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平成28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28年11月７日（月） 14:00～16:00 

 

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、阪本委員、坂口委員、西海委員、上田委員、杉本委員、 

西野委員、田中委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

（会長） 

   ・第５次長期総合計画は、平成23年度から平成32年度までの計画となっており、最

終コーナーに向けて取り組む課題が見えてきたのではないか。 

   ・最終のゴールを見据えながら、今年度の取り組みや昨年度の実績について、委員

の皆さまと検証していきたい。 

 

３ 議 事 

⑴ 明石の人口動向について 

※事務局から資料説明（資料１） 

   

  （会長） 

   ・長期総合計画では、平成 32 年度の目標人口をおおむね 29 万人としているが、そ

の目標を踏まえて、人口動向の変化をどう捉えるか等、ご意見、ご質問があれば

お願いしたい。 

 

  （委員） 

   ・社会動態の増加において、人口増に寄与した世帯が子育て世帯であることから、

ここ数年の施策が実を結びつつあるのではないか。ただし、問題点もあると思っ

ており、その点については、次の議事で触れたい。 
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  （委員） 

   ・「平成 22 年調査から平成 27 年調査の間に 2,450 人増」（資料１ P.1）とあるが、

増加率にすると 0.8％しかない。総人口のわずかな動向に一喜一憂するよりも、施

策に影響を与える人口の年齢構成に着目すべきである。 

・平成 21 年３月時点の人口と平成 28 年１月時点の人口を比較した場合、明石市の

総人口の増加率は約２％だが、65 歳以上の人口の増加率は 25.6％となっており、

高齢化が進んでいることが分かる（資料１ P.3）。団塊の世代が後期高齢者に達す

る 2025年問題も控えており、今後も急激に高齢化が進み、それが今後の施策に大

きな影響を及ぼすのではないか。 

 

  （委員） 

   ・明石市は子育て支援や福祉に注力しており、今後、子育て世帯の転入や子どもが

増えることに期待している。 

 

  （委員） 

   ・20代から 30代までの転入者が増えており、子育てしやすい環境が広がっているた

めではないか。 

 

  （副会長） 

   ・西宮市も人口が増加していると思うが、県内はどのような状況なのか。 

 

  （事務局） 

   ・全国的にみて兵庫県は人口が減っている傾向にある。東京一極集中といわれるよ

うに、兵庫県から転出する人は多い。近隣の動向でも、人口が減少している市町

が多い中、明石市は若干ではあるが増えている。 

   ・人口が増加しているのは、近隣市町では西宮市と明石市くらいである。 

 

  （会長） 

   ・子育て世帯が増加していることはある程度評価できる。長期総合計画に基づきこ

ども施策に重点を置いており、長期総合計画の役割も大きいのではないか。ただ

し、今後は高齢化の問題や子育て施策の課題があることについてご意見があった。 

 

 ⑵ 長期総合計画及び総合戦略に基づく施策展開について 

  （事務局） 

   ※事務局から資料説明（資料２、参考資料４、資料３、資料４） 
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  （会長） 

   ・長期総合計画推進会議に基づいて様々な事業が行われているが、それぞれが戦略

の５つの柱を支えているか、指標が適切かどうか等についてご意見をいただきた

い。 

 

  （委員） 

   ・平成 28年度の主な取り組みである、保育料の第２子以降無料化について（資料２  

P.3）。待機児童が現在、1,000人程度に増えていると聞いた。どんなに良い制度で

あっても使えなければ絵に描いた餅である。無料化は需要を喚起する施策だが、

需要と供給のバランスから考えて、保育料の第２子以降無料化と待機児童解消に

向けた緊急対策を同じタイミングに実施する必要はあったのか、持続可能な施策

であるのか疑問である。 

・幼児教育は、子どもの将来的な生活安定につながるという海外での研究結果もあ

る。第２子からではなく、第１子から全員に対し、就学前の１年間かあるいは２

年間に限って無料にした方が、「一人ひとりの成長を支える」という戦略の柱に、

より添ったものになったのではないか。 

・認定こども園は２園、開園したが、来年４月に合わせて 1,000 人の受け入れ枠を

増やす現実的な見込みはあるのか。保育士の確保に問題はないのか。 

 

