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平成22年３月21日 

第３回審議会資料 

第３回ワークショップ結果 

開 催 日：平成22年２月24日(水)19時～21時 

開催場所：生涯学習センター７階 学習室 

参加市民：1４名 

テ ー マ：理想的なまちづくりに向けたアクションプラン 

 

【進行】 

 第３回ワークショップでは、理想的なまちづくりに向けたアクションプランについて、以下の流

れで議論しました。 

 

 １．アクションプランを考えよう 

   第２回ワークショップ等の意見を、『観光・活性化・歴史文化』『市民と暮らし』『環境・自然・

景観』という大きく３つに分類し、それぞれの取り組むべき方向性を導き出しました。今回の

ワークショップでは、その方向性についてのアクションプランを考えました。 

 ２．大事だと思うアクションプランへ投票（シール貼り） 

   それぞれのグループで考えたアクションプランについて、どのアクションプランに共感でき

るかを、シールを貼って投票しました。 

 

【内容】 

１．「アクションプランを考えよう」 

これまでのワークショップから、『観光・活性化・歴史文化』『市民と暮らし』『環境・自然・

景観』の３つの小グループに分かれてアクションプランを議論しました。 

― ワークショップ中の皆さんの様子です。― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれに興味のあるグループに分かれ、アクションプランを考えます。 

各グループから議論の内容を発表されました
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○第１グループ 観光・活性化・歴史文化 

【方向性・テーマ】 

１）観光客・市外の人をもっと誘致するには（広域交流） 

  ２）まちのにぎわいをどうとりもどす？（商業・中心市街地） 

  ３）明石の歴史文化を見直そう 

 

【アクションプラン】 

１）観光客・市外の人をもっと誘致するには（広域交流） 

  新しい観光スポット・イベントを創出 （明石でしか体験できないもの） 

⇒具体的な取組みイメージ 

・タコ（蛸・凧）を活かした PR 

 （駅前にタコバルーン、大凧あげ、天文台にタコ展望タワー） 

・花火に代わる LED イルミネーション 

・JR 西明石の操車場に鉄道博物館を作る（運転体験ができる） 

・明石大橋--淡路島を中心に全国的なマラソン大会の開催、TV 放映 など 

  観光客を受け入れる体制・設備づくり  

⇒具体的な取組みイメージ 

・車への対応（路上駐車できるように／大型バス駐車場） 

・県外の人を優先した無料ツアーの開催 

・企業と一体となったイベントづくり（工場開放など） 

・観光スポットをうまくコーディネート 

・大規模な会議場の設置 など 

  市民がまず明石を知る  

⇒具体的な取組みイメージ 

・親類や知人を明石に呼んで案内 

・市民に明石の観光スポットを知ってもらうよう（行政が）PR など 

  県外・海外の人への PR をする  

⇒具体的な取組みイメージ 

・奈良県民（海の無い県）を誘致（→阪神なんば線を延長） 

・キャッチコピー作り 

・多国語の PR パンフレットを配布 など 



- 3 - 

２）まちのにぎわいをどうとりもどす？（商業・中心市街地） 

  観光客が市内で回遊しとどまる工夫づくり  

⇒具体的な取組みイメージ 

・海釣り公園で釣った魚を明石エコマネーと交換 

・明石港付近に海の釣り堀設置 

・観光地同士をむすぶ 

・買物時の臨時駐車場の設置 など 

  市民参加のイベント等の開催  

⇒具体的な取組みイメージ 

・市民手づくりの祭を開催する（業者に外注しない） など 

  若い人向けのイベントの開催やスポット作り  

⇒具体的な取組みイメージ 

・若い人が行きたいようなお店 

・若者特区としてフリーマーケットやダンス大会 など 

３）明石の歴史文化を見直そう 

  史跡の整備をする  

⇒具体的な取組みイメージ 

・蔦の細道、光源氏・月見の池など史跡まわりの整備 など 

  歴史資源をつないで PR する  

⇒具体的な取組みイメージ 

・歴史資源の背景や年代を整理し、分かりやすく PR 

・資源をつないでスタンプラリー（完歩で割引券と交換など） 

・西国街道のガイドブック作り、寺・宿の整備 など 
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○第２グループ 市民と暮らし 

【方向性・テーマ】 

１）やさしいまちをつくるには？（高齢者・障害者など） 

  ２）住みよいまちをつくるには？（生産人口定着・子育て・安全・教育などの視点） 

  ３）便利なまちをつくるには？（交通・商業など） 

 

【アクションプラン】 

・市民も企業も商業者もみんなでつくる！ 

・自治体は金ではなく、知恵や場を！ 

 

