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平成27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27年12月21日（月） 10:00～12:10 

 

場 所 

 明石市役所 南会議室棟 103BC会議室 

 

出席者 

田端会長、浅野副会長、阪本委員、坂口委員、竹内委員、西海委員、上田委員、 

小野委員、杉本委員、西野委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

（田端会長） 

   ・この会議の意義は、長期総合計画の推進に関して、委員の皆さまとより良い方法を

考えることであり、計画に見直すべき点があれば、見直しを検討する必要がある。 

   ・地方創生における人口ビジョン及び総合戦略と長期総合計画をいかにリンクさせ

るかという点も課題となってくる。 

・また、本日は教育大綱についても、議論していただくが、教育は、まちの将来に

大きく関係するテーマである。 

・それぞれの議事について、忌憚ない意見をお願いしたい。 

 

３ 議 事 

⑴ 総合計画の推進について 

※事務局から資料説明（資料１） 

 

  （会長） 

   ・戦略計画の戦略の柱ごとに主な取り組みや進捗の状況、また、今後の展開方針に

ついて、事務局でまとめた資料である。個別の施策や項目についてでも構わない

ので、確認したい点や意見があれば、どの柱からでも発言をお願いしたい。 
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  （委員） 

   ・戦略の柱１について。明石で子どもを産み育てるという観点から、中学３年まで

の医療費無料化が効果を上げていると見られるが、経済支援だけでなく安心して

住み続けることができるよう、治安維持にも力を入れるべきである。 

・兵庫県警が犯罪情報などをメールでお知らせするひょうご防犯ネットに登録して

いるが、明石市西部において、軽犯罪等の発生件数が多いと感じている。 

・公権力により市民のプライバシーを脅かすことは避けなければならないが、寝屋

川市で発生した殺人事件においても防犯カメラが一定の効果を上げたことから、

安全安心なまちに向けて、人の目が届かない場所を中心に防犯カメラの設置を検

討すべきだと考える。 

 

  （会長） 

   ・人の目で守るという観点だけではなく、人の目の及ばない場所については防犯カ

メラを導入してはどうかという意見であった。 

 

  （事務局） 

   ・これまでは、スクールガードなど、地域の人の目を活用する取り組みを中心に実

施してきたが、防犯カメラの効果も高いことから、今後は人の目に加えて、学校

など公共施設を中心に防犯カメラの導入を検討していきたい。 

 

  （会長） 

   ・軽犯罪を未然に防止することが大きな犯罪の抑止につながるという側面もあり、

一定の配慮が必要ながら、人の目の及ばない場所については防犯カメラの導入を

検討していくという話であった。 

 

  （委員） 

   ・スクールガードについて、高齢化の進展により健康上の問題などから人材確保が

難しくなってきているという課題がある。 

 

  （会長） 

   ・最近ではパトライトを設置する自治体もある。 

・高齢化などによる人材確保の難しさや、人の目の及ばない場所への対応といった

課題に対し、工夫が必要である。 

 

  （事務局） 

   ・スクールガードについて、日頃の活動に大変感謝している。今後は負担軽減のた
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め、民間の警備員や防犯カメラの導入についても検討していきたいと考えている。

これからも協力できる範囲でお願いしたい。 

 

  （委員） 

   ・青色防犯パトロールカーのガソリン代の補助についても検討をお願いしたい。 

 

  （会長） 

   ・人口流入の１つの要因として治安が注目されている。 

・子育てをする親にとって、子どもの安全安心は大切な要素であり、今後の人口増

施策に関係してくると考えられる。 

 

  （委員） 

   ・まちのにぎわい創出について、若年層の転入が重要であると考えるが、転居先を

決める際の理由についてのアンケート結果（資料１ P.9図 11）において、転入者

では「子育て支援が充実している」の回答割合が少なく、「交通の利便性」や「勤

務地に近い」という理由が上位に上がっている。 

・人口増に向けては、都市間競争だけではいけないが、明石の子育て支援施策をし

っかりと PRすることが必要ではないかと考える。 

   ・行政各分野の主な取り組み実績（参考２）を見ると、平成 27 年度予算において、

高齢者の居宅介護サービス給付事業だけで約 160 億円計上されているのに対し、

子育て支援では、施策分野全体で約 140 億円となっている。今後、高齢者福祉に

多額の予算が必要になることが推測されるなか、子育て支援に予算を確保できる

のか危惧している。 

・また、インフラの老朽化が進んでいるが、上下水道管の破裂など、不測の事態が

生じた場合、道路整備にかかる費用も含め、国からの交付金が期待できないコス

トがかかってくることになる。 

・このようななか、今後の財源確保の問題について、長期総合計画の戦略計画の中

で具体的に示すべきではないかと考える。 

 

