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日 時 平成２５年５月２０日（月） 

     午後７：００～８：２０ 

場 所 中央公民館 大会議室 

 

１ 市長あいさつ （７：００～７：０５） 

・今年度は、総合計画の前期基本計画の最終年度とな 

る。20 人ほどの市民の皆さんが新たに参加いただ 

いたと聞いており、お顔を見ていると、新鮮な感じ 

がする。 

・高浜市は、将来都市像として「思いやり 支え合い 

手と手をつなぐ 大家族たかはま」を掲げており、 

このキャッチフレーズを知っている人が、前回の調 

査に比べ、５割増え、33％を超えたようだ。約３分 

の１の人が知っている、聞いたことがあるというこ 

と。本当にありがたい。 

・幸せは、誰が決めることか。今日の中日新聞に、 

「幸せリーグ」の話が載っていた。自分が幸せかど 

うかというのは、皆さんの心が決めている。高浜市 

はつまらない、面白くないという人がいたら、それはひょっとしたら、その人が決め

ているのかもしれない。 

・そういった人には、ぜひこの市民会議に入って、意見を言っていただき、高浜市のま

ちづくりご協力いただき、自分で高浜市を良いまちにしていこうという想いになって

いただけると良い。 

・今日お越しの皆さんは、そういった想いをお持ちの方ばかりだと思う。前期基本計画

の最後の１年になるが、どうぞよろしくお願いしたい。 

 

２ 平成 25年度 「高浜市の未来を創る市民会議」メンバー編成について 

◆事務局より、資料１の『１．分科会メンバーと編成』を基に説明。 

 

３ 「高浜市の未来を創る市民会議」ってどんなことをやるの？ ～主旨とスケジュール～  

◆事務局より、資料１の『２．「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかは

ま」の実現を目指して』、『３．スケジュールはどう進むの？』、『市民会議を楽しくす

るコツ』を基に説明。 

 

 

 

高浜市の未来を創る市民会議  

第 3期 キックオフ！  
「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」を 

目指して、みんなで力を合わせよう!  みたび! １ 第 回 
報 告 
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４ 分科会で顔合せをしよう！＆今年度の各分科会の取り組みテーマを決定しよう   

◆分科会ごとに、①顔合わせ、②市民サブリーダーの決定、③今年度の取り組みテーマ

の決定を行った。（※詳しくは、分科会ごとの議事録を参照ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲自治推進分科会 ▲財政分科会 

▲生涯学習分科会 ▲学校教育分科会 

▲産業・観光分科会 ▲環境・憩い分科会 

▲防犯・防災分科会 

▲地域福祉分科会 ▲健康分科会 
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５ 今年度の各分科会の取り組みテーマの発表 （７：４５～８：１５） 

◆各分科会より、①市民サブリーダー、②今年度の取り組みテーマを発表。 

 

【自治推進分科会】 

＜職員リーダー 岡島正明さん＞ 

 ・自治推進分科会では、みんなで力を合わせてまちづくりを行うためのまちづくりの

輪を広げていくということで、3 つのことに取り組む。 

＜市民リーダー 中川勝利さん＞ 

 ・今年度の取り組み１つ目として、自治基本条例を広めていくための出前授業を、昨

年度、高浜小学校で実施したが、今年度は、５小学校全てで実施したい。全クラス

実施するため、約 15 クラス実施する予定。各学校に合わせた授業内容を検討する。 

 ・２つ目は、出前授業継続の仕組みづくり。今年度実施したら終わりではいけないた

め、来年度以降もきちんと継続できるように、仕組みをつくり、今のメンバーがい

なくなってもできるようにしたい。 

 ・３つ目は、まちづくりのキーワードである“参画・協働・情報共有”のガイドライ

ンを作り、その内容を、市民目線から確認し、完成させたい。 

 ・市民サブリーダーは、山野喜代美さんにお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財政分科会】 

＜市民リーダー 小笠原芳夫さん＞ 

 ・市民の皆さんに、市の財政についても関心を持ってもらうという大きなテーマを持

っている。 

 ・昨年度は、財政クイズを作った。このクイズを、広報たかはまに掲載し、回答いた

だくということを考え、景品も付けたいと思っている。 

 ・また、財政ゲームを作ったらどうかということで、１年間検討していきたい。 

 ・市民サブリーダーは、田川よひ枝さんにお願いする。 
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【生涯学習分科会】 

