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本意見集は、明石市長期総合計画審議会の審議過程において、各委員から出さ 

れた意見や提案を取りまとめたものであり、これからの目指すまちの姿への意見 

や個別・具体の取り組みへの意見、計画のあり方や推進に関わる意見など、多岐 

にわたっています。 

今後、計画の推進にあたり、本意見集に留意し、個別・具体の取り組みを実施 

する際に十分に配慮いただきますようお願いします。 

平成23年(2011年) 月 日 

明石市長期総合計画審議会 

会長 加 藤 恵 正 

注）・審議会で出された意見を、審議会が答申した明石市第５次長期総合計画（案）の体 

系に沿って整理しています。 

・このようなまちにしたい、こういう施策を進めるべきといった意見や提案、計画の 

推進方法への意見などを抜粋、要約したものであり、審議会資料の文言の修正等 

や、審議会の運営についての意見は掲載していません。
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基本構想 

第１章 目指すまちの姿についての意見 

・明石は全国でも殺人や窃盗が多い状況が続いており、警察だけの問題ではなく地域全体で 

取り組んで安全なまちを作っていくことが大事である。 

・高齢者や障害者のみならず、犯罪被害者や虐待を受けている子ども等もおり、助け合いの 

心が伸びていけるまちがよい。 

・障害のある子どもが生まれたり、親や兄弟が寝たきりになったり、そのような環境の家庭 

に生まれても、誰もが自分の希望する人生を歩んでいけるまちにしていけたらよい。 

・人にやさしいまちというのを一番言いたい。障害者にやさしい社会が、社会そのものもや 

さしい社会だといわれており、明石もそうなってほしい。 

・社会的な孤立を防ぐというのが最大のテーマである。例えば、海峡共生都市など、共生を 

前面にしたスローガンが考えられる。 

・明石で育った人が、一度は外へ出ても、また戻って明石に住む、帰って来てもらえるまち 

になればよい。 

・住み続けたい、住み続けようというまちが、一番のキーワードと考えている。明石はサラ 

リーマン世帯が一番多く、ベッドタウン化しているが、土日は家にいてほっとする、子ど 

もを連れてどこか散歩に出るなど、住環境のよいまちを目指すべきである。 

・これまでの忙しく働くという価値観から、少しゆとりを持ってゆったり過ごせることを目 

指すという価値観の変化が未来へのワクワク感につながる。 

・明石は地震や災害が少ないので、もっと住みやすさをＰＲしていくことが大事である。 

・温暖で住みやすく、暮らしやすいまちだと実感している。明石に来て子どものぜんそく症 

状が無くなった。海にすぐ行けるのが魅力的で、魚が好きになり食生活も変わった。田ん 

ぼが次第にマンションに変わるなど、明石らしい住みよいまちと感じていたものが少しず 

つ変化しており、どう明石らしさを残していくかを考えないといけない。 

・医療費助成などの面で、明石市は子育てがしやすいまちだという声を聞く。子どもを育て 

やすい、安心して暮らせる、地産地消で安心な食べ物を子どもに供給できる、産科や小児 

科が充実しているなど、ベットタウンとしての住みやすさを大切にすることも大事であ 

る。 

・学生アンケートでは、あまり開発せず、自然や緑、農地を残し、静かなまちでよいという 

意見が多い。これから人口が減っていくなか、その税収でどうするかが大事である。規模 

的には現状維持が続くとみたが、賑やかにすべきところは賑やかに、静かなところは静か 

にという感覚を持った。 

・明石はそもそも文化も豊かではあるが、可処分所得の倍増ができるような観点からの施策 

の展開が必要である。 

・住んでみて良さが徐々に分かってきたが、逆にみると、定着を考えないと住んでもらえな 

いまちと言える。 

・将来像のキーワードを一つにまとめるなら住み続けたいまちということであり、そこに環 

境や緑、安全安心など全部がぶら下がってくる。 

・人が育ってこそまちが元気になる。まちをつくるのは人であり、人づくりのまちを目指し 

てほしい。 

・人が育つということが一番大事であると考えており、市がまちをつくるのではなくて、市
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民がまちをつくるという視点が必要である。 

・今まで右肩上がりだった目標・戦略を、右肩下がりに方針転換しないといけない。人口増 

の時代は「つくる」時代で、人口減の時代は「使う」時代であり、その点からすると市民 

を育てるという目標はよい。行政に頼る時代ではなく、明石全体で自律した市民を育て 

る。 

・人を大切にし、育てていくことは非常によい。人を大切にするということは、多くの人が 

持っている多様な考え方も大切にするということである。誰かが自分を育ててくれると 

か、うちの子を育ててくれるという観点ではなく、市民みんなが成長する、一人ひとりが 

成長する、その中で子どもたちも育つという観点が大事である。 

・目標に明石らしさを入れ、他の市町村と比べてもっとメッセージ性のある目標を掲げた方 

が達成しやすい。例えば「日本一 人づくりを大切にしているまち」などが考えられる。 

・人と人とのつながりを大事にし、人と人とのつながりが濃いコミュニティ豊かなまちにな 

ってほしい。 

・人・人材を育成するのは大切なことであるが、人と人とのつながりが同じように大切であ 

る。つながりが強ければ、１＋１は３にも５にもなる。つながりを全面に出した目標にで 

きるとよい。 

・人を大切にし、育てていくのでなく、地域で起こった問題を地域で解決していけるような 

人を育てられる地域をつくる、地域をそういう人を育てられる環境にするといったことを 

目標にしたほうがよい。 

・人を大切に育てた結果、どういうまちになっているかという都市像がはっきりしているほ 

うがよい。何となく抽象的に人を大切に育ててきたというのではなく、10年経ったときの 

生活の指標があり、それが評価できるような具体像を明確にしたほうがよい。 

・人の成長とは、学校教育や意識教育もあるが、大切なのはまちづくりの担い手が地域活動 

に関心を持って参加していくという意味での成長である。これについて共通の認識を持つ 

ことが大事である。 

・まちの成長とは、これまでの拡大指向の時代のように開発を行うことではない。「まち」 

はそこに住んでいる人と密接した身近な地域という意味合いととれるが、この身近な地域 

に関心を寄せて、関わりを持ち、質的に成長することがまちの成長である。 

・未来安心都市というフレーズは、他都市に置き換えても使える。第４次計画にもあった海 

峡というのが明石らしさであり、例えば未来安心海峡都市など、明石らしさをもう少し感 

じられるようなものがよい。 

・戦略へのつながりや市民主体の自治に通じることから、「人を育み、人が育む 子午線海 

峡都市・明石」というフレーズも考えられる。 

・海や海峡は瀬戸内海を望む市は同じ条件だが、子午線は通る市は少ないので、明石の特徴 

を出すために、目指すまちの姿のフレーズに入れることや、いわゆる明石の商標として、 

高速道路や駅の標識などあらゆるところに記載できるとよい。 

・従来から使われているが「時のまち 明石」も、明石を象徴する表現でよい。
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※今後の人口、都市空間の考え方についての意見 

