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令和元年度 明石市長期総合計画推進会議（議事要旨） 
 

日 時 

令和元年11月15日（金） 15:28～17:48 

 

場 所 

明石市役所 議会棟２階第２委員会室 

 

出席者 

田端会長、浅野副会長、松原委員、伊藤委員、西海委員、松本委員、上田委員、西野委員、

田村委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

⑴ 長期総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の推進状況について 

※事務局から資料説明（資料１） 

 

（会長） 

・事務局から人口、施策についての状況について説明があった。長期総合計画の計画

期間は 2020年度までであり、まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間は 2019

年度までである。総合戦略が最終年度となっており、どういう成果があったのかが

非常に重要な観点だろうと思う。どなたからでも、どこからでも結構だが、ご質問

やご意見等あれば発言をお願いしたい。 

 

（委員） 

・ (資料１P.14)災害時の要配慮者の支援体制づくりにおいて、福祉避難所の開設が

ある。19 年度の新たな取り組みとして、福祉避難所の運営訓練の実施が行われて

いる。福祉避難所がどのレベルの能力、必要とする人に対してどれだけの能力があ

るのかが気になる。18年度までにどの程度の能力があり、19年度の取組で他の福

祉施設と提携したことによって、どれだけ能力値が上がったのか。 

 

（事務局） 

・社会福祉法人等と連携した福祉避難所は現在８か所あり、運営についてもご協力い

ただいている。実際の収容できる人数は今、お答えできないが、11 月５日に避難

訓練をしたところであり、意見交換をしながら、現在課題を確認しているので、そ

の結果を踏まえ、今後の方向性を検討していきたい。 
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（会長） 

・質問のもう一つの主旨として、福祉避難所を利用する人数を想定して整備されたの

か、何人くらい福祉避難所を利用される予測があるのか、それに対して今どこまで

整備されているのか、ということは大事ではないかということである。 

・そのあたりは、福祉部局の方が把握されているということでよろしいか。今後広げ

ていくかどうかも含めてお答え願いたい。 

 

（事務局） 

・福祉避難所については、総合福祉センターをはじめとして、民間施設と締結して、

福祉部局で、支援が必要な数や把握していると考えている。今後どの程度充足され

ていくか、福祉避難所といっても個人によって、必要な支援が変わる。今頂いた意

見も踏まえて、福祉部局に進めて欲しいと申し伝える。 

 

（委員） 

・(資料１P.11)転入する際に考慮した住宅環境、１番は利便性で 43.0%、一方で明石

は子育て支援に注力しているが、５位の 18.2%にとどまっている。現在の子育て支

援施策を進めても、今後若年層の転入を求めるに際に、有効な手段となるのか。現

在の施策に合わせて、何か新しい施策の展開が必要ではないか。 

・若年層にターゲットを絞ると、明石高専は大学に近いかもしれないが、中核市であ

るのに４年制大学がないのは、寂しいのではないか。４年制大学ができれば、若年

層もにぎわうのではないかと思っている。 

・高齢者福祉(資料１P.17)に関しての記載があるが、2018 年度までの主な取組の中

で、介護予防の項目が上がっているが、2019 年度は具体的な施策が上がっていな

い。2025 年問題を踏まえると、高齢者がますます増え、要介護認定者も増えてく

る中で、将来の財政問題も考えると若年層もターゲットに入れた予防的な施策も

いるのではないか。予防によって、扶助費や一般会計からの繰出金等の義務的経費

を減らすことができる。もう少し、予防施策に力点を置くべきではないか。 

・中心市街地の魅力を高めるという項目(資料１P.35)について、明石市にはアスピ

アとパピオスとピオレがある。その中で、ピオレでは、特にアパレル関係で閉店す

るところが多く、東館は飲食関係で賑わっているが、西館はいまひとつである。ア

パレル関係で核となる店舗がない。核となる店舗ができると、波及効果がある。中

心市街地の活性化のため、有名ブランドの店舗を誘致してもいいのではないかと

思う。例えば、三宮ではユニクロとＺＡＲＡが向かい合ってあるが、どちらにもお

客さんが入っており相乗効果がある。有名ブランド店やインパクトのある店舗が

いるのではないか。 
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・シティセールス(資料１P.38)について、タコのことが記載してある。最近、新聞報

