
明石市第５次長期総合計画素案への意見募集の結果 

明石市第５次長期総合計画素案について、広報紙および市ホームページなどで広 

くご意見を募集しました。 

このたび、市民のみなさんからいただいたご意見の内容とそれに対する対応を取 

りまとめましたのでお知らせします。大変貴重なご意見をいただき、ありがとうご 

ざいました。 

《意見募集の概要》 

⑴募集期間 

平成２２年１１月１日から平成２２年１１月１９日までの１９日間実施しまし 

た。 

⑵意見募集の方法 

３市民センターや各サービスコーナー、各コミセン、行政情報センター、広報 

紙、市ホームページなどで素案を公表し、ご意見を募集しました。ご意見は郵便 

や持参、Eメールなどでいただきました。 

⑶意見提出状況 

１１名の方から２８項目のご意見をいただきました。いただいたご意見につい 

ては、内容を要約し、総合計画の素案の構成ごとに整理しました。 

⑷反映結果 

１件のご意見を素案に反映しました（意見番号：５番） 。その他のご意見につい 

ては、今後の取り組みを推進する中で参考としていきます。 

⑸意見の区分と件数 

区分 件数 

Ⅲ 戦略計画 

１ 安全、安心を高める ５件 

２ 自立した温かい地域コミュニティをつくる ２件 

３ 明石らしい生活文化を育てる ７件 

４ まちを元気にする ８件 

５ 一人ひとりの成長を支える ５件 

計画推進の考え方 １件



【ご意見の趣旨と対応】 

Ⅲ 戦略計画 

戦略の柱１「安全、安心を高める」について（５件） 

番号 いただいたご意見 対応 

１ 

子どもの安全、安心を確保することは大切です。通学 

路等の側溝の蓋がないところがあるなど、安全性を確保 

すべきと考えます。人丸小学校前の歩道橋が老朽化して 

いるので、信号付横断歩道を早く整備して欲しいです。 

太寺大野町と県道との三叉路はゲリラ豪雨で冠水したの 

で、側溝の整備をお願いします。 

２ 
東人丸町、東野町の２号線への地下道の交通事故が多 

いので危険を感じます。 

３ 

朝霧歩道橋から国道２号、２８号に出る道は、説明板 

も地図もない上、フェンスがあり大変わかりにくく、夜 

は人通りも少ない。朝霧歩道橋より国道２号、国道２８ 

号にもう少し近い方法で降りられるよう検討をお願いし 

ます。 

４ 
まちづくり戦略の５つの柱の第１に「安全、安心を高 

める」が入っており、市民として安心感を覚えます。 

「安全、安心」の確保については、子どもを 

はじめとしたあらゆる世代が日々の暮らしを送 

る上での基礎となるもので、非常に大切である 

と考えています。 

いただいたご意見は、具体の取り組みを進め 

る上での参考とさせていただきます。 

５ 

「子どもの頃からの生活習慣病予防を進める」に「食 

育」の文言を追加して欲しいと思います。食情報の氾濫、 

偏食、食の外部化・分業化等「食」を取り巻く社会情勢 

が変わり、子ども達にも生活習慣の乱れからくる疾病が 

見られます。核家族化のため、孤食を強いられる子ども 

も少なくありません。「食の大切さ」「食事の楽しさ」「一 

緒につくる喜び」そして「栄養や食品に関する正しい知 

識」等の栄養教育を実施することは、より豊かな選択の 

目を養うことが出来ます。未来ある子ども達には地域の 

特性を生かした食育も大切です。食育（栄養教育）が教 

育現場や地域社会で実施されることを望みます。 

ご指摘のように「食育」は、生活習慣病予防 

や食への知識の向上、食文化の醸成など幅広い 

観点があります。戦略の柱の３の展開の方向 

「食・海・時を暮らしに生かす」の主な施策の 

中で「食育を進めます」としていますが、いた 

だいたご意見を踏まえ、この施策に「食の大切 

さや楽しさを養う」という考え方を盛り込んで 

いきたいと考えます。



戦略２「自立した温かい地域コミュニティをつくる」について（２件） 

番号 いただいたご意見 対応 

６ 

戦略の柱に「自立した温かい地域コミュニティをつく 

る」があり、安全、安心を考える上でのヒントとなる。 

一人ひとりが地域と連帯し、行政と協働・参画して安全、 

