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平成22年２月12日 

第２回審議会資料 

「市民ワークショップ」の経過報告 

 

第５次長期総合計画策定の一環として、市民のみなさんに、これからの明石のまちづくりに

ついての意見やアイデアを出していただくため、「市民ワークショップ」を開催しています。 

これまでに開催した２回のワークショップでは、公募市民 19 名が、明石の魅力や将来のま

ちのイメージ像などを語り合いました。 

 

１ 第１回ワークショップ結果 

開 催 日：平成22年１月18日(月)19時～21時 

開催場所：明石市役所806会議室 

参加市民：19名 

テ ー マ：明石のいいところ・悪いところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小グループに分かれて意見を出し合いました まずは自己紹介 

各グループから議論の内容が発表されました
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◆「明石のいいところ・悪いところ」 

自己紹介のあと、小グループに分かれ、「明石のいいところ・悪いところ」に関して、議

論を行いました。今回は緑の付箋にいいところを、ピンクの付箋に悪いところを書いて、ま

とめていきました。 

 

【風土、自然、景観、環境共生】 

項目 良いこと 悪いこと 

地理的な 

特徴 

○温暖でおだやか 

○台風、洪水が少ない 

×東西に長く南北に狭く、広が

りのある土地がない 

景 観 ・ 風

景・自然 

■景観全般 

○景観が良い 

○風光明媚 

○高い山がない、大きな川がな

い 

■海・海岸の景観 

○海の景観、海岸線が素晴らし

い、海が近い 

○大蔵海岸の景観がいい 

○海岸を持つ。南欧のイメージ

につながる 

○日本屈指の景観を誇る明石海

峡大橋 

■その他の景観 

○松陰新田の風景 

×電柱が景観を害している 

×大蔵海岸に市民が少ない 

×東西16kmの海岸線も、大蔵

海岸も注意条項ばかりで活か

されていない 

自然 ○2次的ではあるが、豊かな自然

○水のながれでつながる豊かな

自然 

○アマモの生息する海 

×自然を十分活用していない 

×自然を活かした緑化計画が少

ない 

公 園 ・ 花

緑 

○明石公園 

 →自然とまちが一体、無料 

○まちに緑や花が増えつつある 

×公園など新しくしていく必要

がある 

た め 池 ・

田畑 

○ため池がある。 

→貴重な生き物が暮らしてい

る 

○田畑がある 

 

水・空気 ○空気がおいしい 

○いなみの台地の湧水 

○水がおいしい 

×水がまずい 

その他 ○住みやすい ×小さな墓が多い 
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【まちのにぎわい（名産・観光・ＰＲ）】 

項目 良いこと 悪いこと 

魚介 ○海の食材に恵まれる 

→新鮮な魚、明石だこ、明石鯛 

→400年前に鯛を江戸へ！？ 

○漁師さんがいる 

 

名物 ○玉子焼き（明石焼き） 

○お酒が美味しい、酒造会社も多い

 

農作物 ○野菜が美味しい 

→キャベツ、いちご、ノリ 

→新鮮な野菜を買うことができる

 

観光資源 ○観光資源がたくさんある 

 

×観光資源の活用不十分 

×良いところが多いが、それぞれが

バラバラに活かされ、大きな特徴

になっていない 

時(子 午線 )

のまち 

○時（子午線）のまち 

→天文科学館、日本の中心 

→イギリスのグリニッジ展望台を

基点につながっている 

○子午線通過地識標が１００周年を

迎える 

×時のまちというわりには表示物周

辺が放置されている 

ブランド  ×ブランドが少ない 

PR･知名度  ×市民でも明石のことを知らない人

が多い 

→みんなまちの良さに気づいてな

い？意識していない？ 

×全国的な知名度が低い 

×国際化が必要である 

×外国の方々向けの看板がほとんど

ない 

×情報発信がへた 

×観光拠点がありながら他市、他県

へＰＲ不足 

中心部  ×明石駅周辺の活気が不足 

→中心となるべき商店街がない 

→老朽化した地域が目立つ 

×魚の棚に昔の活気がない 

→タコ焼きの店が目につく 

→魚や明石に関係のない店が多い

→卸売市場が藤江に移動して衰え

てきた 
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その他  ×駅前の開発が遅れている 

→明石、西明石は他市町の人達の

単なる中継になっている 

→東二見駅の南側が、特急が停車

するわりにはよくない 

×地域活性化のポイントがない 

×東と西の開発度に差あり 

 →西明石以東に人口集中 

×夜になると遊ぶ場所がない 

×10年のスパンで明石が画期的に

進歩している様に見えない 

 

