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資料６

高浜市の未来を描く市民会議
ニュースレター ２０１０．３．４（木） ＶＯＬ.１・２

事務局：高浜市地域協働部地域政策グループ 高浜市青木町四丁目１番地２ ＴＥＬ0566-52-1111（内線 352）

「こんな高浜市になったらいいな！」「こんな高浜市にしていきたい！」
「高浜市の未来を描く市民会議」が１２月２日（水）にキックオフ！
高浜市の運営において最も上位の計画となる「第６次総合計画」
（計画期間：平成 23 年度～33 年度）
の策定作業にあたり、第 1 回「高浜市の未来を描く市民会議」の会議を、12 月 2 日（水）午後 7 時
から中央公民館で開催しました。
参画メンバーは、公募市民 92 名・市職員 50 名の計 142 名（※人数は発足当時）。これまでに実施して
きた市民意識調査や小・中学生アンケートの結果、各まちづくり協議会から提出された「地域計画」を
踏まえ、10 の分科会単位で、市民のみなさんと職員が一緒になって、約 10 年先の高浜市の理想の姿
を描き、その実現のためのアイデアを具体的に練り上げ、実現に向けて力を合わせていきます。会議の
開催期間は、平成 23 年３月まで。月に１～２回程度を予定しています。
市長のあいさつの後 1 人 15 秒の自己紹介タイム。事務局から「第 6 次総合計画の策定について」
と題して、「総合計画とは？」「策定体制」「策定スケジュール」等をパワーポイントで説明しました。
その後、グループワークを行い、次のとおり分科会リーダー、サブリーダーが決まりました。
・ 様々な活動が活発に行われている中で、まち協や町内会
をはじめ、大勢の方に参画していただいた。市民会議を
仲間づくりの場としていただきたい。
・ 各活動に負担をかけないように、効率的に開催していき
たい。
・ 市民が中心となって次の時代の高浜市を創っていくと
いう気持ちで参画していただきたい。市民の意見が通る
ということを周囲の皆さんにも知らせていただきたい。

上）自己紹介タイム
下）リーダ・サブリーダーが決まり、めでたしめでたし。
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中川幾郎先生（帝塚山大学大学院教授）に
総合計画・自治基本条例づくりにあたってのアドバイスをいただきました
第 2 回は 12 月 25 日（金）午後 7 時から市役所第 2 会議室で
開催。全国各地で総合計画や自治基本条例づくりのアドバイザーと
して活躍している、帝塚山大学大学院教授・中川幾郎先生（高浜市
総合計画審議会会長）をお迎えし、
「なぜ、自治基本条例が必要か」
「これからの総合計画のあり方」「市民会議参画にあたっての心構
え」等について、約１時間お話ししていただきました。

なぜ、自治基本条例が必要か
・ 小中学生も含め、市民誰にでも、このまちの仕組み
はどうなっているのか、市民・議会・行政の役割は

「市民会議」参画にあたって

何かということを、わかりやすく簡潔に示したもの

・ 特定の人が時間を独占することがないよ

が自治基本条例である。
・ 地方分権が進み、自分たちの地域のことは自分たち
で決める時代になった。自治とは自分たちで治める
こと。自治基本条例を作る意味は、市民が本当の意
味で自治体に関わることにほかならない。

う、出席者全員が発言できるようにする。
1 人あたりの 1 回の発言時間は 3 分以内。
・ 揚げ足を取らない。他人の話に割って入ら
ない。
・ 批判や否定形は避ける。例えば「役所がな