（事務局） 

・長期総合計画で掲げている目標が、「子どもを核としたまちづくり」であり、特に

近年、子育て支援施策や子どもに対する総合的な支援に注力している。長期総合

計画は、平成 23年から平成 32年までの 10年間の計画であり、その間、大きな社

会情勢の変化として、少子高齢化はもちろん、全国的に地方創生に取り組むため、

全国の自治体は、人口ビジョン及び、人口減少に歯止めをかけ、地域力を高める

総合戦略を策定することとなった。人口問題が全国的にクローズアップされるこ

とになり、その対策が全施策において重点的な取り組み課題となっている。本市

は長期総合計画に基づいて様々な施策を展開するなかで、子ども自身に焦点を当

て、親の所得にかかわらず、保育料の第２子以降無料化とした。それに先立ち、

所得制限を設けない、中学生までのこども医療費の無料化も実施している。 

・持続可能な施策であるかについては、職員の人件費や施策を見直すことで今まで

財源を確保してきた。基金については、ここ数年上積みができている状況であり、

子どもに対する施策を優先的に確保して予算配分しているため、今後も継続でき

る見通しである。 

・待機児童数については、10 月の時点では約 400 名である。保育料の第２子以降無
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料化によって、預ける方のインセンティブを喚起してしまった事実もあるが、昨

年から待機児童緊急対策室を立ち上げ、対策をしてきた。来年４月までに順次、

保育施設を開園し、約 10園を開園する予定である。 

・ファミリー層の転入が増え、０～４歳および 25歳～30歳後半の人口が増加してい

るため、今後ますます保育施設や学童保育の需要の増加、人材の確保等に関する

問題が出てくる懸念はある。 

 

(会長） 

   ・結婚する人を増やすという施策が難しいため、結婚している方に第１子だけでな

く、第２子、第３子と子どもを産んでもらい、人口増に寄与してもらうための施

策展開をしていると考えられる。 

・保育料の第２子以降無料化は、経済的に厳しいことを理由に第２子をためらって

いる方のための施策になっているのではないか。 

 

（委員） 

・子どもにお金が掛かるのは、小さい時ではなく、中学・高校とその後である。待

機児童 1,000 人というのは市外の方に、明石市は子育てしにくいまちであるとい

う誤ったメッセージを発信してしまう可能性があるため、対策をお願いしたい。 

 

（委員） 

・実際に両親と子ども１人のファミリー層が市内の一戸建てに引っ越しして来てい

ると感じる。そのような家庭には、住宅ローンがあり、母親は働きたいと思って

いる。しかしながら、明石市には働く場所が少ないため、市外に仕事を探しに行

っている。 

・親を誰が介護するかという問題になった場合、親のところに引っ越すか、親を自

分のところに引き取るかという選択肢になる。高齢者が最後まで明石市で暮らす

ことのできるような行政サービスを充実してほしい。今後、転入してきたファミ

リー層にも介護の問題が生じてくることが想定されるため、グループホーム等の

受け皿を用意してほしい。 

・女性の起業に、空き店舗を活用できないか。小さな店舗であれば、ハードルが低

く、始めやすいのではないか。また、地産地消という点で農業人口や漁業人口を

増やせると良いのではないか。 

 

  （事務局） 

   ・女性の活躍推進については、今年度、女性の活躍推進会議を立ち上げ、現在、市

長への提言書をとりまとめている。その中で、人口減少が将来的にはまちの活力
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を減退させてしまうため、それを防ぐために、働きやすい環境はもちろん、自然

