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戦略計画に基づく主な取り組み実績 

【平成 24 年度実績】 
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戦略の柱１ 安全・安心を高める 

１）日常生活の安全性を高める 

２）非常時への備えを万全にする 

３）健康な心と身体を維持する 

４）共に生きるための支え合いを充実する 

 

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）主体的な地域活動、市民活動を支える 

２）高齢者の地域での活躍の場を広げる 

３）認め合う開かれた地域をつくる 

 

戦略の柱３ 明石らしい生活文化を育てる 

１）自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる 

２）スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 

３）食・海・時を暮らしに生かす 

 

戦略の柱４ まちを元気にする 

１）地域産業を元気にする 

２）中心市街地の魅力を高める 

３）明石のファンを増やす 

 

戦略の柱５ 一人ひとりの成長を支える 

１）子育て家庭を支える 

２）質の高い教育を推進する 

３）幅広い世代の意欲を育む 



 

展開の方向１－１ 日常生活の安全性を高める 

項  目 実  績 

子どもを地域ぐるみで 
守り育てる体制の充実 

○スクールガードあかし 
・各校区スクールガードによる校地内および通学路等での子どもたちの見守
り活動等を実施。 

○不審者情報メールの配信 
・不審者情報や学校園からの緊急連絡等を携帯電話へメール配信。 

○防犯ブザーの配布 
・全小学生（神大附属を含む）に防犯ブザーを配付。 

○こども110番の家の設置 
・子どもたちの通学路上で困ったときの駆け込み場所として設置。 

○「子ども安全の日」運動 
・毎月15日を「子ども安全の日」と定め、学校と地域が連携して、施設の安
全点検、通学路の安全点検、登校指導、下校指導などを実施。 

協働による防犯施策の
推進 

・明石警察署、防犯協会等と連携し、市内における最新の防犯情報を基にした広

報啓発等の対策を講じるとともに、地域住民と連携し、安全安心パトロール車

２台による巡回パトロールを実施。 

【平成24年度実績】 

①地域防犯施策会議の開催 

②広報媒体を使った啓発活動 

③地域に出向く「出前講座」（４件） 

④明石防犯協会への活動支援 

⑤「あかし安全・安心市民大会」の開催 

⑥振り込め詐欺や不審業者対策に向け庁内関係部署及び警察、防犯協会等と連携 

より迅速かつ的確に
対応するための消防
体制の強化 

○消防団機能の強化 
・平成24年度の消防団員数は、1,033名（条例定数1,040名） 
・昭和56年条例定数改正後、充足率97％以上 
・東洋機械金属株式会社に消防団協力事業所表示証を交付 
・女性消防団員の募集 

○高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線構築 
・兵庫県消防救急無線の共同化にかかる整備計画（兵庫県全体計画）を県内
各消防本部と調整し策定 

 

展開の方向１－２ 非常時の備えを万全にする 

項  目 実  績 

防災対策の強化 

南海トラフ巨大地震の被害想定を受け、本市として対策を講じる。 
①市川市との災害時相互応援協定の締結 
②津波一時避難ビル指定（市内８ケ所） 
③事業継続計画（ＢＣＰ）策定 
④災害時における支援協力に関する協定締結（兵庫県石油商業組合明石支部） 
⑤気仙沼市への復興支援 

建築職：解体建物設計及び施行管理等 
事務職：新築家屋固定資産評価 

⑥標高表示板の拡充（33ヶ所） 
⑦防災訓練実施（避難訓練：二見小校区） 
⑧望海地区、魚住地区の２校区で避難訓練協力（災害時要援護者を含む） 
⑨王子小学校区で水防訓練実施 

浸水対策の推進 
・平成20年度策定の「明石市総合浸水対策」について、雨水施設整備を取り巻く
諸状況を考慮し、総事業費を圧縮した見直しを実施。 

住宅耐震化の促進 

○簡易耐震診断に要する費用の助成 

・昭和56年５月以前に建築された旧耐震基準の住宅を対象に、申請者の負担

なしで診断経費を助成。 

○耐震改修工事費の補助 

○啓発事業の実施 

・耐震、リフォームセミナー 

・住宅耐震改修現場見学会 など 
 

戦略の柱 １  安全・安心を高める 
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展開の方向１－３ 健康な心と身体を維持する 

