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◆序論 

番号 ご意見 答申案への対応など 

1 
P２～P４記載の内容について、「計画の概要」 

と言えるのか。 

ご意見を踏まえて修正しました。 

2 

Ｐ２の中ごろ「定めます」、「明らかにします」 

という表現があるが、計画ができあがった段 

階での表現としてはどうか。 

計画書の作成段階において、より見やすく、 

わかりやすくなるよう精査していきます。 

3 

Ｐ４、Ｐ５の第１節と第２節は読んでみると 

もっともらしいが、重複しているのではない 

か。 

第１節では本市の位置や気候などの現状と歴 

史を示し、第２節では、本市の強みとなる地 

域特性について示しています。
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◆基本構想 

番号 ご意見 答申案への対応など 

4 

目指す 10 年後のまちの姿について、 明石らし 

さを盛り込むべきという意見が出ていたが、 

子午線のまち、時のまちといったものを取り 

上げるべきでないか。 

5 

目指す 10 年後のまちの姿で明石らしさを出 

すことについて、いろいろな委員から指摘が 

あったが、なぜ「未来安心都市」としている 

のか。他都市をあてはめても違和感がない。 

6 

目指す 10 年後のまちの姿のフレーズに、 明石 

らしさを盛り込むことについては、計画を市 

民に発信したときにも必ずまた意見として出 

てくると思うが、時、海、食それぞれに関わ 

っている市民がおり、一つ入れると他方も、 

ということになる。将来への不安に対して、 

市民と行政が一緒に考えながら進めていこう 

という提案であり、未来安心都市でよいと思 

う。 

目指す 10 年後のまちの姿を、 目標としてわか 

りやすく、かつ端的に示す必要があります。 

地域特性を強調するキャッチフレーズについ 

ては、今後進める都市ブランド戦略の展開等 

において、 効果的に打ち出したいと考えます。 

7 

Ｐ23 にある目指す 10 年後のまちの姿の図に 

ついて、全体のバランスから考えると右上が 

りにするほうがよい。 

ご意見を踏まえて修正しました。計画書の作 

成段階においては、より見やすく、わかりや 

すくなるよう精査していきます。 

8 

「未来安心都市・明石」について、「未来」が 

入っている場合と入っていない場合の違いに 

ついてどう考えているか。「未来」とはいつの 

ことなのか。 10 年後に、 今よりも 「安心都市・ 

明石」にしていこうという方がよりわかりや 

すいのではないか。 

多くの人々は将来の暮らし対して少なからず 

不安を抱いています。いつの時代にあっても 

未来が安心できるようなまちを目指すことを 

キャッチフレーズとしました。 

9 

P17 右の「これからの時代認識」のイメージ 

図と P15 の第 2 節 これからの時代認識の表 

記に違いがある。わかりにくい。 

ご意見を踏まえて修正しました。計画書の作 

成段階においては、より見やすく、わかりや 

すくなるよう精査していきます。 

10 

Ｐ14 に「いつの時代も変わらないまちづくり 

の基本的な考え方を理念として定めます。」 と 

あるが、変わらないのなら第４次計画の理念 

と同じでよい。もし変わるのなら、 「いつの時 

代も変わらない」という表現はおかしい。 

「今回の総合計画の理念は以下のとおりで 

す」という表現でもいいのでは。 

P14 のまちづくりの理念に掲げる４つの要素 

はこれまでの審議会でいただいたご意見を整 

理し、示したものです。その内容は、第４次 

長期総合計画の「まちづくりの基本理念」で 

出ているキーワードと多くの点で重なってお 

り、さらにそれ以前の総合計画でも概ね同様 

の内容です。 

よりわかりやすくするため、「いつの時代も変 

わらない」という表現を、「いつの時代も求め 

られる」に変更しました。 

11 
P14 のまちづくりの理念の末尾を「大切な要 

素と捉えます」、「が大切です」と結んでいる 

P14 のまちづくりの理念に掲げる４つの要素 

はこれまでの審議会でいただいたご意見を整
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番号 ご意見 答申案への対応など 

