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平成２３年度第１回長期総合計画推進会議（議事要旨） 

日 時 

平成２３年９月２５日（日） １０：００～１２：００ 

場 所 

生涯学習センター７階 学習室１Ｂ 

出席者 

浅野委員、田端委員、池上委員、桑原委員、阪本委員、福田委員、藤田委員、山上委員、 

吉川委員、小田委員、杉本委員、田中委員、平本委員 

議 事（要旨） 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

代表して浅野委員へ交付 

３ 市長あいさつ 

・ここでの議論が実際のまちづくりにおいて、その思いが形になっていくような会議に 

していきたい。 

・視点としては子どもの視点、テーマとしては安全、場としては２８小学校区の地域コ 

ミュニティをキーワードに、まちづくりを進めたいと強く思っている。 

・個別計画や平成２３年度の予算に計上している各事業については、子どもに借金を残 

さないという観点や、長期総合計画の理念に基づいているかどうかという視点からも 

見直しのご検討をいただきたい。 

４ 委員の紹介 

５ 市出席者の紹介 

６ 会長・副会長の選出 

会長に田端委員、副会長に浅野委員を選出 

７ 会長あいさつ



2 

・この推進会議は、ＰＤＣA サイクルのチェックとアクションを行う部分になる。 

・自分の視点や立場で、意見を言っていただきたい。新しい発想、柔軟な考え方、地域 

に根差した考え方で、政策をチェックし、ご提案いただきたい。 

８ 議事 

（１）会議の公開について 

事務局より説明・・・ （資料３） 

〈会長〉 

・原則として会議は公開とする。議事録は要点筆記で固有名詞は伏せて、市のホームペ 

ージで公開する。ここで意見が無ければ事務局の案通りとしたい。 

・公開請求があった場合に委員の名前は非公開とするのか。 

〈委員〉 

・事務局の案でよい。公開請求の場合に個人名は、一般的には出ていない。 

＊事務局案のとおり承認 

（２）総合計画の概要及び推進会議について 

事務局より説明・・・ （資料４・５） 

〈委員〉 

・個別計画の具体的な情報をいただきたい。 

〈事務局〉 

・現在、個別計画に基づく事業の整理を進めており、個別計画の進行管理の方法につい 

ても市役所内部で検討しているところである。１２月の会議でそれらの整理した内容 

を出していきたい。 

〈会長〉 

・市には、約 1,000 の事務事業があり、大小の事業が組み合わさって個別計画になって 

いる。それを一元的に見れるような仕組みを分かりやすく示していただきたい。 

〈副会長〉 

・長期総合計画よりも前に、作られている個別計画もある。今回の長期総合計画の５本
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の柱に合わせて、個別計画に強弱を付けていく必要がある。 

・戦略計画に沿って個別計画でここに力を入れていくという情報があれば、総合計画が 

それぞれの個別計画にどのように反映されているかが分かりやすい。 

〈委員〉 

・次回の１２月には個別計画の進捗状況を出していただきたい。 

〈事務局〉 

・個別計画を含めた長期総合計画の推進の仕組みを、今年度中に構築していきたいと考 

えている。１２月の会議には個別計画で何をしているのか、どういう視点で検証して 

いくのかなどを整理したものを出していきたい。 

・個別計画の進捗状況まで、示すことができるかについては検討中である。 

〈委員〉 

・それぞれの個別計画には多くの事業があるため、その時々で特に問題となるようなこ 

とに絞ってみてはどうか。 

〈委員〉 

・駅前開発の件で、市役所の機能を持ってくるという話があり、新聞に計画内容が変わ 

ったという記事があった。計画を変更するのであれば、事前に言っていただきたい。 

〈事務局〉 

・この度の中心市街地活性化事業の変更については、手続きの透明性から、広報紙を用 

いたパブリックコメントや市長懇談会などを開催し、様々な意見をお聞きした上で、 

費用や施設内容などの見直しを行い、議会に提案をさせていただいた。 

・関わりを持っていただいた方も含めて、ホームページ、議会での答弁、新聞折り込み 

などで広く周知を図ったところである。 

（３）総合計画の推進について 

事務局より説明・・・ （資料６） 

〈会長〉 

・この会議の役割のほか、個別計画や長期総合計画がどう評価され、どう推進していく 

のかの枠組みが示された。 

・例えば、個別計画という多くの小さな歯車が動き出して、長期総合計画という大きな
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歯車が動くということは、非常に望ましい体系だが、実際はそうはいかないこともあ 