安心なまちづくりが出来るのではないかと考えます。 

７ 

戦略の中身に「高齢者活躍の場創出」 ・ 「子育て支援」 ・ 

「在住外国人との相互交流の促進」などとあり、多様な 

人同士が心通い合うことにより、全ての人たちが「安全、 

安心で生きがいがある暮らし」を目指す内容になってい 

ると考えます。 

ご意見のとおり、５つの戦略の柱のそれぞれ 

が相互に関連していると考えます。この「自立 

した温かい地域コミュニティをつくる」という 

戦略を推進していくことによって、 暮らしの 「安 

全・安心」が高まっていくという効果も期待で 

きます。



戦略３「明石らしい生活文化を育てる」について（７件） 

番号 いただいたご意見 対応 

８ 

近隣住民の意識改革を行い連合自治会と連携し、朝霧 

川の美化運動を進めて欲しいです。 

また、ビオトープなど子どもの遊び場として再生させ、 

子どもと一緒に海岸までタウンウォッチングを実施して 

欲しいです。 

９ 
市民一人ひとりが１鉢のグリーン（花）を育てるなど、 

一家に一本緑化運動を進めることが必要だと思います。 

１０ 

市道にできるだけ多くの植栽をして欲しいです。日陰 

やほっとできるところ、まちの憩いの場が市内のいたる 

ところに存在するようにして欲しいです。 

各公園の整備も見直しが必要と思います。 

１１ 
国道２号に街路樹を増やすなど、明石のまちに「緑」 

をもっと増やして欲しいです。 

戦略の柱の３の展開の方向「自然の恵みを将来 

にわたり享受できる環境をつくる」 の主な施策 「花 

と緑、景観に親しめる環境づくりを進めます」に 

おいて、まち全体の景観に配慮しながら緑化や美 

化を推進していきたいと考えます。 

いただいたご意見は、具体の取り組みを実施し 

ていく上での参考とさせていただきます。 

１２ 

歴史的、文学的な風土を大切にし、まちづくりに生か 

していただきたいと考えます。明石は風光明媚な海峡だ 

けでなく万葉集、源氏、平家物語ゆかりの地です。歴史 

を訪ねてくる人達に充分な「おもてなし」が出来ていな 

く残念に思います。柿本人麻呂をはじめ数々の万葉人に 

詠まれているので、歌碑を整備していただきたいと思い 

ます。郷土ゆかりの万葉の歌で町おこしをしているとこ 

ろは多いです。平家ゆかりの史跡も多くあります。 

ご意見のとおり、明石は歴史的風土のあるまち 

です。これらに触れ、学ぶことは豊かな暮らしを 

実現するばかりでなく、市民の方の地元への愛着 

にもつながります。ご意見は、戦略の柱の３の展 

開の方向「スポーツや文化芸術、歴史に親しめる 

環境をつくる」の施策を実施していく上での参考 

にさせていただきます。 

１３ 

大蔵海岸の活用をみんなで考える必要があるのではな 

いでしょうか。 

大蔵海岸を含めた海岸線は明石の貴重な財産で 

す。大蔵海岸の有効的な利活用については、戦略 

の柱の３の展開の方向「食・海・時を暮らしに生 

かす」や４の展開の方向「明石のファンを増やす」 

などで取り組んでいきたいと考えます。 

１４ 

明石は魚のまちと言っているが自己満足に過ぎないの 

では。タイ、タコも明石以上に水揚げも多く、観光に力 

を入れているまちがあります。明石港にはボートなどが 

所狭しと泊めてあります。明石港を魚のまち明石のステ 

ージにすべきではないでしょうか。（例：漁業の実習見学、 

釣り堀・船、見学できる生簀、開放的な水産試験場、料 

理教室、見学できる水産加工場、競市、屋形舟で魚料理、 

マップ配布 明石海峡魚景色など）市民が愛着を持って、 

楽しく暮らせる個性ある美しい文化都市に生まれ変わり 

ましょう。 

明石にとって魚は日々の豊かな暮らしを彩る生 

活文化の大きな要素の一つでると同時に、重要な 

観光資源の一つでもあります、 

いただいたご意見は、戦略の柱の３の展開の方 

向「食・海・時を暮らしに生かす」や４の展開の 

方向「明石のファンを増やす」の施策を実施して 

いく上での参考とさせていただきます。



戦略４「まちを元気にする」について（８件） 

番号 いただいたご意見 対応 