項  目 実  績 

地域医療確保の推進 

○医療政策懇話会の開催 

○歯科医療意見交換会の開催 

○がん医療対策 

 ・がん医療対策会議の開催（平成24年度：５回開催） 

 ・訪問看護研修会の開催（H25.2） 

 ・がん在宅医療を考える市民フォーラムの開催（H24.11） 

 ・がん療養手帳の作成（H25.3） 

各種健診事業による健
康づくりの推進 

・地域での健診を実施し、受診率の向上に努めた。 

【健診・検診受診率】  24年度   （23年度） 

特定健診      23.4%    (22.9%) 

肺がん検診     17.3%    (16.4%) 

 

展開の方向１－４ 共に生きるための支え合いを充実する 

項  目 実  績 

社会福祉協議会と連携
した地域福祉活動の推
進 

・ノウハウの継続的蓄積に向けたプロパー(専従)職員を中心とした体制づくり 

・地区社会福祉協議会の再編 

・地区担当職員（地域福祉コーディネーター）５名が様々な行事に出向き、地域

との関係づくりや地域課題を把握 

・福祉スクール、ふれあいサロン、ふれあい訪問事業の推進 

各種支援、相談機能の
充実 

・成年後見制度の啓発・利用支援、市長申立が必要な人に対しての支援 

・認知症等の人に対する成年後見制度の利用支援（地域包括支援センター） 

・基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター「ほっと」設立 

高齢者に対する生活
支援の充実 

・敬老優待乗車券制度、敬老金、ふれあい入浴、はり灸マッサージ施術助成券、

敬老会、長寿写真撮影 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

１－１ 

スクールガード登録者数 4,921 人 5,166 人 5,352 人 

人口１万人あたりの出火率 2.9％ 2.8％ 2.9％ 

救急自動車による傷病者収容時間 32.0 分 32.6 分 33.3 分 

人口１万人あたりの交通事故発生件数 64.4 件 66.4 件 61.6 件 

「お住まいの地域の道路を通行するのは安全であ
る。」と答えた市民の割合 

－ － 46.0％ 

１－２ 

「防災対策を実施している」と答えた市民の割合 － － 26.8％ 

住宅の耐震化率（推計） 85.9％ 87.4％ 88.8％ 

雨水施設整備率(都市浸水対策達成率) 47.9％ 48.1％ 48.3％ 

１－３ 

市民病院の常勤医師数 45 人 47 人 50 人 

「かかりつけ医を持っている」と答えた市民の割合 － － 68.6％ 
胃がん検診 
大腸がん検診 

がん検診受診率    胸部（肺がん）検診 
子宮がん検診 
乳がん検診 

 6.0％ 
12.2％ 
13.6％ 
17.2％ 
16.4％ 

 6.7％ 
16.1％ 
16.4％ 
19.3％ 
17.4％ 

 6.7％ 
16.0％ 
17.3％ 
19.0％ 
17.2％ 

「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」と答えた市民の
割合 

－ － 65.9％ 

１－４ 

「地域単位での福祉活動で支え合いができている」
と答えた市民の割合 

－ － 37.1％ 

「普段の生活で何か困ったときに、相談できる人が
周りにいない」高齢者等の割合 

－ － 35.0％ 

施設入所者の地域生活移行 32 人 34 人 37 人 
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展開の方向２－１ 主体的な地域活動、市民活動を広げる 

項  目 実  績 

協働のまちづくりの 

推進 

○小学校区単位のまちづくり 

・全28校区において、各種団体が参加するまちづくり組織結成に向けた取組み及

び既存組織の充実に向けた取り組みを実施。 

・「地域カルテ」を作成し、課題解決への取り組み状況等を地域と共有しながら

進めていく仕組みを開始。 

・校区組織が未結成の中崎校区において、意見交換会を開催するなど、組織結成

に向けた取り組みを継続。 

・地域交付金制度の導入を見据えて、H24.11月から松が丘校区、江井島校区、魚

住校区の３小学校区において、組織強化や合意形成のシステムづくりを支援す

るモデル事業を開始。 

・地域交付金の財源や制度の枠組みの検討。 

 