が、理念として誰もが分かるように、言い切 

る必要はないのだろうか。大切と考えること 

を列記すればいいのではないと思うが。 

理し、示したものです。現在の表現で適当で 

あると考えています。 

12 

これからの時代認識で P15 の下から 7 行目に 

「商業」が書かれていない。医療・介護に携 

わる人、パート、アルバイトで生計を立てて 

いる人、職に就きたくても就けない人・・多 

様である。「ひと」に焦点をあてたまちづくり 

を掲げているが、ここでは「ひと」を資源の 

一面から見ているようである。 

文章が「ものづくりなどの技術」につながっ 

ているため、ここでは「ものづくり」につな 

がる産業を前面に例示しています。 

「ひと」については、文中の表現にもあるよ 

うに、まちをつくっていく原動力であり、ま 

ちの財産であると認識しています。 

13 

行政・公務員の仕事は「ひと」との関わりの 

ない仕事はひとつもないのではないか。「ひ 

と」に焦点を置くというのはいいことだと思 

うが焦点が定まっていない。重点化されてい 

ないと思う。 

P16 にあるように「ひと」に焦点をあてたま 

ちづくりを、「人が選び、集まる」、「人が出会 

い、つながる」、「人が学び、成長する」とい 

う３つの視点から捉えています。この３つが 

重要な視点であり、ポイントであると考えま 

す。 

14 

P19 の今後の都市空間の①と②の内容と P5、 

P14 との内容について、重複している感があ 

る。 

P14 はまちづくりの理念で述べる特性であ 

り、P19 は今後の都市空間を形づくるうえで 

の特性も踏まえた方針です。 

15 

P19 の下の 2 行「自然の豊かさと・・・つく 

る」はどういう位置付けなのか。他との関係 

性が分かりにくい。 

今後の都市空間を形づくっていくうえでの方 

針をフレーズで示したものです。 

16 

P20 の２）「みんなで進める」について、明石 

市が兵庫県の「ユニバーサル社会づくりモデ 

ル都市」に東播磨で一番に手を挙げた。だが、 

みんなで進める体制としてはどうか。また、 

男女共同参画の言葉が出てこないで「ひとに 

焦点をあてたまちづくり」が出来るのだろう 

か。明石市は「男女共同参画社会づくり条例」 

も制定されていないが、どう考えているか。 

記載すべきことだと考える。 

P20 のまちづくりの手法では、目指すまちま 

ちの姿の実現に向けて、男性、女性といった 

性別を問わず、まち全体としてのまちづくり 

の進め方の基本的な考え方を示しています。 

男女共同参画は「ひと」に焦点をあてたまち 

ちづくりを進めるうえで、基本となるもので 

あり、大切な要素です。P14「まちづくりの理 

念」の中にも「すべての人が一人の人間とし 

て尊重され」、「多様な個性や価値観を尊重し 

あい」など男女共同参画の理念を含んでいる 

と同時に、P39 の戦略の柱５「一人ひとりの 

成長を支える」の展開の方向「幅広い世代の 

意欲をはぐくむ」の主な施策でも方針を示し 

ます。 

17 

P21 の「子どもの健やかな育ちで、みんなの 

元気を生み出す」については、賛同しかねる。 

「みんなの元気を生み出す」ことが目的では 

ないと思う。 

P21 のまちづくり戦略では、「子どもの健やか 

な育ち」をみんなが関わってつくっていくこ 

とで、まちやまちに暮らすあらゆる世代の 

人々の元気につなげていくという方向を示し 

ています。フレーズ全体が戦略としての言葉 

であり、目的は「目指すまちの姿」の実現で 

す。
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番号 ご意見 答申案への対応など 

18 

P21 の「子育て世代にとっての魅力を高め、 

定住と流入を促進」について、なぜ子育て世 

代に限定するのか。定住を促進とはどういう 

ことか。おかしいと思う。あらゆる世代、あ 

らゆる業種の定住を確保し、転入を図ってい 

く施策が望まれるのではないか。2005 年の日 

経新聞のアンケート結果「定年後に住みたい 

まち」の全国 9 位のまち明石を大事にしたい 

と思うが。 

ご意見を踏まえ、子どもの健やかな育ちをみ 

んなが関わって支える環境をつくっていくこ 