動態の増加が必要であるという話が出た。国のアンケートでは経済的な理由から

第２子をためらっている方が多くいることが示されており、本市では保育料の第

２子以降無料化に踏み切った。ただ、事業を実施したために待機児童が増えてし

まっては本末転倒であるため、補正予算を組み、1,000人規模の児童の受け入れを

調整している。今年度中に概ね 900 人強の受け入れが確保できる見込みである。

しかしながら、時点修正でいうと、待機児童数もその数に近づいている。需要を

喚起したということもあるが、需要を喚起しないと人口が増えないような状況に

なっている。 

・明石市の合計特殊出生率は、全国平均の 1.42に対し、1.55である。以前から明石

市の合計特殊出生率は高いが、それをさらに高めていく施策を展開し、子育てし

やすいまちにしたい。 

・明石市で働いて子どもを預ける環境づくりとして、ハローワークや市役所に相談

窓口を設ける予定であり、また、女性の起業セミナー等を今年度から実施してい

る。徐々にではあるが、明石市の女性活躍推進のネットワークができつつある。 

・高齢者の方の受け皿については、元気に過ごしていただける、地域における活躍

の場づくりに取り組んでいきたい。また、地域総合支援センターの設置に取り組

んでおり、様々な相談窓口を作っている。女性の活躍推進会議では、元気な高齢

者が子育てを支援する場を設けてはどうかという話もあり、受け皿をつくるだけ

ではなく、元気に過ごしていただけるようなまちづくりが必要である。 

 

  （委員） 

   ・元気な高齢者にいつまでも元気に過ごしていただくことは、非常に大切である。 

・地域には様々なボランティアを行っている団体が多数あるが、実際に活動をして

いる方は 70 代が中心であり、60 代後半から 80 代の方もいる。若い方の参加が少

なく、困っている。 

・子育て施策が前面に出て、高齢者の施策が少なく感じる。高齢者の方が、地域で

活躍できるような場をもっと増やしてほしい。 

   

  （委員） 

   ・「高齢者福祉の充実」の１事業である、居宅介護サービス給付事業の予算額は約 170

億円である（参考資料５ P.3）のに対し、「子育て環境の充実」全体の予算で約 160

億円となっており（参考資料５ P.9）、高齢者福祉の１事業の予算の方が大きい。

今後も、高齢者福祉にかかる事業費は増加傾向になることが予想される。その中

で、介護を必要としない、元気な高齢者になっていただくために、対処療法的な

福祉施策よりも予防的な福祉施策を行ってほしい。介護予防サービス給付事業に
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は、予算が 21億円しか計上されていない（参考資料５ P.3）ため、このような事

業を重点的に行ってほしい。 

 

   （会長） 

  ・居宅介護サービス給付事業には、介護保険事業が計上されているため、すべてが一

般財源ではないが、一方、子育て施策のほとんどが市の持ち出しである一般財源

であるため、一概に比較は難しいことを捕捉させていただく。介護予防サービス

給付事業についても、介護保険事業にかかることであるため、口腔ケアや運動等、

介護予防の部分もあるが、介護保険の部分も含まれる。介護保険以外の部分で、

高齢者の方が活き活きと活躍できるような施策は考えられないかというご意見で

あった。長期総合計画に基づく戦略の５つの柱の１つには「安心・安全を高める」

があり、それに基づく施策があるが、それ以外に今後必要な施策ではないかとい

うご意見であった。 

・例えば、明石市は市独自の施策として、３世代同居・近居施策は行っているのか。 

 

（事務局） 

 ・高齢者の見守り活動や体操教室等、元気な高齢者のための施策を実施している。 

・３世代同居・近居施策については、当初予算を挙げていたが、今年度は見送った。

他市の状況を見てみると、事業費が 4,000万円や 5,000万円となっており、500万

円では不十分であることが見込まれたことと、補助を受けて本市に転入してきた

にも関わらず、保育所に入れないという事態を避けるために、今年度は待機児童

対策と保育料の第２子以降無料化に精力的に取り組み、３世代同居・近居につい

ては次の取り組みとして考えている。 

   