・人口が増えるような施策で、明石の活性化や明石が伸びていく形を考えられるとよい。 

・人口を何とか増やしていこうという方向へ向けたまちづくりの方が前向きであり、積極的 

で住み良いまちづくりにつながる｡ 

・人口が減っていくというが、県内に多くある限界集落や小規模集落は、守ろうとしても守 

れないという流れにあると思うが、そこにいた人がどこに行くかを考えるときに、明石は 

受け入れる場所としての能力を持っている。 

・目標人口は、第４次計画では31万人であり、31万人あるいは30万人にして、中核市にチャ 

レンジするのがよい。メリット、デメリットがあると思うが、中核市に指定されることが 

ほぼ決まっている市や、中核市になりたいと活動を続けている市に比べて、明石は負ける 

ことはない。こうした活動を通してこそ、今回掲げている目標が達成できる。 

・人口を増やそうとするなら、子育てで明石にいる人たちが幸せになる、かつ安全安心にな 

るということを、明石の中だけでなく、周りにも発信していくことが必要である。 

・マンションを増やす方向で人口を増やすのではなく、就職できるところを増やすことも人 

口増の一手段である。 

・人口維持をしていく目標について、明石にはそれだけの可能性がある。人口維持の目標を 

掲げることができることは誇りである。 

・今までの流れから､人口の減少はなかなか止めることができない｡ 

・日本は人口減の先進国と聞いたが、そのなかで明石市が人口増を打ち出すと、周辺と人口 

の取り合うことになる。神戸や加古川と取り合いをすることを目指すのはどうか。 

・人口が減っていくと、空き家が多くなり、安全でなくなったり、マンションの建て替えも 

できなくなったりするなど、いろいろな問題が生じてくる。どれだけ明石が特徴を出し 

て、減っていくことへの対応を考えるかが重要である。 

・人口が減ることに抗う、抗わない、どちらにしても同じような取り組みをしていく。住み 

やすさを追求していけば、まちの良さにつながる。 

・人口が減ることを無理に怖がる必要はなく、こんなに住みやすいとなれば、自然と人が集 

まり、活性化する。単純に考えれば、人口が減少すれば支出も減り、それほど怖いことで 

はない。 

・人口は減少に向かうと思うが、高齢者が増えるという形での減少になるので、それに対す 

る施策が必要である。 

・今後、明石の人口が減り、空洞化が始まっていくと予測されるのに、水田や自然などの明 

石の良いところが壊され、新しい家が建っている。個性がなくなってしまうので、これ以 

上明石らしさを失わず、いかに残していくかを先に考え、明石の発展を考えたい。 

・人口を増やす、増やさないは自然の成り行きであり、昼間の人口をいかに増やす、すなわ 

ちたくさんの人に来てもらえるまちにする。そういう点から観光がこれからのキーワード 

である。 

・人口については、コントロールできない部分であり、議論すべきものか疑問がある。 

・開発するという方向ではなく、自然や商店街など明石の魅力を残す方向がよい。農地がど 

んどん住宅地になっているという現状をよく考えるべきである。 

・自然が豊富にある場所は、危ない箇所やバリアフリーの問題が出てくるかもしれないが、 

埋めたりなくしたりしてしまうと、明石の良いところが失われるということを考えないと 

いけない。
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・安らぎを感じる空間づくりにおいて、災害に対応できる空間づくりも大事だが、それだけ 

でなく、障害者や高齢者が安心して暮らせる社会的な空間づくりも大事である。 

・ユニバーサル社会を実現していく明石ということを民間の事業所に啓発していくことが大 

切である。ユニバーサル社会に関して、まちづくりの目標や都市空間の考え方などで明確 

にすべきである。 

・人口を増やすことが自然破壊に直結するものではない。暮らしの質の向上は時代とともに 

変遷していくものであり、居住空間・住宅の変遷も著しい。自然を破壊せずに効果的な都 

市空間の再生が求められている。陳腐化したところに住めなくなるのは必然である。
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第２章 まちづくりの手法と戦略についての意見 

※まちづくり手法 

・最近は選択と集中ということで、効果の高いところを集中的に行うことが大事であり、 

例えば道路でいうと、事故が多い、渋滞が多い、歩道が狭いなど、度合いに応じて集中 

的に整備するということである。特に厳しい財政状況にある点を踏まえるべきである。 

・既存資源をシビアに見つめ直し、計画をつくる必要がある。 

・これからは維持管理の時代である。地域でごみを拾ったり、花壇に花を植えたりして道 

路に愛着を持ってもらい、日常的にきれいに管理して使ってもらうことが徐々に増えて 

いる。 

・あらゆる年代の方が、どの業務でもまちづくりの担い手になりうる可能性がある。 

・まちづくりを進める上で、若い力が非常に大切である。高校生や大学生などが様々なプ 

ロジェクトに参画することで、魅力や感銘を受けて、将来的に明石を担う人材に育って 

いく。 

・学生が就職や結婚をしても住んでもらえる明石にしていきたいし、それだけの土壌、財 

産がたくさんある。これを発信するために学生と話をする機会を持てたらよい。 

・子どもが市の管轄である義務教育を終え、高校や高専、大学へと成長したとしても、明 

石で育っていく子どもたちという一括りで考え、いろいろな活動ができる場や、例えば 

小学校の空き教室をまちの拠点としてうまく活用しつつ、コミュニティを支えていった 

りできるとよい。 

・ＰＴＡや地域、商店におけるまちづくりの考え方をリンクさせていければ、面白いまち 

づくりになる。 

・市民みんなが率先して自ら担い手になっていこうということであり、そのことは、この 

審議会を含め市民からあがった声であるということを伝えていけるとよい。 

・文化や心についても、いいものがたくさんあるので、既にあるいいものを、大事にする 

とともに再発見して活かしていくことが大切である。 

・明石は歴史も文化も豊かでいい所なので、他の真似をするのではなく、明石の良さを自 

らが再認識するのがよい。 

・交通の良さを選んで明石に住んでからかなり経っている。現役で働いている者からする 

と、通過点であっても、交通の良さは地域を選ぶ１つの大切な視点である。 

・エリアの視点として、明石市全体の視点からだけでなく、小学校区あるいはコミュニテ 

ィ区から発想していく視点が必要である。一方で、明石だけでなく、神戸や姫路、加古 

川、淡路など周りを見て、明石をどうつくるかという広域的な視点も必要である。 

・明石には高専や国立大学付属小学校もある。また、広域的な視点を持つという観点で、 

近隣の市町村だけでなく、県や国の施設にも目を向けることが必要である。 

・明石は特区申請をしていないが、国や県との連携による施策展開もされていくべきであ 

る。
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※まちづくり戦略 

・戦略というのは取捨選択して何かを選ぶというより、このボタンを押せば全体がよくな 

るというものである。他の都市と比べユニークなのは、そこに子どもを置いたところで 

ある。子どもに重点を置くというところが明石らしさになる。人や子どもに目を向ける 

ことによって、安心安全や経済も充実していく。 

・今はあれもこれもという時代ではなく、まちとして何が必要かというメリハリを持った 

シビアな視点が必要である。全員が賛成してやっていくという時代でなく、一部に批判 

があるテーマでも、一歩踏み込んでみるという問題意識を持った。 

・一世代先の30年後をイメージすると、明石で育って明石で頑張っていく今の子どもたち 

のためにお金を使うという発想ができる。 

・教育には家族、親が一番大切であるが、地域や学校の環境も大きく関わる。子どもを育 

てる環境を見て他のまちに移っていく人がいることを意識して、明石に来れば子どもが 

しっかりすくすく育つ、安心して子どもが育てられるという環境整備が必要である。 

・学校に行けない、あるいは行かないという子どもが増え、共働きが増えるなかで、みん 

なで次代を担う子どもたちを支えあう仕組みを作っていかないといけない。今でも取り 

組んでいると思うが、より全体として考えないといけない。 

・少子高齢化がこのまま進み、社会を支える人たちがいなくなるのは大きな問題である。 

若い世代をサポートするような施策が必要である。 

・トライやるウィークなど、子どもたちと一緒に行うまちづくり活動を伸ばしてほしい。 

高齢者にスクールガードで協力いただいているが、子どもたちを見て心が豊かになる。 

・子育て世代と関わるなかで、子育てすることがいろいろな世代に影響を及ぼして、生き 

がいや人を育てることにつながるということを感じている。しかし、子どもの育ちか 

ら、全ての戦略があらゆる世代に効果があると記載することには疑問を感じる。 

・戦略で子どもにスポットをあてているが、これから高齢者が増える中で高齢者にもスポ 

ットを当てないといけない。 

・「子どもの健やかな育ちで みんなの元気を生み出す」という戦略について、人の成長 

が基本であって、子どもが元気に育てばみんなが元気をもらえるような考え方には賛同 

できない。 

・明石署管内の刑法犯で逮捕や取調べを受けた少年の数が、全国の警察署でワースト１位 

であったことを認識しないといけない。誰かがしてくれるというのでなく、皆が頑張 

り、その結果が子どもたちの成長に現れる。我々一人ひとりがどう変わり、明石がどう 

変わっていくかということである。 

・つながりを大切にすることで地域コミュニティがよくなり、安全に安心して暮らせるま 

ちになる。地域コミュニティが発達すると賑わいもあふれてくる。全体的に見て、これ 

とこれは関連しているから、こういうプロジェクトを立ち上げるというように、関連性 

を意識してまとめられるとよい。 

・日本一住みやすい、日本一子育てしやすいなど、明石らしさを出すためにも、日本一を 

めざすべきである。そうすると、安心して子どもを預けられる、救急車ですぐに病院に 

行けるなど、メインにやっていくことを考えられる。 

・全国が注目するようなテーマを、各プロジェクトを実施する時に掲げられるとよい。一 

番を目指さないと二番にも三番にもなれない。 

・我々の意識が変わるのは危機感を感じるときである。明石は住みよいので危機感があま
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りない。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。 