る。その全体を見ていくのがこの場であり、小さな歯車のスピードを見るのが指標で 

あり、大きな歯車がきちんと動いているのかを見るのが市民満足度ではないか。 

〈委員〉 

・個別計画というのはパーツであり、各々の個別計画がうまくいったからといって、全 

体がうまくいっているとは限らない。全体がうまくいっているのかを見るのに、市民 

満足度調査が必要なのか。 

〈事務局〉 

・市民満足度調査も全体を見るバロメーターであり、参考となる指標で見るのも１つの 

方法であると考えている。 

〈副会長〉 

・人口の推移、いわゆる人気がある場所に人が集まってくることも１つの大きな指標と 

言える。 

〈会長〉 

・最近は子育てや教育の環境で住所を移すことがある。この計画では子どもを視点とし 

ており、このまちは住みやすい、子育てがしやすいという指標で測るのもよい。 

〈委員〉 

・たくさんの個別計画があり、どのようなことをしているかをつかみきれない。年２回 

の会議で、計画が示されその検証をするというのでは、モヤモヤしたものが残るので 

はないか。 

・長期総合計画の推進計画がうまくいっているかを判断するには、 我々も色々な所で様々 

な情報を聞き入れて出し合うとともに、地域に持ちかえり、検証することも必要では 

ないか。 

〈会長〉 

・モヤモヤしない方法が事業仕分け方式であり、代表的な事案をテーブルにあげてチェ 

ックする方法だが、それでは全体が見えないので工夫がいる。 

・全体を見るには、個別計画がどういう役割を果たしているかが、分かりやすく提供さ 

れる必要がある。成果をどういう数値で見ればよいかという意見もいただかないとい 

けない。
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〈事務局〉 

・それぞれの個別計画がどの程度進捗しているかということを、 フォーマットを決めて、 

事業や指標を見せていきたい。 

・実際の市民生活がどう変わったのか、目指すまちづくりがどれだけ進んだのかという 

ことについては、非常に数値では表しにくい部分がある。その部分は、市民へのアン 

ケート調査を活用していきたい。 

〈会長〉 

・市民の目線で、分かりやすく把握しやすい資料をお願いしたい。 

・昔のように計画がそのとおり粛々と進む時代ではない。予算の問題など様々な問題が 

あり、ある程度のビジョンを示してそれに向かって進めていくことしかできない。 

・どの市も、事務事業評価など行政内部で評価を行っているが、それは事業としては進 

んでいても全体として理念を実現するものかどうかという評価ができず、苦労してい 

る。 

〈副会長〉 

・政策部は、各部の個別計画に関与していくことが必要と考えるがどうか。 

〈事務局〉 

・検討段階だが、事務事業評価と施策評価を一本化したいと思っている。政策部として 

は長期総合計画という横串しの中で、今後事務事業をどう進めたらいいのか、どこが 

進んでいないかなどに関わり合いを持っていきたい。 

〈会長〉 

・個別計画と長期総合計画では、それぞれスタートが違うので難しいのは現状だが、我々 

がここで意見を出したからには、きちんと対応をお願いしたい。 

（４）平成２３年度実行計画について 

事務局より説明・・・ （資料７） 

〈会長〉 

・違う部局の取り組みが、集まって実行計画となっている。ピラミッド組織だと、どう 

しても調整するのが難しい。 

・例えば、市営住宅の整備というのが、日常生活の安全安心のところにあがっているが、
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高齢者への対策という観点もあるし、安く提供できることによって弱者の支援になる 