（委員） 

・「一人ひとりの成長を支える」について、学校教育も大切ではあるが、家庭教育も

大切である。家庭教育に関する施策がないため、家庭教育の重要性をもっと訴え

ていくべきではないか。家庭教育は、人格形成や学力に大きな影響を及ぼすと考

える。 

 

（事務局） 

・昨年度の長期総合推進会議にて、明石教育大綱に対しご意見をいただいた際に、

学校教育も家庭教育も大切であるというご意見をいただいている。昨年改定した

明石教育プランの中にも同様の内容を記載している。 
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（委員） 

・年々漁業に従事する方の人口が減ってきているのは非常に気になる。明石市の海

産物のブランド化を目指すのであれば、漁獲量を維持する、増進させる必要があ

る。漁業の振興や活性化に対する施策や啓発する事業がないため、もう少し力を

入れてほしい。 

    

（委員） 

・教育の責任を家庭だけに求めてはいけないのではないか。家庭の経済力が学力の

差にならないよう、行政が支えてほしい。明石市では、学力向上の推進として、「お

もしろドキドキ科学教室」という取り組みをしており、すばらしいと思った。明

石市であることのメリットを生かした学力向上策や予算をかけなくてもできる取

り組みを考えてほしい。 

・プラネタリウムの観覧料が、大人一人の場合、明石市 700 円、伊丹市 400 円、姫

路市 500 円であるため、負担を軽減し、観覧料を伊丹市ぐらいにすることで、親

子でプラネタリウムに行くことを後押しできないか。 

 

（委員） 

・先程、学校教育と家庭教育が両輪になるべきだという主旨の話をさせていただい

たことについて、ご理解いただきたい。 

 

（会長） 

・学校教育は文部科学省が所管であり、決まった内容を教えなければならない。一

方、家庭教育を含めた学校外教育には決まりがなく、地域色も出せるため、その

ような分野にどれだけ注力できるかが大切である。 

・貧困の問題は非常に重要であり、家庭環境によって教育格差が生まれ、それによ

って貧困が連鎖するような状況は回避しなければならない。 

 

（委員） 

・今年４月から二見幼稚園と二見保育所が一体となり、二見こども園となった。幼

稚園の園児募集のポスターには幼稚園児の募集が４歳、５歳が対象と記載がある

が、その理由を教えてほしい。 

 

（事務局） 

・認定こども園が設置された経緯について、説明する。保育所は保護者が働いてい

る等、何らかの理由で子どもを自宅でみることができない場合に利用ができる。

一方、幼稚園は、就学前教育として、希望される方全員が利用することができる。
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明石市の公立の幼稚園は、２年保育であるが、松が丘幼稚園と二見幼稚園は、３

年保育を行ってきた。保育所の場合、保護者の事情によって、子どもが保育所を

辞めなければならないため、子どもの環境が急に変わってしまう可能性がある。

認定こども園の一番のメリットは、認定こども園には保育所部分と幼稚園部分が

あり、保育所部分に通っていた子どもの保護者が仕事を辞めた場合であっても、

保育所部分から幼稚園部分に変わり、預かる時間は短くなるが、友だち等、子ど

も育つ環境は大きく変わらずに過ごせるという点である。 

・二見こども園は、二見幼稚園と二見保育所が一緒になってできた。もともと二見

幼稚園は、３歳の受け入れを定員 20名として受け入れていたが、申し込みについ

ては、保育所部分は市役所の窓口に、幼稚園部分については園に直接となるため、

担当部署へ確認をお願いする。 

 

  （委員） 

   ・先程の漁師が減っているという話に加えて、今年は特にタコの漁獲量が減ってい

る。食のまち明石として将来不安であるため、漁獲量の原因を突き止め規制をす

るか、育てていくような取り組みをしてほしい。 

 

  （事務局） 

   ・漁師の方は、小さいタコは取らないと決めているが、一般の釣り客が小さいタコ

も全て取ってしまうということがテレビで取り上げられていた。それも一因では

ないか。 

 