・重点的な施策を考えるには、バランスが一番大事である。明石は何でもある地域である 

が、宿泊施設がないなど、集客基盤が弱いと感じる。 

・安心して子育てができ、子どもや高齢者、障害者にもやさしいまちづくりと、地域でお 

互いに支えあう仕組み作りに重点を置くべきである。 

・まちの便利さと安全安心を両立することが求められる。 

・市民意識が明石の文化であり、まちづくりを進めていくうえでのキーである。取り組み 

が効果を上げるためには、市民がどのような意識を持っているかが成否を握る。そうい 

う点から、自然・歴史・文化を大切にすることは、他の戦略のベースになる。 

・自然・歴史・文化は、人間の手で守っていかないと荒廃していく。守っていくことや活 

性化させることに力を入れることが、人づくりにつながる。 

・賑わいのある、活気あふれるという部分に力を入れるとよい。観光にもっと力を入れて 

いくと、そこから文化や環境を大事にするなど、いろいろな部分に広がっていく。 

・商売人が潤って活性化されてこそ明石に元気が出るし、外からもそう見えるので、商工 

業者、漁業者、農業者が活躍して、最終的にはみんなが儲けていく図式を最重要事項と 

して盛り込めるとよい。 

・生活文化という表現について、どういう文化なのかが分かりにくい。潮の香り、気候の 

良さ、淡路島を望む景色が既に生活の一部になっており、あえてそれを文化に結び付け 

なくてもよい。 

・生活文化とは生活そのものを文化と捉えることではないか。いろいろな生活習慣や慣 

習、あるいはその土地のもの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である。
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戦略計画 

第１章 戦略の展開についての意見 

１ 安全・安心を高める 

●日常生活の安全性を高める 

・安全・安心を高めることで、住民へのメリットになるだけでなく、引っ越してくる人 

を増やすことを目指して展開できればよい。海外では、警察官のパトロールを増やす 

のではなく、市民がボランティアでまちを回ることで犯罪が減ったり、防犯カメラを 

増やしたことが抑止力につながった例がある。 

・子どもたちに命の大切さを教えていくことにより、将来、犯罪が減り、安全で安心な 

まちが形成されていく。 

・子どもの非行防止の１つとして、近所の大人の子どもへの声かけというのが非常に大 

事であるが、大人が子どもの顔と名前をわかっている近所、その範囲が狭くなってい 

る。 

・特に最近は、女性や子どもなど弱者を対象とした犯罪や、高齢者が交通事故に遭うの 

が現状である。市民アンケートにあるように、約35％が事故や犯罪が少なく災害に強 

い安全のまちを望んでおり、ニーズに沿った活動をしていく必要がある。 

・コミュニティ・センターは地域情報の出発点として機能できるので、それを活用し犯 

罪の減少につなげられる。また、住宅街にいきなりマンションが建つと、コミュニテ 

ィが機能しないので、住宅政策で集合住宅の位置づけを考える必要がある。 

・教育委員会で不審者の情報をメールで発信するシステムがあり、保護者に役立ってい 

るが、一方的に送られるのでなく、双方向になればもっとよい。 

・犯罪や交通死亡事故の抑止のため、街路灯を整備し、まちを明るくする取り組みが必 

要である。県道明石高砂線などの街路灯が暗いように感じる。 

・高齢者のために、歩きにくい道路の構造を改善しバリアフリー化する一方で、子ども 

の安全のために、通学路の横断歩道橋を整備するといったことがあり、子どもだけで 

なく高齢者も含めた安全・安心が必要である。 

・安心安全という視点を、高齢者は特に強く求めるので、バリアフリー化は進んでいる 

が、まだまだ危険な箇所はあり、もっと細かく点検してほしい。 

・安全、安心とは単に事故がない、災害の時に家がつぶれないというだけでなく、どの 

市にも負けない明石らしさを考え、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えることや、待機児童をゼロにしてどこにも負けない保育を 

することなどを掲げられるとよい。 

●非常時への備えを万全にする 

・ゲリラ豪雨や気候変動など、不測の事態が起こった時に、すぐに対応できる組織の構 

築が求められる。 

・住民が中心になって防災訓練を行っているが、貯水槽が開かないことがあった。ハー 

ド的な部分は行政がしっかり整備をしないと、地域住民ができることは限られてい 

る。 

・奄美大島の災害のときにライフラインが壊れ、孤立したところには放送が届かなかっ 

た。障害者の災害時の支援、聴覚障害や視力障害を持っている方の緊急の場合の伝達
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方法を考えなければならない。 

・いまだに住宅のミニ開発があり、消防活動などに支障がある行き止まりができてしま 

っている。 

・災害直後の対応などは自分たちの助け合いでやらなければいけない。押しつけに見え 

ないように、自分も実践していこうと思える計画にできるとよい。 

●健康な心と身体を維持する 

・介護保険料が高くなり、介護認定も厳しくなってきたように感じており、予防という 

面からもっと力を注いで、子どもの頃から健康な生活ができるように工夫をしないと 

いけない。 

・どんどん増えていく高齢者が、いきいきと生涯学びながら協力して暮らしていけるた 

めに、健康であることが第一である。 

・予防の観点から、自ら取り組むことが大事であり、地域で活動する体制づくりが大事 

になる。 

・高年クラブでは、約１万３千人いる元気高齢者が活動しているが、徐々に行動範囲が 

狭くなることから、移動手段を確保し、閉じこもらず出歩けることが大事である。 

・必要なときに必要な福祉的な支援や医療的なケアを受けることができるような体制の 

充実を図るなど、どのライフステージにおいても安全、安心を感じることができるこ 

とが大切である。 

・健康に暮らせている間は基本的には安心だが、健康に暮らせなくなったときに、いか 

に支えてもらえるかということが大切である。 

・安心して暮せるために、救急の病院への搬送の問題など、医療体制を考えていく必要 

がある。 

・救急医療体制は明石市だけでは不足しており、加古川や神戸の病院も使用するなど、 

医療圏で考える必要がある。 

・明石市の核となる市民病院について、緊急時にすぐ対応できる医療体制を構築してい 

くことが必要である。 

・支援を必要とする方が伝染性の病気になった場合、支援サービスのほとんどが停止し 

てしまう。こういった場合に速やかに受け入れることができる施設を病院に併設する 

ことを提案する。 

・市民病院の心療内科の機能を高めていくことや、専門家の配置などマンパワーの充 

実、医師会との連携が必要である。 

・高齢者福祉では、施設ケアが中心になっているが、もう少し在宅に医療が入ることも 

大切である。 

●共に生きるための支え合いを充実する 

・障害者の孤立を防ぐとともに、これから高齢化が進展していく中で、高齢者の社会的 

な孤立をいかに防ぐか、どう支援するかなど、孤立への対策が共通のテーマとなる。 

子どもや青少年にも通じるテーマである。 

・今の福祉制度は、家族の支援があって初めて成り立っている。障害者は家族の力が弱 

いと何もしてもらえなかったり、障害者や高齢者を抱えると仕事をやめて支えないと 

いけないなど、互いに負担を感じる状態になっている。家族ではなく、社会がその支
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援をしていく社会にしていきたい。 

・10年後を見ると、高齢者が増えて、ボランティアがボランティアを見る時代になって 

いく。高齢者や障害者を地域で支援していけるシステムづくりが非常に大事である。 

・人生が長くなり、親の世話をしていると自分の活動ができない時代である。あまり頑 

張り過ぎず、その分社会に貢献することで、ともに元気になることが大事である。 

・初めて介護をする立場に立つ者にとって、地域でのきめ細やかな支えが大事である。 

・介護認定を受けていれば家事や見守りの援助をできるが、介護認定に至るまでの支え 

合いをどうするかが重要である。 

・学校を有効利用して高齢者の福祉を充実してはどうか。現在、学校を活用し、若い学 

生の力を借りて高齢者をサポートする仕組みづくりを検討していこうとしている。 

・高齢者が住める公的な高齢者住宅を充足する必要がある。 

・地域のなかに困ったときにすぐに相談に乗ってもらえる窓口をつくることが大切であ 

る。 

・高齢者の元気を向上させ、また高齢者を孤立させないためにも、移動手段を確保し、 

高齢者が外出しやすい環境をつくる必要がある。たこバスの便数増加や、接続の改善 

による利便性向上が必要である。また、市境の関係で優待パスが適用されない路線が 

あり、調整して対応していくことが必要である。 

・公園は高齢者から子どもまで集まる場である。時計を設置するなど整備し、安全で使 

いやすくする工夫により、孤立を防ぐことにつながる。 

・高齢者と障害者が一緒に仕事をしていく、もしくは高齢者と障害者、地域のボランテ 

ィアなどに支えられながら市の作業を創出していくようなことができるとよい。 

・つながりを作っていく大きな要素は小学校であり、高齢者の憩いの場や障害者の仕事 

の場を作り、子どもたちが普段の中で関わりを持つと、いろいろな人がいて、助け合 

って生きていることを実感できる。 

・民生委員が各家を訪ねているが、家族構成ぐらいしか把握できていない。地域の希薄 

化が叫ばれている中で、一人住まいの方にもっと目を向けなければならない。 

・明石には、重度心身障害児やその介護者の施設や活動の場がない。常に死と向き合っ 

ており、家族の精神的な負担は想像を絶するものがある。医療と福祉の連携により、 

医師や看護師が常に見守る環境のもとでケアをしていく必要がある。市民病院に併設 

して受入施設を作ることを提案する。 

・社会福祉協議会の組織体制を見直し、プロパー職員の権限を強化して一貫性のある業 

務を行い、真に地域福祉の核としての役割を担わせることや、市との連携を強化して 

互いの役割分担を明確にし、より効率的な運営を行うことを提案する。 

・障害者の相談で世帯ぐるみの相談になった時には、高齢者福祉と障害者福祉の両方で 

考えていかなければならない。そこに壁があるので、うまくつなげるような部署や機 

関などについて掲げることができるとよい。
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２ 自立した温かい地域コミュニティをつくる 

