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平成24年度第１回 明石市長期総合計画推進会議（議事要旨） 

 

日 時 

平成24年11月６日（火） 14:00～16:15 

 

場 所 

 明石市役所 議会棟 第３委員会室 

 

出席者 

田端会長、浅野副会長、井上委員、桑原委員、阪本委員、杉本委員、竹内委員、田中委員、

山上委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

 ・開会にあたり、事務局より新体制の報告。 

 

２ 会長あいさつ 

・会議の意味について。５年、10年スパンで見ないと長期総合計画の成果はわからないが、

目指す方向に向かっているかどうかについて短期のモニタリングが必要であり、その役割

を担っている。 

・今回の長期総合計画は、これまでのような配置計画と異なり、どのような方向性を市民と

一緒に作り上げていくかが問題となる。 

・皆で知恵を合わせて、数字（指標）の意味を見出し、長期総合計画が目指す方向に進んで

いるかどうかモニタリングを行っていきたい。 

 

※事務局より委員の出欠状況の報告および会議の公開、傍聴者の入室について確認。 

 

３ 議 事 

⑴ 基本構想の実現に向けて 

※事務局より資料説明（資料４、資料１－１、資料２－１） 

・資料４について、総合計画の体系、推進の基本的な考え方、短期的・中期的PDCAサイク

ルに基づく進行管理など、総合計画の全体像について資料に基づき説明。 

・資料１－１については、市民5,000人を対象に実施した意識調査の結果。昨年12月に開

催した前回の推進会議において調査票案を提示し、今年３月から４月にかけて調査を実

施。調査目的は２つあり、１つは市が行っている補助制度やイベントなどの事業の今後

の方向性について、市民意識を把握しようとするもの。もう１つは、明石のまちへの思

いや、各分野における市民の意識や行動について把握することであり、総合計画の進行
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管理に役立てようという重要な部分。 

・資料２－１については、明石市の昨年の人口の動きについて概要をまとめたもの。市の

総人口は、２年連続でわずかに減尐。自然動態は、出生者数が死亡者数をわずかに上回

ったが、増加幅は年々減尐し、近い将来、逆転するものと見込まれる。また、社会動態

は、転出者数が転入者数を上回った。ここ10年をみても、転出者数が転入者数を上回る

転出超過の傾向にある。 

・委員の皆さまには、「推進会議における協議のポイント」を事前にお配りしているが、 

「基本構想の実現を測るような指標が考えられているか」、「昨年の人口動向をどう捉 

えるか」などについて、ご意見をいただきたい。 

 

（会長） 

・資料が多岐に渡るため、各委員へ事前送付する際に、事務局が作成した「推進会議にお

ける協議のポイント」を添付した。 

・資料内容への質問でも構わないので、忌憚のないご意見をいただきたい。 

 

（委員） 

・資料１－１について。回収率が悪いと思う。また、30歳代から40歳代の回答者が市全体

の年齢構成による比率より尐ない。無作為抽出方式ではなく、対象を絞る形で実施し、

長期総合計画の推進に役立てるような目的を持ってアンケートを実施してもよかったの

ではないか。 

 

（事務局） 

・長期総合計画策定時に実施したアンケート調査よりも回収率は高い。決して高い数字で

あるとは言えないが、裏を返せば低い数字でもないと思う。 

・抽出方法については、質問の項目が多岐にわたり、幅広い世代を対象とした内容である

ため、対象を限定せずに無作為抽出とした。 

 

（会長） 

・年齢別データも掲載しているので、詳細についてはそちらを参照していただきたい。 

・今回の総合計画自身、数値目標があるものではない。その中で、人口に着目しているが、

これに対する意見はないか。また、今後のアンケート方法等について何かアイデアがあ

れば出していただきたい。 

 

（委員） 

・資料１－１の市民意識調査について。今回、実施したこと自体が成果であるとは思うが、

問２の回答結果が施策に反映されることはあるのか。 

・人口動向については、分布が大切である。転職や転勤による転出は市の責任とは言えな

い。10年後の市の年齢構成がどうなるかによって施策内容も変わってくると思う。 
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（事務局） 

・結果はあくまでも参考である。回答数が約3,000ということもあり、この結果をもって

施策の継続、廃止を決定するものではない。 

 

（会長） 

・市長、議員は選挙で選ばれており、結果を無視するようなことはできないと思うが、直

ちに政策に反映はしないということ。 

・人口の分布とは人口構成のこと。人口の増減に一喜一憂するのではなく、増減の中身、

言い換えれば「人口の質」が大切である。人口を分析するにあたり、最終的にどのよう

な人口構成を目指しているのかということが、施策を検討する際にも重要である。 

 

