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平成26年度第２回 明石市長期総合計画推進会議（議事要旨） 

 

日 時 

平成26年11月18日（火） 19:00～21:00 

 

場 所 

明石市役所 議会棟 第２委員会室 

 

出席者 

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

竹田委員、田中委員、山下委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

・配布資料の確認（事前送付分に当日資料１、当日資料２を追加） 

 

２ 会長あいさつ 

・消費税10％への再増税が、延期される可能性があるという報道がなされているが、消費税

は地方財政にも充当されることから、子育て支援施策や社会保障施策に影響を及ぼすこと

が予想される。 

・明石市第５次長期総合計画は、「子ども」をキーワードとしたまちづくり戦略を定めてい

るが、施策分野間の温度差に気を取られて、本来の目標を見失わないよう、推進会議にお

いてチェックする必要がある。 

 

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１、参考１） 

・資料１は、平成26年７月１日から９月30日にかけて実施した転入出アンケート調査に

ついて、調査結果報告書（参考１）のポイントをまとめたもの。 

・転居するきっかけは、「就職・転職・転勤のため」が４割弱、「結婚のため」が約２割

であり、明石市を転入先として選んだ理由の第１位は「交通の利便性が高い」で約24％

であった。 

・委員の皆さまには、「調査結果について、どう感じるか。」あるいは「人口の維持・増

加の実現や、『明石市に住みたい、住み続けたい』とより多くの方に思っていただくた

めに、どのようなことに力を入れたらよいか。」といった点を中心に、ご意見を頂戴し

たい。 
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（会長） 

・明石市第５次長期総合計画において、人口は１つの目安である。 

・転入出アンケート調査の結果だけでは難しいかもしれないが、人口の動きに関して、何

か意見や質問はあるか。 

 

（委員） 

・明石市の人口は、昨年４年ぶりに増加し、今年も増加傾向にあると思うが、社会動態に

よる増加と考えてよいか？ 

 

（事務局） 

・現時点で、自然動態（出生者数－死亡者数）はほぼ横ばいであり、社会動態（転入者数

－転出者数）はプラスであることから、今年も人口増加となる見込みである。 

 

（委員） 

・アンケート調査の実施時期について。前回調査（H24.2月～5月）と時期をずらしたのは、

どのような理由からか？ 

 

（事務局） 

・転居は３月、４月が最も多いため、前回は２月から５月にかけて調査を実施したが、転

居のきっかけの大半を仕事や学校関係が占めるため、それ以外のきっかけによる転居状

況を調査するため、今回は調査時期をずらして実施した。 

 

（委員） 

・同条件下での調査でなければ、結果を比較しづらい。 

 

（事務局） 

・調査時期をずらしても結果が同じということであれば、それが明石市への転入、明石市

からの転出の普遍的な理由であるとも考えられる。 

・経年変化を確認するため、前回と同時期の平成27年２月から５月にかけても調査を実施

する予定である。 

 

（会長） 

・転居のきっかけや、考慮した居住環境の順位が変化していないという結果も含め、明石

市への転入条件、明石市からの転出条件を知る上で重要な資料だと考える。 

 

（委員） 

・転入、転出のきっかけを比較すると、「結婚のため」、「家族や親族と同居・近居する

ため」については、転出の方が割合が高いが、若い世代が流出しているということか？ 
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（事務局） 

・今年度第１回目の推進会議で資料を提供したが、平成23～25年の３年間では、20～30代

は転入超過の状態であり、アンケート調査の回答者数（転入者732名、転出者462名）を

鑑みると、人数で見た場合は、転入者の方が多いと考える。 

 

（委員） 

・アンケート調査を実施する際は、行政が影響を及ぼすことができる（施策に反映でき

る）部分についてのみ、質問すべきである。 

 

（会長） 

・次回アンケートを実施する際の参考意見としていただきたい。 

 

（副会長） 

・転居先を決める際に考慮した居住環境のうち「治安が良い」、「子育て支援が充実して

いる」、「学校の教育環境が良い」などは、行政施策の影響が及びやすい選択肢である。 

 