とにより、子育て世代をはじめとした多くの 

人々にとっての魅力を高め、住みたいまち、 

住み続けたいまちとして、定住や流入の促進 

につなげるという方向を示しました。 

※目標人口などについて 

番号 ご意見 答申案への対応など 

19 

明石らしさをいかしていくには、中核市を目 

指すべきである。教育の人事権や都市計画は 

中核市を目指す上での大きなメリットであ 

る。中核市になることが飛躍につながるので 

はないか、計画を達成する大きな力になるの 

ではないかと考える。 

20 

人口については今この審議会で議論してお 

り、前から 30 万人、31 万人がよいと発言し、 

ている。人に焦点をあてるといいながら、何 

がその原動力となるかが埋もれてしまってい 

る。強烈な原動力が必要であり、中核都市を 

目指していかないと、長期計画としてしっか 

りしたものにならないとかねてから言ってい 

る。 

中核市については、様々な権限が移譲され、地 

域に密着した行政サービスの提供がより進め 

られると考えられますが、一方、職員体制や交 

付税での措置はあるものの財政負担の問題が 

あります。 

市としては、様々なメリット・デメリットがあ 

るなかで、 無理して中核市を目指すというより 

も、 むしろ身の丈にあった明石らしいまちづく 

りを目指したいと考えます。 

21 

30万人都市については、10月の神戸新聞の紙 

面で県知事から30万人を目指すよう頑張って 

ほしいと言われ、市長もそういう気概を持っ 

てやっていくと応えている。概ね29万人とし 

ているので、概ね30万人に変えてもよいので 

ないか。 

22 

30万人都市については、あまり欲張らずに29 

万人という数字にしているが、１万のことな 

ら30万としてもよい。一般の市民はそう思う 

のではないか。 

人口については、Ｐ18 にあるように、明石の 

地域資源を最大限にいかした戦略的なまちづ 

くりを展開することにより、10 年後の推計値 

よりも増やすことを目指します。 

「子どもの健やかな育ち」 をまちづくり戦略と 

して設定し、 様々な施策を展開していくことに 

よって、定住や流入の促進につなげます。
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◆戦略の展開 

番号 ご意見 答申案への対応など 

23 

P27 の第 1 章を 「戦略の展開」 としてしまうと、 

基本構想で戦略の 5 つの柱（Ｐ22）を導き出 

したことが軽く扱われ、消えてしまっている 

ように思われる。Ｐ29 も同様。Ｐ29 の「戦略 

の展開」は一部「戦略の柱」を上に繰り上げ 

て、残る部分を「戦略の展開」として、 「展開 

の方向」は削除するのはどうか。Ｐ30 以降も 

同様。 

P27 以降の「戦略の展開」については、基本構 

想の P22 で掲げる「戦略の柱」を、どのよう 

に展開していくのかを表しています。現在の 

フレーズで適当であると考えます。 

また、関係性がよりわかりやすくなるよう、 

計画書の作成段階で工夫をしていきます。 

24 
P30 以降の「展開の方向」の前に●印が書かれ 

ているが１）、 ２） などの連番にしてはどうか。 

計画書の作成段階においては、より見やすく、 

わかりやすくなるよう精査していきます。 

25 

P30 の「日常生活の安全性を高める」で「巧妙 

な犯罪」とあるが、 「悪質な犯罪」との違いを 

どのように考えているか。 

ご意見を踏まえて、「巧妙」というフレーズを 

除きます。 

26 

P32 の「高齢者の地域での活躍の場を広げる」 

の主な施策に「地域活動のきっかけとなる活 

動の情報提供」や「高齢者の社会参加意欲・ 

勤労意欲を地域活動につなげる仕組みをつく 

る」などがあり喜ばしいが、ボランティアの 

参加についても記してほしい。 

ご意見を踏まえ、P32 の展開の方向「主体的な 

地域活動、市民活動を広げる」に「ボランテ 

ィア」を追加するとともに、P20 の「２）みん 

なで進める」においても、「ボランティア」を 

追加しました。 

27 

Ｐ32 の 「高齢者の地域での活躍の場を広げる」 

について、高齢者にも活躍していただきたい 

が、最近の報道では大学生の就業率が悪く、 