（委員） 

・明石市内でも地域によって特徴が異なる。小学校区別でも結果を集計してみてはどうか。 

 

（事務局） 

・小学校区別での集計も検討したが、回答者数が50人程度の校区があり、結果を公表して

しまうとそれが校区全体の意見として捉えられてしまう恐れがあるため公表しなかった。 

 

（会長） 

・資料１－１のP.30以降に記載している意識や行動についての調査結果が興味深い。年齢

別、地区別のデータを見ることにより、今後の戦略づくりにも影響が出てくると思う。 

 

（副会長） 

・明石市は高いレベルで議論されていると思う。 

・資料１－１のP.4について。60歳以上の方の回答者数が多いにも関わらず、高齢者施策

の縮小・廃止の合計割合が多い点が気になった。 

 

（会長） 

・アンケートには主観的な回答と客観的な回答があるので細かい分析が必要になってくる

が、市全体を見て回答している人が多いということだと思う。 

 

（委員） 

・資料１－１のP.36～37について。回答結果を市はどのように考えるか。 

 

（事務局） 

・市の実施している施策についての自己点検的要素を含んでいると考える。窓口サービス

についての回答結果などについて、今後どういった取り組みを行っていくか議論する必

要があると感じている。 
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（会長） 

・行政と市民の関係性については、今回の長期総合計画にも関連する部分があるので、こ

れから施策を推進していく中で、注視が必要な部分である。 

 

⑵ 戦略計画に基づく施策展開について 

※事務局より資料説明（資料３－１～３－３） 

・資料３－１について。戦略計画に定める「戦略の５つの柱」に沿って、平成 23 年度に

実施した取り組みの実績を掲載。 

・資料３－２について。平成 24 年度の予算が確定した際に整理したもので、平成 24 年度

に実施を予定している取り組みを掲載。これは、長期総合計画を推進するための「実行

計画」として位置付けているものであり、「戦略の５つの柱」ごとに、新規の取り組み

や重点的な取り組みを抽出して記載。 

・資料３－３について。それぞれの施策分野ごとに個別計画などに基づき実施した昨年度

の実績を整理したもの。事務事業の一覧や、施策の推進状況を示す指標を記載している。 

 

※続いて、本年度、市が特に重点を置いている、「こども」・「安全」・「地域」という

３つのキーワードに基づく主な取り組み等について、担当部署の職員から資料３－１～

３－３に基づき、それぞれ説明。 

 

（こども未来部こども育成室長） 

 ・資料３－１「戦略の柱５ 一人ひとりの成長を支える」に基づき、「こども」に関連 

する事業の実績について説明。 

 ・子どもに関する施策を総合的に推進するために、今年度より、こども未来部を設置し、

保育所、幼稚園、幼保一体化に関連する業務をこども育成室に集約した。 

 ・資料３－２に基づき、今年度以降の取組みについて説明。 

  ○就学前児童の子育て環境の整備について。現在、保護者に対するアンケート調査を 

実施しており、今後、市民や有識者等で構成する検討会議の立ち上げを予定して 

いる。 

また、国の動向として、今年８月に子ども・子育て関連法が成立し、来年 4 月には 

「子ども・子育て会議」の立ち上げが予定されている。市としては、これらの動向 

を踏まえ、平成 26 年度に「子ども・子育て事業計画」を策定予定。 

○子育て支援センターの充実について。おおくぼ北、うおずみの開所時間をそれぞれ 

９時から 16 時に延長し、子育て家庭のニーズに応じている。 

○里親制度の理解と登録推進を図るために、里親啓発後援会を開催。 

  ○待機児童の解消を図るために、貴崎・藤江・高丘東の市立３幼稚園について、教室 

を有効活用するかたちで、私立保育所の分園を開設（11/1 開園、定員各 20 名）。 
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（総合安全対策局次長） 