＜職員リーダー 内藤克己さん＞ 

 ・今年度は、にぎやかな新規メンバーも加わり、打合せの中では懇親会の話題も出た。

みんなで仲良くやっていきたい。 

＜市民リーダー 鈴木康博さん＞ 

 ・昨年度から、地域の達人のネットワークをつなげるということを行っているが、生

涯学習に関するネットワークをどんどん広げていきたいということを、大きなテー

マとして考えている。 

 ・昨年度の３月に、「高浜（まち）の学校」のお試し版としてデジカメ講座を実施し

た。このときの反省を基に、「高浜（まち）の学校」を本格的に実施していきたい。 

・皆さんからいろいろな情報を集め、それをつなげるということが生涯学習として一

番大切であると考えているため、よろしくお願いしたい。 

・市民サブリーダーは、高桑雄司さんにお願いする。 

 

 

 

 

 

 

【学校教育分科会】 

＜職員リーダー 神谷理さん＞ 

 ・新人であるため、分からないことが多いが、皆さんと一緒に頑張っていきたい。 

＜市民リーダー 竹内一仁さん＞ 

 ・昨年度、地域の想いと学校の想いをいかにマッチングするかということを模索して

いた。地域側は、子どもたちのために何かしてあげたいと思い、学校側は、地域の

人に、例えば、木の剪定をしてほしいといったようなことを求めているなど、それ

ぞれにいろいろな想いはあるのだが、お互いの想いをうまく一致させる仕組みを考

えるまでには至らなかった。この想いのマッチングは、引き続き検討していきたい。 

 ・その中で、学校における防災活動が非常に重要だと分かってきた。昨年度、南部地

区では津波避難訓練を実施したり、翼地区では体育館を段ボール等で間仕切りし、

防災キャンプを行ったりしている。 

 ・今年度は、マッチングの仕組みを具体化できるようにするとともに、教育基本構想

推進委員会とも連携しながら、市民目線で、どのように学校の防災をしっかり組み

立てていくかについて考えていきたい。 

 ・他の分科会とも情報共有しながら行っていきたい 

と考えているため、よろしくお願いしたい。 

 ・市民サブリーダーは、井上四雄さんにお願いする。 
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【産業・観光分科会】 

＜職員リーダー 山本時雄さん＞ 

 ・これまで分科会で検討してきた特産品の売れる仕組みを作っていこうということで、

市民リーダーである神谷環光さんからも、前期基本計画の最終年度である今年度、

何とか形にしたいという想いを聞いている。 

 ・新たなメンバーが加わり、人数も多くなったということと、分野がさまざま分かれ

るということで、①特産野菜の推進、②瓦の発信、③アンテナショップという３つ

のテーマを考えている。これらを最終的には全て 

結び付け、最後の想いとしては、「高浜で売れる 

“もの”を作ろう！！」というところを目指した 

い。 

 ・ぜひ皆さんからもアイデアをお寄せいただきたい。 

 ・市民サブリーダーは、岩月義成さんにお願いする。 

 