●主体的な地域活動、市民活動を広げる 

・地域に住む人のつながりを支援することが必要であり、小学校単位の地域で課題を解 

決していけるシステムを作ることを目標に設定することで、人のつながりの解決につ 

ながるし、サービスも上手く提供できる。 

・小学校単位で出てきた課題を行政に伝えたり、逆に行政から投げかけて地域の中でど 

う解決していくかを考えたりすることもできる。人と人、人と地域、人と行政をつな 

いでいく一つの核として、小学校を考えることができる。 

・小学校区コミュニティ・センターで地域課題を抽出し、市内10地区のコミュニティ区 

で意見交換するシステムが必要である。 

・例えば、二見地区と西明石地区のコミュニティの問題を同じに考えるのではなく、各 

地区からあがってきた問題の中で、明石トータルとして何を重点にするかを考えてい 

く必要がある。そういう新たな枠組みの展開を考えていく必要がある。 

・共助として、地域の中でつながって、支えていくシステムがほとんどなく、どのよう 

にして育てていくかというのが課題である。 

・地域コミュニティの希薄化が進んできたと言われているが、一方で地域ではいろいろ 

な活動が既に行われており、それを引き継いでいくという表現ができるとよい。 

・住民が参画しやすい場づくりをして自分たちでまちをつくっていくという観点からす 

ると、コミュニティ・センターを拠点としてうまくいかしていくことをきっちり謳え 

るとよい。 

・小学校区コミュニティ・センターには、福祉の団体は入りにくい状況であり、コミュ 

ニティを充実していくというだけで終わらず、まちづくりの拠点として位置づけられ 

るとよい。 

・まちづくりの情報発信・収集を行い、地域リーダーづくりをしていくなど、生涯学習 

の拠点として、小学校区コミュニティ・センターを充実させることで、きめの細かい 

まちづくりが実現する。 

・小学校区コミュニティ・センターについては、組織体制を整備し、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を考える必要がある。 

・小学校はいくつになっても懐かしいと思うところであり、自然に行けるし、しんどく 

なったときでも利用できるので、地域の相談窓口や地域福祉の核にできるとよい。 

・地域の連携には学校の先生が参加してもらうことが非常に大切である。コミュニテ 

ィ・センターは地域だけではなく、学校が関与して先生に活用してもらえるとよい。 

・コミュニティ・センターについては、町の中心にない地区もあり、高齢者や障害者が 

利用しにくいという問題もある。 

・小学校・中学校区コミュニティ・センターなどの施設について、提携しているグルー 

プが年間を通して使用を申し込んでいるなど、一般の人や若い学生が申し込んでも使 

えないことが多い。 

・まちづくりの担い手として、コミュニティ・センターや学校に加えてＰＴＡも活用す 

るべきである。 

・地域のことは地域で解決していくために、地域の中心組織をどう作っていくかを示せ 

るとよい。それにより、現場サイドが動きやすくなる。現在は、協働のまちづくりの 

推進組織ができてきているが、高齢者団体や地区社会福祉協議会など地域の中に同じ



- 12 - 

ようなことに取り組んでいる団体が多くあり、似たようなメンバーが入って同じよう 

な議論を個々にしている状況である。 

・地域で同じような活動をしている団体が多く、まとめていく必要がある。非常に多く 

の会議があるため、負担が大きく、若い世代が担い手になることを嫌がるし、続かな 

い。 

・地域の会合に参加する人はいつも同じ顔ぶれで、充て職が多い。各学区で副会長や会 

計の人にも役割を分担して参加する機会を増やせば、もっと人の輪が広がる。 

・担い手となる団体や個人がどのような力を持って活動をしているか、お互いに知るよ 

うな機会や情報の提供が必要である。一覧にするなど、それぞれの活動を共通理解し 

た上で、それを効率的、効果的にどのような方向で力を発揮できるのかという方法を 

考えられるとよい。 

・ケーブルテレビでは地区の行事などがわかるので、その普及を促進することで、地域 

活動の活性化につながる 

・地域活動のノウハウをデジタル化していくこともよい。例えば、祭りの段取りや手順 

などをデジタル化し継承していくことも必要である。 

・地域のつながり、特に大人同士がつながる必要がある。今は女性が中心なので、男性 

がもっと地域で活動しないといけない。 

・ＰＴＡ活動への活発な参加などによって、親としての意識も高まり、地域のリーダー 

になっていく人達の育成にもつながる。 

・町内会の役員になってから、町内会が地域のために様々な活動をしていることがわか 

った。こうした活動を肌で感じることが大事である。 

・はじめは市が研修・指導を実施する必要があるが、ある程度進んでいくと市民が市民 

を育てる形もとれる。市民力を高める必要がある。 

・小学生よりももっと小さい子どもがいる母親は、仕事を持っていなくて地域の活動に 

参加する率が高いが、前向きに熱心に参加する方もおり、地域のサポートがあれば、 

意識が高まり、将来の地域リーダーとして育てていくことができる。 

・現在は、家庭と会社で人間関係がつくられ、地域住民としての役割について話し合い 

がされていない。地域住民としての責任や役割を明確に打ち出し、子どもから高齢者 

まで地域で活躍すること、それを教育することが必要である。 

・明石駅の近くでは、ドーナツ化で人口が少なくなり、コミュニティが崩壊しつつある 

が、二見や魚住では状況が異なる。年齢によってもまちへの関わり方は異なる。そう 

いう状況のなかで、地域で人を育てる仕掛けを考えないといけない。 

・子ども会などの役員をしてもらうのにすごく努力が必要である。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取れるなど、何か特権を考えられたらよ 

い。一方で、地域組織とはあくまで自発的な参加によるものであり、無理に続けない 

といけない組織であるのか、根本をもう一度考えてみることも必要である。 

・地域企業のなかに中学生や高校生が入っていく体制をつくり、コミュニティを活性化 

していく仕組みも考えられる。 

・インターネットを活かして、熱い思いを持つ高校生や大学生に会議の中に入ってきて 

もらうような仕掛けがいる｡ 

・商工会議所青年部、町衆明石、ＪＣ、商店街連合会青年部などがあり、今後10年やそ 

の次代を担う人達が集って意見を言える場があるとよい。
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・まちづくりの担い手について、複数の自治会が集まる小学校区のなかで横の連携を作 

