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第７回明石市長期総合計画審議会 全体会（議事要旨） 

日 時 平成22年９月20日（月）10:00～12:00 

場 所 市議会大会議室 

出 席 者 加藤会長、田端副会長、浅野委員、安達委員、池上委員、井上委員、大西委員、 

小田委員、車谷委員、黒岩委員、桑原委員、小阪委員、小松委員、阪田委員、 

阪本委員、塩野委員、竹内委員、谷内委員、筒井委員、平野委員、藤井委員、 

藤岡委員、藤田委員、堀沢委員、松尾委員、水田委員、三輪委員、安原委員、 

山下委員、山端委員、山本(章)委員、山本(洋)委員、吉川(義)委員、米澤委員 

（計34名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

※委員出席状況の報告 

※配付資料確認 

３ 議 事 

（事務局） 

－資料１、資料２、資料３に基づき、事務局説明－ 

・資料２－１、資料２－２は総合計画の骨子案についてである。 

・総合計画は序論、基本構想、戦略計画で構成する。基本構想では、普遍的なまちづくりの理 

念やまちづくりの目標、人口の考え方、目標実現に向けたまちづくりを進める手法などをま 

とめる。 

・戦略計画は、まちづくり目標の実現に向けた重点的な取り組みとして、重点戦略の着眼点や 

５つの戦略、そのほか計画推進の考え方などを記載する。 

（以下、資料２－２をもとに、ページごとに概要を説明。） 

・資料３－１は、まちづくり懇談会で総合計画についていただいた意見を、総合計画の構成ご 

とにまとめたものである。まちづくり懇談会では、総合計画の基本的な説明、社会潮流を説 

明したうえで、どんなまちになったらよいか、そのためにどんな分野に力をいれるべきかと 

いった意見のほか、子どもの育ちを着眼点とした５つの戦略についても説明し、意見をいた 

だいた。 

・資料３－２は、市民センターやコミセン、インターネットなどで募集した意見、各種会合の 

機会に用紙を配付しいただいた意見などをまとめている。 

・審議会での意見のほか、こうした意見を総合計画の素案の作成に反映していく。 

資料１ 

平成22年10月23日 

第８回審議会資料
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（事務局） 

・事前に委員から意見をいただいている。これまでの意見が骨子案のどこに反映されている 

かよくわからないという意見、また、若い世代の意見がどのくらいの割合なのか、インタ 

ーネットなどを活用してアンケートをしてはどうかという意見、さらに、若い世代の意見 

を参考にしてほしいという意見である。 

（会長） 

・委員の指摘は、会議の運営そのものについての指摘であり、冒頭に事務局から紹介いただ 

いた。 

・多くの皆さんの意見を反映していくのは大変難しい作業であるが、その過程として、まさ 

しくこの審議会がある。 

・この会議の取りまとめ役として、３つのことが非常に大事であると思いながら進めてきた。 

１つ目はフェイストゥーフェイスで、顔を突き合わせて議論していくこと、２つ目は行政 

や専門家が決めたものを審議会で同意を得ていくかたちではなく、ボトムアップで、意見 

を着実に聞きながら整理していくこと、３つ目は透明性であり、情報はすべての市民に公 

表され、市民が意見を言おうと思えば常に審議会が受け止める体制を持っていることであ 

る。 

・これまで団体等の役割を超えて自由に意見をいただくとともに、審議会だけでは全体の意 

見を聴取できないので、地域に入っていったり、インターネットなども使ったりしながら 

意見をいただいてきた。 

・これまでの意見がどこに反映されているかについては、どういった方向で政策の有り様を 

まとめていくかというプロセスであるため、当然、意見すべてが反映されるのではなく、 

いただいた意見を集約して一定の方向に持っていくという作業でもある。 

・今回の資料も、これまでいただいた意見をしっかり位置づけながら整理がなされている。 

・若い世代の意見の反映に関して、特定の階層やグループの意見に偏重してはいけないのは 

当然であるが、審議会には若い世代の方もおられ、積極的にご意見をいただいている。参 

考にしていないということはない。 

・審議会の運営について遠慮なく発言いただきたいし、開かれた審議会、また、顔を突き合 

