］ 

○特定不妊治療支援事業 

・医療保険外の体外受精や顕微授精への助成（対象：妻が 43歳未満の夫婦、2018年度：385

件、67,283千円）   

○不育症治療支援事業 

・医療保険外の不育症検査及び治療費への助成（対象：妻が 43歳未満の夫婦、2018年度：

２件）  
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■子育て世代包括支援センターの設置［1-4子育て環境の充実］ 

○産後ケアモデル事業（対象：市内に住所を有する生後４か月未満の母親と乳児で、①母の

強い育児不安等があるもの、②家族等から産後の支援が得られないもの） 

・宿泊型：医療機関等の施設に母子が宿泊し、母体の回復や母体のケア、乳児のケア、育児

指導 

・デイサービス型：医療機関等の施設に母子が日帰りで、母体の回復や母体のケア、乳児の

ケア、育児指導 

○乳児家庭全戸訪問 

・新生児訪問を利用しなかった母子の家庭を専門職が訪問 
 

 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－１ 安心して子育てができるまちづくり 

（２）子育てにかかる負担の軽減 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】  
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■こども医療費無料化の堅持［1-4子育て環境の充実］ 

・中学校３年生までのこども医療費の無料化（所得制限なし）（2018 年度：医療助成費

1,372,246千円、対象者 43,422人） 

■多子世帯の保育料軽減［1-4子育て環境の充実］ 

・第２子以降の認可保育施設及び幼稚園の保育料の無料化（所得制限なし）（2018 年度：

1,020,269千円） 

・第２子以降の認可外保育施設等の利用者への助成（月額 20,000円を上限） 

・第２子以降が待機児童でベビーシッター等が保育している世帯への助成（月額 10,000円） 
 

 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－１ 安心して子育てができるまちづくり 

（３）ひとり親家庭への支援 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■離婚後のこども養育支援の充実［1-4子育て環境の充実］ 

・面接交流の日程調整や受渡しなどの支援、法律相談会の開催 

・養育支援講座（ガイダンス） 

・養育費立替パイロット事業のモデル実施（民間保証会社への保険料を市が支援） 

■ひとり親家庭の生活支援の充実（生活応援講習会の開催など）［1-4子育て環境の充実］ 

○ひとり親家庭サポートパンフレットの作成、配布 

○ひとり親家庭の交流と情報提供 

・親同士の情報交換や親子の交流の機会の提供（年５回） 

・教育など、相談の多い内容をテーマに公開セミナーを開催（年２回） 

○就職活動に対する支援の実施（ハローワーク等との連携） 

○児童扶養手当の毎月支給（ひとり親家庭応援貸付金） 

○生活支援の充実 

・家庭生活支援員の派遣（20 歳未満の子がいる家庭で、仕事や病気、家族の看病等により

一時的に支援が必要な方）、毎月訪問（様々な悩みや心配ごとを聴取して解決を支援） 
 

 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－３ 子育てと仕事の両立のための環境をつくる 

（１）就学前教育・保育の充実 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■待機児童の解消［1-4子育て環境の充実］ 

・保育所受入枠の拡充（2016 年度から２年間で 1,800 人分、2018 年度 2,000 人分）（2018

年度：補助額 2,050,380千円、対象：私立保育所、認定こども園を整備する民間法人） 

・保育士定着支援金の支給（新卒採用後２年間で合計 30万円→勤続７年で最大 150万円） 

・企業主導型保育所への支援（地域枠設定に伴う備品補助） 

・職場環境の改善に取り組む保育所等への助成（長時間労働の削減、有給休暇の取得推進な
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ど、年 10万円） 

■多様なニーズに応じた保育サービスの充実［1-4子育て環境の充実］ 

◯障害児保育への助成額の引き上げ 

・障害児の保育のための専任保育士の配置（１名につき５万円増額（15万円/月））など 

◯一時預かり専用施設の運営（明石駅前再開発ビル５階、あかしこども広場内） 

○保育コンシェルジュの配置（保育施設の利用や子育て全般の相談に保育士資格者が対応） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■待機児童の解消［1-4子育て環境の充実］ 

・保育所受入枠の拡充（大規模保育所の整備や幼稚園の預かり保育の拡大など、2020 年度

までに 2,000人分） 

■多様なニーズに応じた保育サービスの充実［1-4子育て環境の充実］ 

◯保育所の給食費（副食費）の無料化 

・保育所などの給食費（副食費）を無料化（対象：・認定こども園および保育所（園）在園

の３～５歳児、対象額：副食費基準単価相当額（月額約 4,500円）） 
 

 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－３ 子育てと仕事の両立のための環境をつくる 

（２）学童期における放課後対策の充実 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■放課後児童クラブの充実［1-4子育て環境の充実］ 