  （会長） 

   ・１点目の施策の PRの仕方についてはどうか。委員からもアイデアがあればお伺い

したい。 

 

  （事務局） 

   ・組織改正によりシティセールス課を新設し、明石の良さや子育て支援施策など、

人口増のための PR活動を実施しているが、取り組みとしてはまだまだこれからで
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あると感じており、委員の皆さまから様々なお知恵を頂戴できればありがたい。 

 

  （委員） 

   ・PRの仕方の参考として、２例挙げたい。 

・１例目が京都府向日市である。京都府内外を走る電車内に掲示されている市の PR

ポスターが、大変印象的で興味を引かれた。また、歴史まちづくり計画（歴史的

風致維持向上計画）の認定を受けているが、歴史的風物詩の活用という点では、

明石市も同様のポテンシャルを秘めていると感じており、人口５万３千人と小さ

い都市ながら、過去 20年間に渡り、おおむね人口を維持している点からも、参考

になることがあるのではないかと感じた。 

   ・２例目が千葉県流山市である。つくばエクスプレスが４年前に開通したことによ

り、東京までの所要時間が１時間と交通アクセスが格段に良くなっている。また、

近隣都市に比べ地価が安く、さらに赤ちゃんから中学生までの子育て支援を徹底

して行った結果、県内唯一の人口増加都市となっている。市内に大きな企業がな

い中で、魅力的なまちづくりをしていることが、明石市の参考になるのではない

かと感じた。また、財政力指数が 0.91ということである。 

   ・明石市は魅力ある都市であり、まちの PR、シティセールスにもしっかり財源をか

けて取り組んでほしい。 

 

  （委員） 

   ・PR の仕方については、インターネットの力を無視できないと考える。宮崎県小林

市のように興味を引く面白い動画を作成し、知名度を上げることも一つの手では

ないかと考える。特に若年層に向けてはインターネットを使って PRすることが有

効ではないかと考える。 

 

  （会長） 

   ・様々な意見が出たが、事務局においては今後の参考にしてほしい。 

   ・もう一つの財源確保の方策を長期総合計画内に盛り込むべきだとの意見については、

①税率を上げる、②経済の活性化を図り、人口増、企業増により税収を上げるなど

の方法が考えられるが、委員としては何か具体的な方策は考えているか。 

 

  （委員） 

   ・一つの方法として、行政施策をスクラップアンドビルドで行うということが考え

られる。高齢化の進展により財政の逼迫を招くことが予想されることから、スク

ールガードのように市民でできることは市民で行い、行政はそのフォローをする

という仕組みの整備が必要ではないかと感じている。また、アウトソーシングも
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有効な手法ではないかと考える。 

 

  （事務局） 

   ・兵庫県南部地震以降、兵庫県では財政状況が厳しい自治体が多く、明石市につい

ても例外ではない。公共施設の老朽化も喫緊の課題であり、国の補助金を活用し

ながら、対策を進めていきたいと考えている。 

・なお、これまでにも行政評価や事務事業総点検を行うなど、スクラップアンドビ

ルドに地道に取り組んでおり、今後も継続していきたいと考えている。 

   ・地域の力を借りるという観点からは、協働のまちづくりとして、小学校区単位の

まちづくりに取り組んでいる。自治会や高年クラブ、子ども会など、地域の様々

な組織の一本化を図り、地域の特性に応じて補助金の使い方を独自に決めていた

だくことで、地域の課題を自ら解決する取り組みをモデル事業から徐々に本格化

していくところである。 

 

  （委員） 

   ・財源の確保という観点では、明石駅前に建設されるタワーマンションの購入者の

ほとんどが富裕層であったことから、他市へふるさと納税をするケースが想定さ

れ、明石市の税収がその分減ることも考えられる。明石駅前の再開発が終わり、

まちの魅力が高まった頃に、ふるさと納税制度の見直しに取り組んではどうかと

考える。 

   ・また、西明石以西における交通インフラが整っていないと感じている。大久保駅

についても、通勤通学時間帯において非常に混雑しており、利用人数に対して駅

が小さい印象がある。駅の改修等に向けて、JR と密接に連携を取っておくべきだ

と考える。 

 

  （事務局） 

   ・ふるさと納税については、本市はこれまで景品重視の姿勢を取っていなかったが、

鯛やタコなど、明石市の良さを PRする観点からも、シティセールス課において次

年度以降の見直しを検討している段階である。 

   ・交通インフラについては、住みやすさという観点からも、交通の利便性は重要と

なるが、JRという民間事業者が相手ということもあり、難しい部分がある。JRの

中でも優先順位があると思うが、市内の駅に目を向けてもらえるよう、行政とし

て粘り強く働きかけていきたいと考えている。 

 