【文化・歴史】 

項目 良いこと 悪いこと 

文化 ○文化都市 

→文化の薫りが高い 

○図書館、博物館の充実 

○移動図書がある 

×美術館etc文化施設の高度化不足

×文化を教育に生かしていかない

といけない。（本年の本の取り

組みなど） 

×図書館が貧弱 

歴史 ○明石の歴史は素晴らしい 

○歴史的財産（観光資源）が多い 

→神社やお寺が多い 

→史跡が点在 

→明石城（喜春城）築城390年 

○菅原道真（菅公遺跡） 

○行基（魚住の泊） 

○夏目漱石（中崎公会堂９０周年） 

×歴史が観光の大きな魅力になっ

ていない 

×まちなみに歴史をあまり感じな

い 
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【市民と暮らし（利便・交通）】 

項目 良いこと 悪いこと 

交通 ■公共交通 

○交通網が便利 

→東西のアクセス便利 

→新幹線駅がある 

→大阪までＪＲでわずか３７分

（ベッドタウン、人を呼べる）

→ＪＲ、山電の駅の数が多く便利

→タコバスが通って、南北交通が

良くなった 

■道路 

○道路がR2、250、R175、浜国

など便利、豊富 

○西明石以西の道路（東西幹線）が

整備されている 

■コンパクト 

○町がコンパクトで、自転車ですべ

て事が足りる 

■公共交通 

×山陽電車の運賃が高い 

×南北の交通の便が悪い 

×バスが使いにくい。移動しにくい

×タコバスの便利が悪い（一番利用

したい朝の通勤時間帯は走ってい

ない） 

■道路 

×道路が狭い 

→昔の道幅のままで通れるけど危

ない 

→小規模開発が多く道路狭い 

×国道２号の渋滞と公害 

×歩道が整備されていない 

→ベビーカー、高齢者、歩きにく

い 

■駐車場 

×大型バスの駐車できる場所がない

×魚の棚に駐車場がない 

サービス施

設・学校 

○コミセンがある 

○生涯学習の場が用意されている 

○子育ての施設が充実している 

→アスピア、プレイルーム 

○市民センターのワンストップサー

ビスが整っている 

×コミセン活用の今後は？スポーツ

21との関係 

×児童館がない 

×保育施設が整備されてない 

×防災公園がない 

×自然体験の場がない 

×宿泊する場所が少ない 

×青年の居場所が少ない 

×会議する場所が少ない（高い） 

×大学などの教育機関がない 

スポーツ ○スポーツが盛んである 

→スポーツ21、サークル活動 

×健康のためサイクリング、ランニ

ングロードの整備 

×生涯スポーツを楽しむ場所が少な

い 

人の気質 

マナー 

○やさしくあたたかい 

○のんびりした気質 

×ゴミ出しマナーが悪い 

×海にゴミが捨てられている 

×交通マナーが悪い 

×犬の糞害 

×ひったくりがまだ多い 

×駅の周りの自転車のマナーが悪い
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×子育てに無関心 

交流、活動 ○防災活動やボランティア運営が活

発 

○地域のつながりが強い 

○お祭りが盛ん 

→お祭りが復活したところもある

が、子供が減ってすたれている

ところもあり、地域差がある 

×異世代間のふれあいがない 

×東西の交流が少ない 

×外からの方は地域に入りにくい 

×大手企業がありながら活動に参加

していない 

×人が集まらない 

×無関心な人が多い 

 

【行政】 

項目 良いこと 悪いこと 

環境への取

り組み 

 ×ゴミの分別がおおまかすぎる 

×カンやビンが本当にリサイクル

されているのか？ 

×環境にやさしくない 

→マイカー、バス 

行政と市民

のかかわり 

 ×市民と行政の関わりがまだまだ

発展中 

×行政との協働に苦慮 

×行政と情報の共有がむずかしい 

×イベントする場合、行政は非協

力的である 

その他  ×まちづくりにビジョンが感じら

れない 

×市・部局の情報化が遅れて質低

下 

×市政広報が不十分 

×持続可能な社会（市）にむかう

システムができていない 

×縦割り行政の横をつなぐシステ

ムがない 
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◆ ｢明石のいいところ・悪いところ｣ ワークショップのまとめ 