  （会長） 

   ・海がやせ細っているという話があるが、その点はどうか。 

 

  （事務局） 

   ・「かいぼり」によりため池を底まで干上がらせ、ため池の水を海に流す取り組みを

行っている。ため池の栄養分が海に適度に流れることで、海が豊かになる。 

 

（委員） 

   ・明石市には魚介類等おいしいものがあるにも関わらず、魚の棚商店街にもシャッ

ターが下りている店があり、残念である。食の文化をもっと盛り上げて育ててい

けば活発化するのではないか。 

 

（会長） 

   ・空き店舗の話は先ほどもあったが、昨年度の地方創生の中の重点施策の１つであ
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った空き店舗対策では、実際に出店しているケースもある。１年限りの施策にす

るのか、来年度も継続するのかについては検討いただきたい。 

 

（委員） 

   ・「明石のファンを増やす」について、他市から明石市に来られた方は、明石駅の観

光案内所に行って情報収集する。以前は、ピオレ西館の前に広々としたカウンタ

ーがあったが、現在は、小さな店舗になっている。車いすで入るとＵターンがで

きないくらい狭いため、対策をお願いしたい。 

・魚の棚は良い場所なのでもっと活性化してほしい。明石焼きのお店は増えている

が、活きの良い魚を売っているお店が減っている印象を受ける。 

 

（事務局） 

   ・魚の棚は課題として認識している。 

   ・観光案内所については、ステーションプラザの改修のために一時的に西館前に設

置していた。車いすでは転回ができないという貴重なご意見については、担当部

署に伝えさせていただく。 

 

  （委員） 

   ・「明石産の農産物を意識して食べる」と答えた市民の割合が、47.6%とある（資料

３ P.8）が、少ない。神戸市で参加したイベントでは、芋ほりをした後に神戸市

の農地についての説明があり、地産地消することによって農地が守られるという

メリットを知った。また、子育て世代にとっては、安全で新鮮なものに敏感であ

ると思うため、地産地消を推奨してほしい。 

・明石の野菜をブランド化してはどうか。手つかずの農地もあるため、活性化する

意味でも地産地消や野菜のブランド化を考えていただきたい。 

 

（3） 庁舎建設基本構想の骨子案について 

  （事務局） 

   ※事務局から資料説明（資料５、資料６） 

 

（会長）  

   ・市民が市役所に何を期待しているのか、ニーズを踏まえたうえで建物を考えよう

ということである。将来を見込み、何が必要なのかご意見いただきたい。 

 

  （委員） 

   ・「市民サービス」と「行政サービス」の定義は何なのか（資料５ P.12）、教えてい
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ただきたい。 

 

（事務局） 

   ・厳密な言葉の使い方や違いはないが、市民が受ける一般的なサービスを「市民サ

ービス」、その中で特に行政側から提供するサービスを「行政サービス」とした。 

 

  （委員） 

   ・表現が分かりにくいため、見直しをお願いしたい。 

 

（事務局） 

   ・言葉遣いについては整理させていただく。 

 

（委員） 

   ・老朽化の問題もあるが、現在の市役所庁舎の位置が海に近いことは問題ではない

か。南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくない状況である。災害が発生した場

合には、市役所庁舎に災害対策本部を立ち上げることになるが、現在の位置では

市職員の安全を守れないのではないか。大きな地震災害に備え、市役所庁舎の位

置を内陸部に移してはどうか。 

   ・まちづくりの観点から市役所庁舎の位置を考えると、アスピアや明石駅前再開発

を整備する際に、市役所庁舎のあり方や位置についても検討すべきではなかった

のか。明石駅周辺にはランドマークがないため、駅周辺に市役所庁舎を建て、ラ

ンドマークとするのも１つではないか。利便性や行政環境において明石の駅前に

勝るところはないと思う。市庁舎を明石公園の中に設置しても良いのではないか。 

 