（事務局） 

・参考１の７ページに、考慮した居住環境に係る分析結果を掲載している。 

・転入者の方が選んだ割合が高かったのは、「交通の利便性が高い」、「自然が豊かであ

る」、「子育て支援が充実」などであり、転出者の方が選んだ割合が高かったのは、

「治安が良い」、「商業施設が充実」などである。 

 

（会長） 

・子育て支援については、第５次長期総合計画の中心となる部分であり、この部分につい

ては、市の施策が評価されていると考えることができる。 

 

（副会長） 

・例えば、治安については良くて当たり前であり、悪いと人は逃げてしまう。一方で、子

育て支援については、良い場合は人が集まる。 

・行政としては、マイナスをゼロにするための取り組みと、プラスをさらに伸ばすための

取り組みの二通りのパターンが考えられる。 

 

（委員） 

・転居先を決める際に考慮した居住環境について、今回の調査結果では「高齢者・障害者

の福祉環境が充実」の数字が出ていないが、回答の選択肢から外したということか？ 

 

（事務局） 

・前回のアンケート調査結果を鑑み、回答選択肢の絞り込みを行った。 
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（会長） 

・行政ができることという視点から考えると、選択肢に入れても良いかもしれない。 

・年代別の調査結果（参考１、P.8）を見ると、60代以上では「医療施設が充実」の回答

割合が高い。高齢者にとっては、介護、医療の充実が重要だということがわかる。 

・その他にも行政施策を検討する際に面白い分析ができそうなデータであるが、今後実施

する際には、本日の各委員からの意見を参考にして欲しい。 

 

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２、参考２） 

・資料２は、戦略計画に定める「戦略の５つの柱」に基づき、平成 25年度に実施した取

り組みの実績を掲載したもの。 

・行政各分野の主な取り組み実績をまとめた参考２から、戦略の５つの柱との関係が深

い事業を資料２として取りまとめた。 

・戦略の５つの柱に沿った展開が進められているか、また、来年度以降に充実すべき取り

組みや新たに展開すべき取り組みがあるかなどについて、ご意見をいただきたい。 

 

（会長） 

・戦略の５つの柱ごとに、平成25年度の取り組み実績をまとめた資料である。 

・掲載している指標なども参考にしながら、進捗状況の確認や資料の見やすさなど、お気

付きの点や質問でも良いので、自由にご議論いただきたい。 

 

（委員） 

・参考２の中に「施策についての市民意識」という項目があるが、対象の29施策がどの

ように選ばれたのか、また、資料２とどのように関連しているのかがわかりにくい。 

 

（会長） 

・市民意識調査における調査項目を掲載したものであるが、事務局から説明はあるか？ 

 

（事務局） 

・資料２は戦略の柱ごとに、参考２は施策分野ごとに、それぞれ取り組み実績をまとめ

た資料である。 

・市民意識調査については、戦略の柱ごとでは、各施策の満足度、重要度が把握できない

ため、施策分野ごとの選択肢を用意した。 

・資料２と参考２の関連性がわかりにくいという点については、説明資料を用意するな

ど、ホームページ等に掲載する際に注意していきたい。 

・参考２の「施策の推進状況を示す指標」のうち、数字が１つしか入っていないものは、

市民意識調査の質問項目であり、推移を見るために、今年度調査を予定している。 
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（会長） 

・「戦略の柱１ 安全・安心を高める」(資料２、P.1～2)について、意見・質問はあるか？ 

 

（委員） 

・施策推進の参考となる指標のうち、スクールガード登録者数（資料２、P.2）について。

毎年5,000人程度で推移しているが、登録しているだけで、活動していない人も数に含

まれていると思う。実働人数については把握しているか？ 

 

（事務局） 

・実働人数までは、把握できていない 

 

（会長） 

・28小学校区別の数字もあわせて示し、濃淡を表すことも可能だと思うが、どうか。 

 

（事務局） 

・スクールガード立ち上げ時は、実施校区数を指標とした時期もあった。 

・担当部署と相談の上、指標を設定しているが、指標として弱い部分があるという点につ

いてはご指摘のとおりであり、検討課題としたい。 

 

（委員） 

・防災対策の強化（資料２、P.1）について。実績の中に、地域防災計画災害予防計画の

第三者評価とあるが、第三者評価には誰が入っているのか？有識者だけではなく、社会

的弱者（障害のある方など）にも入ってもらい、検証を行っていただきたい。 

・指標の中で「防災対策を実施している」(資料２、P.2)の数値が26.8％となっており、

防災対策の定義にもよるが、良くない数字である。 

 