わせながら話しあう審議会として、これからも運営していきたいのでよろしくお願いした 

い。 

・総合計画の骨子案では、明石らしい方向として、子どもを育てていくこと、また、若い人 

たちがのびのびと安全安心に暮らしていけることによって、みんながさらに活性するまち 

になっているといった展開の方向を取ろうとしている。 

・基本構想、戦略計画について、付け加えるべき視点などのご意見をいただきたい。 

（委員） 

・P.6の「基本認識」でコミュニティの希薄化とある一方、P.8の「まちづくりの展開手法」 

では住民自治の意識が育っているとあり、表現のずれが見られるが、こういう分析でよい 

か。 

・P.11以降の各戦略の「展開の方向」について、説明の締めくくりが「・・求められま 

す。」となったり、「・・環境をつくります。」、「・・進めていきます。」となったり 

しているが、何か意図するところがあるか。求められているからこそどうしていくのかと
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いう基本姿勢を出していく表現がよい。 

・総合計画と自治基本条例の関係は、法的には条例のほうが上位になると思うが、まちづく 

り懇談会の資料では、総合計画は市の最上位計画と示している。また、総合計画に基づい 

て、下位の個別計画が作られていくことになると思う。骨子案のなかで、自治基本条例と 

の関係や、総合計画が上位計画であるということを明確にするほうがよい。 

（事務局） 

・コミュニティの希薄化は、社会一般に進んでいるものであるが、明石では、今までコミュ 

ニティづくりに力を入れてきて、自治基本条例もでき、住民組織も各校区で整えられてき 

ていることもあり、意識が育ってきていると記載している。細かい表現について工夫して 

いきたい。 

・各戦略の「展開の方向」については、ご指摘のとおり、方向を示す表現で整理する。 

・総合計画が最上位の計画であるということを明確にすることについては、ご指摘のとおり 

であり、戦略計画の「計画推進のマネジメント」などで、個別計画との関係も含め整理し 

ていく。 

（委員） 

・P.2の「計画の構成と期間」の戦略計画についての記載で、「横断的な視点から・・」と 

あるが、これは非常に重要なことである。P.16の行政経営の展開の中においても、今後、 

行政と市民が一体となって進めていくなかで、縦割りではない、横断的な行政体制の構築 

について、しっかりと明記していくべきでないか。その点は、まちづくり懇談会の意見で 

も出ていた。国レベルでもそういう方向で動いており、地方行政でも具体的に明記したほ 

うがよい。 

・P.17の「計画推進のマネジメント」で、実行計画の策定を通じたＰＤＣＡによる進行管理 

とあるが、市民と市がまちづくりを進めていくうえで、ただ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ないか。 

・P.5の「まちづくりの目標」の未来安心都市というフレーズについては、他都市に置き換 

えても使えるものである。ページ下部の参考意見にも、生々しい明石らしさを出していく 

とあるが、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。 

・P.10の「主な展開内容」のなかで、公共施設のバリアフリー化を進めるとあるが、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する文言を、基本構想のまちづくりの目標や都市空間において、 

表記してもらいたい。 

・P.7の「都市空間」の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 

とあるが、これも大事だが、災害に対することだけで安全安心と一括りにするのでなく、 

障害者や高齢者が安心して暮らせるような社会的な空間づくりといった表現を付け足して 

もらいたい。 

・市民アンケートでは、障害者や高齢者にやさしい福祉のまちというのが最も関心が高かっ 

た。他都市の総合計画では、障害者市民という言葉が使われていたりする。「人」という 

なかで括られてしまっているかもしれないが、そういった人に確実に施策を実施するとい
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う記載が総合計画の中にあってよい。どこがどう施策を実現していくかがぼやけてしまう。 