 ・東日本大震災の発生などを受け、今年度より総合安全対策局を設置。 

 ・資料３－１「戦略の柱１ 安全・安心を高める」に基づき、「安全」に関連する事業 

の実績について説明。 

   ・資料３－２に基づき、今年度の取組みについて説明。 

    ○市内 107 か所のため池から 20 か所を抜粋し、国と県との共同事業として放流施設 

の整備などため池の防災対策を実施。 

    ○交通安全対策会議において、交通安全計画を策定し、数値目標の設定や、自転車事 

故の減尐に向けた講習会などを開催。 

    ○国道 2 号明石駅前交差点の改良に向けた事業用地取得。 

    ○国の地震被害想定の見直し結果が示された場合に、ハザードマップを修正・配布。 

    ○宅地の耐震化に向けた、大規模盛土造成地のスクリーニング 

   ・資料３－３に基づき、「安全」に関係する各指標の紹介。 

    ○P.13：市民病院の常勤医師数、市民病院における救急車による搬入患者数 

    ○P.41：自主防災組織の組織率、出前講座や各種訓練等への参加者数、 

        「地震や風数害などの災害に対し、普段から何らかの対策を行っている」と 

答えた市民の割合 

    ○P.43：人口 1 万人あたりの出火率、市民による心肺蘇生実施率、 

救急自動車による傷病者収容時間 

 

（コミュニティ推進部市民協働推進室長） 

 ・「地域」に関連する事業として、資料３－１「戦略の柱２ 自立した温かい地域コミ

ュニティをつくる」および資料３－２の P.4 に記載されている、協働のまちづくりの

推進の取組み状況について説明。 

 《取り組みの背景》 

  ○尐子高齢化の進展、市民の価値観の多様化などにより、子育て、防災など地域課題 

が多岐に亘って複雑化しており、これまでのような画一的な行政サービスだけでは 

対応できなくなっている。 

  ○各地域の実情に応じた住みよい地域づくりを進めるため、地域のことを最も知って 

いる、地域住民を主役とした協働のまちづくりの推進が必要。 

  ○市民主体のまちづくり推進のためには、地域住民の総意が意思決定に反映される組

織作りや、地域の課題解決が地域住民の合意のもとに可能となる地域自治システム

の構築が重要になる。 

   《取り組み内容》 

  ○明石市自治基本条例に基づき、小学校区単位での協働のまちづくりの仕組みや推進 

方法について定める「(仮称)明石市協働のまちづくり推進条例」の制定を目指し、 

検討委員会を開催している。年内に中間の取りまとめを予定。 

  ○財政的支援として、使途や事業を限定せず、地域の創意工夫で課題を解決するため 



- 6 - 

に自由に活用できる、地域交付金制度の導入を検討している。 

また、地域交付金制度の導入を見据え、市内の 3 小学校区をモデル校区とし、中間

支援組織であるコミュニティ創造協会とも連携をとりながら、まちづくりのビジョ

ンや計画づくりに実践的に取り組んでもらい、その取り組みを通じて地域内の組織

作りや、合意形成システムづくりを進めてもらう予定。 

  ○市民提案型パイロット協働事業を平成 22 年度から 3 年間試験的に実施。 

市民、職員の協働意識の向上を目的に取り組みを開始し、3 年間で 11 事業を採択。

市民の提案による多様な事業を展開。 

  ○市民の活動、交流、情報共有の場として、アスピア７階に市民活動コーナーを設置 

しているが、機能拡充について市民活動団体等と調整しながら検討中。 

 

（事務局） 

・事前に送付した「推進会議における協議のポイント」に記載している項目を参考にご議

論いただきたい。普段、明石市で暮らす皆さんが、日常生活を送るなかで率直に感じた

こと、思ったことでも構わない。 

 

（会長） 

・行政施策と長期総合計画の関係性が重要な部分。長期総合計画は方向性を示すものであ

り、それを行政施策に落とし込んでいる。その意味では、資料３－２に新規施策が多い

のは、長期総合計画の影響によるものとも考えられる。 

・資料３－１は実績についてまとめたもの。記載されている指標についての意見や質問で

も良いので自由にご議論いただきたい。 

 

（委員） 

・基本構想の実現に向けて進んでいるかどうかについては、人口が増加しているかどうか

がわかりやすいポイントであると考える。特に若い世代が流入しているかどうか。 

・市民意識調査の結果でも、子育て支援や教育環境について、住みやすさを感じない理由

に挙げた人の方が多く、市民は現状に満足していないように思える。 

・人口の自然動態については国の施策によるところが大きいが、社会動態については自治

体の努力によってある程度改善可能だと思うので、明石市で子育てがしたい、学校に行

かせたいと思ってもらえるような環境づくりをお願いしたい。 

・戦略の柱５の展開の方向の中で、質の高い教育を謳っているが、学力そのものについて

の指標がないので、全国学力テストの結果を指標に採択するなど、見直しを検討してい

ただきたい。 

 