○育成内容の充実 

・市民図書館との連携による放課後ブックサークル（毎月 50冊の図書貸出）（全 28校区） 

・兵庫県作業療法士会との連携による障害のあるこども等への対応の充実 

・夏休み期間中のみの入所を３つの児童クラブで試行的に実施（人丸児童クラブ、鳥羽児童

クラブ、山手児童クラブ） 

○指導体制の充実 

・指導員の処遇改善（賃金改定）、勤務条件の見直し（週２～４日勤務可）を実施 

・保育士総合サポートセンターとの連携による指導員の確保 

・主任指導員の配置（７校区) 及び研修の充実等による指導員の資質向上 

○運営体制の強化 

・市と明石放課後児童クラブ運営委員会との連携強化 

 労務管理、地域との連携などの分野に経験が豊富な市職員ＯＢを新たに運営委員会事務

局に配置するとともに、事務局の勤務場所を中崎小学校へ移動 

○施設整備 

・学校の余裕教室等を活用した整備、又は専用施設(プレハブ建物)の整備 

○児童クラブ入所児童数（４月１日現在） 

 ・平成 30年度 3,039人（定員 3,441人） 
 



- 44 - 

 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■放課後児童クラブの充実［1-4子育て環境の充実］ 

○育成内容の充実 

・夏休み期間のみの入所を 10児童クラブで実施（人丸、鳥羽、沢池、藤江、花園、大久保、

大久保南、山手、江井島、清水児童クラブ） 

○指導体制の充実 

・優秀な指導員を安定して確保するための指導員の処遇改善 

・事務局へのスーパーバイザー（教員 OB）の新規配置による、新たな研修の企画やマニュ

アルの整備 

・出張就職相談会の開催等の保育士総合サポートセンターとの連携による指導員の確保 

・主任指導員の更なる配置及び研修制度の見直しによる指導員の資質向上 

○施設整備 

・学校の余裕教室や放課後の特別教室、長期休業期間中の普通教室等を最大限に活用した

施設の整備 
 

 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－４ 社会全体でこどもを育む 

（１）子どもの貧困対策 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■スクールソーシャルワーカーの拡充（学校で福祉の視点から支援を行う専門職）［2-2 青

少年の健全育成］ 

・児童生徒支援課に主任スクールソーシャルワーカーの配置（１名） 

・市内７中学校区に明石市スクールソーシャルワーカーを配置 

■養育費確保の取組［1-4子育て環境の充実］ 

・面会交流の日程調整や受渡しなどの支援、法律相談会の開催 

・養育支援講座（ガイダンス） 

・養育費立替パイロット事業のモデル実施（民間保証会社への保険料を市が支援） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■スクールソーシャルワーカーの拡充（学校で福祉の視点から支援を行う専門職）［2-2 青

少年の健全育成］ 

・市内全中学校区に明石市スクールソーシャルワーカーを配置 
 

 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－４ 社会全体でこどもを育む 

（２）子育てネットワークの拡大 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■児童虐待への対策強化（要保護児童対策地域協議会「こどもすこやかネット」の運用）［2-

2青少年の健全育成］ 
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○児童虐待防止推進のための啓発活動 

・オレンジリボンキャンペーンの実施（11月） 

・「こどもすこやかネットだより」の発行 

○こどもスマイル 100％プロジェクト 

・こんにちは赤ちゃん訪問事業（民生児童委員・主任児童委員）で状況確認できなかった家

庭を対象に、子育て支援課による日中や夜間の訪問、調査 

■子育て応援企業認定制度の推進［1-4子育て環境の充実］ 

○「一般財団法人あかしこども財団」を設立（2018年５月、市が全額出資）し事業実施 

（事業費）平成 30 年度  あかしこども財団 財団設立出捐金 10,000 千円 

・「こども食堂」を全小学校区に 38か所に設置（2018年３月末現在） 

・「こども夢文庫」運営８団体への助成 

・市民による子育て支援活動を応援する「あかしこども応援助成金」交付（48団体） 

・「あかし子育て応援企業」認定 150事業所（2018年３月末現在） 

○「赤ちゃんの駅」登録 ３事業所追加 

■「あかし子育て支援ネットワーク」の創設［1-4子育て環境の充実］ 

・明石市こども総合支援条例の制定（すべてのこどもを支援していくために、市全体が連携

協力しながら、こどもへの支援に関する取組みを行うことを規定） 

・あかしこども財団が子育て応援企業と連携し「あかし子ども・子育て応援メッセ」を開催 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

乳幼児健診受診率 

４か月：96.1％ 

１歳6か月：97.1％ 

３歳：95.1％ 

（H22年度） 

４か月：98.2％ 

１歳6か月：96.9％ 

３歳：97.9％ 

（H30年度） 

〇 
△ 
〇 

子育て支援センター利用者

数 

83,834人 

（H23.3） 

199,265人 

（H31.3） 
〇 

保育所入所定員数 

（市立・私立計） 

3,757人 

（H23.4） 

5,160人 

（H30.4） 
〇 

待機児童数 
48人 

（H23.4） 

412人 

（H31.4） 
△ 
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質の高い教育を推進する 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆教育環境の整備［2-1学校教育の充実］ 