道によると、非常に激減していて不漁である。鯛とかタコを広報していくのであれ

ば、資源を守り育てる施策をしておかないと、今後資源が枯渇するのではないかと

思う。スーパーに行くが、明石ダコはほとんど売っていない。外国産が多く、モロ

ッコ産、モルディブ産が多い。国産があったとしても、北海道産で外国産の２倍く

らいする。明石産だとそれよりもかなり高い。資源の確保や枯渇しないような施策

をしておくべきではないか。2019 年度にそのような取り組みがないので、今後将

来を見据えて、明石ブランドを守る観点からも力を入れていけばどうかと思う。 

 

（会長） 

・５点ほどご質問とご意見があった。転入の理由について、子育て施策は５位であり、

子育て施策を進めてきたが、今後どういう展開をされていくのか。次の総合計画と

かかわる部分になろうかと思う。 

・大学の立地はどう思っているか、介護予防をもっと広げてはどうか、中心市街地の

再開発ビルに核となるテナントを誘致してはどうか、というご意見があった。介護

予防については、2019年度に記載がないのはなぜか、というご質問もあった。 

・海洋資源について、次の審議会はＳＤＧｓを掲げるということで、ＳＤＧｓの中に

海の豊かさを守ろうというのがあり、次の展開の中で出てくるのではないかと思

う。 

・まず、転入者に関しては重要だと思うので、お答えいただきたい。 

 

（事務局） 

・(資料１P.11)転入者の状況ということで、転入のきっかけについて、結婚、就職、

退職、転勤、個人の生活の変化があるタイミングで、引越しされることが多いこと

が想像できる。転勤、転職、結婚となると、相手や働く場所、学校があり、通うこ

とを考えると、交通の利便性の高さがトップに来ているのは、ある程度納得のいく

ところである。交通の利便性が高いところで、買い物が便利であるといった点や、

新しい生活をつくるうえで、親や子供が近いといった点も、自分の生活をベースに

して考えるときにまず考える点である。これらを踏まえて、同一の条件で、このま

ちはどういうところがメリットがあるのだろうと考えたときに、子育てが５位に

上がってきているというのは、これまでにやってきた子育て施策とシティセール

スの効果が表れてきたと考えている。一方で、今指摘のあったように、子育てだけ

で今後も行けるのかという点は、明石市は今後、いつまでも、すべてのひとに、や

さしいまちづくりを掲げて、より優しい社会を目指していくので、そういったこと

が次回には評価されると良いと考えている。 
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（会長） 

・大学の話は、子育てだけではなく、子育ての次に来る教育の問題について、介護予

防は高齢者の住みやすいまちづくり、核となるテナントは商業都市としての発展

について、というようなことを想定されて言われたと思う。ご意見にあることは、

次の総合計画のときに盛り込まれて、今後、明石市では、子育てだけではなく、Ｓ

ＤＧｓの誰一人取り残さない社会の実現といった、誰にもやさしいまちづくりを

推進されるということである。 

・介護予防に関して 2019年度の取組はどうか。 

 

（事務局） 

・介護については、明石市は現在、市内に６か所に総合支援センターを設置しており、

特定の相談に限ることなく、お困りごとについて総合的に相談を受けている。 

・また、認知症の予防という観点から、75 歳以上の方にチェックシートを送付し、

その後の検査を受ける方への助成を行っている。認知症から即介護ということで

はないが、認知症になると介護に進みやすいと考えられるので、認知症の予防に重

点を置きながら今後進めていくことになる。 

 

（委員） 

・質問ではなく、お礼を言いたい。福祉避難所(資料１P.14)について、普段障害者同

士で会うと、何かあったら東は総合福祉センターに、西はふれあいプラザ明石西に

行ったらいいと言い合っている。山手の人は木の根学園に行ったらいいと言って、

普段からいざという時の目途がついて大変喜んでいる。 

・総合相談窓口(資料１P.16)について、従来は基幹相談支援センターとか、地域包括

支援センターがそれぞれあった。それが一つになって、そこへ行けば障害者が相談

できて、その担当のところへ行ける。相談する場所が一か所に絞られたことは、当

事者として大変ありがたいと思っている。 

・インクルーシブやＳＤＧｓもそうだが、明石はやさしいまちということで、市民広

場には、ろうあの方が電話できる手話フォン(資料１P.18)が設置されている。障害

者仲間では、大変喜んでおり、まずはお礼を申し上げる。 

 

（会長） 

・実感に沿ったところで、計画の目的が達成されている点を評価しているとご披露頂

いた。 

・明石市の計画の進め方として、2020年度までの長期総合計画と 2019年度までのま

ち・ひと・しごと総合戦略があり、入り組んでいるところが若干あるが、明石とし

ては総合計画を核として、実際に動かすのは総合戦略という位置づけになってい
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る。資料の最後の方に、まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値目標による進捗状