ることで、子どもが卒業した後に自治会の青年会に入るなど、若い方の参加につなが 

る。 

・地域コミュニティのなかに企業が入ることにより、コミュニティ活動が活性化され 

る。企業やＪＡ、漁業組合などが地域のコミュニティのなかに入っていくような仕組 

みづくりができるとよい。 

・大きな企業の参画が地域のなかでは大事である。お祭りなど企業と住民が一緒になっ 

て参加をする場をつくっていき、交流の場を地域のなかに位置づけていく。 

・人とのコミュニケーションは大切であるが、自治会活動が下火になりつつある。地域 

との接点を持つことが難しいなかで、会社や商店が地域と距離を近くし、行事を通し 

てコミュニケーションが広がりつつある。 

・超高齢社会になり子どもが減るなか、地域でのつながりが大切となり、市民がまちを 

つくるという視点が必要になる。高齢者への定期訪問や声かけなどに、力を入れてい 

かないといけない。 

・民生委員だけでなく、近所の人や自治会が、独居老人宅などを一軒一軒まわり、弁当 

配りや声かけなどの活動に参加すれば、まちの活性化につながる。 

・ボランティア精神が大事であり、そういう人がいないといろいろな活動が立ちゆかな 

い。例えば、サービスを受ける側の一部負担や、自販機の売り上げの一部が自治会に 

落ちるといった、団体に継続的にお金が落ちる仕組みを考える必要がある。 

●高齢者の地域での活躍の場を広げる 

・市民アンケートを見ても、高齢者の問題に非常に関心が高く、特に元気な高齢者に力 

を貸してもらい、まちづくりに反映させていくことを考える必要がある。 

・人を育てる、元気な高齢者を育てることは大きなテーマであり、これからの超高齢社 

会において何をしていくかを盛り込む必要がある。 

・日本の平均寿命が伸びるなか、健康寿命が大切であり、それは元気な高齢者をいかに 

増やすかということである。市民アンケートでは、定年後に社会貢献やボランティア 

をしたいという人がかなりいる一方で、多くはそういった活動をしていない。やりた 

い気持ちはあるが何をやったらよいかわからず、家に閉じこもるなら問題である。 

・定年退職した方など、地域で活躍したいがその方法がわからない方がいる。きっかけ 

や仕組みがあれば、活躍できる。高齢者や若者などは、社会に必要とされることが充 

実感につながる。 

・高齢者の活力をいかす点から、高齢者の足となるバスなどの整備が重要である。 

・職につけない、結婚できないなど先が見えない若い人が多く、高齢者が持っているス 

トックをうまく活用する手立てや仕組みを考えていく必要がある。 

・会社では、知識がありバイタリティもある定年退職された方が、自信の持てない若者 

を育てるシステムがあるが、そのように強い世代の元気なお年寄りが若い世代を教え 

ていく環境が必要である。 

・元気な高齢者を活用するには、高齢者の働き場所が必要である。高齢者が経済的に潤 

いつつ、その力を活用できるとまちの活性化につながる。 

・ボランティアや福祉分野のコミュニティを形成するだけではなく、60歳から65歳の世 

代の創業に期待できる。定年退職をされた方がその技術を持って創業し、それを市が
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バックアップできるとよい。 

・高年クラブや町内会などに60歳代の層がなかなか入らない。身近な地域コミュニティ 

を単位として、まちづくりの意識を高めていかないといけない。 

●認め合う開かれた地域をつくる 

・様々な世代がＰＴＡや町内会の活動などに積極的に参加することによって、世代間の 

交流が促進され、つながりができてくる。 

・いつも人が集まり、世代間の意見交換ができる居場所づくりを進めていく必要があ 

る。 

・イベントは多数の人が参加するが、日常的に小さな地域のなかでの寄り合いへの参加 

がないと、つながりは広がらない。日頃から、無理強いすることなく、お茶を飲みに 

くるような感覚で寄り合ってもらうことが大事である。 

・親、子、孫が一体となって進めていける地域づくりができれば、元気な明石ができ 

る。 

・地域にある団体間の連携が取れていなくて、異世代間の交流・触れ合いがない。地域 

の老人憩いの家を、異世代間が集えるような集会所に活用できるとよい。 

・町の会館などは定例役員会の時などしか使っていないので、オープンにして、様々な 

世代が集まるようにするとよい。それにより世代間交流が起き、高齢者の知恵を聞く 

ことができ、若い世代が自治会に参加しようと思うようにもなる。 

・幼稚園には、ボランティアのグループも入って高齢者がよく交流しているが、小学校 

でも、もっと地域の人と生徒が交流できる場を持てるとよい。また、地域や子どもの 

相談窓口も必要であり、地域やボランティアから人を出して設置できるとよい。 

・地域の連帯感があるまちづくりということで、小学校や幼稚園などと協働でごみ拾い 

する回数を増やすなど、お年寄りと子どもとのつながりを増やしていくことで、まち 

を活性化できる。 

・地域の人が集まる場に老人ホームや保育園などをセットにすれば､異世代間の交流も促 

進される。 

・明石のよいスポットはいっぱいあり、地域コミュニティを中心にイベントを開催する 

のもよい。 

・コミュニティを作るために、市民の手で東屋のような施設を作るのもよい。コンクリ 

ートを使って植物を傷めて作るのではなく、市民の手で自然の材料を使って作る方法 

を考えることが大事である。 

・地域が元気になるためには、祭りなどの目標があって、地域が一丸となってそれに向 

かうことが必要である。縦と横の軸が一同に集まって、組織間の役割を考えるなかで 

つながりができるので、祭りを起点に､まちづくりに入っていけるといい。 

・昔からお祭りなどの文化が地域にあり、なかには新しい人たちが入り込めないという 

状況がまだ一部にある。昔からのつながりがあるところが、新しい文化をどのように 

受けとめるのかが大事である。 

・昭和50年以降、マンションが多く建ち、地区によって旧住民と新住民が拮抗するとこ 

ろもある。マンションの自治会役員は１年交代が多く、会合で何のことか分からない 

話に追われる。また、個別の自治会で高年クラブを結成しないと、高年クラブ連合会 

に入れない。現代における公平を欠く実態例である。
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・少子化で働く人の数が減ってくると、外国人労働者が必要であり、地域に入ってきた 

場合にどう対応していくかなど、国際交流の問題に取り組む必要がある。 

・ユニバーサルの拠点を中心とした地域コミュニティづくりなど、ユニバーサルの事業 

を今後継続的に行うことが大事である。
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３ 明石らしい生活文化を育てる 

●自然の恵みを将来にわたり享受できる環境をつくる 

・緑を残すということから、農地を極力残していきたい。地元の新鮮な野菜の提供につ 

ながるうえに、水田は夏場でも涼しさを感じるなど環境面からもよいし、ゲリラ豪雨 

の時に、すぐに水が押し寄せることも防げる。 

・10年先の見通しとして地球環境の問題は大きい。地球環境を守ろうとすると、辛抱し 

ないといけないことが出てくるが、その方向性を示さないといけない。 

・河川整備やため池の整備は、野鳥や魚などの生態系を守るほか、樹木や花の植栽など 

地球温暖化の防止や、人間にとって癒しや潤いのある生活につながるものであり、大 

事である。 

・明石には里山やため池など大切な自然が残っていて、川や水路を伝って農地や海に流 

れ込むという水の流れがあり、珍しい鳥も来るし、オニバスなど絶滅危惧種もある。 

地元の団体による観察会などをもっと支援して、地元や学校に見えるかたちにできれ 

ばよい。学校の先生がもっと進んでやっていくことで明石の良さが出てこればよい。 

・生物の多様性を守るための学習を、小・中学校の段階で取り入れるべきである。 

・大蔵海岸は、海に近いので弊害も考えられるが、日照時間が長く、太陽光を利用でき 

る広いスペースがあり、将来のエネルギー源の供給に期待できる。場所によっては風 

力発電なども考えられる。 

・海沿いにある自転車道は、明石の海を見ながらゆっくりとできる道であるが、たまに 

車やバイクが入って危険であったり、車で来ても停められる大きな駐車場がなく市外 

の人が利用しにくい。レンタサイクルなどまちを歩いてもらえる仕組みを整備してい 

けるとよい。 

・自然を享受する視点から考えると、自転車だけでなく、人が歩きやすいことも大事で 

ある。 

・自転車が通りやすくなるということは、歩行者にとって危険が生まれる可能性もあ 

り、それを踏まえた整備が必要である。 

・海岸線と同時に浜の散歩道にも注目すること。散歩道での犬のマナーが悪く、せっか 

くの自然環境が汚されているので、解決できるとよい。 

・大久保のごみ処理場で多くのごみがどのように処理されているかを、学校単位で子ど 

もたちに見せられるとよい。 

・財政状況が厳しく、高齢化で時間のある方が増えるなかで、老人クラブが社会福祉活 

動として、公園や道路などの清掃活動をすることでまちをきれいにできるとよい。 

・道路の日常管理にボランティアや高齢者を活用することは非常によいことであり、駅 

周辺の清掃も日常的にできればよい。年１回のキャンペーンでなく、いつも誰かが拾 

っているのが目にとまれば、ごみを捨ててはいけないと感じてもらえる。 

・明石公園や明石海峡大橋もよいが、身近な地域にもたくさんの公園があり、そこでゆ 

っくりできるような施策も大事である。 

●スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる 

・家庭、学校、地域が協力して子どもたちに体を動かすことの楽しさを教え、スポーツ 

に親しむ子どもたちを育てていけるとよい。 

・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。ぜひスポーツに親し
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んでほしい。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 

