
資料３－２ 

平成22年９月20日 

第７回審議会資料 

総合計画についての主なご意見 

（その他）



概 要 

１ 目的と内容 

第５次長期総合計画の策定にあたり、 市民の皆さんの幅広いご意見を反映させるため、 

未来へ向けた明石のまちづくりへのご提案やご意見や、総合計画へのご意見を募集しま 

した。 

２ 寄せられたご意見 

成人式実行委員会の委員やインターンシップ生など若い世代の方を含めた一般市民、 

審議会委員、傍聴者などから、手紙やメールなどにより、延べ４０件のご意見をいただ 

きました。
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◆序論（総合計画の構成や社会背景について） 

ご意見 区分 

第５次長期総合計画では重点戦略が加わるが、 明石の理想像が分かりにくく 

なるので加えない方がいいのではないか。 

審議会傍聴者 

「戦略計画」と「個別計画」との関係が不明確。 審議会傍聴者 

ＧＤＰ、ＧＮＰのように市内総生産を統計して、さらに地域ごとで統計して 

どこに集中しているかなどのデータをとり、まちづくりに活かす。 

一般市民 

◆まちづくりの理想像や目標 

ご意見 区分 

「安全・安心・落ち着いた暮らし」、「幸せな介護のあるまち」が理想であ 

る。 

審議会傍聴者 

まちの人口密度を見直すことによって、 より住みやすいまちが作れるのでは 

ないか。 

審議会傍聴者 

理想像を丁寧に描写することによって、戦略目標が絞られるのではないか 審議会傍聴者 

市民アンケートにある「市民が目指すまちの特徴」が「審議会の目指すべき 

まちの理想像」 に反映されていないので、 丁寧に分析し組み込むべきである。 

審議会傍聴者 

地域コミュニティの基盤がある明石は、人が大勢遊びに来るまちではなく、 

人が生活の拠点とするまち、人が住むためのまちを目指すべきである。その 

ためには他市よりも住み心地の良いまちである必要がある。 

一般市民 

明石に住んでよかったとずっと思え、また来たいと思うまちになって欲し 

い。 

一般市民 

住みたいまちのイメージは、テーマパークなどの遊べる場所があり、自然を 

感じられるまち。また、食べ物が美味しくて、夜など安心して歩けるまち。 

一般市民 

住みたいと思う魅力的なまちは、きれいなまち、福祉厚生がしっかりしたま 

ち。 

一般市民 

子どもの目線からまちを作ることも大事で、 大人には危険でない場所でも子 

どもには危険な場所かもしれない。 子ども達に町を見させて意見を積極的に 

聞く場を設けるといいのではないか。 

一般市民 

近年、高齢者や子どもにお金が使われ、働いて日本を支えていく若い世代は 

無視されていると感じる。 

一般市民 

高齢者、子どもに重点を置きがちになるのは当然だが、まだ結婚していない 

若い世代にも目を向けていただきたい。 

一般市民 

買い物するところが豊富にある、 遊ぶところが充実しているまちに魅力を感 

じる。ただ、そういうところに住みたい訳ではなく、便利さもあるが自然も 

あるまちに住みたい。 

一般市民 

明石らしさ、明石の独自性を掲げてはどうか。そのためにはアイデンティテ 

ィの確立が必要。 

一般市民 

住みたいと思うまち、魅力を感じるまちは、安心・安全なまち、活気のある 

まち、正確な情報がたくさん発信されているまちである。 

一般市民
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◆まちづくりの展開手法 

ご意見 区分 

子どもや青年の力を緑化や清掃を通じて、「連携と連帯」に結びつける事が 

重要である。 

一般市民 

その地域にある経済活動や社会活動に貢献している 「市内在住に企業との協 

働」は、最も重要で新たな地域活動の一つである。 

一般市民 

地域活性化は、 地域産業の生産付加価値の向上などでも支えられていること 

を広めて、市民と企業の協働化を推進したい。 

一般市民 

まちづくりの理想に向けた視点や手法として、「担い手」を育てる。 審議会傍聴者 

◆重点戦略に関するご意見 

戦略１ 安全・安心を高める 

【総合福祉・高齢化社会】 

ご意見 区分 

弱者救済に重点を置いた政策をすべき。 一般市民 

高齢者ケアに関する行政総合窓口を設置する。 審議会傍聴者 

次世代の生活を豊かにするためにも、 高齢者への福祉サービスの拡充を急ぐ 

べき。 

審議会傍聴者 

市民は高齢者への福祉サービスを重要としているが、 審議会では議論されて 

いないのはなぜか。 

審議会傍聴者 

高齢者用の各種施設が、人里離れた場所にある。交通の便が悪く、家族や友 

達から遠く、高齢者は毎日刺激のない日々をすごしている。生きている実感 

が持てる所に施設を作って欲しい。 

一般市民 

在宅支援センターがあるが、足が悪くなったので、歩いて行くことが困難。 一般市民 

将来の明石に望まれることは、高齢者や障害者にやさしい福祉のまちであ 

る。 

審議会傍聴者 

地域包括ケアを推進し、介護施設を整備する。 審議会傍聴者 

高齢で女性の一人暮らしが増えているので、見廻り隊を作る。 一般市民 

空き家になっているところを利用し、託児所や宅老所、障害者のグループホ 

ームを作る。 

一般市民 

お年寄り・体の不自由な方の買い物代行サービスなどにより、近年の孤独死 

や発見の遅れへの防止につなげる。 

一般市民
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【交通安全・道路】 

ご意見 区分 

これからは狭い道路は全て一方通行にして、車を締め出す努力が急務。車道 

を狭くして、 安心して歩ける道づくりを地域ごとに５年計画で実行して欲し 

い。 

一般市民 

子どもが安心・安全に暮らせるまちという点に重点を置くならば、特に交通 

安全や防犯に気をつかうべき。 

一般市民 

まちなみが整ってきたが、全く変わらないのが、歩道が整備されず側溝が深 

いこと。 

一般市民 

幅が狭く複雑な道路や歩道のない道路があるので、 こういうところを直して 

いくのが安全・安心に暮らせるまちを作るために必要。 

一般市民 

【医療】 

ご意見 区分 

市民病院の民営化は反対。市民に愛される病院作りを目指す。市民病院は健 

康と病に苦しんでいる人の最後の砦。 

一般市民 

【防犯・治安】 

ご意見 区分 

高水準の治安維持を確保することが、 住民が安心して暮らすことの絶対条件 

である。 

一般市民 

【災害】 

ご意見 区分 

地震を想定したまちづくりをするなら、電柱を側溝に埋設して、農業用水は 

パイプ方式にして、お年寄り、子ども達、障害者が安心して住めるまちづく 

りを要望する。 

一般市民 

地域防災の拠点が小学校以外に存在してもいい。 一般市民
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戦略２ 自立した温かい地域をつくる 