（会長） 

・第三者評価については、当事者が関わるべきであるという意見である。 

 

（事務局） 

・意見については、担当部署に伝える。 

・指標の表記については、正しくは「地震や風水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」である。スペースの関係もあり省略しているが、市民に正しく伝わ

らない可能性があるので、内容を精査した上で修正する。 

 

（委員） 

・「スクールガード登録者数」（資料２、P.2）について。児童数がわかれば、登録者数

の過不足がわかると思うので、検討していただきたい。 
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（委員） 

・「施設入所者の地域生活移行」(資料２、P.2)の定義がわかりにくい。 

・資料２に障害福祉の充実に関する実績が何も記載されていない。 

 

（事務局） 

・指標については、表記を簡略化している部分があるので、定義等について一覧に示すな

ど、資料の作成方法に係る検討課題としたい。 

 

（委員） 

・各項目の実績欄に記載されている数値について。数値の持つ意味がわからず、評価でき

ない。 

 

（会長） 

・昨年度との比較、目標値との比較という２つの意味が考えられるが、記載方法について、

何らかの基準が必要ではないか。 

 

（事務局） 

・記載方法については、精査する。 

 

（会長） 

・次に、「戦略の柱２ 自立した温かい地域コミュニティをつくる」(資料２、P.3～4)につ

いて、意見・質問はあるか？ 

 

（委員） 

・「自治会加入率向上に向けた取り組みの推進」(資料２、P.3)の成果は出たのか？ 

 

（事務局） 

・「自治会加入率」を参考指標として記載しているが、現時点では、漸減している。ただ

し、全国的に自治会加入率が低下している中、低下率縮小に寄与した可能性はある。 

・資料２については、実績を整理した資料であるが、実績による成果がわかるように記

載方法を工夫していきたい。 

 

（会長） 

・アウトプット（実績）の部分をもう少し詳しく資料に記載していただきたい。 

 

（副会長） 

・指標のうち「まちづくり活動に参加した市民の割合」(資料２、P.4)が27％というのは、

割合が高いと感じる。 
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（会長） 

・４人に１人というのは多いという印象である。 

 

（会長） 

・次に、「戦略の柱３ 明石らしい生活文化を育てる」(資料２、P.5～6)について、意見・

質問はあるか？ 

 

（委員） 

・市の東部での実績が多く記載されており、西部での行事やイベントが少ないという印象

である。 

 

（事務局） 

・文化関係で言えば、例えば、街角イベント（資料２、P.5）については、大久保のイオ

ン明石においても実施しているが、施設の所在地の関係もあり、イベント実施回数等が

偏っている部分がある。 

・頂いた意見については、担当部署にお伝えする。 

 

（会長） 

・地域性については、検討の余地がある部分である。 

 

（副会長） 

・指標のうち「明石産の農産物（水産物）を意識して食べる」(資料２、P.6)が、両方と

も約50％あり、非常に高い結果である。 

 

（委員） 

・個人的には、低いと感じた。 

・魚の棚商店街でなければ明石産の水産物を買えないという訳ではないので、その点につ

いては、もう少しＰＲする必要があると感じている。 

 

（会長） 

・明石市には、魚市場はあるのか？ 

 

（事務局） 

・卸売市場水産物分場が明石港の間近にあり、“前物”と呼ばれる活魚の取引が行われて

いる。明石の魚はブランド品として取り扱われており、スーパーマーケットなどの店頭

に並ぶ際には、明石産と明記されることから、明石産を購入する際は、意識して選ぶこ

とになる。 
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（委員） 

・「温室効果ガス排出量の削減率」(資料２、P.6)について。直近の数値が大きく下がっ

ているが、どのような理由からか？ 

 

（事務局） 

・温室効果ガス排出量は、電気使用量、ごみ焼却量などの「活動量」に活動量当たりの排

出量を表す「排出係数」を乗じて求めるが、東日本大震災を契機に、化石燃料を用いる

火力発電等の割合が増加し、排出係数が大きくなってしまったため、排出量が大きくな

り、削減率が低下してしまった。 

・自治体や市民が直接コントロールできる活動量に純粋に比例していないので、指標の見

直しの必要性についても検討したいと考えている。 

 