１）やさしいまちをつくるには？（高齢者・障害者など） 

  ２）住みよいまちを作るには？（生産人口定着・子育て・安全・教育などの視点） 

  「安心安全」「活用できる資源の発掘と連携」に取り組む  

⇒具体的な取組みイメージ 

・やさしいまち＝安心安全なまち。 

 →シニアパワーの活用による地域パトロール。 

 →おまわりさんとのタイアップ。 

・地域の活性化 働く場（活躍できる場）をつくる。 など 

  日頃からの「助け合い」「声かけ」に取り組む  

⇒具体的な取組みイメージ 

・（町内会での）高齢者への定期訪問。 

・自立を促進するために高齢者や障害者が住むところをまちなかに。 

・高齢者住宅団地などをつくりともに助け合うまちづくりを。 など 

  コミュニティ内での人と人とのつながりをつくる（小学校区など）  

⇒具体的な取組みイメージ 

・自治会単位の人と人のつながりが必要。 

・退職された方の第 2 の人生として迎える場。 

・コミュニティの基本は小コミ（小学校区にひとつあるコミセン）。地域の代

表で構成されている。地域をどのようにするか考えるにふさわしい場。 な

ど 

  教育面で明石にはコレがある！といえるようなものが必要  

⇒具体的な取組みイメージ 

・「物づくり」の研究機関をつくる。 

・高等教育・大学の誘致。 など 

重要！ 
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  市民と近くなろう（企業や学校など）  

⇒具体的な取組みイメージ 

・明石高専との連携。 

・富士通・川重・ノーリツ・三菱・アサヒ飲料（など明石にある企業と市民

が知りあう） など 

  ユニバーサルデザインに取り組む  

⇒具体的な取組みイメージ 

・ユニバーサルデザインの推進。 

・ユニバーサルデザイン教育の推進。（学校現場） など 

 

３）便利なまちをつくるには？（交通・商業など） 

  公共交通機関（交通）の利用を進める  

・もっと使う 

・公共機関（交通）を使うメリットを伝える→ふれあい・エコ 

・便利だと思ってもらえる取り組み 

・（道路のルールなど）強制的なものもいる＝行政 

  大阪のベットタウンのアピール・地価  

・もっと使う 

・公共機関（交通）を使うメリットを伝える→ふれあい・エコ 

・便利だと思ってもらえる取り組み 

・（道路のルールなど）強制的なものもいる＝行政 

  市場活性化に取り組む  

・交流できる場をつくり、市場・商店街のにぎわいを取り戻す 
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○第３グループ 環境・自然・景観 

【方向性・テーマ】 

１）環境問題に取り組もう(温室効果ガス・ごみ) 

  ２）自然を守ろう（田園・水辺・緑) 

  ３）景観をよくしよう(眺望・町並み・歴史) 

 

【アクションプラン】 

環境・自然に関する項目をビジョンに入れる！ 

「明石の豊かな自然を次世代につなぐ」（持続可能） 

 

１）環境問題に取り組もう(温室効果ガス・ごみ) 

２）自然を守ろう（田園・水辺・緑) 

３）景観をよくしよう(眺望・町並み・歴史) 

  「明石の豊かな自然を次世代につなぐ」 明石の自然を学べる場づくり  

⇒具体的な取組みイメージ 

（環境） 

・１人１人が心がける（企業も個人も） 

・成功事例に学ぶ など 

→自販機を増やさない（1 台で一家分の電気使用量） 

→企業にゴミの回収の協力をしてもらう（自販機の缶など） 

→資源の循環を進める（下水処理の過程で発生するリンを再利用するなど） 

→リユース食器を推進する 

→エコバッグを粗品にしない 

→親の味を知って、食を知らないといけない 

→タコバスの利用状況を調べる（神戸のくるくるバスなどに学ぶ） 

（自然） 

・固有の財産だと知る（市民が自覚する） 

・人と自然が共有できるよう、自然よりになる など 

→ため池を保全する（明石らしい、生物多様性） 

→里山を守る（松陰新田、金ヶ崎） 

→生物多様性センターをつくる 

（景観） 

・景観はみんなの財産。みんなで大事にし、磨かないといけない など 

→花壇、旧街道、海、田園などの景観的財産がある 

→看板などの景観阻害要因は撤去する 

→歴史的なものは、今のうちに聞き取り調査をしておかないといけない（旧

街道、古文書、古民家など） 

→歩くといろいろと発見できる 

重要！ 



- 7 - 

２．「大事だと思うアクションプラン」 

各グループで考えたアクションプランを確認し、それぞれに

「大事だ」と思うプランに、シールを貼りました。（各自シール

３つ） 

 

 