かもしれない。 

・個別計画は部局内部で作られているので、ある程度まとまりがあるが、総合計画は複 

数の部局が重なりあっている。これをうまく組み合わせることで、全体のビジョンを 

実現していく推進力となる。 

〈事務局〉 

・長期総合計画でいう子どもの視点でいくと、若い世代を中心とした市営住宅を作るな 

ど、そういう視点も今後必要となっていくのではないかと考えている。 

〈委員〉 

・３６ページに市民が行政に参画しやすい環境をつくるとあるが、市民の意見が市政に 

反映されるシステムというのは具体的にどの様にあるのか。 

〈事務局〉 

・市民相談課では、市民の方から様々な意見を聞き、その意見を各部署に照会して、ま 

た本人に返すとともに、市のホームページで情報提供を行う形をとっている。 

・２８小学校区単位のコミュニティを中心にこれからのまちづくりを進めていきたい。 

・市長が小学校区全てをまわって市民の意見を直接聞く「市長懇談会」を開催している。 

〈委員〉 

・住民の要望を聞くというよりも、明石市の活性化のために住民のアイデアを拾い上げ 

るようなシステムを、制度として続けて欲しい。 

〈会長〉 

・自治基本条例や市民参画条例があり、参画と協働、あるいは住民自治という考え方が 

ある。具体的にどの様ものになるかは分からないが、方針としては進めていくことと 

なっている。 

〈事務局〉 

・地域での市長懇談会を行っているが、今後は商業、医療、教育などのテーマごとに、 

意見交換会を実施していく予定である。 

・市民の皆さんの意見を聞きながら、市の方向性を示していきたい。 

〈委員〉 

・日常生活の安全性を高める意味で、高校生の自転車利用のマナーが悪いので、その点



7 

についても取り組む必要がある。 

・非常時に、市民１人ひとりの食を、明石で担えるのかというのも不安である。後継者 

問題があって、だんだんと作らない人が多くなっている。 

・学校給食で地産地消と言うが、様々な生産者の意見がある。もっと、細かい視点で色々 

な人の意見を把握して、提案しなければならない。 

〈委員〉 

・ため池の事故があったが、単に柵を作るのではなく、安全教育の方にもっと力をいれ 

るべきである。 

・水辺を通した教育も大切であり、明石の自然の恵みを子どもたちの将来に残しておく 

ためにも、安全管理の面だけにお金を使うのではなく、危険は必ず身近な所にあると 

いうことをしっかりと勉強することが必要である。 

・明石市は予防接種や子どもの医療費にしても他都市に比べて恵まれているが、満足度 

調査では、そういった他の状況を知らなければよりよい調査とならない。 

・限られた予算の中で、 この事業にこれだけの予算が付けられていることを示した上で、 

満足度を聞く必要がある。全体を見ることができれば、市民レベルでもこのように予 

算を削れるという意見にもつながるのではないか。 

〈会長〉 

・ため池の安全教育については、安全・安心と明石らしい生活文化という２つの「戦略 

の柱」にまたがっていて、大事なことである。 

・他都市との比較をするなど、条件をきちんと示した上で、アンケートをすることも大 

切である。 

〈委員〉 

・各分野のプロの方のノウハウとネットワークを活用することにより、明石市を活性化 

するというのもよいのではないか。 

〈事務局〉 

・我々は、行政の枠の中でやっているため、発想も乏しいところがある。 

・専門の方は、発想も多く、今まで培ってきた人脈もあり、うまく活用することで、明 

石ブランドやシティプロモーションに向けて力を入れていかなければならないと考え 

ている。 

〈委員〉 

・３７ページにある第５次長期総合計画の推進の中で、地域での出前講座の開催とある
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がどのようなものか。 