（委員） 

・「時のまち明石の発信」(資料２、P.6)について。天文科学館などの市立施設の無料化

について、同世代で知らない友人が多い。 

・新聞を読まない若い世代などに情報が行き届いていない可能性がある。 

 

（会長） 

・情報の対象は誰かということに着目すると、情報発信の仕方も自然と変わってくる。 

 

（事務局） 

・人口減少社会への対応としてのシティセールスにも関わる部分であり、情報発信のあり

方については、引き続き検討していく。 

 

（副会長） 

・広報チャンネルについて。広報あかし以外の手法も検討する必要がある。 

 

（会長） 

・フェイスブックやツイッターは利用（市のアカウントによる運用）しているか？ 

 

（事務局） 

・利用している。 

 

（委員） 

・市立施設が無料化されたことについては、学校等を通じたＰＲも実施して欲しい。 

 

（会長） 

・次に、「戦略の柱４ まちを元気にする」(資料２、P.7～8)について、意見・質問はあ
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るか？ 

 

（委員） 

・「漁業生産力の減少率」(資料２、P.8)の指標としての意図がわかりにくい。他の指標

も含め、市民がわかりやすいように、表記方法についても工夫していただきたい。 

 

（委員） 

・「市ホームページのリニューアル」(資料２、P.8)について。リニューアルされたホー

ムページの使い勝手が悪いと感じている。 

・市政情報を収集する際に、高齢者が最も頼りにするのは広報あかしである。 

・高齢者への配慮として、広報あかしとホームページ以外の方法による広報についても、

検討をお願いしたい。 

 

（会長） 

・各広報チャンネルについて、利用する側の立場に立って、検討して欲しいという意見で

ある。 

 

（委員） 

・災害時には、市ホームページにアクセスが集中することが予想されるので、サイトがパ

ンク（サーバーダウン）しないよう注意して欲しい。 

 

（会長） 

・最後に、「戦略の柱５ 一人ひとりの成長を支える」(資料２、P.9～10)について、意

見・質問はあるか？ 

 

（委員） 

・「乳幼児健康診査の受診率」(資料２、P.10)について。受診率はほぼ100％だが、未受

診者の把握はできているか？ 

・「待機児童数」(資料２、P.10)について。来年度から子ども・子育て支援新制度が始

まることから、現在、認可外である保育所を認可保育所とすれば、待機児童数を減らす

ことができると思うが、明石市の考え、予定はどうか？ 

 

（事務局） 

・乳幼児健康診査未受診者については、市職員が戸別訪問するなど、100％把握している。 

・待機児童については、保育の質を落とさないよう心掛けており、認可保育所の増設によ

り対応したいと考えている。 
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（委員） 

・「教育環境の整備」(資料２、P.9)の実績として記載されている３歳児保育については、

実施園数を増やしていって欲しい。 

・子ども・子育て支援新制度のスタートについて、明石市の認定こども園の設置に関する

動きが見えてこない。 

・待機児童については、認可保育園を設置すれば質の高い保育が提供できるとは限らない。

保育士等、人的環境の影響が多いので、研修の実施などに市としても取り組んでほしい。 

 

（会長） 

・認定こども園の設置に関する部分など、事務局から説明はあるか？ 

 

（事務局） 

・幼保一体化については、市民ニーズに基づき実施していきたいと考えており、大きな方

向性としては、保育の質を落とさずに、待機児童を解消できるよう取り組んでいる。 

 

（委員） 

・「新体力テストにおける本市平均値と全国平均値との比較」(資料２、P.10)について。

“下回る”の項目数が非常に多い。市として対策は考えているか？ 

 

（事務局） 

・運動が苦手な子どもに、休日や夏休みに自主的に登校してもらい、走る動作などを指導

する「あかしっ子元気・体力アップ推進事業」を実施し、苦手な子どもの底上げを目指

している。 

 

（会長） 

・教育委員会にも相談していただき、環境整備も含めて対策を検討していただきたい。 

 

