
- 1 - 

 

平成29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29年７月７日（金） 11:00～12:20 

 

場 所 

 明石市役所 南会議室棟 １０３ＡＢ会議室 

 

出席者 

田端会長、阪本委員、坂口委員、西海委員、上田委員、小野委員、杉本委員、西野委員、

古家委員 

 

議 事（要旨） 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

（会長） 

   ・昨年度は、市庁舎のあり方についても様々な課題やご意見をいただいた。 

・本年度は、長期総合計画に基づく事業の進捗状況の確認を中心に、地方創生の施

策など、長期的な取り組みの中でどのように位置付けて進めていくべきか、行政

に対する思いや期待など、長期のビジョンをご発言いただきたい。 

 

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） 

   ・地域別と年齢階層別の分析報告について、例えば違う見方があり、この動向から

このようなことが言えるというご意見でも構わない。 

・若い世代の社会増を増やすことで、出産する人が増え、自然増につなげていくと

あるが、そのために必要なことなど、ご意見等があればお願いしたい。 

 

  （委員） 

   ・ここ何年かの人口動態から、長期総合計画が目指している 10 年後のまちの姿に着

実に近付いており、人口 30 万人になるのもそう遠くないと考える。 
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  （会長） 

   ・2005 年に出生率が 1.2 まで下がり、その後 10 年間は上昇し、安定している。 

 

  （委員） 

   ・平成 21 年３月と平成 28 年１月を比較すると、人口は約 4,500 人増えているが、

それは 65歳以上の人口の増加が総人口の増加を押し上げていくような結果となっ

ている。 

・団塊の世代が 2025 年頃までに後期高齢者に達することにより、介護・医療費等社

会保障費の急増が懸念されるため、予防的な高齢者福祉施策について、現在から

検討していただきたい。 

 

  （会長） 

・高齢者福祉施策の予防的措置の検討が必要ということで、今年度より市は介護予

防・日常生活支援総合事業を展開している。 

 

  （委員） 

・15 歳未満、20 代、30 代にかけての年齢層が増えているのは、子ども医療費の無

料化などの取り組みを知って転入していると考えられる。近年、近隣市も近似し

た施策を出してきており、もっと先行する市としてアピールしてはどうか。 

 

（事務局） 

・兵庫県はかなり充実しており、神戸市、加古川市をはじめ、近隣でも中学生まで

の医療費無料化を実施している。 

・子ども施策だけでなく、住環境や利便性の良さを含めた、施策と地理的な部分で

の両面をいかし、シティセールスをしっかりやっていくことが大事と考える。 

 

（委員） 

・待機児童数の問題はあるものの、子どもに対する施策展開は素晴らしいと思うが、

こども施策を重視する反面、高齢者の施策展開について危惧するが。 

 

 

（事務局） 

・明石は、こども施策だけに力を入れていると思われがちだが、もちろん高齢者や

障害者などの取り組み、またソフト施策だけでなく、開発行為などのハード施策

についても、予算の遣り繰りの中で実施している。 
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・こども施策だけが目立つが、基礎自治体として幅広い世代に向けた基本的な施策

は実施している。明石市が力を入れているのは、やさしい社会づくりというセー

フティネットの部分、例えば高齢者の認知症の部分にも力を入れており、バラン

スよくみなさんに知ってもらえるよう取り組んでいく。 

 

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） 

 

  （会長） 

   ・非常に財政的に厳しい中で、長期総合計画と総合戦略を着実に実行していくため

には、何が重要であるかという観点からご意見を賜りたい。 

・行政と市民の思いに乖離があるケースもあり、そのあたりもご議論いただきたい。 

 

（委員） 

・安全安心を高める部分について、南海トラフ地震についての対策が挙がっていな

いが、大丈夫なのか危惧している。 

・こども医療費の完全無料化の所得制限がないことについて、やはり能力に応じて

負担する応能負担が社会福祉の原則だと考え、一定の所得要件を入れるべきと考

える。 

・保健所、動物愛護センター、児童相談所について、財源として起債や一般財源で

賄うとあるが、明石市の財政が豊かでない中でどう財源を捻出するのか、その点

の考えを伺いたい。 

 