【地域交流・コミュニティ】 

ご意見 区分 

青年に対する予算をつけて、塾等を作り「最も青年が地域に関わるまち」に 

育てていく。 

一般市民 

市街地に住のコミュニティを復活させる。 審議会傍聴者 

コミュニティが担う小学校区でのまちづくりでは、 市職員が市民とのパイプ 

役になることが大事。 

一般市民 

明舞団地再生計画にあるように、 色々な年代の人が交流できる形がもっと広 

がればいいと思う。 

一般市民 

子どもだけの集団、お年寄りだけの集団をまちで見かける機会が多い。この 

ふたつの集団が触れ合える機会があれば互いに得るものがある。 このような 

ふれあいの場が広がり、各地域にあれば地域の結びつき、つながりが強くな 

り安心して暮らせるまちになる。 

一般市民 

高齢者層、壮年層、子育て層を結びつけて地域と経済の活性化を図る。 一般市民 

小学校や中学校単位のコミュニティを活発、 連帯強化を行なっていく上で市 

議の役割についても議論すべきではないか 

審議会委員
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戦略３ 明石らしい生活文化を育てる 

【環境共生・緑化】 

ご意見 区分 

苗木は行政で負担し、 植え込みと養育は地域が責任を持って行うなどの仕組 

みをつくり、地域の緑化を進める 

一般市民 

明石は海も山もある自然豊かなところなので、 それを壊すことなく生かして 

ゆくまちづくりを行ってほしい。 

一般市民 

道の邪魔にならない所に、 木だけでなく花を植えてゴミのポイ捨て防止につ 

なげていく。 

一般市民 

明石のまちはせっかく花壇があるのに枯れていたり、ゴミが捨てられてい 

て、残念に感じた。綺麗な花を植えることでゴミも捨てにくくなり、両方解 

決できる。 

一般市民 

まちの清掃と緑化について、 市民一人ひとりの責任と地域連帯の目標として 

取り組みたい。 

一般市民 

ゴミの量抑制を呼びかける。 一般市民 

【文化・スポーツ】 

ご意見 区分 

スポーツを通じて元気な明石を育てたいが、中央体育館の利用団体が多く、 

土日祝日の大会行事を計画しようとしてもなかなかできない。 もうひとつ体 

育館の建設が必要である 

審議会委員 

神戸とは違った雰囲気だと思った。 魚の棚商店街に人が多く集まり活気があ 

り、明石城、明石海峡といったスポットがあり、明石焼きといった独自の文 

化を形成している。 

一般市民 

【農業・漁業】 

ご意見 区分 

大久保地区の田畑にレンゲや菜の花やキャベツ等を栽培すると、 通勤時の癒 

しになるのではないか。 

一般市民 

広い田畑が便利な場所に残っているのは、 大変貴重で値打ちのある空間であ 

る。 

一般市民 

海の幸は本当に誇れるものだと思う。 一般市民 

【景観】 

ご意見 区分 

全市内の電柱をなくし、電線を地中に埋設して、景観を誇りとするまちにし 

たい。マスコミにも取り上げられ全国的ニュースになると思う。大事業なの 

で期間を要するが、根気良く続けて実現したい。 

一般市民 

商店街の自転車と、路上に捨てられたタバコが気になった。 一般市民
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戦略４ まちを元気にする 