〇学力向上の推進 

・小中学校での教員OBや地域住民等の協力を得た、放課後、休日の学習教室の開催 

・小学校５,６年生への市費による非常勤講師の配置 

・全小中学校へのタブレット端末の配備 など 

〇学校校舎の改築、施設等の整備 

〇学校規模の適正化 

・大久保小学校の通学区域変更 など 

◆支援が必要な子どもへの支援の充実［2-2青少年の健全育成］ 

〇いじめ対策、不登校対策の拡充 

・いじめ総合相談窓口の設置 

・社会福祉士、臨床心理士など、専門職員による学校支援体制の充実 など 
 

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－２ 良好な教育環境の整備 

（１）学習環境の向上 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■小中学校における少人数学級教育の実施［2-1学校教育の充実］ 

・小学校１年生への 30人学級を導入 

・小学校２年生から４年生まで 35人以下の学級編成を実施 

■中学校給食の実施［2-1学校教育の充実］ 

・全 13中学校で実施（2018年度、事業費 489,109千円） 

■学校の安全対策の推進（小学校への防犯カメラ、緊急通話システムの設置など）［2-1 学

校教育の充実］ 

○学校警備員の配置 

・全小学校及び養護学校に校門付近の常駐警備を基本とした各校１名配置 

○防犯カメラ及びモニターの設置 

・小学校・幼稚園の全校門に屋外用防犯カメラ（夜間撮影可能）や人感センサーを設置 

・モニターを職員室、警備ボックス等に設置 

○夜間機械警備の稼働時間を延長 

・2018 年９月から夜間機械警備の稼働時間を延長し、センサーの始動・解除時から教職員

出退勤までの「空白の時間」を縮減 

■教室環境の整備（耐震化、エアコン・エレベーター・手すりなどの設置など）［2-1 学校

教育の充実］ 

○エアコンの設置（2016～2018年度） 

５-２ 
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・小学校の普通教室（全 28 校、1,126,590 千円）、中学校の普通教室及び音楽教室（全 13

校、467,802千円）、明石商業高校の普通教室（2016年度から 13年間リース、総額 52,230

千円） 

○エレベーターの設置（小学校 12校、中学校 11校） 

■タブレット学習の導入［2-1学校教育の充実］ 

・小、中学校等で協働学習を中心にタブレット端末を活用した授業を実施 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■教室環境の整備（耐震化、エアコン・エレベーター・手すりなどの設置など）［2-1 学校

教育の充実］ 

・エアコンの設置（小学校の特別教室（16校/28校）） 

・エレベーターの設置（高丘西小学校、朝霧中学校） 
 

 

総合戦略 基本目標１ 若い世代の子育て環境を整える 

１－２ 良好な教育環境の整備 

（２）心豊かな人づくり 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■子どもの読書活動の推進［2-1学校教育の充実］ 

○学校司書の配置（小中学校 24校８名） 

○学校図書館の蔵書の充実（文部科学省の学校図書館図書標準冊数 100%の維持） 

○対象者別推薦図書ブックリストの配布（乳幼児用、小学校用、中学校用） 

○読書活動啓発行事等の開催 

・「子どもに伝えたい『本』感動大賞」の実施（対象：市内在住・在学の小学生以上、お薦

めの本を紹介する「本の帯」や読み聞かせを受けた感想を表現した「一枚の絵」の募集） 

■青少年補導委員の見守り活動の充実［2-2青少年の健全育成］ 

・「ケータイ・スマホアンケート」の実施（対象：市立全小学５・６年生・全中学生、携帯

電話・スマホ使用の実態や経年変化） 

■いじめ対策の充実［2-2青少年の健全育成］ 

・啓発リーフレット及び啓発ポスターの配付 

・“いじめストップあかし”こども会議の開催及び実践発表会の実施 

・市立小中学校の全児童生徒に対する一斉アンケート（各学期１回実施） 

・ネットトラブル等の研修の実施（対象：保護者・児童生徒） 

・「いじめ対応マニュアル」の改訂 

・社会福祉士、臨床心理士の資格を有する職員各１名を児童生徒支援課に配置し、重大な事

例に対して随時「支援事例対応チーム」を編成できる体制を整備 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■子どもの読書活動の推進［2-1学校教育の充実］ 

・全小中学校への学校司書の配置（小中学校 41校 14名） 
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・中学校でのビブリオバトルの推進 

■青少年補導委員の見守り活動の充実［2-2青少年の健全育成］ 

・専門家にネット見守り活動（パトロール）を依頼 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

不登校になっている児童生

徒の割合 

1.68％ 

（H22年度） 

1.78％ 

（H30年度） 
△ 

いじめ解決率 
97.6％ 

（H22年度） 

95.0％ 

（H30年度） 
△ 

 
 

●全国学力・学習状況調査結果 
 
※１ 平成 26年度全国学力・学習状況調査 

学年 教科等 
平均正答率（％） 比 較 

明石市 兵庫県 全国 対県 対全国 

小学 

６年 

国語Ａ 71.5 72.9 72.9 ▲1.4 ▲1.4 

算数Ａ 78.2 77.7 78.1 0.5 0.1 

中学 

３年 

国語Ａ 82.2 79.9 79.4 2.3 2.8 

数学Ａ 71.4 69.6 67.4 1.8 4.0  

 