高齢者というフレーズだけでいいのか、議論 

の余地がある。 

28 

就職の内定率がクローズアップされており、 

若者が不景気によって社会進出できない。高 

齢者の引きこもりが多いと言われ、健康寿命 

を延ばすような社会を築くことが言われる 

が、それだけでなく、青年についてどこかで 

言及しないといけない。就職できず非正規や 

アルバイトばかりあふれると、明石のみなら 

ず日本全体が活力のない社会になってしま 

う。 

29 

青年の引きこもりが増えており、放置すると 

自殺や他者を傷つけるような社会問題も出て 

くる。 

30 

青年の年代から意見を言うと、明石に住んで 

いても市内ではなかなか就職先が見つからな 

いという現状であり、マンションを増やす方 

向で人口を増やす、30 万人都市にするという 

ことではなく、就職先を増やすことも人口増 

の一つの手段と考えられる。 

就労に関する施策は、国や県が主体となって 

実施します。そうしたなかでも、市としてで 

きる範囲で、戦略の柱４「まちを元気にする」 

において、積極的に取り組んでいきたいと考 

えます。さらに、ご意見を踏まえて展開の方 

向「地域産業を元気にする」の説明に、「若者 

の雇用情勢の悪化」という表現を入れました。 

また、戦略の柱５「一人ひとりの成長を支え 

る」の展開の方向「幅広い世代の意欲をはぐ 

くむ」の主な施策において、青年を含めた幅 

広い世代の就労などにつながる学習支援を行 

います。
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番号 ご意見 答申案への対応など 

31 

人口を増やすためベッドタウン化してたくさ 

んマンションを建てるという話も出たが、そ 

れで農地をつぶすのではなく、明石らしさを 

守るという点で農地を守っていただきたい。 

32 

生物多様性を守るというのは流行であるが、 

その場としての農地や自然環境を守るという 

ことは特にこの計画の中に入っていない。特 

別委員会のなかでも意見が出ており、考えて 

いただきたい。 

Ｐ19 の今後の都市空間の考え方の「安らぎ」 

を感じる空間づくりにおいて、「田畑」を保全 

していく方針を示しています。 

「生物多様性をはぐくんでいる場を守る」と 

いう観点は、戦略の柱３「明石らしい生活文 

化を育てる」の展開の方向「自然の恵みを将 

来にわたり享受できる環境をつくる」の主な 

施策「生物の多様性を守るとともに・・・」 

に含まれています。 

33 

(仮称)生物多様性あかし戦略や、海岸ウォー 

ターフロント整備計画、緑の基本計画などの 

計画の中で自然などを守るといった理念がど 

う具体に反映されるかを心配している。 

個別計画の策定にあたっては、審議会に各部 

長が出席し、また、庁内の調整会議などで調 

整するなど、総合計画の考え方や方向性は十 

分反映するよう取り組んでいます。 

34 

Ｐ38の「質の高い教育を推進する」にあるよ 

うに、人格の形成については子どもの教育が 

大きく、「共に生きる心」 と書かれてもいるが、 

学校教育の中や青年層も含めて、福祉学習の 

場を位置づけることができるとよい。子ども 

たちがこれから明石を担っていくことを考え 

ると、福祉を学ぶことでやさしく育っていく 

ということを入れていただきたい。 

ご意見のとおり、「子どもたちが福祉を学ぶこ 

とによりやさしく育っていく」ということは、 

非常に大事な視点です。その視点は、展開の 

方向「質の高い教育を推進します」の主な施 

策「子どもの「確かな学力」、「共に生きる心」、 

「健やかな体」をはぐくみます」の「共に生 

きる心」のなかに含まれており、具体には個 

別計画のなかで展開していきます。
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◆計画推進の考え方 

番号 ご意見 答申案への対応など 

35 

戦略はすばらしい言葉ばかりだが、それを進め 

るために何をしたらよいのかについて、今後、 

話し合いの場があるのか。 

36 

市民が参画しながら計画の推進を見ていくとあ 

るが、多くの個別計画を実際に総合計画の方向 

に基づいて実施していくことが可能なのか、そ 

の方向性についてどういう形を考えているの 