（事務局） 

・１点目の南海トラフ地震の対策ですが、ハード面については、以前に各学校施設

の耐震化事業を完了している。 

ソフト面については、小学校区毎にハザードマップを使った避難訓練の実施や、

電柱等に津波の高さを示す表示板を掲示するなど、継続して取り組んでいる。 

・２点めの所得制限の応能負担について、明石市は、中学生までの子ども医療費の

無料化や保育料の第２子以降の無料化について、所得制限を設けていないが、国

や県、他の自治体で一定の所得制限を設けている中、明石市は全ての子ども自身

に対して支援をするという観点から、特に所得制限を設けずに制度実施している。 

 このことで幅広く若い世代の人は増えている。 

・３点目の保健所、動物愛護センター、児童相談所の設置について、中核市移行に

かかる運営経費として、交付金により手当され、運営自体は賄えるという見通し
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を立てている。 

・当初の施設整備については、保健所に関して既存の産業交流センターを活用する

等工夫しており、できるだけ初期投資の部分の費用は抑えている。 

 

（委員） 

・空地緑化に向けた貸し庭制度について、子ども達にも積極的に参加させて、自然

の大切さを学ぶことができればと考える。 

 

（事務局） 

・空地緑化に向けた貸し庭制度については、今年度から貸し庭バンクを創設し、市

内緑化のために空いている土地を緑化ボランティアに貸し出すことの検討を進め

ている。 

・ボランティアの取組の中で、子どもや高齢者を巻き込んだ取組ができればと考え

る。 

 

（委員） 

・空地緑化に向けた貸し庭制度について、貸し庭の条件に農地でないこととあるが、

ぜひ農地も条件に含めるよう考えて頂きたい。 

 

（委員） 

・待機児童の問題について、解消に向けた施策については評価しているが、他市で

保育施設の不正問題が生じており、明石市においては保育の質が低下しないよう

にお願いしたい。 

 

（事務局） 

・待機児童対策について、昨年度は 800 人、今年度も 1,200 人の受入枠を確保する

ために取り組んでおり、それに伴う保育士も確保しているところである。 

・保育士の質の確保として、私立の保育園も含め研修制度等を実施している。 

・社会福祉法人の指導監査については、この４月の組織改正で、福祉局に法人指導

課を設置し、監査や指導の面は充実を図っている。 

 

（委員） 

・資源物等の持ち去り禁止条例について、具体的にどういう条例を考えているのか。 

・海岸利用のマナーアップ推進について、資源等の持ち去り禁止条例と並行して、

明石の海岸のごみに対する条例を検討するというのはどうか。 
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（事務局） 

・資源持ち去り条例については、抑止のために警察ＯＢ等によるパトロールなど、

地域の安全の観点からしっかり警備を進めて行こうというのが条例制定の趣旨で

ある。 

・海岸利用のマナーアップについても、夏場の夜間に花火等の騒音等の問題もあり、

警備員を配置し、巡回警備しているところである。 

 

（委員） 

・二見など高齢者が多く住む地域において、災害時の避難経路や体制について、不

安を感じる。 

・明石公園や明石海浜公園、小学校などの備蓄倉庫には、備蓄米は保管しているが、

飲料水はほとんど保管していないと思うが。 

 

（事務局） 

・高齢者や障害者などの支援を要する方については、地域へ支援が必要な方の名簿

を渡し、災害時に対応して頂く体制づくりを行っている。 

・本日、防災面、地震対策等ご意見を頂いているので、担当課と調整したい。 

 

（委員） 

・ボランティアのほとんどが高齢者のため、後継者に不安を感じる。 

・地域支え合い活動促進事業の実施において、地域福祉の担い手、ボランティアに

課せられていることが多いため、ボランティアの育成にも力を入れて頂きたい。 

 

（会長） 

・地域の支え合いのために、担い手育成は行政が考えるべき課題であるという指摘

は最もだと思う。 

 

 ⑶ 国の地方創生関連交付金事業について 

  （事務局） 

   ※事務局から資料説明（資料３，４） 

 

  （会長） 

   ・まず平成 28 年度実施の交付金事業の効果検証を行い、加えて、平成 29 年度の継

続実施である交付金事業についても、ご意見を賜りたい。 
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 【事業：農商工連携を核とした明石産品販路拡大プロジェクト】 