【観光】 

ご意見 区分 

フェリー乗り場付近に、フィッシャーマンズワーフの様な食事・買い物等が 

できる施設をつくる。 

一般市民 

明石駅は利用客が集まるので、駅前にもっと買い物できる場所を増やし、利 

用客の消費を促し、増やせるようにするのもいいと思う。 

一般市民 

明石の観光資源をデータベース化し、統一的・計画的に広報宣伝すべき。 一般市民 

水森かおりの「明石海峡」を観光宣伝に利用する。明石の観光宣伝に大きく 

寄与する。 

一般市民 

明石の固有のブランド(蛸、鯛、明石焼、魚の棚、明石大橋、子午線、たこ 

フェリー)の保護の活性、品質の保護、向上、情宣活動が必要である。 

一般市民 

明石は開発された部分と、自然が残る部分の二面性を持つので、その差を上 

手く活用すればまち全体が盛り上がると思う。 

一般市民 

現在の明石のイメージはぱっとしない。大阪のＵＳＪのようなものがない。 一般市民 

一年を通して美味しい物が食べられるまちづくり。旬の時期にイベントを。 一般市民 

【商業・工業】 

ご意見 区分 

魚の棚を保護・活性化し、 旅行会社がツアーを企画するような商店街にする。 一般市民 

全国的に商店街が廃れる中、魚の棚商店街はまだまだ活気があると感じた。 一般市民 

商店街の空き店舗があり寂しい感じがしたが、 実際に入ってみると賑やかな 

通りもあった。 場所によって差が出るのは仕方ないが、 もっと活性化させる。 

一般市民 

若い人を狙うなら受けがよさそうな服や靴屋など、 年齢でターゲット層を決 

めてその世代に合わせた店に入ってもらうのが効果的だと思う。 そうして世 

代のリピーターを増やし、度固定すると他の世代もターゲットに組み込み、 

全世代が利用しやすいニーズに合わせた商店街になっていけばいい。 

一般市民 

高速道路を一旦降りてでも、明石に寄ってもらえるコンテンツが必要だ。明 

石海峡大橋をフェリーで渡る魅力を広く訴えていく。 

一般市民 

日本標準時をもっとアピールする。については、関東圏には知られてない。 一般市民 

映画やドラマのロケ地に使ってもらうのも良いと思う。 最近はロケ地を巡る 

熱心なファンも多いので観光客増加に繋がると思う。 

一般市民
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【勤労者】 

ご意見 区分 

若いワーカーの在職が続かず、地域に馴染めず、相談に困っている。 一般市民 

窓口業務に携わる人達は臨時・パート・派遣におき変えられて何の権限も持 

たされていない。最低、窓口で働いてる人達を採用してあげるべきです。少 

しでも安心して働ける場所を確保することが、最低の責務だと考える。 

一般市民
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戦略５ 保育・学びを充実する 

【子育て】 

ご意見 区分 

児童館があればといい思う。小学校に学童クラブがあるが、誰でも安心して 

遊べる場として必要と感じます。子育てサークルなどに、利用できたらと思 

う。 

一般市民 

子どもたちが自然で遊べるまちづくり、明石は海、山もあり十分可能。安全 

を確立する必要はあるが、近くにあれば学べることは沢山あり、健やかに育 

つと思う。 

一般市民 

【学校教育】 

ご意見 区分 

明石で子育てをするのに、今後の教育がとても気がかりである。 一般市民 

明石の高校は他の市に比べてレベルが低いのではないか 一般市民 

家庭の経済状態で望む学校へ行けないのは、 今後の日本を担う人材が不足す 

る要因となる。 

一般市民 

中学・高校が連携して、学力レベル別の進学先をつくり、その人にあった学 

力レベルの学校で、子どもたちに生きる力をつけてあげてほしい。 

一般市民 

学校の先生は煩雑な雑用でなく生徒指導にもっと関わってほしい。 一般市民 

明石独自の学校教育を挙げたい。例えば小中高に中国語の授業を組み込む、 