切にする明石であってほしい。 

・子どもから高齢者までが気軽に参加して世代交流ができるスポーツクラブ21をもっと 

利用すべきである。 

・どんな分野においても、人材を育てることが大切であるが、特にスポーツの場合は指 

導者によって大きく変わるので、立派な指導者を育てたい。 

・スポーツクラブ21に登録している人に限らず、自治会や地域の団体が参加できるよう 

にすれば、地域で子どもが育つことにつながる。 

・競わせることが発展につながるので、各地域で予選を行い勝ち抜いたチームで明石全 

体の大会ができるとよい。また、地域の人が幅広く参加できるように、どういう大会 

をするかを地域で話し合って決めて、参加者を募り開催すれば、地域の輪も広がる。 

・高齢者もグラウンドゴルフなどスポーツを楽しんでいるが、競争意識というよりは、 

安全、健康という視点から、皆が参加しやすく交流できること目指して行っている。 

・長年明石に住んでいるが、産業や歴史など細かいところまではよく知らない。小さい 

子どもの時から、自分のまちへの関心を持つ機会がないと、本当の明石を知っている 

大人に育たない。 

・歴史は、観光の資源であるので、商業者等々含め市民に対して、明石の歴史を教える 

研修を行えるとよい。 

・長い間明石に住んでいるが、明石の歴史的な背景をあまり知らない。明石城主の５代 

目の松平忠国が、まちおこしとして源氏物語の話に関連する名所を作ったそうであ 

る。全国画一的な歴史教育でなく、過去の史実に則った役に立つ歴史教育をすること 

も必要である。 

・山陽電車の各駅に、明石の文化遺産や史跡をＰＲするようなものがあってもよい。交 

通機関を利用する人も増えるため、ＪＲも山陽も協力するのでないか。 

・明石の良さを市民がよく知って明石を好きになることが、将来的に明石が繁栄するた 

めに重要である。児童や学生に対する地元についての教育があればよい。週休二日制 

になってからは、身近な環境や地元のことについて調べる時間がどんどん減ってい 

る。 

・学校で明石のことを勉強し体験するのがよい。昔は、海、池、川など住んでいるまち 

自体が遊び場であったが、今は家でゲームをするので、家と学校の間にある地域のこ 

とをあまり知っていないのが現状である。 

・明石のまちを良くするために、子どもの頃から明石を愛し、大切にすることができる 

ような教育が必要である。学校だけでなく、地域や家庭で、親を大切にすることを基 

本に、地域の人や自分の育ったところを大切にすることを教えていかないといけな 

い。 

・小学３年生になると「私たちの明石」という教材で明石のことを学んでいて、まちに 

興味を持ち始める。遊びを取り入れながら明石のことを勉強していくことで、大きく 

なっても愛着を持ち続けていたり、県外へ出ても明石はこんなまちだと発信できる。 

・明石の市歌は明石の良いところを歌っている。子どもたちも明石に愛着を持ってもら 

うため、子どもたちに教えていくべきである。
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●食・海・時を暮らしにいかす 

・明石をよくしていくために、市民自体が明石のことをもっとよく知って、明石のよさ 

を体感するようになればよい。明石には文化があるし、海や里山など自然も豊富なと 

ころであり、そういう点を見直していければよい。 

・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。 

・幼稚園の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。捕れ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ある。 

・子どもたちに明石に興味を持ってもらううえで、小、中学生に明石のものを体験学習 

させるのも良い。例えば必ず小学校５年生になると底引網を引きにいくなど、積極的 

にできるとよい。 

・明石は食で通過する人を引き止めるのが一番よい。経済効果の面からだけでなく、地 

産地消の面からも食による魅力づくりを進めてほしい。 

・海産物や特産物を楽しむ、タコなどに触れて遊ぶ、また観光もでき、買い物もしても 

らえるといったことを、線を描いて開発するべきである。 

・明石は東西に広く、明石駅前の開発だけでなく、例えば、西明石や魚住に第二、第三 

の魚の棚があってもよい。明石は魚や食べ物に魅力があり、市内どこでも同じものが 

すぐに手に入るのが住む人にとってはよいことである。 

・これからの元気な明石を担う子どもたちが健全に育つために、食生活をもっと考えて 

いくべきである。青少年の食育として、明石で70から80種類もの野菜が生産されるこ 

とを説明しながら、野菜を使ったカレー作りやバーベキューをしたが、大変好評であ 

った。 

・明石には海という素晴らしい素材があり、漁師、観光協会、商店街それぞれで考える 

のでなく、皆が知恵を出しながら、市とも一緒になって活用していくことが大事であ 

る。豊かな海を発信し、利用してまちづくりに活かすことができるとよい。 

・明石はウォーターフロント都市であり、その点を強調することで、集客や都市の魅力 

を高めることにつながる。 

・大蔵海岸の現状は寂しく、近隣の須磨や舞子などと上手く連携を取れるとよい。明石 

海峡大橋があり海峡都市と謳っており、うまく活用する環境づくりを行うべきであ 

る。 

・明石は、田舎の良さも都市の良さも両方あるが、どちらも中途半端と言える。地域に 

密着している恵まれた自然を、うまく住んでいる人に利用してもらうことや、それを 

アピールすることが大切である。明石の良さをもう一度勉強して、一人ひとりがそれ 

を発信していけるとよい。 

・時のまちとして、○月○日は、明石では市民全員で○○をする日というような、「明 

石暦」をつくってもよい。お金もかからず、縛りもかからず、明石の特徴や魅力を他 

市にも発信できる。 

・過去に時の記念日を明石から発信し祝日にできないかと考えたことがある。年に１回 

は明石のことを全国的に思い出してもらえる。地域が注目されることが重要である。
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４ まちを元気にする 

●地域産業を元気にする 

・まちの賑わいには、商売人の潤いが大事である。第一次産業を中心に商売人の潤いに 

ついて記載すべきである。 

・農業でご飯を食べていけず後継者がいなくなり農地が減っている。漁師も同じだが、 

生活をしていけるということが一番である。明石の素晴らしい野菜や魚を明石の中で 

食べてもらえることで解決できる。多少高くても明石で獲れた魚、野菜がおいしいこ 

とをわかってもらい、アピールできるとよい。 

・第一次産業について、懸命に仕事をしても儲からないのはおかしい。おいしいのが当 

たり前になっていて、逆に価値に気づかないこともある。外に発信することで、価値 

を再認識する仕組みを作れるとよい。学校給食にもっと活用することも考えられる。 

・第一次産業である漁業や農業を大事にすることは、川をきれいにすることで海がきれ 

いになったり、乱開発せずため池をきれいにして農地を大事にするなど、自然環境を 

大事にすることにつながる。産業の振興も大事であるが、第一次産業を大切にするな 

ど、産業のバランスを考える必要がある。 

・市街化区域内の農地は、固定資産税が住宅並みに高く、生産者に重くのしかかってい 

て、年をとると農地を転用してしまう。国では、相続人への納税猶予として、農家を 

続ける意思があれば税を緩和する制度ができていて、明石に農地や農業を残す方向な 

ら、固定資産税の制度について考えてほしい。 

・農業、漁業に力を入れるだけでなく、海の環境を守って水産資源を保護する観点があ 

ってもよい。農業についても、畑、田、ため池などがどんどんなくなり、ミニ開発に 

よる住宅などができている。自然環境を守って地場産業を育てるという観点がもっと 

見えるとよい。 

・明石には多くの企業、産業があり、ものづくりという視点で、地域の企業がともに協 

力しあって、明石ブランドとして世界に発信できるようなものづくりができればよ 

い。 

・産業分野でも明石ブランドとして誇りが持てるものを全国へ発信できるとよい。関東 

の食品展示会に明石という看板を上げて出て行ったときに、隣で県・市単位のブース 

が出ているのを見たが、県や周辺市町と連携して進めることが大切である。 

・子どもが成人になり仕事をする時に、地元に仕事がないと他の地域に出て行ってしま 

い、育てた人材の意味がなくなる。まちの賑わいを高めて、小さい頃から育てた人材 

が働ける場を作っていくことを最大の目標にするべきである。 

・明石で育った子どもが、市から飛び出して活躍することもよいが、地元に留まっても 

らうことも大事であり、そのために起業を促進する必要がある。 

・安全安心に生活できるという点からも、安定した雇用や就労が大事である。 

・若者が就職できず、非正規やアルバイトばかりになると、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。 

・商店街は、魚の棚だけでなく、その周りにも大久保や二見にもあり、また、大きな商 

業施設もあるなかで、中心市街地の魅力を高めることも大事であるが、市全体の商業 

の活性化の視点から捉えなければいけない。 

・第二神明道路から人を明石にもっと呼び込むことができないか。卸売市場などへのア 

クセスがよくないと感じる。大久保インターチェンジをフリーゲートにすると、市内
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への人の流れも変わる。神戸や姫路へのアクセスがよい部分でもあるので、総合病院 