況のまとめ(資料１P.60)があり、数値目標の状況が記載されている。先ほどの意見

は、達成状況を把握することが難しいところを紹介いただいた。 

・そういった観点からでも結構なので、達成の状況も含めて、何かご意見をお願いす

る。 

 

（委員） 

・資料１の人口動向の分析から子育て世代の市外からの移住は頭打ちになりつつあ

り、明石駅前の再開発の効果もそろそろ収束かと実感している。家の近くを散歩し

ていると、新しく整理された大久保町茜と大窪、高丘、山手台の地域を見ることで

きる。かつては、今の大久保町茜のような勢いのあった高丘や山手台の地域では、

一戸建てもあり、市営住宅やＵＲもある。世帯の種類も豊かであったが、今はゴー

ストタウンである。子育て支援を進めるのはいいが、例えば、(資料１P.10)今後推

進すべき分野で全市民対象の１位と５年以内の転入者対象の１位を比べると、高

齢者支援の充実は、その辺の街を見ているとひしひしと感じる。反対に茜を見ると

子育て支援の充実であると感じる。個別の施策をするのではなくて、これから転入

してくる子育て世代の予備軍、現在進行中の子育て世代、その世代の住宅の頭金を

出しているかもしれない親の世代である団塊の世代を含めて、一直線上でトータ

ルな施策を考えてほしい。 

・泉北ニュータウンや千里も同じような状況が進んでいる。若い方の入居を進めるた

め、２戸の住宅を一つにする取組をすることで、以前は募集しても人が来なかった

のが、今は７倍の競争率である。山手台や高丘には空き家が多く、若い方に入居い

ただくために、リノベーションしてもいいし、２戸の住宅を一つにしてもいい。市

が家賃補助を行い、低家賃で入居することで、ゴーストタウン化も防げて、シャッ

ター化したお店も新規開店するかもしれない。そうすると、新たな建物を建てるこ

となく、高齢者が孤立しない施策にもつながる。 

・待機児童が 412人いるが、まわりを見ていると空いている建物があり、保育所にな

らないか。また、婚活の施策に加えて、住居も就労も斡旋し、市に住んでいただく。

高丘であれば、児童数が少ないので、再び高丘に住む人が増えれば、学校は今のま

まを使っていける。リユースできるので、上手に使って、ともに支えあっていける

明石にできる。本来、経済的基盤があり、やさしい都市であれば、やっぱりそれが

一番だと思う。そこから、離れないで定住してもらうための施策を早く打たないと、

大久保町の茜も 10年後には同じ問題を抱えるだろう。子どもの学力を見てもわか

るように、このままでは明石から出られる。それをさせないために、今手を打って

いただきたい。 
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・生態系が崩れているのが散歩していてわかる。去年まで鳴いていたコオロギがほと

んどいない。金ケ崎公園も蛍がいなかった。本も大事だが、実際に見てわかるよう

な教育もすべきだと思う。 

・明石高専や天文科学館があるので、科学的な学習の強い都市にしてほしい。現状で

は活かされてない。もっとサイエンスに強いまちで、子どもに行かせてみたいとい

うまちになる材料は多くあるのに、活かしきれていないと感じている。例えば、ロ

ボコンの実施などお願いしたい。 

・明石の市営住宅や県営住宅、ＵＲについて、空きは多いのか。また、人気があるの

はどんなところか 

 

（事務局） 

・市営住宅も定期的に募集しているが、人気のあるところとないところがある。倍率

が高くて抽選に漏れる建物もあれば、申し込みがないところもある。全体の充足率

はわかりかねるが、空きがあるといっても必ずしも入れていないということには

なっていない。また、人気がある市営住宅は、エレベーターがあるところである。

５階建てでエレベーターがないところや、駅から離れていると人気が高くない。 

 

（会長） 

・泉北は調査したことがあり、千里は大阪に近いので住み替えが多いと聞いている。

明石も通勤にメリットがあるならば、うまくリノベーションやリユースで空き家

などを活用できるのではないか。今あるストックを活かすというのが重要だとい

うご意見である。 

 