○市民活動団体との協働のまちづくり 

・市民活動サポート事業の実施と新たな行政との「協働」推進事業の検討 

 

○（仮称）明石市協働のまちづくり推進条例の制定 

・検討委員会の開催（５回） 

・庁内検討会議の開催(４回) 

・庁内検討会議作業部会の開催（全体会議：４回、班別検討会議：31回） 

地域課題の解決に 

向けた地域や市民 

との情報共有の推進 

○西明石活性化プロジェクト協議会の推進 

・協議会は、６小学校区代表者12名、学識経験者２名、市委員４名でH23年４月に

発足。 

・平成23年度は５回の協議会で地域の課題を整理。 

・平成24年度は３回の協議会と利用者や各種団体、地域住民の意見を聴きなが

ら、地域の優先課題（①駅舎及び駅周辺の利便性向上、②地域交流拠点）につ

いて掘り下げを実施。 

 

展開の方向２－２ 高齢者の地域での活動の場を広げる 

項  目 実  績 

高齢者の地域活動へ
の参加の支援 

○次期明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事業計画の策定 
・平成25年度整備分として、地域密着型サービス事業者の公募・選定等を実施。 

 
○高齢者ふれあいの里 
・老人福祉法に定める老人福祉センターとして市内に４館が設置され運営。 
・H19年度に指定管理者制度を導入、H22年度には新たに指定管理者を選定し、民
間ノウハウを活用した利用者へのサービス向上と経費の削減に努めている。 

・平成24年度の利用者数は延べ146,739人(前年度から13,358人増)で、1日平均
479人が利用。 

 
○シルバー人材センター 
・ひとり暮らし高齢者を支援する「シルバー救急隊」を平成21年度に発足。 
・平成24年度から小学校区全域での地域班を設立し、地域での会員間の交流・親
睦の輪を広げ、さらに地域貢献活動や広報誌等のポスティングなどの事業展開
に向けての基盤づくりを推進。 

 

戦略の柱 ２  自立した温かい地域コミュニティをつくる 
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展開の方向２－３ 認め合う開かれた地域をつくる 

項  目 実  績 

人権教育・人権啓発
の推進 

○人権教育推進員が中心となり明石市人権教育研究協議会等と連携し、地域におけ
る人権教育・人権啓発活動を推進する。 
・自治会・高年クラブ・子ども会等の研修会 
（約850回、参加人数：約42,500人） 

○人権の集い、人権フェスティバル、人権大学講座、人権文化教室等を開催し、広
く市民の人権意識の高揚を図る（参加人数：約5,000人）。 

○人権施策推進庁内連絡会議を開催し、市職員の人権意識の向上を図る。 
・H24.７月に開催。22関係各課により、各人権分野の現状報告や取り組みについ
ての情報交換を行い、共通理解を図る。 

男女共同参画の
推進 

男女共同参画プランの施策の推進と検証（各事業の実施の実績把握と検証） 

⑴女性・男性の参画拡大のための人づくり 
・県との連携による防災・減災における男女共同参画の推進 
・明石市女性団体協議会と連携した男女共同参画に向けた意識啓発の推進 

⑵女性の就労･能力発揮のための支援 
・女性の自立に向け県と連携した就労支援や相談の実施 

⑶ＤＶの防止と被害者の自立に向けた施策の充実 
○ＤＶ防止のための明石警察署等関係機関との連携 
・ＤＶ対策連絡会議の開催 

○ＤＶ相談体制の充実 
・相談員ＳＶ研修、相談員連絡会 
・デートＤＶ専用電話相談の実施 

○ＤＶ防止に向けた啓発や教育の実施 
・中学、高校でのデートＤＶ出前講座の開催や啓発カードの配布 

 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

２－１ 

「この１年間に、地域のまちづくり活動に参
加した」と答えた市民の割合 

－ － 27.1％ 

コミュニティ・センター利用者数、利用件数 
1,173,829人 

62,276件 
1,093,515人 

58,184件 
1,078,020人 

58,173件 

自治会加入率 79.6％ 80.1％ 78.5％ 

２－２ 
「生きがいを持って暮らしている」と答えた
60歳以上の市民の割合 

－ － 63.9％ 

２－３ 

「家庭において家事を行っている」と答えた
市民の割合 

－ － 48.0％ 

人権は人が幸せに暮らしていく上で大切なも
のであると考える人の割合 

－ － 88.7％ 
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展開の方向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 