１５ 

明石は海も近く新幹線の駅もありアクセスも良好で 

す。もっと人口が増えるまちだと思います。明石駅前の 

整備を行って欲しいです。駅前に活気がないような気が 

します。明るく綺麗な環境にして欲しいです。 

１６ 

ダイエーの跡地について、ショッピングモールという 

よりは必ず必要な公共施設がいいと思います。もしくは 

有名飲食店を誘致して、老若男女が楽しめる飲食街にす 

るなど、駅前には観光客が楽しめるものが必要ではない 

でしょうか。 

１７ 

砂利揚げ場の移設・廃止を要望します。１０年位前、銀 

座通りで砂利運搬トラックの交通事故により高齢者が死 

亡しました。商店街や買い物客は砂埃と排気ガスに悩ま 

されています。永年の懸案である砂利揚げ場を中崎から 

無くさない限り、美しいまち明石は生まれません。特別 

チームを組んで、予算をつけて取り組んでいただきたい 

と思います。 

明石駅前は明石の玄関口であり、まちの第一印 

象を決める重要な空間です。 いただいたご意見は、 

戦略の柱の４の展開の方向「中心市街地の魅力を 

高める」で、中心市街地の活性化に取り組む上で 

の参考とさせていただきます。 

１８ 

史跡に恵まれた明石を"歴史のまち"、"文化のまち"とし 

て全国に発信します。 平成２４年にＮＨＫ大河ドラマ 「平 

清盛」が放映されることを機に、腕塚神社、忠度塚など 

ゆかりのある史跡を巡るイベントを企画して欲しいで 

す。また、東経１３５度子午線上の史跡を巡るツアーや、 

「柿本人麻呂」や「源氏物語」、大蔵谷の「宿場町」など 

にスポットを当て、ゆかりのある史跡を巡るツアーを実 

施して欲しいです。 

１９ 

太寺の菅公史跡から、柿本神社、天文科学館、源平合 

戦の史跡、中崎公会堂、大蔵海岸にいたる子午線ライン 

は、整備によっては良い観光スポットになります。案内 

板の充実、周辺整備などまだまだ不十分です。 

２０ 

「明石ブランド」の戦略的発信について、明石には誇 

るべきブランドがあります。「京料理と明石鯛のコラボレ 

ーション」、「B 級グルメとしての明石焼き」などのほか 

「子午線」、「明石海峡」、「魚の棚・魚市場」、「源氏物語」、 

「明石公園」等々の戦略的発信の推進。また、あらゆる 

市民からアイデアを得ながら新たな明石ブランドの発 

見・発掘をしていくことも肝要です。それが「まちの元 

気」による経済的恩恵の共有とともに、市民としての誇 

りとアイデンティティの確立につながっていくものと思 

います。 

ご意見でいただいているように、明石には歴史、 

文化、景観など人をひきつける様々な魅力的な素 

材があります。 

明石に住みたい、住み続けたいと思う人を増や 

していくことがまちの元気につながります。こう 

した人を増やすため、様々な明石の魅力を磨き、 

高めていくこと、また新たな魅力を創出していく 

ことに加え、都市ブランドを確立し、戦略的に発 

信していくことなどが非常に重要であると考えま 

す。

いただいたご意見は、戦略の柱の４の展開の方 

向「明石のファンを増やす」に取り組んでいく上 

での参考とさせていただきます。



番号 いただいたご意見 対応 

２１ 

「子午線の町」、「城下町」明石をアピールします。子 

午線を全国に知ってもらうため、様々なメディアに働き 

かけ、時の記念日や子午線を大々的にPRしていきます。 

また、「景勝の地」明石を市民自身に再認識していただく 

必要があります。古来、明石は日本三景に勝るとも劣ら 

ない景勝の地でした。今現在、感動してもらえるのは、 

淡路島を借景とした明石公園位でしょうか。 

小手先ではなく長期的な視野に立ったマスタープラン 

を立ち上げて実行しなければなりません。 

２２ 

戦略の３・４の柱で「明石の生活文化を育てる」 ・ 「ま 

ちを元気にする」が謳われており、地域産業の活性化に 

より「人もまちも豊かに育ち続ける」元気な明石の未来 

が展望できるものとなっています。 

ご意見のとおり、戦略の柱の３と４は、明石の 

未来への展望を拓く上で重要な戦略です。これら 