（委員） 

・災害時の要配慮者の支援体制づくり(資料１P.14～15)について、子ども会や民生

委員の活動で、校区や単位でまちづくり協議会、自治会と民児協が一緒になって、

要配慮者を地図に落とし込んでいく取組をしているが、なかなか大変な作業であ

る。災害時に、誰がどの人を助けるということだが、まず自分の命を守り、家族の

命を守って、それから次の方に行くことになる。兵庫県のモデル事業を活用してや

っているが、なかなか落とし込みが進まない状況で、誰がどこで誰を助けるという

のは、本当に時間がかかる。 

・避難所で福祉避難所だけでなく、小学校に避難する場合があるが、その時、トイレ

が使えないときは、マンホールのふたを開ければトイレになるというのが、明石に

今どれくらいあるか。非常に高いものだと聞いているが、高くても必要であれば揃

えていただきたい。 
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（事務局） 

・避難所には、マンホールに直接設置する仮設トイレが１つはある。食料、ブルーシ

ート、毛布、トイレ、水を貯めるタンクなどが各小学校と中学校に設置されている。 

 

（委員） 

・こんにちは赤ちゃん訪問事業(資料１P.45)について、今年の３月までに生まれた

お子さんについて５月までに訪問していたが、これは民生委員の仕事ではなくな

り、保健師が６月から訪問している。 

・こども食堂は、食堂だけではなくカフェも入れた数で、28小学校区に現在 42か所

ある。11月 29日にヒューマンフェスタがあり、そこで 10団体の実践発表をする。 

 

（委員） 

・11月 12日付けの産経新聞に気になる記事があったので紹介する。京都大学大学院

教授の藤井聡さんが、台風 19号は人災であると書いている。明らかになったのは、

ダムや堤防、川、掘削など、しっかりとした治水投資が行われた所は決壊を免れた。

治水投資がおざなりになった所で多くの決壊が発生した。決壊箇所の東日本での

地図では、東北や北関東にかけて無数の×や△がある。東京都を中心とした南関東

の都市部には一つの×もつけられていない。明らかに都市部へ集中的に洪水対策

の投資が進められた一方で、それ以外の地方は十分な治水投資が進められなかっ

たことを示している。 

・具体的には、東京の荒川は決壊を免れた。荒川の決壊は、62 兆円という東日本大

震災を上回る巨大な被害が懸念されている。 

・予算がないというのは、理由になるのかということも書いている。政府は、昨年か

ら３か年緊急治水対策を行っているが、この対策には３年以上かかることを理由

にして対策が除外されている。 

・財政規律を優先すれば被害が拡大し、復旧復興予算が拡大するとともに、経済活動

の低下による税収減も考えられる、かえって削減が悪化する。例えば今回は荒川や

利根川の決壊は免れたが、一つ間違えば 10兆円以上もの被害が生じていた。政府

には賢明な財政運営を一人の専門家としてお願いしたい、と記載されている。 

・これは何も東京だけではない。明石川での決壊の危機にある時もあり、消防車が出

ていることがある。遠くの出来事でないという考えで、我々も望まないといけない。

自分のこととして考えることが大事だと思う。 

 

（会長） 

・安心安全への取組は、個人の努力がどこまでできるかという点が一つあるが、それ

だけでは足りない部分がある。その部分はやはり政府が担わなければならない。政
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府の場合は国と自治体の担当がある。この点もあるが、明石川は、１級河川なのか

２級河川なのか。 

 

（事務局） 

・明石川は２級河川である。 

 

（会長） 

・２級河川だと自治体の責任で対策を実施することなる。荒川や利根川は１級河川な

ので、国が対策をする。兵庫県では円山川がよく氾濫しているが、１級河川なので

国が対策をすることになる。兵庫県知事は直接的に対策できないので、自分の身は

自分で守りましょうというのが、自治体の施策になってしまっているが、それだけ

では命や財産を守れないことがある。 

・藤井先生は、京大の土木の先生で、国土強靭化を訴えて、2013 年の国土強靭化法

成立にご尽力された。恐らくその観点から、おっしゃっているのであろうと思われ

る。 

・今のところ、安心安全のところで、ＫＰＩを見ても基本的には、住宅、地域防災が

中心になるが、今後、大規模災害に備えるような公共投資を含めた取組も必要では

ないかというご意見である。長期総合計画は、もともと資源配分をどうするかとい

うことなので、そのあたりどう思われているかというところもお答えいただきた

い。 

 

（事務局） 

・まず、民生委員さんが赤ちゃんを訪問いただいていた事業について、ご発言のとお

り、今年度からは専門の保健師等が全戸する事業に変更されている。2019 年度の

新たな取組予定の中に乳児家庭全戸訪問(資料１P.41)とあり、これが従来してい

ただいていた新生児訪問事業を統合したもので、まず新生児の時に訪問を利用し

ていただいて、利用されなかった方について、フォローをしていくという事業を進

めている。 

・災害については、災害に対する備えを見えないところでも実施しており、一つは下

水管、雨水管の排水ルートを変更したり、排水管を大きなものにするなどすること

で、従来浸水があったところがなくなったり、少しずつ改善している。 

・先ほどご指摘のあった明石川について、平成 16年の台風では、かなり水位が上が

っていたが、現在は、下流域のＪＲ橋梁の部分で、橋梁を細くする工事をしている。

橋梁があるとそこが障害になり、流れが悪くなってしまう。橋梁工事をＪＲととも

にして、数年のうちには今よりもさらに安全性が高まることになる。こうした、ハ

ード面についても年次的に実施している。ため池についても毎年、出水期の前には
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全てのため池をため池管理者とともにチェックし、危険ため池については年度ご