への緊急輸送などにも使える。 

●中心市街地の魅力を高める 

・魚の棚は、地域密着の店と観光型の店が競争しているところがあるが、魚の棚だけで 

なく、周り全体をひっくるめた面で考えないと、これから先の商店街は厳しい。歩き 

たくなるまちの演出や、イベントなどが定着するようにできるとよい。 

・魚の棚は観光の目玉にすべきである。よくイベントの宣伝をしているが、バスを駐車 

させるところがなく、素通りしてしまう。例えば、魚の棚商店街から市民病院までの 

バスの回数を増やすなど、人が集まるようにすれば活性化につながる。 

・人が外から流れ込み、たくさん集まってくるまちにしたいという一方で、魚の棚が観 

光地化すると、住民が行きにくくなるという逆効果も考えないといけない。 

・地元に支持される商店街づくりが、観光客にも支持される。魚の棚は、周りもひっく 

るめて活性化し、住んでもらえる方が増えるというのが大事である。 

・中心市街地に、情報化の核になるインキュベーター施設のようなものが必要ではない 

か。新たにハードを整備しなくても、県外から来て情報を検索できるような、通信が 

できる環境が中心市街地あたりにあれば、人が動く。 

・人が動くことが地域の活性化につながる。バリアフリーなどの推進を図ることによっ 

て公共交通機関の利便性の向上を推進し、高齢者や障害者などが外出しやすい環境づ 

くりを進める。 

●明石のファンを増やす 

・まちを元気にするうえで、他をまねするのではなく、明石らしさを強調しなければな 

らない。釣りや、釣った魚を食べられる場所、宿泊や食事など、どういう動線で動い 

たらよいかわかってもらえるように、もっと情報発信があればよい。 

・思った以上に大阪に近くて交通の便がよいこと、景観のよさ、食べ物が美味しいな 

ど、住んだらいい場所だということ分かってもらう努力をもっとするべきである。そ 

れらが上手く商売とリンクすると、情報の発信にもなる。 

・明石は兵庫県のなかで縦横ちょうどいい位置にあり要衝であるので、交通の便をいか 

した観光や商業という点から、人を集める仕掛けが考えられるとよい。 

・どうしても神戸に人が流れ、明石は通過地点になっていると感じる。もう少しにぎわ 

いを創りたい。明石海峡大橋が開通したことにより、船が厳しい状況であり、船を使 

ったイベントなど、にぎわいづくりができるとよい。 

・観光は明石を活性化していく材料になる。明石はいろいろな素材がありよいと言われ 

るが、その魅力をもっとＰＲしていければよい。 

・映像で市内の観光スポットなどを撮りためて、インターネットなどの媒体で放映する 

ことはすごく重要である。そういった意味からも動画コンテンツは必要である。 

・10年後には世界とのつながりが大きく出てくるので、国際化への挑戦や、明石ブラン 

ドを市県外へ発信することが重要である。協定を結んでいる姉妹都市などを活用して 

取り組むことができる。 

・魅力を伝えるには、様々な団体が明石のいいところを全国に発信する場をつくること 

も考えられる。
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・以前に東播磨の田園都市構想で、何もないようなところを観光地化したことがあっ 

た。ボランティアのガイドにまちを案内してもらい、養鶏場に行ってたまご取りなど 

をしたが、作った人の思いやまちのロケーションなどの話を聞くと、たまごの価値が 

全く変わるし、意識や風景の見方も変わる。 

・明石には素材が多くあり、それをどう伝え、どう感じてもらえるかという考え方、ア 

ピールの仕方が大事である。体験型の観光、感じる観光がこれからは重要視される。 

・鳥取県のある町長がキャンペーンを打って、人口8,200人の町に年間15万人の観光客が 

訪れたということがあった。明石はもっと魅力があり、目玉になるものもある。本気 

でもてなす体制を作ればもっと人は来る。 

・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ところがある。明石がそ 

こまで盛り上がらないのは残念であり、参考にできるとよい。 

・明石には観光の拠点となるような道の駅などがない。明石海峡や海産物という資源を 

いかすためにも賑わいづくりの拠点として必要ではないか。 

・大型バスや宿泊施設の整備など、観光客を受け入れる体制づくりをする必要がある。 

・商業を考えると、行政の枠組みをこえた観光圏という考え方を出していかないといけ 

ない。また、中心市街地や駅の近くに新しく住む人になじんでもらう仕掛けや、明石 

の魅力を分かってもらうことが必要である。 

・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。 

・全国に知られている明石の土産がない。明石といったらこれだというものを考えた 

り、今、明石にあるものを利用しながら作っていければよい。 

・タコや明石焼だけではなく、子どもをはじめ多くの人がアイディアを出して、違うも 

のを発掘するなど、参加できるまちづくりも面白い。 

・６月10日に子午線を行ったり来たりする市民マラソンを行うのもよい。全国から人も 

集まり、旅館にも泊まるし、全国的に明石のイメージアップにつながる。
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５ 一人ひとりの成長を支える 

●子育て家庭を支える 

・子育てはまちづくり、国づくりの基礎であると言われており、子どもにとっても親に 

とっても安心して子育てしやすい環境を整えていく必要がある。 

・少子化対策に目を向けて、育児手当、幼稚園・保育所の施設の充実など、母親が安心 

して働ける環境、子育てのしやすい環境が必要である。 

・核家族化が進み、育児不安を抱える親が集まって相談できる場所が少なくなってい 

る。不安を抱える人が誰でも集まり相談できる場所があれば、お互い助け合える。子 

育て世代だけでなく、元気な高齢者なども参加できる場所づくりも必要である。 

・未就園児の子育てサークルなどはあるが、子育てで悩んでいる方が気軽に参加できる 

ような仕組みや働きかけをしていくことが大事である。 

・全国的に保育所が不足しているので、この問題を解消することによって、人が集ま 

り、人口増にもつなげられる。 

・若い世代が居住するには、幼稚園や保育所に確実に預けられるようにすればよい。 

・産みたいけど預けるところがないという声をよく聞くので、保育所を十分に整備する 

と、明石に転居しようとなるかもしれない。子どもがこのまま減って保育所が不要に 

なっても、需要のある老人ホーム等の施設にうまく改良するとよい。 

・保育園を作る場合には、通勤しやすい駅中など、状況を考えて作るべきである。 

・人を育てるという視点から、子どもが生まれる前からの支援が必要である。 

・人工妊娠中絶は出生数の３割位の状況が続いていて、これは男性の問題でもある。ま 

た、結婚したくても結婚できない。子どもを産みたくても産めない時代が続いてしま 

うのはよくない。 

・次世代を担う中・高校生に対し、学校教育の中で、命の大切さや命を生み出していく 

ことの喜びを味わえるような授業を制度化していくべきである。 

・中学生位の段階で、学校で赤ちゃんに触れさせてあげると、親になったときにつまず 

きが少なくなる。 

・男性の育児参加について、企業もより一層考え、協力すべきである。 

●質の高い教育を推進する 

・教育面では、明石だけにとらわれず、例えば明石から日本を元気にするというような 

偉人を輩出するという気概を持って取り組めるとよい。 

・若い世代が住んでみようというような、周りにアピールできる明石らしい教育という 

のを打ち立てられるとよい。 

・明石は公立の幼稚園が充実しているので、３年保育を実施するなど、すでにある資源 

を活用する施策で子育てを支援していけるとよい。 

・明石は、28の全ての公立幼稚園が小学校と併設されている一方で、私立幼稚園は２園 

しかないので、幼保一元化に移行しやすい環境にあると言える。保育園と幼稚園が近 

い場所にあるところなど、できるところからモデル園として進めていけるとよい。 

・市民アンケートを見ると、中学や高校の進路の選択肢が少ないという意見があり、同 

感である。明石で専門分野の勉強ができる場がほしい。 

・子どもの将来を考えて、明石では学校を選べないと言って、家賃が少々高くても他の 

地域で暮らすことを選択した人もいる。のびのびと育てたい、よい学校に行って能力
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を高めたいといったニーズがあるだろうが、明石はその選択肢が少ない。 

・子どもたちが夢をもって進んでいける進路の選択肢が少ないように感じる。連合ＰＴ 

Ａが小中高と連携をとって、私立ではなく公立高校で、選択肢を増やせるとよい。 

・小学校の子どもの数が減り、クラス数が減っている。学校生活の中で育まれるものが 

変化し大切なものが失われるので、校区の変更も含めた柔軟な対応も必要である。 

・人格の形成には子どもの教育が大きく影響するので、子どもや青年層も含めて、教育 

のなかで福祉学習の場を位置づけられるとよい。 

・学校の先生、地域、保護者が連携して、子どもの規範意識を向上させる取り組みを進 

めていくことが大事である。そうした先進事例を研究し勉強することも大事である。 

・ボランティア活動の担い手の中心である60歳以上の方の高齢化がこれから進んでいく 

ので、子どもたちが大きくなったときに社会活動に参加できるような教育を行い、定 

着させていけるとよい。 

・物が豊かになり、子どもの心は貧しくなっていると言われるが、原点は親孝行や感謝 

の気持ちであり、学校や地域、スポーツ教室やコミセン等で教えていくべきである。 

・人を大切に育てていく中で、道徳教育が大切であり、子どもだけでなく指導する人も 

育てていく必要がある。 

・週休二日をやめて、土曜日に心の教育、道徳教育ができればよい。 

・来年度から全国の中学校で武道が必修になる。技術だけではなく人の道も教えてほし 

い。 

・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。 

・最近は、自分の権利を言うだけで義務を教わっていないことが多く、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。 