か。 

37 

行政経営の展開の②以降や個別計画の策定と推 

進、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理について、 

議論が十分でないといえる。 

こうした部分については、議会の中で進行をチ 

ェックし、市民が意見を述べられる調整組織を 

つくるといったことが必要であろう。この審議 

会は計画を策定するためにあり、計画をどのよ 

うに動かしていくかは、次のステップで考えて 

もよいのではないか。 

38 

P42、P43 の見直し・未実施事業・進行管理につ 

いて、誰がいつどのように何をするのか分から 

ない。それらを明示しておかないと絵に描いた 

餅になってしまうのではないか。 

まちづくりの方向性を示す今回の総合計画 

では、 掲げる施策などの進行管理等の基本的 

な考え方を明らかにしています。 計画の推進 

については、 個別計画と連携して進めていく 

必要があり、 計画推進のマネジメントに掲げ 

る方針に沿って、 着実な推進を図っていきま 

す。また、実行計画を毎年作成し、実施、検 

証します。 

今後、 市民参画を含めた進行管理の仕組みを 

つくっていきたいと考えます。 

39 

立派な計画を作りたいという思いから、第４次 

計画の評価をきっちりやるべきと当初から発言 

してきた。第４次長期総合計画は概ね順調な進 

捗をみてきたとあるが、未着手事業の問題があ 

るなかで、それを P2 の数行でまとめてしまっ 

て、第５次長期総合計画を策定しましたという 

ことでいいとは思わない。市民も納得しないの 

ではないか。 

第４次長期総合計画に掲げる事業の検証に 

ついては、以前の審議会で資料提供しまし 

た。それも踏まえたうえで、審議会でご審議 

いただいていると考えます。 未実施の事業に 

ついては、 今回の総合計画の期間内に取り組 

む事業については個別計画などでその基本 

的な方針を明らかにします。
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◆全体構成・表現について 

番号 ご意見 答申案への対応など 

40 

大変細かく真摯に議論されているが、計画を 

細かくまとめ過ぎてしまうと時代の流れにつ 

いていけない明石ができあがるのでないか。 

いつでも修正、微調整ができる内容にまとめ 

るべきである。根幹的なところを十分に議論 

してまとめ、いつでも柔軟に対応ができるよ 

うにすべきである。 

ご意見のとおり、今回の総合計画は変化する 

社会潮流や時代の流れに柔軟に対応していく 

ため、基本的な方針を定めるに留めています。 

41 

若年層が見てもわかるような内容にすること 

は大事なことであり、もう少し柔らかい表現 

でまとめるとよい 

42 

「取り組み」という表現について、名詞では 

「取組」、動詞では「取り組む」と送り仮名が 

変わるということを以前も指摘した。国や県 

の発行物はほとんど正しいが、明石市では、 

教育の指針では「取組」となっているが、広 

報紙では名詞の部分が「取り組み」となって 

いるなど、正しい表現ではないと思われるも 

のもある。市としてどう考えているかをお聞 

きしたい。 

本文の表現等については、原則、常用漢字表 

を踏まえて作成しています。 

また、できるだけ読み手にとってわかりやす 

く、親しみやすいものとするため、報道機関 

や市の広報紙で使用している表現方法に準拠 

して作成しています。 

計画書の作成段階においては、さらに精査す 

るとともに、写真やイラスト等を活用し、よ 

り一層わかりやすいものを目指していきま 

す。 

43 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのページは要らないのではないか。 

目次にない１、13、27 は重複を避けたうえで、 

存在を明らかにすべきではないか。次ページ 

を繰り上げるなど考慮した方がいいのではな 

いか。 

ご意見のページは、３部構成である今回の総 

合計画のそれぞれのパートが明確にわかるよ 

う、見出しや概要を挿入しているものです。 

計画書を作成していく際には、できるだけ見 

やすくなるよう、全体構成を考える際に工夫 

したいと考えます。