とに補修をしている。予算も限りがあるので全てを一度にはできないが、ソフト面

では避難の準備情報を早めに出すことや避難時に分かりやすくするなど、ソフト・

ハードの両面で実施していく。 

・今年度は、ハザードマップを改訂し、これまでよりも充実している。全戸に配布し、

転入した世帯にも必ずお渡ししているので、周知啓発について今後も努めていく。 

 

（委員） 

・明石市の東部に住んでいるが、昨年の台風で避難した際、地域の避難所である大蔵

会館に５～６人が避難してきた。他の民生委員も含めて、一晩泊まったが、何も持

たずに来ているので、食料も何もない。食料や毛布がないので、市役所に電話した

が、大観小学校に行ってくださいといわれた。すでに暴風雨であり、身体障害者の

方もいたので行けなかった。支援が必要なので連絡したが、結局自分たちでやって

くださいという結論になる。その後、全部食料を買ってきて、たくわえ、費用はす

べて町内会の費用で賄った。あれから２回ほど台風が来たが、こうした運用は、そ

の後も変わっていない。必ずしも全面的に支援いただいているかというところに

は疑問符が付く。総合安全対策室とは何回もやり取りしているが、難しい問題もあ

る。お互いに話し合って少しでも良くしていこうと考えている。 

 

（会長） 

・法定で決められた避難所以外のところに避難されるケースがあり、熊本地震の時も

熊本学園大学が避難所になった。避難所に位置付けられていなかったが、一番近い

ため避難される人がいた。同大学の理事長のお話では、大学側が２か月くらい支援

された。実際に、公的に決まっている所以外に、どう手を差し伸べていくのかが大

事なところである。 

 

（委員） 

・シニア活動応援事業(資料１P.23)に関連して、最近人手不足ということもあって、

シルバー人材センターに人の派遣をお願いしたりするが、労働時間の制限や配送

業務は明石市内に限られるとか、接客をお願いするとレジは扱えないとかいうよ

うにいろいろな制約がある。なかなか実際仕事していただく上で難しい。これは、

労働基準局が決めているのか、どこで決めているかわからないが、もう少しその点

を見直していただきたいと感じている。 

 

（会長） 

・法律が色々あって、守らなければいけないところもある。他の自治体でシルバー人

材センターの計画を策定したこともあるが、労働法制上も以前よりも制約が厳し
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い。最近は、シニアで働く人が増えているが、定年延長などから企業で働いており、

シルバー人材センターの登録者は減っているという問題がある。どこのシルバー

人材センターでも、登録者をどう増やすかが一番の課題になっている。シルバー人

材センターは、生きがいの創造が目的なので、労働とは違うというところをご理解

いただければと思う。人手不足倒産も出てくる時代なので、ご懸念は大きいかと思

うが、そういった意味でも、上田委員の言われた職業あっせんができるといいのか

もしれない。 

・皆さんからは、実感的にこの計画が進捗しているというご意見があった。見えない

部分は、見える化すればもう少し市民の理解が得られるのではないかなど、今後の

指針になるようなご意見も多くいただいた。 

 

 

⑵ 国・県の地方創生関連交付金事業の効果検証について 

※事務局から資料説明（資料２） 

 

（会長） 

・国の交付金について、資料を見ていただくと長期総合計画推進会議評価という欄が

あり、この場で評価していただけなければいけない。今、数値も含めて、事業内容

やその効果を説明いただいた。また、先ほどの議論の中で、市民広場でのろうあ者

の電話の話などもお聞かせいただいた。そういう点も含めて皆さんの意見を賜り

たい。特に、事務局からはいいところを挙げていただいたが、問題点を含めてご意

見をお願いしたい。 

・まず、ＫＰＩとしては達成している。観光客入込客数について、目標値が 525 万

人、平成 30年度 549万人なので上回っている。20代・30代の人口増加数が、850

人のところ 1,320 人で上回っている。事業としては達成しているということだろ

うと思う。課題についてあれば教えていただきたい。 

・本事業の目的である「まちの賑わいを高める」ことに有効であったかどうかについ

てはどうか。 

 