・資金繰りや人口減などマイナスなイメージがあるが、元気を出していくという意味で、も 

う少し夢のあるものにできるとよい。例えば、公共事業が減少するなか、市民参加型の公 

共事業を発信していけるような拠点づくりなどを、展開の手法の中で盛り込めるとよい。 

（委員） 

・昨日のニュースで、男性は５人に１人、女性は４人に１人という高齢社会になったとあっ 

た。戦略１「安全安心を高める」のなかに、健康に暮らせる期間を延ばすとあるが、医療 

制度に関して、市民病院もあるなかで、安心して治療にかかれるかどうかが示されていな 

い。 

・戦略５「保育・学びを充実する」で、生涯現役社会をつくるとあり、高齢者がもっと現役 

で働くというニュアンスが出ているが、高齢化が進み、元気な高齢者もいるので、高齢者 

の知恵と活力をいかすという文言があってよい。 

（委員） 

・これからは市と市民が同じ方向を向かないといけないが、まちづくり懇談会を小学校区中 

心に行うとあったが、中学校区や複数の中学校区で行ったところもある。どういう分け方 

をしたのか。 

・まちづくり懇談会は２時間程度であり、声の大きな人が中心になってしまい、他の人はあ 

まり発言ができなかった。その点からも、小学校区で進めていくと方針をもってやってほ 

しい。 

・資料３－２の区分で、一括りで一般市民と書いてあり、若い人がどういう意見を言ってい 

るかなどがわからない。性別や年代など、もう少し細かく示してほしい。 

（委員） 

・アンケート等で出ている意見で、審議会で論議されていないことがたくさんある。資料２ 

－２の骨子案に反映されていない意見がたくさんあることを認識しておきたい。 

・委員が先ほど言われたまちづくり懇談会についての意見は同感であり、市内17箇所で実施 

しているが、大久保は７小学校区一緒に実施された。 

・資料３－１には各会場の参加者数が記載されていないが、意見が４、５件の会場もあれば、 

10数件のところもある。それは、長期総合計画に関する意見をセレクトした結果であると 

思うが、まちづくり懇談会での３つのテーマはそれぞれに関連があり、セレクトの仕方に 

よっては消されている意見が結構あるのではないかと推測する。骨子案のなかに、市民の 

意見が公平にすべて入るのは極めて難しいことであり、大胆にまとめたという点ではそれ 

なりに評価したい。 

（事務局） 

・まちづくり懇談会は、基本的には小学校区単位で実施することで各地区の自治協議会と調 

整した。その調整の中で、二見や大久保はまとめて実施することとなった。特に大久保は 

会場も狭く、不十分なところもあった。各校区で再度開催を望む声があれば、実施すると 

答えている。 

・資料３－２の一般市民の属性については、記載できていなかった。年齢はどこまで出せる 

か分からないが、資料として出していきたい。 

・まちづくり懇談会は、３つのテーマで、また２時間という短い時間で意見交換を行った。
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総合計画の時間が非常に少なくなったところもあり、いただいたご意見の数は、会場によ 