  （委員） 

   ・市民サービスのあり方については骨子案にある方向性で良いのではないか。 

   ・位置については、南海トラフ地震のことは考えなければならないと思う。大久保

は人口も増加しているため、駅からも近いＪＴ跡地はどうか。 

 

（委員）  

   ・明石、西明石、大久保に支所を置き、建設費用を掛けないようにしてはどうか。

建物ありきの庁舎移転ではなく、各地域の特色にあった行政施設や行政サービス

にしてほしい。 

 

（委員） 

   ・今年度中にというのは急ではないか。 
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・コンパクト化は１つの方向性であると思う。市民サービスの提供方法によるため、

しっかりと検討してほしい。 

 

（委員）  

   ・有事の際に市の中心である大久保やその周辺に市役所があれば、東部、西部に住

んでいる人であってもアクセスしやすいのではないか。 

 

（委員）  

   ・ワンストップサービスをどこまで考えるかによって、市役所庁舎の規模が変わる

ため、市の考えを教えてほしい。 

 

（事務局）  

   ・行政サービスの今後の方針については、現在の市役所庁舎にある機能を、今後 50

年の変化も含めて検討していくことになるが、詳細は今後決めていく予定である。 

 

（委員） 

   ・市役所庁舎がＪＴ跡地に移転されるという噂が出ている。ＪＴ跡地は広い土地で

あるため、市役所ではない別の使い道があるのではないか。 

・市役所庁舎の機能をスリム化してもらい、身近なところで必要なサービスを受け

られるのは良いことだと思う。 

・明石駅前の再開発ビルではどの程度のことができるのか。 

・障害者の方に配慮した建物にしてほしい。 

 

（事務局）  

 ・明石駅前再開発ビルには、あかし市民図書館、子どもに関係する行政窓口、市民

広場等が新しくできる。 

   ・総合窓口は駅前サービスコーナーや市民センターよりも取扱業務や営業時間が長

くなる。今まで市役所に来る必要のあった諸届けや証明関係の８割９割は総合窓

口で対応が可能になる予定である。コンシェルジュが案内することになり、複数

の手続きが必要な方は、連続した手続きができるようになる予定である。 

   ・総合窓口の運用をみながら、引き続き市民サービス、特に窓口サービスのあり方

についてワンストップを含めた検討を進めたい。 

   ・市民センターでは約 180 の業務を行っているが、総合窓口では 200 を超える業務

を取り扱い、スムーズに流れるような設計を行っているため、利便性が大幅に向

上するのではないか。 
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（会長） 

   ・事業者向けのサービスも行われるのか。 

 

（事務局）  

   ・市民のための総合窓口であり、事業者の方は引き続き現在の市役所庁舎で手続き

することになる。 

 

（委員） 

   ・コスト的な観点からも検討してほしい。 

 

（委員）  

   ・市役所庁舎については、海に近い場所よりも明石駅周辺が良いと思う。 

 

（会長） 

   ・設置場所よりも、必要となる機能に応じた市役所づくりが重要である。 

・議論をする場である議会の位置をどうするのかも大事である。また、災害時の拠

点としての観点も大切である。 

 

（副会長）  

   ・この会は評価をするのではなくモニタリングをする会である。 

・矛盾するテーマに答えを見つけるために、本会議では、データを分析する・議論

する・議論してアイデアを高めていくという３つのステップを行っている。 

 

４ 閉 会 

（会長） 

   ・市民の皆さまが、行政に意見をしたい場合、明石市では、意見募集の期間を設け

る等しており、直接ご意見を受け付ける機会があることをご承知置きいただきた

い。また、本会議については、要綱に基づいて運営しており、本会議の議事録は

公開されている点も併せてお伝えする。 

 

（事務局） 

  ・市庁舎新庁舎建設基本構想の骨子案については、来月、議会に報告する予定をし

ているため、３回目の会議については、引き続き骨子案についてご意見をいただ

きたい。日程については別途連絡させていただく。 