地理的な条件や気候に恵まれているということは、みなさんか

らも評価されていることが理解できます。 

しかし、資源はあるが、活用は十分ではないのではないか、と

いう指摘が出ています。アピール不足や、住民自身が知らない、

知ろうとしていないのではないかというのもあります。また、海

の幸が豊かではありますが、街の活気にはつながっていないとい

うのがみなさんの指摘です。 

交通については、南北のアクセスの悪さについての指摘があり

ます。視点を変えると、鉄道、道路の東西への発展とともにまち

も発展していったということもできます。 

生活マナーがよくないところが浮かび上がってきています。その様な視点があるのは、生活

が安定してきていると言い換えることができるかもしれません。 

施設は充実しているが、コミュニティが新住民や他の地域などとどうつながりあっていくか、

というところはまだこれからなのかもしれません。また行政と市民の関係性がどうあるべきか、

というところは今後十分に考えていく必要がありそうです。 

つまり、資源は豊かで、それぞれの取り組みは一生懸命やっていると思われますが、それら

をうまく使い、連携させるなどはまだ発展中なのだろうというのが見えてきました。 
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２ 第２回ワークショップ結果 

開 催 日：平成22年１月29日(金)19時～21時 

開催場所：生涯学習センター７階学習室１ 

参加市民：15名 

テ ー マ：明石が目指すまちの将来像 

 

◆「明石市の社会潮流について」 

第1回で説明のあった社会潮流に関して、「まちがどう変わるか」「市民の暮らしがど

う変わるか」をふまえながら、全体で意見交換を行いました。 

 

○人口減少を受け入れるのか？ 

・何もしなければ予測どおりに減少するだろうが、積極的に人口を維持・増

やすよう考えていくこともできる。 

・人口が減ることはそんなにまずいことか？人口が増え、生活スタイルが変

わったことで住民同士の関係が希薄になってきたといえる。 

・予測では50年後は50年前の人口になるといわれている。50年前のコミ

ュニティを取り戻せるのかもしれないが、生活全般が50年前に戻るかは

分からない。 

○人口を増やすためには？ 

 ＜子育て、教育環境の改善＞ 

・住居を教育環境で選ぶ人が多い。人口を増加させるためには、教育環境

を充実させる必要がある。（住むまちを選ぶ要素として大学の進学率や、

保育所の充実などがあるようだ） 

・子育て環境を改善することも大事。働く女性のための施設を充実する、

みんなで考える場を設定するなどの方法が考えられる。子供が健全に育

つまちにしなくてはならない。 

・マンション等は間取りも狭く、子供を増やせる環境ではない。行政が安

心して子供を産める住まいづくりへの支援をすることが必要ではないか。 

＜外国労働者の受け入れ＞ 

・外国からの労働者の受け入れ体制も考えられる。現在も外国からの労働

者が増えており、人口減少の歯止めにもつながるだろう。しかし、外国

人が増えることで社会への影響もあるため（治安など）、明石で暮らす

ことに関して理解をしてもらわなくてはならない。 

・グローバル化への取り組みを考えていかなくてはならない。 

○明石を他都市への通過点になってしまっている 

・明石は姫路と神戸の間にあって、人が動くのを黙ってみているだけであ

る。生活上困ることがないので、ＰＲに対してハングリー精神が足りな

いのではないか。もっと世界に対して発信していくことも考えていかな

くてはらない。 

○生産年齢人口減少への対応は？ 

・高齢者が増えるのであれば、老人力を活用できるのではないか。高齢者が

仕事をして経済的に潤うことで、明石の経済の活性化につながる。 
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◆「明石市が目指すまちの将来像～○○○なまち」 

全体での社会潮流に関するディスカッションに続き、小グループに分かれ、「明石市が

目指すまちの将来像」について、議論を行いました。 

また、各グループで将来像を「○○○なまち」というキャッチフレーズにまとめました。 

 

 

小グループに分かれてキャッチフレーズを考えました 

各グループから議論の内容が発表されました 
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○各グループで考えたキャッチフレーズ 丸数字はグループ番号 