（会長） 

・平成 25 年度に向けた取り組みについて、力を入れて欲しい部分、新たに取り組んで欲

しい部分など何か意見はあるか。 
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（委員） 

・公立高等学校の学区再編の話もあり、教育環境に不安を持つ親は多い。学校教育に満足

していない人が約半数という市民意識調査の結果については、ソフト面かハード面か何

が不満なのか詳細はわからないが、しっかりと取り組んでいかなければならない。 

 

（副会長） 

・市民意識調査結果については私も気になったが、学習指導に対しての不満だと思う。 

 

（委員） 

・明石市は白紙の答案率が高いと聞いており、学力を向上させるための取組みが必要だと

感じている。 

 

（会長） 

・教育委員会の意見が必要になってくる話であるが、本日、関係者は出席していない。 

各委員の意見を施策の充実に反映していただけたらと思う。 

 

（副会長） 

・教育委員会に参考人として出席を予定しているので、その際に機会があれば発言する。 

 

（委員） 

・学童保育について。子育て環境にも影響してくると思うが、明石市の取組み状況は？ 

 

  （事務局） 

・全 28 小学校区で実施している。時間は午後 5 時まで（延長制度あり）。 

 

（会長） 

・展開の方向５－１に「子育て家庭を支える」とあるが、子育て環境の整備には、就学後

の児童・生徒にも目を配り、戦略に組み込んでいく必要があると考えられる。 

 

  （委員） 

  ・中学校給食について。当初予定の平成 27 年度実施に間に合うのか？ 

 

  （事務局） 

  ・予定どおりの実施を目指し準備中だが、尐し遅れるかもしれない。 

 

  （委員） 

  ・第 5 次長期総合計画の計画期間（平成 23 年度～平成 32 年度）中には実施されるか？ 
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  （事務局） 

  ・実施予定である。 

 

  （委員） 

  ・長期総合計画の計画期間は 10 年であり、１年ごとのモニタリングについては良いと思

うが、２，３年単位の目標（指標）設定も必要ではないか。具体的な案としては、28 小

学校区に優先順位を付けて施策を実施することや、通学路の安全管理といった、子育て

世代に特化した安全・安心づくりを行うことなどが考えられる。 

 

  （会長） 

  ・議事⑶の「総合計画の推進について」にも話が及んできている。資料４については、事

務局より議事の冒頭に説明をいただいているので、併せて議論を進めていきたい。 

  ・校区別に重点化していくというのは面白い発想である。優先順位の決定方法など、議論 

すべき点が多くあるが、示唆に富んだ発想である。また、安全・安心について、それを 

受ける立場からの視点で事業の取組みを再編してみると、市民への「見え方」が変わっ 

てくる。 

  ・校区に優先順位を付けるという案についてどう考えるか？ 

 

  （副会長） 

  ・防災、安全の視点からは順位を付けやすいかもしれないが、その他の施策では難しい 

のではないか。 

 

  （委員） 

  ・地域からの不平不満も予想され、順位付けは確かに難しいと思う。１つの考え方として 

提案した。 

 

  （委員） 

  ・市役所本庁舎について、耐震化など安全管理をお願いしたい。災害発生時に本部機能が 

果たせなくなる。 

  ・ハザードマップについて、紙媒体だともらっても捨ててしまう人が多いので、保管して 

もらうための工夫や電子化をお願いしたい。 

  ・市民意識調査結果の中で、「相談できる人が周りにいますか？」という質問に対して、 

1/4 以上の人が「いない」と回答している。優先的に対策を実施していただきたい。 

  ・施策展開については、時代の流れに合わせて見直しが必要。特に、対象者が尐なかった 

り、利用割合が低かったりするものは、実施による費用対効果等について、十分な議論 

を行っていただきたい。 
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  （総合安全対策局次長） 

  ・庁舎移転についてはすぐに結論が出る問題ではないが、災害発生時に対応できるよう、 

業務継続計画を今年度内に策定予定。 

  ・ハザードマップについては、市ホームページに公開しているが、活用方法も含め、再度 

協議していきたい。 

 

  （コミュニティ推進部市民協働推進室長） 

  ・（相談できる人が周りにいるかどうかの回答割合について）市民が、市役所や民生委員 

など地域の方に気軽に相談できる環境づくりについて検討を進めていく。 

 

  （会長） 

  ・自治会や民生委員の活用を含め、相談しやすい環境づくりを。 

  ・施策実施により影響を与える人を明確にする、セグメントを分けることが重要。 

   例えば、大阪市は敬老パスの制度変更を打ち出したが、理由はその使用割合。高齢者 

施策について、市の考えはどうか。 

 

  （総合安全対策局次長） 

  ・高齢者優待乗車券については、庁内で協議し、検討中である。 

 