を着実に推進していくことにより、目指すまちの 

姿の実現に向けて取り組んでいきます。



戦略５「一人ひとりの成長を支える」について（５件） 

番号 いただいたご意見 対応 

２３ 

大学へ進学する子どもは他市へ流出する現状をどう考 

えますか。大学進学率が低いことを認識していますか。 

青少年の犯罪検挙率が高く、大半の中学生は公立高校へ 

進学できるためクラブ活動を優先しています。それでは 

流入は見込めません。教育を見直す必要があります。 

人口が増加している都市と比較し、明石に何が足りな 

いのかよく考えるべきです。 

２４ 

総合選抜制による高校進学は競争心の欠如につながる 

ので反対です。子どもの教育を見直さなければ、将来、 

世界で活躍する日本人がますます減少していくと思いま 

す。競争力の欠如は、グローバル化が進展している今の 

時代にそぐわないと思います。 

２５ 

保育園と幼稚園の教育を４歳からは同じようにし、公 

立幼稚園や公・私立保育園でも質の良い学習ができる環 

境を整えて欲しいです。仕事上、保育園に通わせるしか 

ない場合、良い教育をしている私立幼稚園と学習能力な 

どの開きがないかと心配になります。楽しみながら学べ 

たり、英語の教育など、幅の広い教育を早い段階で受け 

られるように欲しいです。子ども同士が仲良く、様々な 

個性を受け入れられるようになる柔軟性を持てる教育を 

するのも今の時代には必要だと思います。 

それをアピールすることにより、住みやすく、育てや 

すいまちとして若い世代が増えれば、人口減も防げると 

思います。 

明石の未来を託していく子どもたちが心身と 

もに健やかに育つことは、まちの将来にとって非 

常に重要な要素です。 

戦略の柱の５「一人ひとりの成長を支える」に 

おいて、「就学前教育の環境を整える」や、子ど 

もの「確かな学力を育む」など様々な施策を実施 

し、明石で子どもを育てたいと思える環境づくり 

に取り組み、子育て世代の流入につなげていきた 

いと考えています。いただいたご意見は、取り組 

みを進めていく上での参考とさせていただきま 

す。 

２６ 

図書館を身近な場所につくって欲しいです。他市は駅 

のすぐ近くに図書館を置き、通勤、通学、高齢者、子ど 

もにも便利で学習しやすいよう配慮しています。明石も 

最近エレベーターが出来たとはいえ、明石公園の中では 

日短になれば一層不便です。 

２７ 

生涯学習センターについて、エレベーターの位置や事 

務所の位置など使い勝手の悪い設計です。７階の学習室 

にある図書は、 ジェンダーフリー関係の偏った本が多く、 

読んでいる人をあまり見かけません。１年にどれ程使わ 

れているのか利用状況を調査し、改善に努めていただき 

たく思います。 

幅広い世代の方が生涯にわたり学習できる場 

があることは、人が成長する上では欠かせませ 

ん。今後も市民の方がこうした学習施設をより利 

用しやすいようにしていきたいと考えます。 

なお、生涯学習センターの７階は、 「あかし男 

女共同参画センター」となっており、蔵書は男女 

共同参画や女性・男性の生き方などに関連のある 

図書や雑誌、行政資料などとなっています。 

いただいたご意見は、取り組みを進めていく上 

での参考とさせていただきます。



◆計画推進の考え方について（１件） 

番号 いただいたご意見 対応 

２８ 

これまでも審議会への諮問のほか、市民からの意見聴 

取など幅広い市民参画による総合計画の策定作業が進め 

られています。今後、計画の財政的裏づけや市議会での 

議決などの課題があろうかと思います。継続して多世代 

の市民によりわかりやすい広報と協働・参画の呼びかけ 

を願います。 

第５次長期総合計画については、明石自治基本 

条例に基づき、幅広い市民参画のもと策定を進め 

てきました。また広報紙や市ホームページ等で積 

極的な情報の公開に努めてきました。 

計画推進のマネジメントにあるように、今後に 

ついても、まちづくり全般について、これまで以 

上に参画と協働、情報公開に努めていきたいと考 

えます。