項  目 実  績 

再生可能エネルギー

の推進 

○再生可能エネルギー促進のため、メガソーラー事業などを行うとともに省エネル

ギー施策及び節電対策を推進。 

・住宅用太陽光発電設備の設置補助により、再生可能エネルギーの発電量を増加。 

・明石クリーンセンターにおいて、メガソーラー事業を開始。 
 

計画 設置面積 設備容量 設置場所 

第１期 22,000㎡ 1,705kW 第１次埋立処分場跡地 

第２期 18,000㎡ 1,008kW 明石クリーンセンター敷地内 
 

ごみの減量化、地球

温暖化防止の推進 

○事業者（飲食料品スーパー）、消費者団体（明石市消費者協会）、市の３者によ

る「レジ袋削減に向けた取り組みに関する協定」を結び、平成24年４月１日より

レジ袋の無料配布を取り止め、レジ袋の削減に向けた努力を開始。 

（平成24年度） 

・レジ袋の削減実績：約31,520千枚  ・ＣＯ₂排出削減量：約1,900トン 

持続可能な社会の実

現 

・一般廃棄物処理施設整備基金の設立 

・廃棄物減少に整合したごみ処理体制の検討（焼却施設の整備） 

 

展開の方向３－２ スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 

項  目 実  績 

文化芸術に触れ、親

しむ機会や場の充実 

・市の文化芸術振興の中心的役割を担う公益財団法人として、平成24年４月に明石文化芸術

創生財団が発足。市が運営支援を行うとともに、各種事業やイベントを委託により実施す

ることで「文化の息づくまちあかし」の実現に取り組んだ。 

（平成24年度実施内容） 

①あかしふれあいコンサート 

②たこたこジャズフェスティバル 

③明石音楽祭 

スポーツが身近に

楽しめる機会や場

の充実 

○明石市スポーツフェスティバルの開催 

・子どもたちが様々なスポーツを体験し、スポーツの楽しさや喜びを感じてもら

うことにより、スポーツをする市民の裾野の拡大を図った。 

開催場所：明石市中央体育会館 

参加者数：約150名 

実施種目：ラグビー、バスケットボール、バレーボールなど６種目 

○明石市スポーツ振興基金 

・スポーツに関する施策を総合的に推進するため、基金の積立を開始。 

・平成24年度：10,000千円 積立 

 

展開の方向３－３ 食・海・時を暮らしに生かす 

項  目 実  績 

食のブランド力の向上 

(明石産品ブランド化) 

○「タコ展長の明石観光物産展」（第１回目）の開催 

・場  所：西武百貨店高槻店 催事場 

・出展者数：19者 

・来場者数：約３万人（催事場） 

・ＰＲ効果：テレビ103社、新聞・雑誌・Web（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾆｭｰｽ）等142社で発信 

（広告換算ＰＲ効果 約3.4億円） 

○「タコ展長の明石観光物産展」（第２回目）の開催 

・場  所：よしもと４７ご当地市場 

・出展者数：14者 

・来場者：約１万人 

・ＰＲ効果：テレビ３社、新聞６社、Web等20社で発信 

（広告換算ＰＲ効果 約1.2億円） 
 

戦略の柱 ３  明石らしい生活文化を育てる 
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項  目 実  績 

海岸線の利活用の

推進 

○海岸線の利活用 

（明石港） 

・緊急時の接岸施設として利用するため、たこフェリー桟橋の寄附を受ける。 

（大蔵海岸） 

・多目的広場の整備 

（西部地区海岸） 

・夜間花火規制パトロール業務委託 

・海岸利用啓発業務委託 

・海水浴場開設支援 

 

○海岸モニター制度の実施 

・委嘱人数：平成24年度 40名 

・活動内容：海岸において危険箇所、その他の変状およびウミガメ、ウミガメの 

足跡等を発見した際に、市役所海岸課に通報  など 

・報告件数：平成24年度 69件 

時のまち明石の発信 

○天文科学館プラネタリウム投影機の活用 

・長寿日本一前夜祭（H24.8.28）、長寿日本一式典（H24.8.29）を実施。 

 