キャッチフレーズ テーマ コメント 

★ 清 潔 な ま ち （ ま ち も 人 の 心 も ）

（③） 

環境問題 

教育 

環境問題、環境共生、環境教育へ

の取組みを充実させて清潔なまち

に。また、モラルを向上して人の

心もきれいなまちにする。 

★歴史と文化の香り高いまち（③） 歴史・文化
源氏物語などの文学、歴史資産を

掘り起こし、歴史・文化を活かす

★誇りに思うまち（②） 暮らし全般
景観、文化を含め、明石のすべて

を大事に思えるまちにする 

★食育の証（あかし）（①） 
教育 

観光 

食の豊富な明石で食を教えること

で、明石の食材の素晴らしさを知

ることができるようにする 

★誰もが学べるまち（③） 教育 
生涯スポーツも含め、さまざまな

ことを誰もが学べるようにする 

★地域活き活き起業のまち（①） 
高齢者 

活性化 

高齢者が活き活きと働くことで経

済も活性化する。市内のマイスタ

ーを集める 

★高齢者が住みよいまち（③） 
高齢者 

バリアフリー

高齢者をはじめ誰もが住みやすい

バリアフリーなまちにする（高齢

者が住みやすければ、誰もが住み

やすい） 

★交流がさかんなまち（③） 
交流 

コミュニティ

観光客、高齢者、地域内など、さ

まざまな交流を盛んにする 

★広域交流“ハブ”タウン（①） 
交流 

コミュニティ

神戸、姫路、淡路の「ハブ」とし

て、広域圏をつなぐ交流の拠点と

する 

★“カギ”をかけなくてもいいまち

（②） 

交流 

コミュニティ

家も心もカギをかけなくても、安

全・安心・快適に暮らせる、コミ

ュニティが豊かなまちにする 

★産民協働のまち（①） 協働 
企業と地域のパートナーシップを

強めていく 

★ 市 民 が 安 心 し て 活 動 で き る ま ち

（②） 
協働 

行政との協働を円滑にするよう、

カベを取り払い、行政も市民もお

互いに責任を認識する 
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○各グループで出たキーワード 

【自然・景観、環境問題】 

項目 キーワード 

自然 

・ため池や水路が減少している（水路がなくなり川

が氾濫した） 

・自然をこわしての宅地化は良くない 

・自然、環境を大切にするまちへ（温暖化、生物多

様性、子供が自然で遊ぶ） 

・花緑が多いまちへ 

自然・景観 

景観 

・景観の良いまちへ 

・電線が景観を阻害している 

・ため池がなくなっている 

取り組み 

・注目度を高め、取り組む人を増やす 

・リサイクルを町レベルで取り組む 

・清潔なまち、ごみゼロのまちへ 環境問題 

法 ・ イ ン フ

ラ整備 

・罰金をとる、ゴミ処理の有料化 

・上下水道整備の推進（民間の協力が不可欠） 

 

【観光、活性化、歴史・文化】 

項目 キーワード 

スポット 

・観光強化スポットをつくる 

・子午線（日本標準時、時のまち）の活用（子午線

のみちがおもしろくないなど） 

・明石公園の300万人以上の来園者をキャッチする 

観光 

取り組み 

・県内外へのＰＲを強化、観光客を引き寄せる 

・季節ごとに目玉をつくる 

・住んでいる人が考える（明石大好き、誇りに思

う） 

・協働で推進する（ボランティアは無料ではない） 

駅前 ・駅前開発を計画的に 
活性化 

東西の格差 ・東西の分断（西明石で分断）への対応 

歴史・文化 

資産 

・明石市歌（知られていない） 

・ブランドとなる文学・歴史を掘り起こす 

・文化・芸術が人を育てる 

歴史・文化 

取り組み ・文化・芸術に参加できるまちへ 

・文化レベルを向上する 

・市全体をアートなまちへ（明石海峡大橋や大蔵海

岸もある） 

・日本文化をＰＲする（国際化の中でこそ、日本を

もっとＰＲ） 

・歴史的なものをわかりやすくする 
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【市民と暮らし】 

項目 キーワード 

高 齢 者 の 住

みやすさ 

・高齢者が活き活きと働く、老人力の活用 

・高齢者が積極的に交流できる場 

職 ・情報技術とベンチャーのまち 

・ボランティアという仕事を生み出す 

暮らし 

暮らし全般 ・人（誰にでも）にやさしい 

・コンパクトなまちづくり 

・生きがいがもてる、豊か、憩い、心が休まる 

・外部の人が行きたくなるまちへ 

・定年後住みたいまちランキング全国９位（日経Ｈ

１７年） 

・明石大好き。誇りに思えるまち 

教育 ・食育（体にやさしい魚のまち）を行う 

・教育環境が良いまち（学習のまち）へ 

・学校にいろいろな人に来てもらう（高齢者に学

ぶ） 

教育・子育て 

子育て ・安心して子育てができる 

・子供が健やかに育つ（病気の子供が増加） 

・親育て、人づくりも大切 

・「○○禁止」だけでなく自己責任も教える 

交通 交通利便 

バリアフリー 

・市民の目で市民のための交通を考える 

・高齢者など交通弱者への対応も大切 

・みんなが交流できる“足”を考える 

・バリアフリーになっていない道路がたくさんある 

・駅のエレベーターが不足している 

広域的 
・広域圏をつなぐ交流拠点 

・交流文化を築く 

交流 

(コミュニティ) 

地域的 

・地域交流が盛んなまちへ（地域の連携が悪化して

いる） 

・みんなが知り合いでカギのいらないまち（沖縄の

ようなコミュニティ） 

・人が自然に集まるまちへ 

・転入者と地の人の交流推進（自治会などに入って

もらう） 

協働 多様な協働 ・企業と地域のパートナーシップ 

・コミュニティ協働のまちへ 

 

 