って異なる。地区ごと、項目ごとにご意見をまとめており、概ね盛り込めていると考えて 

いる。 

（会長） 

・これまでの総合計画はあらゆる分野を網羅していたので、意見したことはどこかに記載さ 

れていた。市民と行政の関係の変化や財政的な制約があるなか、今回の総合計画は、方向 

性を見定めて、ある方向に重点をおくというところから出発した。いただいたご意見は、 

一見かき消されたように見えても、それを踏まえたうえで、審議会のなかでまちづくりの 

方向性を定める議論がなされていると考えている。 

（副会長） 

・自治基本条例はどのようにまちづくりの方向を決めるのか、計画を進めるのかを考えてい 

くルールや手続きを定めるもの。明石はどんなまちを目指すのかを考えるのが総合計画で、 

どんなまちにしていくのかという考え方が大事になり、選択と集中という考え方が入って 

くる。人口が減っていくから、この10年は「子ども」というテーマで施策展開するという 

のは、非常に明確な論理である。全ての分野を網羅することはできないが、子どもが健や 

かに育っていくまちが、豊かなまちをつくっていく方向だと打ち出せれば、皆さんのご意 

見がそこに集約されたということになるだろう。 

（会長） 

・今回の戦略は子どもが健やかに育っていくなかで、当然高齢者の方々も安全、安心に暮ら 

せるまちになるということが、戦略の背景にある。環境問題も同様で環境の悪いところに 

子どもは育たない。そうした深みを重点戦略の中にいかに反映していけるかが勝負。 

（委員） 

・序論の明石を取り巻く状況のなかで、実質単年度収支は赤字が継続していると書いてある 

一方で、戦略のなかではバラ色のことが書いてある。書いてあることをやろうとしてもで 

きないという布石にとれる。そのことは、戦略計画の計画推進のマネジメントの、「年度 

ごとに実行計画を策定し、市民ニーズや取り組み効果、財政状況等を踏まえ、取り組む施 

策、事業を明らかにする」というところに表れている。いろいろなことを書いても実行で 

きないことがあるのでないか。 

（委員） 

・今回の総合計画は人を中心に考えていくという独創的で、新しい視点を持っている。人が 

豊かに育つことによって、暮らしの舞台であるまちも成長するということで、「まち」と 

いう言葉が大事であり、「まち」を都市空間の考え方にいかに反映させるか。説明をもう 

少し加えたら、まちづくり目標との整合性が図れるのではないか。 

・計画推進のマネジメントで、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。計画推進の部分にも市 

民をはじめとしたあらゆる担い手の役割や参画のための仕組みが示されるべきではないか。 

（委員） 

・市長から諮問を受けてからこの間、地方自治法での扱いが変更になり、市町村は総合計画 

を作らなくてもよくなった。そういうなかで明石は諮問にあるとおりの流れでいくという 

ことなので、行政の最上位に位置づけられる計画にしなければいけないと理解している。
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・今回、計画の骨子が示され、その10ページにあるように、主な展開内容や展開の手法につ 

いてはこれから詰めていくという段階にある。 

・16,17ページの計画推進のマネジメントの部分がないと、最上位の計画にはなりえないと 

危惧している。計画ができあがったが書庫に入れて終わりであれば寂しい。つまり個別計 

画と総合計画の関連性や自治基本条例、協働のまちづくり等との関連を具体的に記載する 

まで、この審議会が検討する責任を負っていると思う。これから先まだ長いと認識してい 

る。 

・骨子案の最後にある都市経営について突っ込んで議論しないといけない。総合計画ができ 

たが、個別計画が策定される際に総合計画は関係ないということが出てきたら寂しい。多 

くの個別計画の中で、この３月に策定された二つの計画を確認したが、下水道計画ガイド 

では、安心・安全が強調され、都市経営についても非常に多くの問題点を示唆している。 

もう一つは子どもの明石っ子プランである。この二つの計画とも「第４次長期総合計画に 

基づいて策定しています」と明記している。これから先、第５次長期総合計画がそのよう 

に扱われるように、私たちは努力したいと考えている。 

（会長） 

・法律で定められたものでないということは、明石の自立性や責任がより重くなったといえ 

る。 

（事務局） 

・地方自治法の改正について、法律の改正案は参議院議員選挙があり、現在、継続審議とな 

っている。現状では総合計画は、地方自治法にその根拠がある。今後は状況を見ながら対 

応していきたい。 

（委員） 

・議決はされていないが、省の法解釈の見解が出されている。 

（事務局） 

・地方自治法の改正について、手続きはストップしているが、改正の趣旨については充分認 

識している。総合計画のなかで、総合計画と個別計画の役割を分けているので、今後は総 

合計画に基づいて、どのように施策を進めていくのかが非常に大事だと考えており、十分 

考えていきたい。計画を進めていく上で、協働と参画は大きな柱である。協働と参画の具 

体の仕組みや進め方については、今後の検討にゆだねるところもあるとご理解していただ 

きたい。参画と協働の大きな考え方については、総合計画のなかで整理していきたい。 

（委員） 

・今回の総合計画はキーワードからすると足元目線になったという印象を受ける。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。戦略計画というのは取捨 