  （会長） 

  ・一律配布型は調整のための予算が尐なくて済むというメリットはあるが、地域と行政の 

連携などにより、必要な人に必要なサービスが的確に行き渡るような仕組みが望ましい。 

 

  （委員） 

  ・施策展開の調整は大変だと思うが、財源が限られており、生産年齢人口の減尐も予想さ 

れているので、今のうちから順序立てて施策の整理を進めてほしい。 

 

  （会長） 

  ・市民ニーズに対応した行政経営が重要である。地域レベルで市民ニーズを把握し、行政 

が支援するような参画と協働の仕組みづくりを進めていただきたい。 

 

  （委員） 

  ・資料３－３のP.73の各指標の数値について、早期に改善していただきたいと思うが、 

どのような対策を考えているか？ 

 

  （政策部長） 

  ・接遇マニュアルの作成、接遇研修の実施および３月、４月の引っ越しシーズンの土日開 

庁などを実施しているが、数字については謙虚に受け止めて対応していきたい。 
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  ・広報紙については今年度リニューアルを実施したが、引き続き内容の向上に努めたい。 

  ・ホームページについては、リニューアルに向けて準備中である。 

 

  （会長） 

  ・窓口でワンストップサービスが実施できているかどうかも満足度のポイントになる。 

   市の窓口サービスについての満足度を表す指標については、今後も注目していきたい。 

 

  （政策部長） 

  ・３月、４月の土日開庁時には、ワンストップに近い形で対応している。 

  ・明石駅南再開発ビルに市の窓口の入居を予定しているが、ワンストップを目指している。 

 

  （委員） 

  ・市役所窓口については、やはり縦割りのイメージが強い。 

  ・民生委員など多くの市民が知らないこともあると思うので、ネーミングを含めて周知方 

法について検討して欲しい。 

  ・資料３－３、P.23の指標について。不登校になっている児童生徒の割合はゼロであるべ

きである。学習の質も大切だが、人と人とのふれあいの大切さについて感じることがで

きるような、学校に行きたくなるような仕組みづくりをお願いしたい。 

 

  （委員） 

  ・「学力向上は二の次とする楽しい教育環境」と「学力を重視する教育環境」のどちらが 

良いかは意見が分かれるところである。 

  ・不登校の問題については、学校に責任を転嫁する親もいることから、数値はゼロにはな 

らないだろう。行政だけで問題を解決することは難しく、親の協力も必要である。 

  ・学力に関しては、明石市は近隣他市より劣っているという噂が流れており、公立高校の 

学区再編によって、明石市の生徒が明石市内の高校に合格しにくくなるのではないかと 

いう不安があるのだと思う。 

  ・資料３－２について、新規施策の割合が多いが、廃止された施策は他にないのか？ 

   財政的に、廃止施策が無ければ新規施策は実施できないと思われる。 

 

  （会長） 

  ・学校を選べることが大切。選択肢をどのように提示するかということが併せて大切で 

ある。 

  ・民生委員の名称については、民生委員法で決まっているものだが、新しい発想である。 

 

  （副会長） 

  ・教育に関連する問題については、情報開示が不十分であると感じている。 
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  （事務局） 

  ・資料３－２は、新規・拡充事業を中心に記載しており、廃止・終了事業については一部 

を除き記載していない。 

  ・予算規模については横ばいであり、歳出が増加し続けている訳ではない。 

 

  （委員） 

  ・終了した事業については、その結果を何らかの形で表示して欲しい。 

  ・継続事業についても、いつまで続くものなのか市民にはわかりにくいので、出来る限り 

表示して欲しい。 

 

  （会長） 

  ・事業評価について。成果が無いから事業を廃止するというケースが多いが、事務局の 

考え方はどうか？ 

 

  （事務局） 

  ・市のホームページにも公開されている、事務事業総点検シートを活用している。 

 

 

３ 閉 会 

（副会長） 

・長期総合計画の推進会議というのは他市事例が尐ないが、前向きで良い意見が多い会議

になった。 

・今回は、「こども」・「安全」・「地域」という重点施策にテーマを絞ったので議論が

しやすかったと思う。また、計画策定段階から関わっていただいている委員も多いので

議論が深まった。 

・会議の良かった点などについては、事務局で今後に活かしていただきたい。 

 

（事務局） 

・次回の推進会議の開催については、決定次第連絡する。 

・今回いただいた意見を踏まえ、計画の推進を図っていく。言い足りなかった点も含め、

ご意見があれば事務局までお願いしたい。 

 

以上 