○観光・活性化・歴史文化 （シール数 １８） 

アクションプラン シール 

１）観光客・市外の人をもっと誘致するには？  

★新しい観光スポット・イベントを創出 ●（１） 

★観光客を受け入れる体制・設備づくり ●●●（３） 

★市民がまず明石を知る ●●●●●（５） 

★県外・海外の人への PR をする ●●●（３） 

２）まちのにぎわいをどうとりもどす？   

★観光客が市内で回遊しとどまる工夫づくり ●（１） 

★市民参加のイベント等の開催 ●（１） 

★若い人向けのイベントの開催やスポット作り ●●（２） 

３）明石の歴史文化を見直そう  

★史跡の整備をする ●（１） 

★歴史資源をつないで PR する ●（１） 

 

＜ファシリテーターによるまとめ＞ 

１）観光客・市外の人をもっと誘致するには？ 

たくさんのアイデアの中でシール数が多かったのは「市民がまず明石を知るということ」

でした。明石市民がある程度明石の事を知らなければ、観光客に「ウリ」を説明できません。

まず市民自身が明石市内を回ることが必要かもしれません。 

また、これまでは、明石城や明石焼き、天文科学館、大蔵海岸といったスポットや名産品

が上げられていました。これからは、もっと新しいところを作らなければならないのではな

いかという意見と、それら観光資源を繋ぎ合わせ、滞在時間を長くする工夫をしなければな

らないという意見がありました。 

２）まちのにぎわいをどうとりもどす？ 

市民祭りなどは市民が参画できるイベントとして行う方が効果的ではないだろうかという意

見が出ています。市民が参画していくことで、おそらく市民が明石を知ることに繋がり、コミ

ュニケーションも促進されていくのだろうと思います。 

また、若い人向けのイベントやスポットを作ったらどうか、例えば大蔵海岸をもっと活用し

てみてはどうかという意見がありました。須磨海岸、舞子浜などと連携しながら明石海峡大橋

が見えるなどの特色をきちんと活かしていくべきなのでしょう。 
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３）明石の歴史文化を見直そう 

面白くなければ史跡を訪れないし、感動がなければリピーターは生まれません。観光客に感

動を与えるようなものであり場である必要があります。（この史跡は訪れてみて）どういう感動

があるのかという事を一生懸命考えなければいけないと思います。 

また、さまざま歴史資源をつないで PR するという意見もありました。 

 

○市民と暮らし （シール数 １２） 

アクションプラン シール 

１）やさしいまちをつくるには？ 

２）住みよいまちをつくるには？ 
 

★「安心安全」「活用できる資源の発掘と連携」に 

取り組む 
●（１） 

★日頃からの「助け合い」「声かけ」に取り組む ●（１） 

★コミュニティ内での人と人とのつながりをつくる

 （小学校区など） 
●●●（３） 

★教育面で明石にはコレがある！といえるような 

ものが必要 
●●●（３） 

★市民と近くなろう（企業や学校など） ●（１） 

★ユニバーサルデザインに取り組む ●●●（３） 

３）便利なまちをつくるには？  

★公共交通機関（交通）の利用を進める  

★大阪のベットタウンのアピール・地価  

★市場活性化に取り組む  

 

＜ファシリテーターによるまとめ＞ 

１）やさしいまちをつくるには？ 

２）住みよいまちをつくには？ 

さまざまなポイントが挙げられています。また、それぞれがコミュニケーションをとりな

がらみんなで作っていくというポイントも出ています。 

３）便利なまちをつくるには？ 

交通機関の話は環境と繋がっていきます。車で移動するより公共交通機関を利用すること

が圧倒的に環境のためによく、できるだけガソリンの消費量を下げることが大事です。その

ために、公共交通機関を利用しましょうということです。 

その割にたこバスなどの乗車率が低いという意見もあります。たこバスが市民に評価され

ていないということなのかもしれません。 

たこバスについては、肝心な時に走っていないという指摘が前回にもありましたが、たこ

バスのシステムが市民感覚とズレているのかもしれません。たこバスという発想はいいので、

だからこそきちんと「市民の方に取り戻す」ことが必要なのでしょう。 
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○環境・自然・景観 （シール数 ９） 

アクションプラン シール 

１）環境問題に取り組もう 

２）自然を守ろう 

３）景観をよくしよう 

 

★「明石の豊かな自然を次世代につなぐ」 

明石の自然を学べる場づくり 

●●●●●●●●●（９）

 

＜ファシリテーターによるまとめ＞ 

「明石の豊かな自然を次世代に繋ぐ」というビジョンを計画に入れるというアイデアがあり

ます。「次世代に繋ぐ」というところが大事であり、その為に自然を守りましょう、そうした場

を作りましょうということでしょう。 

 

 