※２ 令和元年度全国学力・学習状況調査 

学年 教科等 
平均正答率（％） 比 較 

明石市 兵庫県 全国 対県 対全国 

小学 

６年 

国語 62 62 63.8 0 ▲1.8 

算数 67 67 66.6 0 0.4 

中学 

３年 

国語 74 73 72.8 1 1.2 

数学 62 62 59.8 0 2.2 

英語 57 58 56.0 ▲ 1 1 

   本年度から、調査問題 A・B が統合された。 

 

幅広い世代の意欲を育む 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆生涯学習、交流の場の充実［2-5生涯学習の推進］ 

・あかねが丘学園(本校)の学習拠点をアスピア明石へ移転 

・若者を対象としたセミナーの開催  

 

 

 

５-３ 
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2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標２ 新たな人の流れをつくる 

２－１ 働きやすい環境をつくる 

（１）若年層の就労支援 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■若年者就労支援ネットワークの構築［3-5就労・勤労者の支援］ 

○「あかし若者自立・就労支援ネットワーク会議」の開催 

・ハローワーク、あかし若者サポートステーション、明石商工会議所等が参加 

・職業的自立支援に関する事業での連携（就業意識啓発、自立就職支援セミナーなど） 

■若年の就労体験（インターンシップなど）の実施［3-5就労・勤労者の支援］ 

・あかし若者サポートステーションを通じた就労体験の場の設定 

・求職活動へ向かうまでのフォローアップ（失業者を就労体験施設の管理者として雇用な

ど） 
 

 

総合戦略 基本目標２ 新たな人の流れをつくる 

２－１ 働きやすい環境をつくる 

（２）女性活躍の推進 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■女性の就業相談窓口の充実［3-5就労・勤労者の支援、4-4人権の尊重・共生社会の推進］ 

・女性の就労相談員による女性のための就労相談の実施 

・「再就職準備セミナー」等の開催（県やハローワーク等と共催） 

■女性の労働環境整備に向けた取組［3-5就労・勤労者の支援、4-4人権の尊重・共生社会

の推進］ 

・女性応援フォーラムや交流会などの開催（先進事例の情報提供や意見交換） 

・ワークライフバランスをテーマとした研修の実施（明石商工会議所女性部との共催、対

象：市内の経営者） 

・女性応援ハンドブックの作成、配布（働き方改革やワークライフバランス推進などの優良

事例集） 

・女子生徒の理工系分野への選択を支援するため、学校や産業界と連携した仕事体感イベ

ントの開催（対象：中学生、2018年度：参加者 28人） 

・男性の家事・育児参画を支援するため、あかし市民図書館等と共催で絵本の読み聞かせ講

座を実施（対象：市内の父親及び父親になる予定の方、2018年度：父親 18人、子ども 17

人） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■女性の労働環境整備に向けた取組［3-5就労・勤労者の支援、4-4人権の尊重・共生社会

の推進］ 

・女性リーダー育成研修の実施（全３回） 
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参考指標 策定時 現 在 傾向 

あかねが丘学園ボランティ

アグループのボランティア

実施回数 

1,466回 

（H23.3） 

821回 

（H31.3） 
△ 

 

③市民意識調査結果 

 

展開の 

方向 
市民意識調査 質問項目 H24.4月 H27.2月 R1.7月 傾向 

５-１ 
「住んでいる地域の子育て環境が良い」と答えた人の

割合 
－ 49.5％ 70.7% ↗ 

５-２ 

「市立学校における学習指導に対して満足している」と

答えた保護者の割合 
52.1％ 64.9％ 76.5% ↗ 

「住んでいる地域の学校の教育環境が良い」と答えた

人の割合 
－ 45.6％ 57.3% ↗ 

５-３ 

「この１年程度の間、生涯学習活動(※)をした」と答

えた人の割合 

※コミセンサークル活動・講座への参加、生涯学習センター主

催講座等の受講、シニアカレッジ・高齢者大学等への参加 

14.1％ 12.4％ 10.3% ↘ 
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参考 計画推進に向けた行政経営の展開 

 

①計画推進に向けた行政運営の概要 

市民視点に立って、行政資源を自らの判断と責任で真に必要性の高い施策に重点的に配分していくなど、

効率的・効果的に成果をあげていく「行政経営」の観点から、行政運営を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

②主な取り組みと成果（2011～2018年度） 

参画と協働の仕組みづくりの推進 

2011～2014年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆市民が市政に参画しやすい環境づくりの推進［6-1参画と協働の仕組みづくりの推進］ 

○自治基本条例関連条例等の整備 

・市民参画条例の施行 

・協働のまちづくり推進条例の検討 
 

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標３ まちの賑わいを高める 

  ３－３ 地域コミュニティの活性化 

（１）小学校区単位の協働のまちづくり 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■協働のまちづくり推進組織の設置［4-5コミュニティづくりの推進、6-1参画と協働の仕