  （委員） 

   ・明石市には歴史的建造物が多いが、表示板もなく知られていないことがある。表
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示方法等を工夫すれば、まちを歩くことで気付きも出てくる。子どもの頃から明

石の良さを感じるものを見て育つことが、まちへの愛着をはぐくむために大事で

はないかと考える。 

・また、市の PRを行う際に、東部地域に力点が置かれている印象があるため、市域

全体の魅力について広く PRしてほしい。 

 

  （会長） 

   ・明石高専が様々な取り組みを行っていると聞いているが、市ではどうか。 

 

  （事務局） 

   ・本市では、明石文化遺産マップを作成し、市内の学校で活用している。 

   ・また、歴史的（文化的）建築物の維持保存にも毎年財源を確保しており、シティ

セールスの観点からも PRしていきたいと考えている。 

 

  （会長） 

   ・人口の維持・増加のためには「住み続けたい」と思う人を増やす必要がある。特

に急成長した都市において、残りたいという人をいかに増やすかが課題である。 

 

  （副会長） 

   ・福岡県久留米市では、JRの駅を降りてすぐに市の PR看板が設置されており、市を

挙げてシティセールスに取り組んでいると感じる。 

 

  （会長） 

   ・財源確保の方策について、スクラップアンドビルドや税収増、そして、住民参画

の推進などの意見が出たが、これ以外に何かアイデアはないか。例として、規制

緩和や標準税率以上の税率設定等が考えられる。 

 

  （事務局） 

   ・財政健全化に向けた、事業のスクラップアンドビルドについては、市民中心の財

政健全化推進市民会議においても検討したところである。 

・現在、子育て世代の流入を積極的に図っているが、今後は、子育て後も住み続け

ていただく定住施策も必要となってくる。 

・財源については、ふるさと納税よりも定住者の増加による市民税の増収の方がよ

り多くの税収増につながると考えられ、15歳から 64歳までの生産年齢人口の流入

に力を入れるべきだと考えている。 
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  （会長） 

   ・ふるさと納税については、来年度から企業版ふるさと納税が開始されると聞いて

いる。法人税の減税により、地方交付税の財源も減るということで議論があると

ころだと思われる。 

・委員の皆さまからの意見を踏まえた資料１の文言修正等について、事務局との調

整は、私に一任していただいてよろしいか。 

 

  （各委員） 

・異議なし 

 

 ⑵ 明石市の地方創生の取り組みについて 

  （事務局） 

   ※事務局から資料説明（資料２、資料３） 

 

  （会長） 

   ・人口ビジョンについては、素案からの主な修正点について、総合戦略については、

今後５年間で出生数を年 3,000 人に増やすとともに、本のある文化のまちづくり

を行うという２つの大きな柱について説明があった。 

・総合戦略における取組内容については、先ほど議論した長期総合計画における今

後５年間の取組のツールになることを踏まえて、ご意見をお願いしたい。 

 

  （委員） 

   ・資料３で「本のまち明石」について、具体的イメージが湧かない。従来の図書館

とどのような違いがあるのか、もう少し具体的に説明をお願いしたい。 

 

  （事務局） 

   ・駅前の一等地にある再開発ビルに市民図書館を移設することにより、貸出冊数を

増やすとともに、図書館を核として大型書店と市民図書館とをリンクさせた取組

も進めていく。 

・金融機関や医院などに市が選定した良書を置いていただき、町中のどこでも本を

取って読むことのできる「まちなか図書館」の設置を検討している。 

・学校図書館については、市民図書館と連携して本を循環させる仕組みを検討する

ほか、幼少期から本を読む習慣をつけてもらうため、ブックスタート事業として

乳幼児健診時に本をプレゼントするなど、明石市は本で文化を醸成していくまち

にする仕掛け作りをしていきたいと考えている。 

 



- 8 - 

 

  （委員） 

   ・西部図書館の駐車料金が 30分無料という料金設定であるため、ゆっくりと本を選

ぶ時間がない。本のある文化のまちづくりを進めるのであれば、１時間無料にす

るなど改善する必要があるのではないか。同時に、西部市民会館でのイベント開

催時の駐車料金についても配慮をお願いしたい。 

   ・稲美町立図書館は、駐車料金は無料であり、月ごとの本の展示やホームページで

読み聞かせなどの行事案内を行ったり、本に対する取組が継続して行われており、

明石市も参考にしてはどうか。 

 