【環境・憩い分科会】 

＜職員リーダー 山下浩二さん＞ 

 ・メンバー全体としては、昨年度とほとんど変わっていない。環境の分野の１つのキ

ーワードが“継続”であり、昨年度も取り組んだ３本の矢を、今年度も取り組んで

いきたい。 

 ・１つ目が、マナー向上作戦の実施。子どもたちの力を活かし、子どもを切り口とし

たマナー向上策を考えていきたい。 

 ・２つ目が、平成７年にスタートし、今年度で 18 年目を迎える「ごみ分別収集制度」

について、“継続”をキーワードに、さまざまな取り組みを検討する。 

 ・３つ目が、ルール違反に粘り強く対応しよう！と 

いうことで、不法投棄の問題について、毅然とし 

た態度で臨むため、取り組みを検討する。 

 ・無理なく、無駄なく、続けられることが重要と考 

え、取り組んでいく。 

 ・市民サブリーダーは、神谷巧さんにお願いする。 

 

【防犯・防災分科会】 

＜職員リーダー 芝田啓二さん＞ 

 ・昨年度は、防犯と防災、別々のテーマを掲げていたが、今年度は、共通するテーマ

を掲げて、取り組んでいきたい。 

＜市民リーダー 井野代司彦さん＞ 

 ・防犯分野では、あいさつ運動を展開、防災分野では、標高の見える化の検証と、情

報伝達について検討していく。 

 ・防犯と防災に共通するテーマとして、“みんなで実践「自助」、「共助」”を掲げた。 

 ・「自助」はとても大切なこと。例えば、皆さんが車を買う時、事故を想定し、保険

をかけると思う。それと同じように、犯罪や災害に対する事前の準備が非常に大切。

この備えは、“今”やらなければいけない。 
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 ・「自助」があって「共助」がある。災害などは、 

いつ起こるか分からない。あらかじめ、きちんと 

備えをしていただきたい。 

 ・防犯チームの市民サブリーダーは都築正治さん、 

防災チームの市民サブリーダーは水野輝久さんに 

お願いする。 

 

 

【地域福祉分科会】 

＜職員リーダー 杉浦崇臣さん＞ 

 ・これまでの市民会議での取り組みを、今年度は、かなり発展させていきたい。 

＜市民リーダー 古橋知美さん＞ 

 ・テーマは、「ボッチャで広げよう NEW ボランティア人の輪」。昨年度、市民会議

に参加いただいていた方は、「ボッチャ」と「NEW ボランティア人」という言葉は、

頭の片隅には記憶に残っていると思うし、皆さんは、すでに“NEW ボランティア

人”であると思う。 

 ・この“NEW ボランティア人”をボッチャで広げ 

るため、まずは、分科会対抗のプレ大会を実施し 

たいと考えている。分科会の息が合っている様子 

を、ぜひ大会で競いたい。 

 ・市民サブリーダーは、成瀬正孝さんにお願いする。 

 

 

【健康分科会】 

＜職員リーダー 加藤一志さん＞ 

 ・市民サブリーダーは、佐野昭治さんにお願いする。 

＜市民リーダー 神谷通夫さん＞ 

 ・「もっと健康寿命を延ばそう」をテーマに進めていく。 

 ・「いきいき健康マイレージ」は、これまでも、市民会議の中で議論してきたが、今

年度は、まとめの年として議論を進めていきたい。 

 ・私たちも、地域福祉分科会で掲げている“NEW ボランティア人”であるというこ 

とで、一緒に取り組みを進めていかせていただき 

たい。また、昨年度始まった「生涯現役のまちづ 

くり」も連携していきたいと考えている。 

 ・この「いきいき健康マイレージ」と「生涯現役の 

まちづくり」で、市民の健康寿命を伸ばすことを 

大きな目標として進めていく。 
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６ お知らせしたいことがあります！（８５（８：１５～８：２５）） 