組みづくりの推進］ 

○地域事務局の構築に向けた支援 

・希望する校区まちづくり組織に、コミセン所長の配置にかえて事務局員雇用等を行うた

めの補助金を交付 

2018年度：９小学校区（花園、和坂、江井島、魚住、中崎、鳥羽、錦が丘、山手、錦浦）、

17,000 千円 

■地域交付金によるまちづくりの促進［4-5コミュニティづくりの推進、6-1参画と協働の

１ 

参画と協働の仕組みづくりの推進 

展
開
の
方
針 

１ 

自立した地方行政の推進 ２ 

市民ニーズに対応した行政経営 ３ 

組織力・職員力の向上 ４ 

健全財政の推進 ５ 
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仕組みづくりの推進］ 

○使途や目的をできるかぎり限定せず、地域が取り組みたいと考える分野に重点的に資金

を配分し、活動できる交付金制度を交付 

 2018年度：11小学校区（松が丘、中崎、鳥羽、和坂、花園、山手、江井島、魚住、清水、

錦が丘、錦浦）、28,408千円 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■協働のまちづくり推進組織の設置［4-5コミュニティづくりの推進、6-1参画と協働の仕

組みづくりの推進］ 

○地域事務局の構築に向けた支援 

・2019年度見込：９小学校区→11小学校区 

■地域交付金によるまちづくりの促進［4-5コミュニティづくりの推進、6-1参画と協働の

仕組みづくりの推進］ 

・2019年度見込：11小学校区→14小学校区 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

審議会等委員の市民公募の

割合 

5.7％ 

（H23.3） 

5.7％ 

（H31.3） 
－ 

 

 

自立した地方行政の推進 

2011～2014 年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆地方行政自らの創意と工夫により問題解決を図るための体制の整備［6-2自立した地方行

政の推進］ 

○地方分権に向けた取り組みの推進 

・国に対し、中核市の人口要件の緩和を要望 

・中核市市長会と全国特例市市長会の連携強化 

・国、県からの権限移譲の有効性等にかかる調査の実施 

○播磨広域連携協議会への加入  

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

４－３ 持続可能な推進体制の整備 

（１）公共サービス体制の充実 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■窓口サービスのワンストップ化の促進［6-2自立した地方行政の推進］ 

・明石駅前再開発ビル内へのあかし総合窓口の開設 

２ 
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■中核市移行に伴う市民サービスの向上［6-2自立した地方行政の推進］ 

○あかし保健所の設置 

・感染症対策、難病対策、精神保健、食品衛生、生活衛生など 

・保健・医療・福祉の一体的な推進（健康や福祉の相談・指導などで、こども・高齢者・障

害者などの福祉部門と連携した対応） 

○あかし動物センターの設置 

・動物の管理、動物取扱業の登録・指導、動物の適正飼養の啓発、ペットに関する相談など 

・民間事業者、市民団体等と連携した動物愛護の取組の充実（保護動物の譲渡など） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■中核市移行に伴う市民サービスの向上［6-2自立した地方行政の推進］ 

○明石こどもセンター（児童相談所）の設置 

・相談受付から家庭復帰後の支援まで、一貫した体制により、迅速かつ確実にこどもや家庭

への支援を実施 

○（仮称）関西こども研修センター（あかし研修所）の整備 

・児童相談所職員などの専門性の向上を図るため、国の「虐待・思春期問題情報研修センタ

ー事業」として研修を行う西日本の拠点施設を整備 
 

 

 

市民ニーズに対応した行政経営 

2011～2014 年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆戦略的な広報活動の展開［6-3市民ニーズに対応した行政経営］ 

○広報あかし、市ホームページのリニューアル 

・広報あかし：フルカラー化、横書きに統一 など 

・HP：デザイン性・検索機能の向上、音声読み上げ機能の改善、外国語翻訳機能の追加など 

○twitter、facebookのアカウントを開設 

◆市民ニーズの的確な把握［6-3市民ニーズに対応した行政経営］ 

○市長懇談会の実施 

・テーマ別、小学校区別、地区別、世代(若者、子育て、シニア)別懇談会の実施 

○市民相談の充実 

・相談窓口の一元化 

・「いじめ･体罰総合相談窓口」の設置 

・任期付弁護士職員の活用による法律相談の充実 など 

○まちづくり市民意識調査の実施  

 

 

 

 

３ 
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2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

４－３ 持続可能な推進体制の整備 

（１）公共サービス体制の充実 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■窓口サービスのワンストップ化の促進［6-3市民ニーズに対応した行政経営］ 

・明石駅前再開発ビル内へのあかし総合窓口の開設 

■中核市移行に伴う市民サービスの向上［6-3市民ニーズに対応した行政経営］ 

○あかし保健所の設置 

・感染症対策、難病対策、精神保健、食品衛生、生活衛生など 

・保健・医療・福祉の一体的な推進（健康や福祉の相談・指導などで、こども・高齢者・障

害者などの福祉部門と連携した対応） 

○あかし動物センターの設置 

・動物の管理、動物取扱業の登録・指導、動物の適正飼養の啓発、ペットに関する相談など 

・民間事業者、市民団体等と連携した動物愛護の取組の充実（保護動物の譲渡など） 

■ICTの効果的な活用（行政情報アプリの開発等）［6-3市民ニーズに対応した行政経営］ 

○「子育て応援ナビ」、「子育て応援ナビ」で子育てに関するイベントや情報を発信 

○「Line＠」による「住みたいまち明石」の情報発信 

・「住みタコな～る通信」として、市の魅力やお得な情報を市外に向けて発信 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■中核市移行に伴う市民サービスの向上［6-2自立した地方行政の推進］ 