○天体観測設備とＩＴＣ設備の整備 

・明石金環日食観測隊による市民観測の実施 

・金星太陽面通過観測会の実施 

・金環日食、金星太陽面通過のインターネット中継の実施 

・天体観望会（定例、特別、出前）の実施 

・天文ボランティアの育成 

・ツイッター投影の実施（インターネット中継） 

 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

３－１ 

家庭系燃やせるごみの１人１日あたり排出量 525g/人･日 530g/人･日 525g/人･日 

温室効果ガス排出量の削減率 12.8％ 18.2％ 15.8％ 

「省エネ行動に取り組んでいる」と答えた市民
の割合 

－ － 77.1％ 

市内又は住んでる地域に、誇れる景観があると
答えた市民の割合 

－ － 57.1％ 

市民一人当たりの都市公園面積 7.07㎡ 6.95㎡ 6.98㎡ 

「身近な地域に緑が多い」と答えた市民の割合 － － 54.4％ 

３－２ 

「週１回以上スポーツをしている」と答えた 
成人の割合 

－ － 42.6％ 

「この１年間、自由時間の過ごし方において、
文化芸術を鑑賞したり参加、創造活動を行っ
た」と答えた市民の割合 

－ － 23.8％ 

文化芸術イベントの鑑賞人数 21,604人 22,386人 24,443人 

３－３ 

「明石産の農産物を意識して食べる」と答えた
市民の割合 

－ － 47.6％ 

魚食普及や食育活動の実施件数・参加者数 
75件 

3,250名 
57件 

2,756名 
73件 

3,173名 

「明石産の水産物を意識して食べる」と答えた
市民の割合 

－ － 53.8％ 
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展開の方向４－１ 地域産業を元気にする 

項  目 実  績 

地域産業への支援
の充実 

○のり養殖への支援 

・海峡船舶事故被害による融資利子補助等 

平成20年３月の船舶事故による油濁被害により、豊かな海づくり資金（災害資

金）の融資を受けた漁業者に対して、利子補給および信用保証料を補助。 

（平成27年度まで） 

・同じく、農林漁業セーフティーネット資金の利子補給を実施。 

（平成30年度まで） 

（H24度実績） 

・豊かな海づくり資金(災害資金)利子補給：6,272千円（295件） 

・豊かな海づくり資金(災害資金)信用保証料補助：2,369千円（295件） 

・農林漁業セーフティーネット資金利子補給：9,134千円（279件） 

事業者の経営基盤

の強化 

○明石市地域振興開発㈱ 
・平成24年７月に「経営健全化に向けた取組方針」が市へ提出され、補助金に依
拠しない自立経営の早期達成を図る方針が示されたことから、補助金の減額を
行った。 

（補助金額の推移） 
平成23年度（決算）：117,423千円 
平成24年度（決算）： 77,262千円（△40,161千円） 
平成25年度（予算）： 69,274千円（△ 7,988千円） 

 

 

 

 

展開の方向４－２ 中心市街地の魅力を高める 

項  目 実  績 

明石駅前南地区
の市街地再開発
の促進 

・権利変換計画の作成および施設建築物の詳細設計などを中心に、再開発組合へ補
助金を交付。 

 
・再開発ビル内に整備を予定している、 
①（仮称）市民図書館 
②子育て支援機能と保健センター機能を併せ持つ（仮称）こども健やかひろば 
③（仮称）市役所窓口 
などを整備するにあたり、機能・ゾーニング・レイアウトなどを検討。 

 

戦略の柱 ４  まちを元気にする 
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展開の方向４－３ 明石のファンを増やす 

項  目 実  績 

観光資源の戦略
的な発信 

○Ｂ-１グランプリへの参加 

・Ｂ-１グランプリ支部大会において、あかし玉子焼ひろめ隊が３位入賞(H24.5) 

・Ｂ-１グランプリ全国大会と同会場で開催された「わっしょい百万夏まつり」

（北九州市）において、プロモーション展開(H24.8) 