〈事務局〉 

・地域に出向き、長期総合計画の概要や主要事業の内容を説明するものである。任意の 

団体や高齢者大学等からも声がかかっている。 

〈委員〉 

・この資料は、平成２３年度に予算化されている事業を、個別の計画ごとにまとめられ 

ていてよく分かるが、取り組み項目が多いので、１枚物でマトリックス的に整理され 

ていれば、どこがどう絡んでいるのかが良く分かるのではないのか。 

〈会長〉 

・この計画は、事業の中身は書いてあるが目的が書いていない。本来は目的があり、あ 

るいは叶えたい課題がある。その面で整理の仕方も考える必要がある。 

〈委員〉 

・安全・安心を高めるというところで、各避難場所である小学校の海抜がどれぐらいあ 

るのかが分かればよいのではないか 

〈委員〉 

・それぞれの個別計画が色々な所で絡み合っている。例えば、福祉分野で新たに施設を 

設置する必要があり、住宅の分野で建物の改善をする必要がある時に、福祉施設と住 

宅を合わせて建てたり、学校教育の中で福祉を一緒にして、子どもたちと高齢者・障 

害者が交流するのもよい。神戸市では、福祉施設の上に、住宅が付いている事例もあ 

る。空き店舗についても、介護やグループホームといった福祉産業で、うまく活用し 

ていければよい。 

・実行計画でうまく体系的に整理できれば、絡み合う部分が見えてくるのでないか。 

〈委員〉 

・子ども会や自治会など地域には様々な団体があるが、例えば祭りを行うにしてもそれ 

ぞれの団体がバラバラに行政と折衝していることがある。地域の住民も縦割り社会と 

なっていると言える。 

・私は自分の意見に責任を持ちたいと考えている。お互いに譲り合いながら、大きいス 

パンで考える場所なので、そういう観点で意見を言っていきたい。 

〈会長〉
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・地域自治組織といったものが整理できていくとよい。 

・市長が言われた子ども、安全、地域という３つの視点は大事であり、その点から整理 

できると、違った視点で組み合わせていけるのではないか。 

〈委員〉 

・資料には、若い人にもまちづくりに参加をという文面もあるが、資料が難しくて、理 

解が困難なところがある。 

・ボランティアが好きで、明石でも活動したいと思っているが、どう参加していいのか 

が分からない。 学生の方が時間はあるので、 どう動いていいのか分かりやすくなれば、 

もっと若い力というのも生かせるのではないか。 

〈委員〉 

・資料を１枚物に整理するという意見があったが、１つにまとめるとたくさんの項目が 

あって、字が小さくなり見にくいので、大きくて読みやすい方がよい。 

〈会長〉 

・全体像が見えるという観点を持ちつつ、複雑にならないようにする必要がある。 

９ 閉 会 

〈会長〉 

・資料の整理の方法やアンケートの方法など、 様々なことについてご意見をいただいた。 

・フォーマットについても、次回１２月の会議に事務局の方から提案をするということ 

でお願いしたい。 

〈副会長〉 

・今日の意見を踏まて、３つのことをお話ししたい。 

・１点目は、我々は批判的な目を持ちながらまちを良くしていくカウンターパートナー 

であり、様々なことについてアンテナを高くしていく必要がある。 

・２点目はそのアンテナの立て方であるが、４つある。１つ目は長期総合計画でなすべ 

き事業が盛り込まれているか、しないでよいことをやってはいないか。２つ目は事業 

がきちんと進められているか。３つ目は、その結果・成果はどうなったのか。４つ目 

は市民感覚としてうまく進んでいるか、おかしいと思うことはないかである。 

・３点目は、市民感覚の強みを生かすということで、市役所には中々出てこない発想を 

持つということである。柔軟性を持ち横串しで刺すというのは、市民の方が、感度が 

いい場合がある。市民感覚の強みを生かしていくという観点で見れば、市役所にもイ 

ンパクトを与えられるのではないか。
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〈事務局〉 

・第２回目の推進会議は、本年の１２月の開催予定としている。 

・総合計画の推進にあたって、ご意見、ご質問等があれば、随時受け付けているのでお願 

いしたい。 

以上