○明石こどもセンター（児童相談所）の設置 

・相談受付から家庭復帰後の支援まで、一貫した体制により、迅速かつ確実にこどもや家庭

への支援を実施 

○（仮称）関西こども研修センター（あかし研修所）の整備 

・児童相談所職員などの専門性の向上を図るため、国の「虐待・思春期問題情報研修センタ

ー事業」として研修を行う西日本の拠点施設を整備 

○タウンミーティングの実施 

・地区別（明石、西明石、大久保、魚住、二見） 

■ICTの効果的な活用（行政情報アプリの開発等）［6-3市民ニーズに対応した行政経営］ 

○あかし子育てモニター（対象：市内在住の小学生以下の保護者又は妊娠中の方） 

・市長との意見交換会、スマホでの意見聴取、子育て施策についてのアンケート実施 
 

 

 

参考指標 策定時 現 在 傾向 

市民一人あたりの市ホーム

ページアクセス件数 

2.9件 

（H22年度） 

3.6件 

（H30年度） 
〇 
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参考指標 策定時 現 在 傾向 

市民相談（一般相談）受付件

数 

5,556件 

（H22年度） 

4,171件 

（H30年度） 
△ 

 

 

組織力・職員力の向上 

2011～2014 年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆組織、職員体制の充実［6-4組織力･職員力の向上］ 

○組織体制の整備 

・総合安全対策局、こども未来部、財政健全化室、まち再生室の設置 など 

○専門性を持つ職員の採用、活用 

・弁護士資格保有者、臨床心理士、社会福祉士等の採用 

○人材育成評価制度の導入、活用  

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

４－３ 持続可能な推進体制の整備 

（１）公共サービス体制の充実 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■窓口サービスのワンストップ化の促進［6-4組織力･職員力の向上］ 

・明石駅前再開発ビル内へのあかし総合窓口の開設 

■中核市移行に伴う市民サービスの向上［6-4組織力･職員力の向上］ 

○あかし保健所の設置 

・感染症対策、難病対策、精神保健、食品衛生、生活衛生など 

・保健・医療・福祉の一体的な推進（健康や福祉の相談・指導などで、こども・高齢者・障

害者などの福祉部門と連携した対応） 

○あかし動物センターの設置 

・動物の管理、動物取扱業の登録・指導、動物の適正飼養の啓発、ペットに関する相談など 

・民間事業者、市民団体等と連携した動物愛護の取組の充実（保護動物の譲渡など） 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■中核市移行に伴う市民サービスの向上［6-2自立した地方行政の推進］ 

○明石こどもセンター（児童相談所）の設置 

・相談受付から家庭復帰後の支援まで、一貫した体制により、迅速かつ確実にこどもや家庭

への支援を実施 

○（仮称）関西こども研修センター（あかし研修所）の整備 

・児童相談所職員などの専門性の向上を図るため、国の「虐待・思春期問題情報研修センタ

ー事業」として研修を行う西日本の拠点施設を整備 
 

４ 
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参考指標 策定時 現 在 傾向 

職員一人当たりの市民の数 
143.0人 

（H23.4） 

151.1人 

（H31.4） 
〇 

 

 

健全財政の推進 

2011～2014 年度 

【2014年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

◆歳出の削減［6-5健全財政の推進］ 

○総人件費の削減（職員数の削減、給与の適正化） 

○市に裁量のある事務事業の見直し 

○土地開発公社の解散、清算 

○財政健全化推進計画の策定 

○公共施設配置の適正化 

・明石市公共施設白書の作成 

・公共施設配置適正化基本計画の策定  

 

2015～2018 年度 

総合戦略 基本目標４ 安全・安心な暮らしを実現する 

４－３ 持続可能な推進体制の整備 

（１）公共サービス体制の充実 

【2018年度までの主な取組［関連する施策分野］】 

■遊休市有財産の利活用［6-5健全財政の推進］ 

・郵便型一般競争入札や先着順による売り払いなどを導入 

・兵庫県宅地建物取引業協会などへの入札情報の提供 

・明石ケーブルテレビなどによる入札情報発信 

■公共施設配置の適正化と有効活用［6-5健全財政の推進］ 

・６施設の取組を重点的に推進（市営住宅、あかし斎場旅立ちの丘、少年自然の家、明石駅

前立体駐車場、高齢者ふれあいの里、サービスコーナー） 

・公民連携による市有施設・土地の更なる有効活用に向けて、サウンディング調査（公募に

よる事業者との対話形式の調査）を実施（大蔵海岸施設、大久保北部市有地など） 

・施設包括管理業務委託の導入（小中学校、市民センター等 132施設） 

・市営住宅維持管理・修繕業務委託の導入 
 

【2019年度の新たな取組予定［関連する施策分野］】 

■公共施設配置の適正化と有効活用［6-5健全財政の推進］ 

・あかし斎場旅立ちの丘への指定管理制度の導入 

・大蔵海岸西駐車場の活用事業者の公募を実施 
 

 