選択して何かを選ぶというよりも、このボタンを押せば全体がよくなるというもの。他の 

都市と比べて非常にユニークなのは、そこに子どもを置いたというところである。子ども 

に重点を置くというところが明石らしさになるのではないか。ただ、一見しては明石とい 

うことが分かりにくいので、海峡など明石らしい表現を入れるのもいい。 

（委員） 

・10年間のまちづくり目標という表現よりも、10年後のまちづくり目標という表現の方が分 

かりやすいのではないか。また、まちづくりはまちを豊かにするためにするものであり、
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まちが育つというより、まちをつくるということを目標にすべきであり、目標にあるまち 

が豊かに育ち続けるという表現に違和感を感じた。 

・明石らしい計画の推進が求められるが、重点戦略は全て同じ比重なのか。戦略３の２（環 

境負荷を少なくする）とか戦略５の３（生涯現役社会をつくる）などがこれからは重要な 

のではないか。これらは重点戦略の中でも焦点をあてるべきである。 

（委員） 

・子どもを大事にし、育てるということはよく分かるが、学校の中で安全安心に学ぶことが、 

地域の方に入ってもらって進めているが、なかなか難しい。我々や先生の力だけでは難し 

く、行政が関わることが大事である。まちの安全安心も大切だが、学校の中で子どもたち 

がいじめもなく安心して学べるようにしていくことも大切である。 

（委員） 

・今年上半期の明石署管内の刑法犯で逮捕や取調べを受けた少年が214人で、全国約1,200の 

警察署でワースト１位だった。こういうことを知ったうえで我々は考えなければならない。 

誰かがしてくれるというのでなく、皆が頑張った結果が子どもたちの成長に現れる。それ 

を10年待つのではない。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。 

・「一人ひとりを尊重し、全ての人の幸せを追求すること」は、分かるようで分からない。 

自分勝手を認めるのではなく、個性や多様性を大切にしたうえで、自己実現にむかって皆 

が頑張るということだと理解したい。 

・重点戦略の着眼点で「子どもの健やかな育ちで、みんなの元気を生み出す」とあり、10年 

後の子どもが成長した姿に現れるとあるが、そうは思わない。我々が変わらないで、今の 

若い子はと言い続けるのではつまらない。明石市民みんなが変わっていい明石にする、そ 

の中で子どもたちも良くなる。 

（会長） 

・まさにその通りだと思う。子どもに視点をあてているが、計画そのものは我々自身が成長 

していくことを提案しているのだと思う。 

（委員） 

・最初に委員からの意見ということで説明があったが、この審議会で決まる商業などそれぞ 

れの戦略の個別のことが、今後どういう会議でどこの部署が担当して行われていくかが分 

からないから不安に思うのでないか。この審議会での意見をコンパクトにしていかないと 

いけないが、そこで行政との信頼関係を損なってしまうと、意見を頑張って言っても反映 

されないとなったり、行政側も「説明したのに」と感じたり、ちょっとした食い違いが起 

きる。市民参画を進めていくうえで、もっとうまく意見を吸い上げるための仕組みがいる。 

・戦略の中の安全安心について、警察や病院が行うイメージがあり、行政がする部分と他の 

機関と連携を図っていく部分がある。例えば、知り合いの子どもが緊急で加古川の病院に 

搬送されたことがあるが、明石で安心ができない部分、重点的にしないといけない部分が 

どこにあるのかを考えないといけない。 

・目標のキャッチフレーズに明石らしさが抜けている。 

・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という流れ、なおか 

つ安全安心だということを、中にいる人だけでやっていくのでなく、同時に周りにも発信



- 8 - 

していくことが必要である。 

・戦略４「まちを元気にする」の展開の方向は、前々からずっと言われていることであり、 

問題は観光だといったいろいろな話を聞く。魚の棚だけでなくその周りにも商店街があり、 

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、全体を見据えてまちを元気 

にするには、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 

点を加えなければ危ういものになる。 