・高浜市の姿を知ろう！ ～高浜市の財政状況をお知らせします～  （５分間） 

 ＜財務グループ 田中愛さん（財政分科会）＞ 

・『わかりやすい予算書』を基に説明。 

  ・高浜市のお財布事情を知っていただくことで、これからの市民会議の話し合いの

参考にしていただきたい。 

  ・平成 22 年度に、当時の「高浜市の未来を描く市民会議 行財政運営分科会」か

らの提案を受け、「わかりやすい予算書」を協働で作成し、それ以降も発行を続

けている。 

  ・今年度の高浜市の予算は、「財政基盤の強化」、「安全・安心」、「こども」、「健康」

に重点を置き、“選択と集中”、“事務事業の見直し”、“無駄の一掃”をキーワー

ドに組み立てている。 

  ・市の予算の合計は億単位となっており、金額の規模のイメージが分かりづらいた

め、家計に例えて、ご紹介させていただいている（P.７）。40 万円の月収に対し、

43 万円の必要経費を計上しているため、毎月３万円の赤字となってしまう。こ

の３万円の赤字に対し、１万３千円貯金を取崩し、１万７千円の借金をして、や

りくりをしているという計算である。家計のやりくりとは異なると思う。 

  ・市の貯金は毎年減少しているが、借金も毎年減少している。 

  ・今年度の高浜市の目玉事業については、P.９,10 

を参照。 

  ・これからの情報発信の参考にしたいため、アン 

ケートにも、ご協力いただきたい。次回の各分 

   科会開催時に回収させていただく。 

 

  ・行政評価委員会「公開ヒアリング」の開催 

 ＜財務グループ 田中愛さん（財政分科会）＞ 

  ・今後、市民会議の点検・確認を行う際の参考ともなる、行政評価委員会による「公

開ヒアリング」を、６月 22 日（土）午後１時から、高浜エコハウスにて開催す

る。 

  ・また、その公開ヒアリングを行う事業を選定する委員会を、５月 31 日（金）午

後６時 30 分から、市役所第５会議室で行う。 

  ・ぜひ、足をお運びいただきたい。 

 

  ・コミュニティ・ビジネス創出セミナー受講生募集 

 ＜経営戦略グループ 高橋貴博さん（産業・観光分科会）＞ 

  ・２年にわたり、産業・観光分科会において検討 

   していただいた、「コミュニティ・ビジネス創出 

   セミナー」を、全７回の連続講座で、開催する。 

・わずかに定員に余裕があるため、興味のある方 

 はご連絡いただきたい。 

・締め切りは、５月 31 日（金）。 
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  ・ざっくばらんなカフェ vol.18「今日の会場 チューボーだがね！」の開催 

 ＜日本福祉大学高浜事業室 森川雅人さん（地域福祉分科会）＞ 

  ・ざっくばらんなカフェ vol.18「今日の会場チューボーだがね！」を、６月 30 日

（日）午後１時 30 分から、いきいき広場クッキ 

ングスタジオにて、開催する。 

  ・高浜市の特産野菜などを使った試食や、箸の使 

い方などを内容として考えている。 

  ・参加費無料で、おいしいお菓子・飲み物付き。 

スリッパ持参でお越しいただきたい。 

 

  ・まちづくりトーク＆トークの PR 

 ＜地域政策グループ 三井まゆみさん（防犯・防災分科会）＞ 

  ・「まちづくりトーク＆トーク」とは、市役所職員が、市民の皆さんの生活や活動

の現場へ出向き、高浜市のまちづくりについて、こんなことが知りたい・聞きた

いといったテーマについて、市の取り組み状況や課題等に関する懇談・意見交換

を行うもの。 

  ・１年中随時受け付けており、当日の参加者が 10 人以上確保できる団体・グルー

プのもとに訪ねていく。 

  ・テーマは、１から 14 まであるため、その中か 

ら選択いただき、市役所地域政策グループまで 

ご連絡いただきたい。テーマに応じて、担当グ 

ループと日程調整し、会場に出向く。 

  ・皆さんといろいろな面でキャッチボールを行い 

たいと考えているため、ぜひ活用いただきたい。 

 

 

７ その他 

◆中川勝利さん（自治推進分科会）、古橋知美さん（地域福祉分科会）、原田優さん（財

政分科会）のご発声により、市民会議メンバー全員で、キャッチフレーズ「思いやり 

支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」を斉唱。 

 