（委員） 

・確かに有効であったと思う。私もよく市民広場に行くが、本当に人が多い。図書館

にもつながっているし、飲食店も近く、ちょっとした休憩もできる。この事業はい

いと思う。 

 

（委員） 

・これは素晴らしい。活気がある。 
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（委員） 

・明石のまちバルに参加しているが、年に１回だったものが２回になり、行くお店の

数もバラエティができてきて、並んでいると市外から来られている方も多い。シテ

ィセールスにもなり、閉まっている店も少なくなるなど相乗効果があり、自分も楽

しみにしているので評価する。 

 

（会長） 

・ご意見では、あらゆる市民が利用することができている。駅前の他の施設、図書館

や商業施設との連結性もよく、市外からの観光客も来ている。こうしたご意見を踏

まえて、事業評価は、本事業が「まちの賑わいを高める」ことに有効であったとい

うことでよろしいか。 

 

（各委員） 

・異議なし。 

 

（会長） 

・何か問題点はあるか。今後こうしたらもっといいのではないかというものでもあれ

ば発言をお願いする。 

 

（委員） 

・明石商業高校は、明石市立の唯一の高校であり、最近よく甲子園に出ているのでパ

ブリックビューイングを市民広場でしてはどうか。明石市民という自覚も生まれ

るし、高揚感も生まれるのではないか。 

 

（会長） 

・パブリックビューングなど地域の郷土意識を高めるためにもっと使えるのではな

いか、というご意見だった。今後の方針として考えてはどうか。郷土意識を高める

という点についてもお考えいただければ、本会議としても助かる。 

・最終的な意見は事務局でまとめ、私がチェックして、そのあと皆様にご連絡する。 

・では、県の交付金６事業について事務局から説明をお願いする。 

 

※事務局から資料説明（資料２） 

 

（会長） 

・市制施行 100周年に向けた魅力発信事業(資料２P.4)について、現在行われている

事業を通して意見してもらっても良い。Ｂ－１グランプリの開催に向けて、事業に

取り組まれており、ＫＰＩである観光客入込数は達成していることから、有効であ
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ったとしてよろしいか。 

 

（各委員） 

・異議なし。 

 

（会長） 

・本のまち明石推進事業(資料２P.5)について、貸出冊数をＫＰＩとしていて、未達

成だった。これについてはどうか。ＫＰＩは、未達成ではあったが、事業効果とし

ては本に親しむ環境が整備できたとある。 

 

（委員） 

・図書館はいつ行っても賑わっており、子どもたちも多く訪れているので有効だった

と思う。 

 

（委員） 

・図書館は今まで公園にあったが、駅前になった今は高齢者でも障害者でも子連れで

も、本当に行きやすい。友人との待ち合わせ時間でも本を読んでいられるし、大変

助かっている。 

 

（委員） 

・貸出数も多い。 

 

（会長） 

・このようなご意見なので、「まちの賑わいを高める」ために有効であったと判断さ

せていただきたい。 

 

（各委員） 

・異議なし。 

 

（会長） 

・暮らしやすい、やさしいまちづくり推進事業(資料２P.6)について、問題なのは待

機児童が解消されていないというところである。まちづくり協定については、先ほ

ど説明があったように、今年度事業で進めてきたので問題ないと考える。 

・まず、「若い世代の子育て環境を整える」ために有効であったかどうかが一番難し

いところである。「新たな人の流れをつくる」や「まちの賑わいを高める」につい

ては、有効であったと言える。待機児童数が昨年の 571人から減って、412人と減

ってはいるが、目標値はゼロとある。国の無償化が始まって、保育需要が分散する

可能性もあるが、見込みとしてはゼロになることはあるのか。 
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（事務局） 

・昨年度も 2,000人単位で、受入枠を増やしており、今年度も当初 1,200人であった

が、まだ待機児童が 412人ということで、急遽 1,200人を 1,500人にし、かつまた

次年度までにもう 500 人増やし、あと２年で 2,000 人増やそうと進めているとこ

ろであり、ゼロに向かって減っていくものと考えている。 

 

（会長） 

・評価として、有効でないとなれば問題があるのか。補助金を返せとか言われるのか。 

 

（事務局） 

・評価は評価として、問題があるところは指摘いただいて、次に生かすのが制度の趣

旨である。補助金を返還するというわけではない。 

 

（委員） 

・まちの賑わいに向けては有効であったと思う。 

 