  （事務局） 

   ・参考になる貴重な意見であり、本のまちづくりを進める担当課に伝えておく。 

・西部図書館については、集客施設であるホールとの合築施設であり、駐車料金に

ついては慎重に検討していきたい。 

 

  （委員） 

   ・移動図書館について、バスの車内が狭く、本の冊数も少ないと感じるため、大型

車や増車などの充実に向けた検討をお願いしたい。予算が削減されている影響な

のか、本が汚れていたり、読みたい本が少ないなど質の低下を感じる。 

 

  （事務局） 

   ・予算の削減ではなく、市立図書館から駅前の市民図書館への本の移設作業が始ま

っている影響もあるのではないかと考えられる。ご意見については担当課に伝え

ておく。 

 

  （委員） 

   ・個人の家に眠っている良書を、市へ寄贈する仕組みを検討してはどうか。 

 

  （事務局） 

   ・１年後の市民図書館の開設に向けて、ご意見を参考にさせていただく。 

 

  （委員） 

   ・子ども達の学力向上のため、学校図書の充実にはしっかりと取り組んでほしい。 

   ・選書については、税金を投入して購入することに市民の理解が得られるように、

ベストセラーの本と他では手に入らない図書などとのバランスを考えて、慎重に

行う必要があるのではないか。 
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  （会長） 

   ・他都市では、集客力は向上したが図書館の機能は低下したという例もある。 

・新書は人を引き付ける要素があるが、一般の書店との兼ね合いが必要となってく

る。一方で、学術書ばかりでは足の向かない図書館になる恐れもある。 

   ・学校図書の充実については、こどもの貧困問題を踏まえて、学習参考書を揃える

などの対策も検討するほか、子どもが本を読む時間を確保するため、学校の授業

時数を工夫することなども必要と考える。 

 

  （副会長） 

   ・良書とはどういったものか。 

 

  （事務局） 

   ・市民図書館の選書については、再開発ビルに入る大型書店との兼ね合いも含め、

現在検討中である。 

 

  （委員） 

   ・稲美町立図書館については、偏りなく様々な種類の本を幅広く蔵書している。 

・市民図書館には、高価な専門書を含めて様々な分野の図書を置いて頂き、利用者

が図書を選択して、どれが良書であるかを読んで考える人間を育てる方向性で検

討いただければ、興味深い施策になるのではないか。 

 

  （事務局） 

   ・大きな予算を伴う事業であるため、他の事業でスクラップアンドビルドを行い財

政的な均衡も図ったうえで、今回のご意見も参考に、総合戦略に掲げている本の

ある文化のまちづくりを推進していく。 

 

 ⑶ 教育大綱の策定について 

   ※事務局から資料説明（資料４） 

 

  （会長） 

   ・教育については各委員様々な意見をお持ちだと考えるが、長期総合計画との関係

性を踏まえた観点から意見をお願いしたい。 

 

  （委員） 

   ・教育大綱（素案）（資料４）P.2の方針２に「豊かな心」と記載されているが、P.3

の方針２内に相当する内容が記載されていないため、具体的に盛り込むべきであ
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る。アメリカの心理学者の著書内で、IQ（Intelligence Quotient）ではなく、感

情を抑制する能力など、社会的能力、心の知能指数を表す EQ（Emotional 

Intelligence Quotient）の重要性が示されている。知識は学校に行かなくても家

庭で得ることができるが、EQ は集団の中、学校生活でのみ学ぶことができるとさ

れており、重点的に取り組んでいただきたい。 

 

  （事務局） 

   ・豊かな心の醸成は非常に大切である。市長は、予算編成などによって、教育委員

会を応援するという立場であり、具体的な取り組み内容については、教育大綱を

踏まえて教育委員会が策定する次期教育プランの中で示していくことになる。 

 

  （委員） 

   ・「本のまち明石」を推進することで、豊かな心を醸成することができると考える。

本を読むことで情緒を育てることができるという点が本の良さではないかと感じ

ている。 

 

  （副会長） 

   ・豊かな心は、集団で生活することや本を読むことなど、学校内外の出来事が合わ

さって醸成されると考える。現行のあかし教育プラン（参考８）の中でも、施策

の方向３に「共に生きる心を育てる取り組みの推進」として、関連項目が記載さ

れている。 

 

  （委員） 

   ・明石市の子どもたちは、課外活動等を利用して天文科学館を必ず訪れるようにな

っているのか。 

 

  （事務局） 

   ・保育所から小学校６年までの間に、必ず１度は訪れることになっている。 

 