天文科学館と連携し理科とは別に星や銀河系の教育をするなど、 他のまちに 

比べアドバンテージのある教育を行う。 

一般市民 

【生涯学習】 

ご意見 区分 

経験豊富で忍耐力も備え、体力・暇もある団塊世代が地域に出て活動して欲 

しい。 

一般市民 

コミュニケーションや環境、福祉、防犯、防災などに取り組む社会貢献が、 

生きがいにつながる。 

一般市民
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◆行政・仕組み 

ご意見 区分 

総合計画において、行政が持っている法的な権限や資金を、小学校区を代表 

する地域組織に委任することを明示するべき。 

審議会傍聴者 

「市民が主人公」の行政をしてください。 一般市民 

今後のまちづくりでは無駄をなくし、 未来の子供たちの負担を少しでも減ら 

すものにして欲しい。 

一般市民 

◆審議会の進め方など 

ご意見 区分 

総合計画の素案の策定前に、 地域意見交換会を行なうのは早いのではないか 審議会傍聴者 

今までに出てきた意見をフローチャートのようにつながりのイメージがみ 

えるものやマインドマップにしてはどうか。 

審議会委員 

審議会で「明石らしさ」を審議するには提案する人が少なすぎるので、明石 

市民や国外の人に「あかしのイメージ」を問うアンケートをとってはどうか 

審議会委員 

今までに挙げられた問題点や力点等の課題を解決、 強化させるためにはどの 

ような政策が必要なのか、どのような長期総合計画にするのか。審議の目的 

を確認し、進めていくべきなのではないか。 

審議会委員 

◆その他のご意見 

ご意見 区分 

淡路に住んでいると明石は近くて遠いというイメージで、 なかなかいく機会 

がないのが現状。 

一般市民 

明石は住みやすい町だと思っている。 しかし本当に市民が望んでいることを 

行い、 未来の子どもたちへのために努力を目に見えてしているかと問われれ 

ばそうではないと感じている。 

一般市民



- 10 - 

※意見募集用紙 

未来へ向けた明石のまちづくりへのご意見・ご提案をお寄せ下さい！ 

◆意見の内容 特にテーマの設定は行いません。例えば「こんなまちにし 

たい。」や、「こんなところに力を入れるべき。」といっ 

たまちづくりに関するご意見・ご提案や、総合計画策定に 

かかる各種会議の感想などでも結構です。 

◆意見提出の方法 ご意見・ご提案内容を様式「記入用紙」に記入して、郵 

送もしくはＦＡＸ等でお送りください。 

また、ご意見・ご提案にあたっては、任意の様式でも構 

いません。 

◆意見の活用 いただいたご意見・ご提案等については、総合計画の策定 

にあたっての参考資料等として活用させていただきます。 

なお、いただいたご意見・ご提案への個別回答は、原則行 

いません。 

お問い合わせ 

明石市政策部政策室 

〒673-8686 明石市中崎１丁目５－１ 

TEL ０７８－９１８－５０１０ 

FAX ０７８－９１８－５１０１ 

E-MAIL seisaku@city.akashi.lg.jp 

市では、第５次長期総合計画の策定にあたり、未来へ向けたまちづくりへの 

ご意見・ご提案を募集します。明石のまちづくりに関して「これは」と思う 

ようなアイディアのある方は、ご意見・ご提案をお寄せください。
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第５次長期総合計画にかかるご意見・ご提案 記入用紙 

市では、第５次長期総合計画の策定にあたり、未来へ向けたまちづくりに関するご意見を募 

集します。いただいたご意見等については、新たな総合計画を策定していくにあたっての参考 

とさせていただきます。 

記入日 年 月 日 

氏 名 性別 男・女 年 齢 才 

住 所 〒 

電 話 番 号 － － 

E - M A I L ＠ 

【意見・提案内容】