（委員） 

・市が努力されているのはよくわかる。シャッターの閉まっていたお店が、ある日保

育室になっていたりする。新しくきれいな箱をつくるのではなくて、あるもので待

機児童を減らしていくという努力を目にしている。高齢者施策もあると思うので、

すぐには予算の関係もあって難しい面があると思うが、たゆまず努力していただ

けたらと思う。有効であったと思う。 

 

（委員） 

・子どもが生まれる人数は、現在、明石市では増えているが、将来的には減っていく

だろう。保育所に入れないことを考えたら困るが、今のペースでちょうどいいのか

なという気持ちはある。 

 

（委員） 

・何らかの方法で母親が働きやすい環境をつくることは、できるのではないかと思う。 

 

（会長） 

・ベビーシッターなど制度がいろいろあるが、無償化の対象にはならなかった。そう

したものも活用して、施設だけできてあとで困ることがないようにしないといけ

ない。 

・皆さんのご意見と、事務局のお話から、「子育て環境を整える」ことに有効であっ

たが、もう少し対策をしなければいけない、それにあたってはストックを活かすよ

うな方法など後々の負担が増えないような工夫がいるのではないか、ということ
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でよろしいか。 

 

（各委員） 

・異議なし。 

 

（会長） 

・均衡ある市域の発展推進事業(資料２P.7)について、ＫＰＩである商店街実施の集

客イベント件数は未達成であるが、この状況はどのように考えているのか。 

 

（事務局） 

・平成 29年度は 25件である。この３年間おおむね 25件程度で推移している。 

 

（会長） 

・イベントは天候の影響等も考えられる。例年並みに実施されていることから、有効

としてよろしいか。 

 

（各委員） 

・異議なし。 

 

（会長） 

・豊かな文化のある暮らし推進事業(資料２P.8)について、未達成なのはこどもの参

加人数が 9,000人ということで、あとは達成している。目標の１万人という数字は

何か根拠があるのか。 

 

（事務局） 

・文化芸術イベントに参加した子どもの人数は、近年の実績推移が平成 28年度 8,491

人、平成 29年度 7,156人と、７千から８千であったので、切りのいい１万人を目

標とした。 

 

（会長） 

・文化芸術イベントの鑑賞人数はＫＰＩを上回っており、文化芸術事業に参加したこ

どもの人数も、これまでより高い数字となっている。また、佐渡裕氏による質の高

い文化芸術に触れ親しむ機会提供できたということで、有効だったとしてよろし

いか。 

 

（各委員） 

・異議なし。 
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（会長） 

・最後に地域総合支援センター整備事業(資料２P.9)について、先ほどの議論にもあ

った総合相談にもかかわる。安心が高まったという観点ではどうか。 

 

（委員） 

・本当に助かっている。今までなら、窓口がどこかわからないことが多かった。 

 

（会長） 

・厚労省のいう地域共生社会では、地域包括支援センターをあらゆる分野に広げてい

きたいというような模式図が出ていたが、この事業は今後広げていくのか。 

 

（事務局） 

・現時点では市内に６か所であるが、今後は増やしていきたいと考えている。 

 

（会長） 

・これについても、実際によくなったとのご意見もいただいたので、ご異存なければ

「安心安全な暮らしを実現する」ことに有効であったとしてよろしいか。 

 

（各委員） 

・異議なし。 

 

 

⑶ 次期総合計画の策定について 

※事務局から資料説明（資料３） 

⑷ 次期総合計画の策定について 

※事務局から資料説明（資料３） 

 

（委員） 

・ＳＤＧｓ未来安心都市・明石のコンセプト(資料３P.2)について、いつまでも、す

べての人に、やさしいまち、というフレーズがある。下に、理念の反映で「パート

ナーシップで取り組む」というのがある。上の表現からすると、パートナーシップ

はＰＰＰを想定していると思うが、市民との連携協働という観点がここからは汲

み取れない。行政がすべての人にやさしいまちというイメージになりかねない。こ

のままでは、バリアフリーやユニバーサルデザインという行政主体の施策となる

イメージが出てくる。言葉にするのは難しいと思うが、ＰＰＰの要素を何か入れた

市民と市の協働、連携というイメージが生まれるような表現がいいと思う。 

 

（会長） 

・ＰＰＰは、プライベート・パブリック・パートナシップといって、パブリックだけ
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でないところがもう少し明確になるようにという意見であった。 

 

（委員） 

・ＳＤＧｓの目標の一つに住み続けられるまちづくりをというのがある。先ほども意

見として空き家の問題が挙げられていた。空き家の問題も公共的に考えると、家賃

の支援をして定住していただくというのが必要だと思う。そのような制度化が難

しい中で、こども食堂や学童保育を周辺自治体では空き家を利用した取組がある。

明石市での取組の現状はどうか。今後の予定があるのか。 

 