・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。教育の 

場でも良いことは良い、悪いことは悪いと毅然とした態度で臨まなければ、ギスギス 

した風潮になり、よくない。 

・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。 

・先生たちは現実には忙しすぎるので、授業を面白くできるように、時間を作ってあげ 

られるとよい。先生個人の勉強だけに頼るのは酷であり、例えば、事務的な作業は先 

生の手を離すなど、子どもと向き合える時間を作れるとよい。 

・地域のボランティアが学校に入り、休み時間に学校内を回ることにより、学校は変わ 

る。 

●幅広い世代の意欲をはぐくむ 

・女性が働ける環境がなければ、結婚せず晩婚化して人口が減ることも考えられる。環 

境と産業がうまくかみ合うようにしないといけない。 

・女性が就業できるような環境づくりが大事である。 

・共働きが増え、母親も自ら一生懸命働かないといけない時代であり、身近に働ける環 

境整備が必要である。 

・フォーラムなどを開催しているが、若い男性の参加が比較的少ないのが気になる。一 

方で、赤ちゃん体操などを実施すれば、父親も母親と一緒に来ることが増えてきた。
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男女共同参画の面から、今後は企画や情報発信などに工夫がいる。 

・出生率が1.3前後で伸びないなかで、男女共同参画社会づくりが大きなテーマである。 

・子どもの成長に自ら関わることが大事であり、大人が子どもの見本になるという意識 

を高めていかないと子どもたちも成長できない。意識を高める場や機会をもつことが 

必要である。 

・トライやるウィークに関わっているが、子どもを迎えることで会社も社員も、子ども 

が作業できる環境や作業手順を考え直す機会になり、非常によい。お互い育っていく 

ということが大事である。 

・地域団体の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。アンケートをすると、役員をしていた母親の方が、社会 

参加意識や社交性、子育てに対する充実感などがより高かった。何かの役に立ってい 

るという思いがそうさせるので、そういう機会を上手く持つことが大切である。 

・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 

は多くあるが、自分から学びたい人のためだけではなく、学びたくない大人に対する 

アプローチも必要である。小学校区コミュニティ・センターを拠点として活用し、新 

しい明石の生活文化の創造や大人の教育、地域コミュニティづくりにつなげていける 

とよい。 

・生涯学習のまちづくりは住民の士気を高め、自分の頭で考えて行動する、そういう市 

民を育てていく。生涯にわたって学べる環境が、一人ひとりの成長を支える大きな要 

因になる。 

・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 

った。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つくることが、大人 

の成長には大切である。
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第２章 計画推進の考え方についての意見 

※行政経営の展開 

・今までは、自治体は国に要望を出していた時代であったが、これからは、住民による自 

治体を作っていくために、市民が参画できる行政システムを作ることが大事になる。 

・自治の展開について、コミュニティ・センターを通してどう盛り上げていくか、今の行 

政と自治会の関係でやっていけるのかなど、大きな方針についても打ち立てないといけ 

ない。 

・よいまちづくりのためには､市民が活動しやすい体制を構築することが必要である。 

・計画を実施するうえで、市民参画が必要であるとともに、市民自身が計画推進の担い手 

として中心となることが不可欠である。 

・地域コミュニティを活発化して、地域活動に取り組んでもらうには、地域コミュニティ 

を成熟させるための仕組みをつくる行政の努力が必要である。 

・行政が民間を無理やり巻き込もうとしても、なかなか巻き込みにくい。民間が主導し 

て、行政の指導を仰ぐような仕組みづくりがこれから必要である。 

・地域と行政のあり方をどうしていくかという視点が重要である。自治基本条例では、小 

学校区コミュニティ・センターを協働のまちづくりの核として位置づけており、それを 

ベースに、地区社会福祉協議会や民生委員などとの連携・活用を明確にできるとよい。 

・これからは、住民と行政の役割分担を再構築し、最適な住民の活動を行政が支援してい 

くという関係に移行していく。住民意識の変革は難しいが、それを可能にするのが学校 

教育を含めた生涯学習の推進であり、豊かな市民文化の醸成である。 

・例えば、他市の大学からボランティアに来てくれたら授業料を補助したり、自治会の手 

伝いをした人には市民税を少し安くするなど、明石に投資してもらったら明石もこれだ 

け投資をするといった、まちづくり意識を持つための独自性のある仕組みづくりを考え 

る必要がある。 

・行政が縦割りでなく横で連携しないと対応できない課題が多く出てくる。部署同士が横 

の連携を取りながら、何が必要なのかを柔軟に考えていくべきである。 

・行政に横の広がりがあったら､市民が活躍できる場が増えるのではないか。縦割りにな 

っていて連携が取れていない｡ 

・市民が担い手として参画し、いろいろな場面で関わっていくと、商業と教育、あるいは 

地域とのコラボレーションなど、諸団体が様々に絡んでくる。そのときに部署同士や市 

と県などが管轄の垣根を取り払い、市民同士の活動が行いやすいようにできるとよい。 

・福祉施策全般について、現在の行政は縦割りで手間も予算もかかり非効率である。縦割 

りではなく、横の連携が取れる柔軟なシステムや体制づくりが重要である。それを全国 

に発信していけるとよい。 

・地域福祉の部分だけ見ても、様々な部署がサービスを提供しており、効率が悪くなって 

いるので、福祉にかかる行政サービスを一元化するためにも、地域に密着した地域福祉 

の核となる部署が必要である。 

・縦割り、横割り、いずれも完璧な組織は不可能であり、谷間が発生したときに過去のし 

がらみではなく、住民の視点から問題を捉えることが大事である。 

・市職員の異動によって、一からもう一度ということがよくあるので、改善して市民と市 

の歯車がうまくかみ合うようにできるとよい。 

・明石ではアウトソーシングをする方向のように見えるが、官と民がパートナーを組んで
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事業に取り組むＰＰＰを展開するのもよい。 

・今の法律等ではできないことでも構造改革特区として多くの展開がされており、明石で 

もチャレンジすることは市政の運営を考える時に重要である。 

・情報化はどの分野にも行き渡る根本的部門であり非常に重要である。 

・視覚障害であれば広報紙は読めないし、聴覚障害であればテレビからの音声は入らな 

い。最近は、どこからでも情報を得られると言われるが、実際はそうではない。ホーム 

ページや携帯電話を使いこなせない弱者が、情報を収集、発信、共有できるようにしな 

いといけない。 

・市が市民のニーズに答えようと窓を開けていても、市民の方に関心がないのではもった 

いない。一方通行ではなく、市民側から発信したことを市側が検討できるとよい。小さ 

い子どもに分かりやすいように、年代に応じた発信の仕方ができればよい。 

・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。字ばかりでなく漫画や塗り絵など、子どもが興 

味をもつような工夫が必要である。 

・厳しい地方財政のなかにあって、行政には予算を使い切るという体質があり、そのしわ 

寄せが来ているので改善していくべきである。 

・西部市民会館はオープン当時賑わっていたが、現状の使用頻度は高くないように見え 

る。誰もが利用しやすいように、公共施設をもう少し安価に使用できるように見直し、 

使用頻度を上げたほうが、収入にもつながる。 

※計画推進のマネジメントについての意見 

・個別計画と総合計画の関連や自治基本条例、協働のまちづくり等との関連を明確にすべ 

きである。 

・個別計画を立てていく時やいろいろな会議において、総合計画の目標がここにあるとい 

う説明を聞いたことがない。総合計画がこういう内容で、それに向かって進んでいくと 

いう説明があるべきである。 

・実行計画策定の過程に市民が入り、市民の声を取り入れるシステムづくりが大事であ 

る。 

・計画の進行管理を行う組織を明確にするとともに、施策の検証・公表を個別計画ごとで 

なく、横断的に行うことが必要である。 

・ＰＤＣＡによる総合計画の進行管理について、市民と市がともにまちづくりを進めてい 

くうえで、単に市民からの意見を聴くというのではなく、実行計画の評価機関として、 

市民参加型のオンブズマン形式のような第三者機関を作っていくべきである。 

・アウトカム指標でなく、イベントに何人集まった、こんな行事を実施したといった指標 

では、事業の本当のねらいを評価できない。現状やこれまでのことを振り返って、これ 

から何をしないといけないかという問題設定能力が問われる。 

・自治基本条例に、「市長は総合計画に定めるまちづくりの目標を実現するため、具体的 

な施策・事業について個別の計画を定めるとともに、実行していくための計画を策定 

し、達成目標等をできる限り数値で示すものとする。」とあることを十分認識して取り 

組んでいかなければならない。