・Ｂ-１グランプリ全国大会において、あかし玉子焼ひろめ隊が第９位入賞 

(H24.10) 

 

○観光ＰＲイベントの実施 

（平成23年度） 

・プロモーションイベント実施(徳島県､奈良県､大阪府) 

・イベント実施時アンケート調査 

・四国放送ラジオＣＭ放送･生出演 

・ＡＢＣラジオ出演 

（平成24年度） 

限られた予算の中、観光ＰＲイベントではなく、1992年に明石市が制作したイメ

ージキャラクター「時のわらし」を前面に打ち出した観光ＰＲを行い、各種メデ

ィアに大きく取り上げられ、明石のイメージアップと観光客誘致につながった。 

・イベント出演：24回 

・テレビ出演：２回 

・広報誌等誌面掲載：４回 

・インターネット：４回 

地域資源のさらな
る魅力の向上と創
出 

○地域資源のブランド化 

・市民のわがまち明石への愛着を高めるとともに、明石に住みたい、訪れたいと

考える人を増やしていくため、広報あかし等を活用して「明石のたからもの」

に関するアンケートを行った。 

（アンケート結果） 

１位：天文科学館 

２位：玉子焼（明石焼） 

３位：タイ 

４位：明石城（明石公園） 

５位：タコ 

 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

４－１ 

「日常の買物が便利である」と答えた
市民の割合 

－ － 75.1％ 

認定農業者数 47人 45人 45人 

漁業生産力の減少率 

就業者 
-2.0％ 
漁家戸数 
-10.3％ 

就業者 
-4.0％ 
漁家戸数 
+1.4％ 

就業者 
-2.0％ 
漁家戸数 
-2.4％ 

有効求人倍率 0.37倍 0.50倍 0.55倍 

４－２ 中心市街地の歩行者・自転車通行量 20,120人 20,346人 19,121人 

４－３ 
観光入込客数（年間トータル分） 5,048,393人 4,884,764人 4,733,601人 

宿泊客数（年間トータル分） 238,006人 228,696人 259,572人 
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展開の方向５－１ 子育て家庭を支える 

項  目 実  績 

子育て家庭への育児支

援や相談体制の充実 

○こども医療費助成の拡充 

・平成25年７月より、通院について中学生まで無料(所得制限なし)に拡充。 

※入院については、従来どおり中学生まで無料（所得制限なし） 

○子育て支援センター 

・子育て支援センターうおずみ、おおくぼ北、にしあかしの開所日時を拡充 

・「パパのための子育て教室」やプレイルームで気軽に聞ける「ぴよぴよミニ

講座」などを開催し、親育ちのための講座を充実。 

・地域の子育て支援活動を把握するため、あかし子育て支援センターでのサーク

ル等の登録方法を見直し、広報あかしやホームページなどで呼びかけを実施。 

・幼稚園との連携と情報共有を図るため、全28幼稚園を訪問。 

児童虐待防止の取り組

みの強化 

・家庭児童相談室の家庭児童相談員を１名増員、また、平成23年度に引き続き臨

床心理士を週３日配置し、相談体制の充実を図った。 

・子育て家庭の孤立化を防ぐため、こんにちは赤ちゃん交流会を３中学校区で開

催し、地域でのつながり、子育て支援を促進。 

・家庭支援講座等を実施し、子育て家庭の不安軽減と養育の支援に努めた。 

・里親講演会を開催し、里親制度を啓発。 

待機児童の解消に向け

た取り組みの実施 

・市立幼稚園の余裕教室を活用して、特に待機児童の多い西明石・大久保地区で

３か所の私立保育所の分園を平成24年11月１日に開園し、約60名の受け入れ枠

を拡大。 

・民間施設を利用し、中崎地区に市立明南保育所の分園を、大久保地区にわかば

保育園の分園を平成25年４月１日に開園し、新たに60名の児童の受け入れ枠を

拡大。 

 