（会長） 

・委員の最初の発言であった、意見集約のプロセスや行政と市民の関係が大事だと言う発言 

は、全くその通りだと思う。事務局にはその点の配慮をお願いしたい。また我々もそうい 

った課題があるという認識を持たなければならない。 

（委員） 

・戦略５「保育・学びを充実する」で、教育のなかで明石について勉強することを取り入れ 

たらよいのではないか。子どもたちが将来明石のことを誇りに思うことができるような教 

育の場があればよい。 

（会長） 

・大変重要なご指摘だと思う。展開の内容の部分で事務局は考えてほしい。 

（委員） 

・子どもに明石を知ってもらおうという意見に賛成である。私には小学３年生の子どもがお 

り、「私たちの明石」という教科書で、こういう会社があるといったことを学んでいて、 

明石のまちに興味を持ち始めている。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っていたり、県外へ出ても明石はこんなまちだと発信でき 

る。 

（委員） 

・資料２－２で気になる点が多数あるが、後日書面で提出する。 

・６ページの目標人口について、概ね29万人の人口を目標とするとのことだが、他の自治体 

では、総合計画で目標人口を設定するかしないかで悩んでいるところが多く、設定しない 

ところも多いというのが特徴的である。目標人口を掲げるとしたら、具体にどういうこと 

をするということなしではすまない。 

（事務局） 

・人口減少局面をむかえ、全国の自治体で人口設定の意義を考えなおし、推計人口の記載に 

とどめることが多いことは理解している。しかし、明石には自然の豊かさと都市の利便性 

を併せ持つという優位性があり、これを活かしてまちづくりをどういった方向で進めてい 

くかを考えるうえで、人口を考えることは重要であり、目標値を設定していきたいと考え 

ている。また、それに対しどういった取り組みをするかということについては、重点戦略 

の中で掲げているような取り組みを考えているが、そのほかにも何か意見があればいただ 

きたい。 

・まちづくりの目標の中で、もっと明石らしさを出すべきとの意見があったが、後日でもよ 

いので意見がほしい。我々としては総合計画全体の中で明石らしさを出せればと考えてい 

る。展開の方向も含め何か意見があればいただきたい。 

（会長）
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・従来、推計人口より多い目標人口を設定するということは、開発を意味していた。しかし 

今の時代は違う。それにも関わらず、なぜ推計人口より多い人口を設定したかということ 

だが、これは明石の魅力を外に発信し、人を集めてくるという強い意志の表れだと解釈で 

きる。 

（委員） 

・明石は週休２日をやめ、土曜日には心の教育、道徳教育ができればよい。 

（委員） 

・委員からまちの成長とはどういうことかという意見があったが、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なのだと思う。そしてその空間の質が高まり「安らぎ」と「賑わ 

い」をもたらすことにつながると考えられる。 

（委員） 

・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。 

・30万都市が、新しい行政運営のあり方にチャレンジしていることは非常に重要なことだ。 

（副会長） 

・計画の構成については共通認識をもてたと思う。 

・「人」が育つという目標があるが、この目標とまちづくりをリンクさせる議論がまだされ 

ていない。委員の発言にもあった「子どもが育つためには、自分たちが変わらなければな 

らない」ということもひとつのヒント。次回以降は重点戦略を考えるうえでも、このあた 

りを考えながら議論ができればよい。 

（会長） 

・本日は時間の関係で、全員の意見を聞くことができず、申し訳なかった。意見用紙もある 

ため、後日提出していただければと思う。 

・次回以降の会議をどのように進めるかについて、事務局から提案があるのでお願いする。 

（事務局） 

・資料４「今後のスケジュール」に基づいて説明。 

・次回の第８回は10月23日（土）全体会で開催予定。 

・第９回は分科会で開催予定であり日程は調整中。開催の形式としては分科会を更に２つ位 

にわけ少人数で議論いただくこと、時間も長く取ることを考えている。 

・第10回は答申案の検討、第11回は答申案を固める審議を予定している。