（会長） 

・「農商工連携を核とした明石産品販路拡大プロジェクト」の評価だが、指標と実績

値を比較したところ、国内の取扱高は目標値を上回る結果であったが、海外の取

扱高は 1 億円を目指すところ 600 万円、市場の就業者数については、５人増を目

指すところ、増減なしであった。 

・この結果を踏まえて、皆様のご意見等をお伺いしたい。 

・海外の取扱高がＫＰＩに達しなかった理由として、流通量が少ないということで

あるが、詳しい説明をいただきたい。 

 

   （事務局） 

・初めての海外への販路の拡大ということで、関西圏にある大きな機構と連携して

取り組む中、ＫＰＩの 1 億円は最初の目標値としてかなりハードルを高く設定し

ていた。 

 

    （委員） 

・海外における取扱高が低い理由として、タイの物価水準と比べると、明石の鯛な

どは単価が高く、ターゲットが適切でなかったと考えるが。 

 

   （事務局） 

・現地で取引をしたのが高級店であり、一般の家庭や市場で流通するにはまだまだ

ネームバリューがないと考える。まずは、明石産品を知ってもらうという取り組

みにもかかわらず、かなり高い目標値を設定してしまったと考える。 

 

（委員） 

 ・タイは水産資源の量が豊富であり、流通量を増やすのは難しいのでは。 

 

（事務局） 

・その点を踏まえて、引き続き取り組みをしたい。 

 

   （会長） 

・この事業は 29 年度予算に掲載されていないが。 

 

（事務局） 

・明石の水産資源については、産業振興の部署が取り組んでおり、例えば明石焼を

使ったＢ－１グランプリの開催など、シティセールスも踏まえた、明石全体のＰ
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Ｒの中で行なっている。 

 

（委員） 

・この事業を展開する前提として資源の確保がやはり非常に重要になってくると思

うが、その点についての施策がない。 

・事業自体は、非常に有益な事業であると考え、今後ともこの事業を継続して頂き

たい。 

 

（事務局） 

・資源の確保については、明石市においても、ため池のかい掘りをして有機物を流

すなど、豊かな海への取り組みを行っている。単独の市だけの取り組みでは難し

いところであり、広域で海の環境を守るような取り組みができればと考える。 

 

（会長） 

・事業評価としては、国内における事業目標としては達成した。 

・ただし、国外については第一歩を踏み出したに過ぎず、腰を据えての事業展開が

これからも必要である。 

・前提として資源の確保が重要であり、これは単独の取り組みでは難しく、連携を

重視していく必要がある。 

・事業評価として未達成部分は有るが、当初の目標が高すぎたことも踏まえると、

概ね達成しているということでよろしいか。 

 

（各委員） 

・異議なし 

 

 【事業：あかし市民広場から地域の魅力を発信】 

（会長） 

・続きまして、昨年度からの継続事業であるあかし市民広場について、ご意見等あ

れば。 

 

  （委員） 

・事業を実施したことにより、どういう効果があったかを聞かせてほしい。 

 

（事務局） 

・あかし市民広場は、昨年 12 月９日にオープンした新しい広場であり、現在、平均

して１日１万 7,000 人程の人が訪れ、中心市街地の通行量は以前に比べ、約４割
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増えたことにより、まちのにぎわいや活性化に繋がるような効果があったと考え

る。 

 

（会長） 

・駅前に新しい施設を整備したことにより、導線も良くなり、通行量が増えたこと

について事業評価できる。 

 

（委員） 

・イベントなどを実施している時は賑わっているが、無い時は閑散としており、勿

体ないと感じる。 

  

（会長） 

・それはコンテンツの問題であり、 シティプロモーションを今後進めていくに当た

っては、コンテンツを充実させる施策が不十分である。 

・コンテンツの部分の整理などに注意を向け、市民憩いと交流の場として活用され

るようにと考える。 

・ＫＰＩの観光客入込数が 489 万人から 501 万人に増え、目標値には達していない

が増加傾向にあり、普段の通行量が増えていることと併せて、その部分は評価で

きる。 

・増加要因は、駅前整備による駅前の魅力の創造によるものであって、シティプロ

モーションとは関係ない。 

・全体の評価としては、実績値がＫＰＩに達していないため、未達成である。 

 

（委員） 

・事業継続していくことにより、さらなる人口増に繋げていくという点では、評価

しても良いと考える。 

 

（会長） 

   ・資料４の事業評価に関しては、本日の意見を踏まえ、事務局と調整のうえ、決定さ

せていただきたい。 

 

４ 閉 会 

 