５ 
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参考指標 策定時 現 在 傾向 

正規職員数 
2,386人 

（H23.4） 

2,004人 

（H31.4） 
〇 

総人件費※ 
209億円 

（H22年度） 

202億円 

（H30年度） 
〇 

基金残高 
70億円 

（H22年度） 

115億円 

（H30年度） 
〇 

   ※中核市移行に伴う人件費は別途 

 

③市民意識調査結果 

 

展開の 

方針 
市民意識調査 質問項 H24.4月 H27.2月 R1.7月 傾向 

１ 
「市の計画に意見を出したり、市の取り組みに参加し

て活動したい」と答えた人の割合 
43.3％ 43.1％ 46.4% ↗ 

３ 「広報あかしをほぼ毎回読む」と答えた人の割合 61.9％ 55.1％ 58.9% ↗ 

４ 
「市の窓口サービスについて、適切で気持ちのよい応

対がなされていると感じる」と答えた人の割合 
48.9％ 48.5％ 62.3% ↗ 
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（参考資料１）施策分野と戦略計画との関連 

行政 
分野 

施策分野 
関連する戦略の柱 行政経営

の展開 柱１ 柱２ 柱３ 柱４ 柱５ 

健
康
・
福
祉 

1-1 地域福祉の推進 ○ ○     
1-2 高齢者福祉の充実 ○ ○     

1-3 障害者福祉の充実 ○ ○     

1-4 子育て環境の充実   ○  ○  

1-5 地域医療の充実 ○      

1-6 健康づくりの推進 ○      

1-7 社会保障制度の円滑な運営 ○      

教
育
・
文
化 

2-1 学校教育の充実 ○  ○ ○ ○  

2-2 青少年の健全育成 ○    ○  

2-3 スポーツの振興   ○    

2-4 文化芸術の振興   ○    

2-5 生涯学習の推進   ○    

産
業
・
観
光 

3-1 商工業の振興    ○   

3-2 農業の振興   ○ ○   

3-3 水産業の振興   ○ ○   

3-4 観光の振興   ○ ○   

3-5 就労・勤労者の支援     ○  

生
活
・
環
境 

4-1 防災・生活安全対策の推進 ○      

4-2 消防・救急の充実 ○      

4-3 環境の保全と創造   ○    

4-4 人権の尊重・共生社会の推進 ○ ○  ○ ○  

4-5 コミュニティづくりの推進  ○     

4-6 都市間交流・国際交流の推進  ○     

4-7 斎場・墓園の整備、管理 ○      

都
市
基
盤
整
備 

5-1 良好な都市環境の整備  ○ ○ ○   

5-2 交通体系の構築    ○   

5-3 海辺の利活用の推進   ○ ○   

5-4 公園の整備・緑化の推進   ○ ○   

5-5 住環境の充実 ○   ○   

5-6 下水道の整備    ○   

5-7 安全安心な水の安定供給    ○   

行
政
経
営 

6-1 参画と協働の仕組みづくりの推進      ○ 

6-2 自立した地方行政の推進      ○ 

6-3 市民ニーズに対応した行政経営    ○  ○ 

6-4 組織力・職員力の向上      ○ 

6-5 健全財政の推進      ○ 
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（参考資料２）施策分野別の事業費                          （千円） 

行政 
分野 

施策 
分野 

2011 
(H23) 

2012 
(H24) 

2013 
(H25) 

2014 
(H26) 

2015 
(H27) 

2016 
(H28) 

2017 
(H29) 

2018 
(H30) 

2019 
(R1) 

合計 

健
康
・
福
祉 

1-1 401,638  418,248  426,583  471,111  427,299  437,125  512,907  480,570  538,254  4,113,735  

1-2 16,417,732  17,712,894  18,826,062  20,085,768  20,174,451  20,728,467  21,891,051  22,625,574  25,529,293  183,991,292  

1-3 4,284,306  4,998,056  5,435,788  5,868,372  6,406,449  6,980,846  7,449,382  8,008,176  8,686,180  58,117,555  

1-4 12,196,807  11,530,483  12,016,811  13,390,745  13,442,414  15,080,562  16,073,882  19,034,854  22,758,680  135,525,238  

1-5 4,422,059  3,047,517  3,326,863  3,476,023  3,200,192  3,161,686  3,139,508  3,420,044  3,237,336  30,431,228  

1-6 640,663  625,263  682,393  658,209  694,859  647,170  623,848  608,074  822,582  6,003,061  

1-7 41,659,808  42,899,593  43,964,217  45,744,894  50,220,018  50,521,304  49,733,528  47,913,715  46,652,881  419,309,958  

小計 80,023,013  81,232,054  84,678,717  89,695,122  94,565,682  97,557,160  99,424,106  102,091,007  108,225,206  837,492,067  