  （委員） 

   ・天文科学館はどこにでもあるような施設ではなく、夢や科学的興味を育てるには

とても良い施設であり、もっと利用するべきである。子育てをする親にとって、

転入や定住のきっかけになる可能性も考えられる。 

 

  （委員） 

   ・あかし教育プラン（参考８）の内容について、施策の方向１の中で、「学校力の向
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上」とあるが学校力の定義を教えてほしい。 

 

  （副会長） 

   ・学校の教員は個で働いているケースが多いが、個でなく教師間の連携など、学校

単位の組織として対応するという意味である。 

 

  （会長） 

   ・スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤーなどの学校専門職が、教員のみ

では問題解決が難しい場合に、外部の専門家と教員がチームを組んで動くという

ケースも聞いており、そのような方向性のことだと考える。 

 

  （副会長） 

   ・学校内外のことを学校が１つのチームとなって対応する取り組みが進んでいる。

ホームページなどでも紹介されているので参考にしていただきたい。 

 

  （委員） 

   ・中学生が市内の企業等で就労体験を行う「トライやるウィーク」は大変良い事業

である。子ども、企業共に良い刺激となり、もう少し長い期間実施しても良いと

考える。社会と関わることで心の教育にもつながり、市内にどのような企業があ

るのかを知る良い機会となるため、今後も継続してほしい。 

 

  （会長） 

   ・高校生、大学生のインターンシップ制度についても産業界にお世話になっており、

今後も地域ぐるみで連携していく必要がある。 

 

  （委員） 

   ・本で子どもたちを育てていく方向性を打ち出しているにも関わらず、タブレット

学習の導入（資料３ P.20）が挙がっており、導入目的に疑問を感じる。また、現

場の教師の活用力や、市の財政的な負担も心配している。 

 

  （事務局） 

   ・財政面では、国の地方創生交付金を活用し、全小中学校にタブレット端末を導入

する。 

・本で調べることを前提に、調べ学習の一環としてタブレットを使用するイメージ

を持っているが、これからの時代はインターネット抜きで子どもを育てることは

難しいと考えている。 



- 12 - 

 

  （会長） 

   ・反転授業（児童生徒が予習した上で、授業を行うこと）のために利用するのでは

ないのか。 

 

  （事務局） 

   ・１人に１台が配備されるのではなく、集団学習の一環として利用する予定である。 

 

  （副会長） 

   ・空間的理解を育むには大変有効なツールであり、授業の最後のまとめや振り返り

に利用する場合にも有効だと考える。 

 

  （委員） 

   ・今後の教育について、タブレット学習は不可避であると考えるが、インターネッ

トを利用する上でしてはいけないことも合わせて教育するべきである。 

 

  （会長） 

   ・遮断するだけでなく、子どもの安全のためにも利用上の注意点など情報教育を合

わせて行うべきという意見であった。 

 

  （委員） 

   ・明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略（最終案）（資料３）の P.25 に自然環境

の保全とあるが、モウセンゴケやテナガエビ、イシガメ、カラス貝といった貴重

な生物が明石のため池には生息していることから、埋め立てなど開発時にはしっ

かりと生態系調査を行い、自然環境の保全に取り組んでほしい。 

 

  （事務局） 

   ・ため池については農水産課、生物多様性については環境部の所管であり、庁内で

しっかりと連携しながら取り組んでいきたい。 

 

  （会長） 

   ・ため池は財産区の管理地であったり、権利関係が複雑である場合が多いが、自然

環境や生物多様性の保全という観点も大切にしてほしいという意見であった。 

 

  （副会長） 

   ・本のまちなどの施策やシティセールス、財源確保の手法等、実りある様々な議論

ができた。 
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   ・人口の動きなどから、長期総合計画はおおむね順調に推移していると考えられる。 

 

（事務局） 

・「長期総合計画の中間まとめ資料」については、会長と文言修正等の調整をした上

で、市民、市議会に対して公表する予定。今後は、この中間まとめを踏まえ、引

き続き、着実に計画の推進に努めていく。 

・「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」については、12/25 に

開催する明石市まち・ひと・しごと創生本部会議で最終確認を行い、年内に策定、

公表する予定である。 

・「教育大綱」については、本日のご意見や、パブリックコメントによる意見を参考

に、引き続き検討を進め、来年３月の策定を予定している。 

・推進会議の開催については、今年度は今回で最終となる。来年度は、本年度と同

様に２回程度の開催を予定しているが、次回開催までの間、総合計画の推進にあ

たって、ご意見、ご質問等があれば、事務局までご連絡いただきたい。 