⑶ 総合計画の推進について 

※事務局より資料説明 

（資料３、資料４、参考３、参考４-１、参考４-２、当日資料１、当日資料２） 

・資料３は、今年度実施を予定している「まちづくり市民意識調査」の概要であり、前

回調査（参考３）から、質問項目を一部変更する予定である。 

・当日資料１は、市長懇談会の名称を変更して実施しているもの。このような機会を通

じて、若者のまちづくりに対する思いや、「住みたい、住み続けたいまち」の実現に向

けたアイデア等についても、意見交換を行っていく。 

・資料４は、総合計画の体系、推進の基本的な考え方などを記載したものであり、今後

の進行管理については、参考４-１、参考４-２の作成、活用を検討している。 
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（会長） 

・総合計画の推進について。中間年に一定の評価が必要だと考える。 

・これまでのモニタリング（監視、観察）だけではなく、人口動向や市民意識の変化も踏

まえて、評価を行う必要があると考えるが、意見・質問等はあるか？ 

 

（委員） 

・まちづくり市民意識調査（資料３）について。調査対象の抽出方法は？ 

 

（事務局） 

・住民基本台帳からの無作為抽出を予定している。 

 

（副会長） 

・5,000人を対象に実施すれば、概ね明石市の状況を表すものになる。 

 

（委員） 

・「問３ 今後のまちづくりについて」では、見直して欲しい分野についても、あわせて

質問して欲しい。 

 

（事務局） 

・質問項目である「強く推進すべき分野」が、現時点で取り組みが不足している（見直し

て欲しい）分野というイメージである。 

 

（会長） 

・強く推進すべき分野には、「現状に満足していないから推進して欲しい」という意見と、

「現状に満足しているが、更に推進して欲しい」という意見の２つのパターンが考えら

れる。 

 

（事務局） 

・質問項目や内容については、引き続き検討していく。 

・調査票については、回答者の負担を考え、質問項目を絞り込み、簡潔な記載となるよう

留意している。 

 

（委員） 

・「ここ、数年よくなった分野」と「今後、強く推進すべき分野」(参考３、P.11)を回

答する際に、現状の表記では具体的な取り組み内容がわからず、答えられないのではな

いか。 
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（事務局） 

・施策分野の表記だけでは判断しにくい部分があるという点については、ご指摘のとおり

であるが、ページ数が増えると回答率が下がってしまう懸念がある。 

・本日頂戴した意見も踏まえて、調査票の記載内容を検討していく。 

 

（会長） 

・参考４-１、参考４-２についての意見はあるか？ 

・当日資料２は、市の予算編成の考え方に、本推進会議の意見がどのように反映されて

いるかを示した資料である。 

 

（事務局） 

・配付資料についてのご意見等は後日でも構わないので、事務局に伝えて欲しい。 

 

（委員） 

・「市長とふれあいトーク」(当日資料１)について、予定されている対象者数が少ない。 

財政健全化や行政施策に詳しい商業関係者などの声も聴いていただきたい。また、シニ

ア世代であれば自治会との意見交換の方が、より明石市の状況が分かると思う。 

・寄せられた市民の意見は、市政に反映されるのか？意見を聞くことが開催の目的か？ 

 

（会長） 

・アンケート調査を行う場合でも、政策的に決めた上で、裏付けを目的として調査を実施

する場合と、本当に悩んでいる部分について調査する場合と２パターンある。 

・例えば、事業の改廃や拡充等については、市長の政治的判断が求められる部分であるが、

市民の意見やアンケート調査結果だけを根拠に判断・決定するようなことは考えにくい。 

 

４ その他 

※事務局より、推進会議設置要綱第６条第２項の過半数要件の削除について提案（参考５） 

 

（副会長） 

・何かを決定する会議ではないことも踏まえ、事務局提案どおりで構わないのではないか。 

 

（会長） 

・事前の日程調整など、多くの委員が参加できるよう工夫して欲しい。 

 

５ 閉 会 

（副会長） 

・様々な意見が出た中で、根底にあるのは、行政と市民のコミュニケーション（行政がど

のように情報を発信し、市民の声をどのように受信するのか）についてである。 
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・様々な会議に出席しているが、本会は、活発な意見交換がなされている。事務局には、

更なる活性化に向けて取り組んでいただきたい。 

 

以上 