（会長） 

・空き家をこども食堂に使用するなど、空いているところを民の立場で周辺のコミュ

ニティに活かすような取組はないかというご質問である。 

 

（事務局） 

・現時点では、空き家を使った例はない。まず、28 小学校区すべてにこども食堂広

げているため、ボランティアや地元の団体の方に大変ご協力をいただいて、今 42

か所まで広がっている。こども食堂を今後はみんな食堂、高齢者にも広げていけた

らいいなと考えている。進める中で、今後ＳＤＧｓを掲げていくので、持続可能と

いう観点から、例えば空き家が使えないかとか、そういうことも検討していきたい。 

 

（委員） 

・参考資料１について、国の方では人口減少の克服と地域経済の活性化ということが

ある。市の総合戦略では、地域経済の活性化という観点が乏しい。地域経済につい

て、どのように取り組むかということが、全体的に出てこない。確かに大都市のベ

ッドタウンとしての機能は一つだと思うが、それだけではだめで地場産業の活性

化という観点もいるのではないかと思う。 

 

（会長） 

・次期計画に向けたご意見であり、今お答えするのは難しいと思う。次の計画を策定

するに当たって、戦略の中にもう少し経済の部分が必要ではないかとの意見であ

る。まち・ひと・しごとの順番で書いてあるが、本来仕事が先である。経済の活力

や働く場所があって、そこに人が来てくれる。その人たちにいい人材として定着し

てもらうために、人に投資をする。そのうえで、住み続けて次の世代を生んでくれ

るようなまちをつくりましょうというように、本来仕事からスタートするのが国

の戦略であると思う。ところが、経済について、行政ができることは非常に限られ

ている。昔のように港湾整備もできないし、せいぜい商店街を何とかしましょうと

いうのが、市町村としての限界である。市町村行政が一番手を付けやすい「ひと」、

保育所をどうするかと、まちづくり、安全安心をどうするかになってくる。もっと、
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「しごと」でもできることがあるのではないかというご意見だと思うので、次の計

画を検討する際には、お考えいただければと思う。 

 

（委員） 

・参考資料１の 11 ページに明石市の取組がある、２行目に取組などを進める、「ひ

と」と「しごと」の創生とあるが、その仕事の内容が前段に出てこないので、不十

分である。少しここに文章を補われた方がいいのではないか。 

 

（会長） 

・「しごと」を進めるには民の力がいる。ただし、指定管理や色々な制度を活用して、

民の力をどう活かしていくかも行政に求められる。因みに兵庫大学は、今度大学院

をつくるが、そういった人材を養成したいと思うので、ぜひ来ていただきたい。 

・総合戦略の１年延長について、多くの自治体が同じように、長期総合計画と総合戦

略を一体的に進めている。ただ、その位置づけ方は、各市で異なっており、明石の

場合は、総合計画で方向性を定め、その行動指針として戦略をもつというやり方に

なっている。明石市はこのような位置づけで今後進めたいということなので、この

方向で進めていくこと、総合戦略の１年延長について、ご了解ということでよろし

いか。 

 

（各委員） 

・異議なし。 

 

（会長） 

・時間を少しオーバーしたが、総合戦略について、計画期間を延長するということで

よろしくお願いする。他に何かご意見はないか。 

・事務局におかれては、本日の委員のご意見等を踏まえて、今後の資料作成や計画作

成に活かしていただければと思う。 

 

（副会長） 

・今日は長時間ご審議いただき、感謝申し上げたい。総合戦略が策定されたときは、

トリプルスリーである「人口 30万人」、「出生数 3,000人」、「本の貸出冊数 300万

冊」について、達成可能か不安であったが、ほぼ目標達成が見えてきている。もち

ろん、要因はいろいろあると思うが、この推進会議での意見・提案も適切性が高か

ったと思う。 

・もう一つは、事務局が毎回丁寧な資料を提供いただき、どんな質問にもオープンに

答えていただいた。この情報公開の姿勢が、他市に比べてかなり異なる気がする。
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これは、今後も続けていただきたい。 

・また、委員のみなさんが、思っていることを言いい、肌感覚でいろいろな要望を意

見し、前向きな提案もされていた。明石市の市民の皆さんの良さだと思う。ぜひ、

今後の計画においても、その点は事務局の姿勢、市民の皆さんの姿勢が継続される

ことを期待している。 

 

 

３ 閉会 