展開の方向５－２ 質の高い教育を推進する 

項  目 実  績 

教育環境の整備 

○学校校舎等の耐震化の推進 

・校舎耐震補強（明石小学校ほか11小学校、大久保中学校ほか１中学校） 

・屋内運動場耐震補強（望海中学校、二見中学校） 
 
○学校施設のバリアフリー化 

・エレベーター設置工事：二見北小学校 
 
○中学校給食の導入準備 

・公募市民やＰＴＡ、学識者、学校関係者などで構成される中学校給食検討委員

会において実施方式、食育、地産地消、学校運営上の課題などについて検討。 

・上記検討結果を踏まえ、２箇所の給食センターによる実施を基本とするなど

の方向性を定めた「明石市中学校給食基本計画」を策定。 

・今後、当該基本計画に基づき給食施設の整備を行い、平成27年９月からモデ

ル校（先行実施校）３校にて給食を開始予定。 

支援が必要な子ど

もへの教育の推進 

○不登校対策 

・「ストップ不登校あかし」システムの全校実施 

⑴欠席１日目の電話連絡と連続欠席２日目の家庭訪問 

⑵断続欠席２～６日目の電話連絡と家庭訪問  など 

・明石市適応教室「もくせい教室」の運営 

・「もくせいサテライト教室」の年間９回の開催 

・スクールカウンセラーや生徒指導相談員との協力体制の確立と活用 

・スクールカウンセラーを活用した相談体制の整備 

・校内適応教室の補助、問題行動の未然防止などへの生徒指導相談員の活用 

・教育相談員、専門相談員による不登校に関する電話や面接での教育相談 
 

戦略の柱 ５  一人ひとりの成長を支える 
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展開の方向５－３ 幅広い世代の意欲を育む 

項  目 実  績 

学習、情報収集の
ための環境づくりの
推進 

○（仮称）市民図書館の開設準備 

・外部委員からなる(仮称)市民図書館のあり方検討委員会を設置し、(仮称)市

民図書館整備基本計画（案）を策定（H24.12） 

・まち再生プロジェクト（H24.11発足）において、再開発ビルのトータルコー

ディネイト、中心市街地全体のグランドデザイン等の視点を加えて検討後、

教育委員会において、最終的な(仮称)市民図書館整備基本計画（案）を策定

（H25.3） 

・図書館機能の拡充及び再開発ビル全体のにぎわいの観点から、(仮称)市民図

書館のフロア配置を６階から４階へ変更。「みなくる」は、あり方検討委員

会での意見及び子育て機能の集約の観点をふまえ、(仮称)市民図書館とは独

立して整備する方向で見直し。 

○市立図書館の運営 

・指定管理者制度を導入（H18.4）し、３期目(H24.4～H27.3)を開始 

生涯学習の場の充実 

○あかねが丘学園・生涯学習センター分室・中学校コミセンの再編 

・高齢者学習のあり方について、現状分析と今後の展開方法について取りまと

めを実施。 

 

 

 

施策推進の参考となる指標 

展開の方向 指  標 前々年 前年 直近 

５－１ 

乳幼児健康診査の受診率 

4か月児健康診査 
96.1％ 

1歳6か月児健康診査
97.1％ 

3歳児健康診査 
95.1％ 

4か月児健康診査 
97.4％ 

1歳6か月児健康診査
96.8％ 

3歳児健康診査 
97.6％ 

4か月児健康診査 
95.1％ 

1歳6か月児健康診査
95.9％ 

3歳児健康診査 
94.7％ 

待機児童数 48人 50人 63人 

「子育てが楽しい」と答えた 
子どものいる親の割合 

－ － 75.3％ 

５－２ 

市立学校における学習指導に
対する保護者の満足度 

－ － 52.1％ 

市立小中学校施設の耐震化率 74.4％ 82.8％ 92.3％ 

新体力テストにおける本市 
平均値と全国平均値との比較 

上回る 13項目 
同程度 44項目 
下回る 93項目 

上回る   6項目 
同程度  29項目 
下回る 115項目 

上回る   3項目 
同程度  29項目 
下回る 118項目 

不登校になっている児童生徒
の割合 

1.68％ 1.49％ 1.52％ 

５－３ 

「この１年間に何らかの生涯
学習を行った」と答えた市民
の割合 

－ － 14.1％ 

市立図書館の図書貸出冊数 1,649,800冊 1,788,874冊 1,780,236冊 

「この１年間に国際交流活動
に参加した」と答えた市民の
割合 

－ － 4.5％ 
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