教
育
・
文
化 

2-1 6,152,730  4,815,132  4,533,673  4,464,797  4,866,897  5,116,695  5,977,028  4,036,373  4,419,663  44,382,988  

2-2 250,407  309,335  284,581  276,424  274,992  268,190  260,005  262,689  290,002  2,476,625  

2-3 30,414  42,472  37,098  35,987  35,161  35,754  35,212  34,776  42,905  329,779  

2-4 411,189  460,958  381,512  471,585  428,709  386,551  422,868  426,470  560,586  3,950,428  

2-5 399,344  464,171  428,457  442,534  477,003  719,237  566,923  673,332  609,234  4,780,235  

小計 7,244,084  6,092,068  5,665,321  5,691,327  6,082,762  6,526,427  7,262,036  5,433,640  5,922,390  55,920,055  

産
業
・
観
光 

3-1 990,687  1,042,719  1,034,467  1,052,132  1,052,437  664,233  704,136  523,907  622,876  7,687,594  

3-2 200,104  268,090  506,397  295,938  204,896  203,961  126,472  99,223  225,653  2,130,734  

3-3 296,933  282,735  233,994  149,939  116,633  702,666  407,998  482,061  394,254  3,067,213  

3-4 180,878  183,717  221,442  182,400  209,304  342,381  291,994  281,949  299,224  2,193,289  

3-5 93,426  91,435  78,519  145,243  105,368  78,682  96,921  74,004  101,569  865,167  

小計 1,762,028  1,868,696  2,074,819  1,825,652  1,688,638  1,991,923  1,627,521  1,461,144  1,643,576  15,943,997  

生
活
・
環
境 

4-1 150,718  100,317  79,833  80,077  80,436  107,111  125,062  244,127  225,318  1,192,999  

4-2 799,830  486,712  1,196,500  605,239  440,987  524,255  505,317  682,716  696,204  5,937,760  

4-3 1,976,651  1,979,630  2,559,849  2,347,363  2,636,503  2,759,640  3,230,395  3,013,152  2,937,826  23,441,009  

4-4 119,616  102,550  86,841  81,135  83,715  88,151  123,447  82,456  92,070  859,981  

4-5 419,446  320,159  299,986  570,052  348,310  884,961  445,233  358,753  788,949  4,435,849  

4-6 27,777  12,688  16,702  13,892  15,735  21,768  11,887  26,072  7,439  153,960  

4-7 536,183  1,028,750  363,351  397,338  424,660  475,286  509,784  559,877  574,870  4,870,099  

小計 4,030,221  4,030,806  4,603,062  4,095,096  4,030,346  4,861,172  4,951,125  4,967,153  5,322,676  40,891,657  

都
市
基
盤
整
備 

5-1 964,826  615,650  7,978,092  3,092,884  4,905,723  8,064,396  423,761  442,185  751,158  27,238,675  

5-2 5,854,584  5,834,830  3,923,658  3,229,147  3,029,663  2,750,169  2,799,782  2,359,373  3,285,939  33,067,145  

5-3 440,837  400,157  859,390  628,480  542,281  453,096  17,856,055  576,190  552,504  22,308,990  

5-4 764,838  665,771  830,369  685,108  604,418  631,396  701,756  615,814  945,191  6,444,661  

5-5 510,968  1,246,547  378,465  569,049  353,753  406,791  403,435  3,941,316  458,264  8,268,588  

5-6 10,084,024  10,975,913  9,271,207  8,996,505  9,578,788  13,222,856  13,695,195  13,757,462  13,244,500  102,826,450  

5-7 7,208,511  8,044,116  7,067,287  7,211,991  7,448,905  8,205,544  7,414,737  7,755,698  7,671,806  68,028,595  

小計 25,828,588  27,782,984  30,308,468  24,413,164  26,463,531  33,734,248  43,294,721  29,448,038  26,909,362  268,183,104  

行
政
経
営 

6-1 （14,696） （31,163） （45,524） （60,008） （66,633） （77,088） （79,260） （103,565） （135,647） (613,584) 

6-2 59,937  26,961  25,158  22,431  24,910  44,648  569,763  44,389  282,427  1,100,624  

6-3 752,217  884,358  1,015,055  1,109,758  1,286,078  1,130,205  1,219,087  1,115,437  1,234,060  9,746,255  

6-4 176,812  185,180  175,143  173,564  190,007  186,978  205,415  226,471  251,652  1,771,222  

6-5 25,352,088  21,273,416  29,772,616  22,195,329  21,434,232  22,002,139  21,640,579  25,367,860  22,667,609  211,705,868  

小計 26,341,054  22,369,915  30,987,972  23,501,082  22,935,227  23,363,970  23,634,844  26,754,157  24,435,748  224,323,969  

合計 145,228,988  143,376,523  158,318,359  149,221,443  155,766,186  168,034,900  180,194,353  170,155,139  172,458,958  1,442,754,849 

※2019(R1)年度は当初予算額、その他の年度は決算額。  
出典：各年度事務事業点検シート（人件費を除く） 
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