・ 自治基本条例の前文は、そのまちが持っている特

っとらん！」という批判からは、どうした

徴・利点、このまちが何を大切にするかということ

ら解決できるかという、ものさしが出てこ

を表した決意書になる。あれもこれもなんでもとい

ない。文句や粗探しではなく「こんないい

うわけにはいかないのが現実。高浜市はどういう価

ものがある」「もっと大事にしよう」「育て

値を最重点とするかを考える。重点的に選ぶ価値が、

ていこう」ということも大切にして欲しい。

自治基本条例の基本理念になり、総合計画にも反映

・ 発言カードを書く時や意見を言う時には、

される。自治基本条例が総合計画の上位にある。高

「体言止め」にしない。例えば「災害対策」

浜市の場合は、両者を並行して作るが、それは良い

「地域活性化」
「ネットワーク整備」と書か

ことである。

れても、課題解決に向けてどのように行動
したらいいのかがわからない。
「見守りネッ

これからの総合計画のあり方
・ 今はマニフェスト選挙が主流になっており、マニフ
ェストを基本計画に反映させていくことが必要。
・ まずは高浜市の現状を分析して共通理解を深め、ど
うしたらより良い方向に導いていけるかを考えてい
く。どんなまちにしていきたいか、夢やビジョンを
語り合う。不満の洗い出しや役所の粗探しばかりし
ていては、計画づくりはできない。現状を変えてい
くには、良いところを伸ばしていくにはどうしたら
いいかをみんなで一緒に考えていくことが、計画づ
くりの一番大事なポイントである。
・ これからの総合計画には目標値を定めることが大
切。
・ 住民自治（住民の自己統治）と団体自治（行政・議
会）は相互乗り入れ関係にある。高浜市の将来ビジ
ョン、進路図を創るにあたって、住民が参画するの
は住民の当然の権利だし、策定に関わることに大き
な意味がある。

トワークをもっと広げていきたいなあ」
「自
然をもっと大切にしよう」と、行動を喚起
するような言葉にすると、どうやって行動
したらいいのか、イメージがわきやすい。
・ 「地域（市民）でやれることを地域（市民）
でやる」のでなく、
「地域でしかできないこ
とを地域でやる」。「行政でなければできな
いこと」、「地域（市民）と行政が協働で行
うこと」、この３つの仕分けをしていく。

(H22.4.15)
第３回審議会

資料６

高浜市の未来を描く市民会議
ニュースレター ２０１０．３．４（木） ＶＯＬ.３

事務局：高浜市地域協働部地域政策グループ 高浜市青木町四丁目１番地２ ＴＥＬ0566-52-1111（内線 352）

高浜市の姿を知る ー人口はどうなる？ 財政の状況は？ー
２月 10 日（水）、市役所第２会議室にて第 3 回市民会議が行われました。参加者は 120 名でした。
今回のテーマは「高浜市の姿を知る」。まず最初に「高浜市の人口はこれからどうなるのか？」と題
して、高浜市の将来人口の見通しなどについて、パワーポイントを使って説明。計画の目標年次である
平成 33 年度の総人口は 48,000 人との予測が出されました。
次に「高浜市の財政状況」と題して、予算規模、市債（借金）や税収の推移、他自治体との財政比較
などについて説明。全国的に比較すると高浜市の財政力は全国上位にあるが（ex.財政力指数：783 市
町村中 56 位）、景気低迷により平成 22 年度の税収は落ち込むという説明がありました。
最後に、第 2 回のゲストにお越しいただいた

市民会議スケジュール

中川幾郎先生（高浜市総合計画審議会会長・帝
塚山大学大学院教授）から、「高浜市はこれまで
に健全な財政運営を随分頑張ってきた。他自治体

2009.12.2（水） 第１回（キックオフ式）
▼

に比べて見通しは明るいが、油断は禁物。人口ピ
ラミッドもやがて先細りになる。人口推計や財政

12.25（金） 第２回（中川幾郎先生を迎えて）

状況のデータを参考に“あれも・これも”ではな

▼

く、どういう政策に重点を置くか、メリハリを考
えていくことが大切」と、今後の策定作業に向け

2010.2.10（水） 第３回（高浜市の姿を知る）
▼

てのアドバイス、エールを送っていただきました。
全体説明終了後は、各分科会に分かれ、検討テ

各分科会

ーマの確認、今後の進め方や役割分担等について
討議しました。
いよいよ本格的な検討作業が始まります。

3.4（木）

第４回（ワークショップ
「第 6 次総合計画で『これだけ
は実現したい！』を考えよう）

▼

みなさん、頑張っていきましょう！

各分科会

▼第３回市民会議の様子

4.～5.

第５回～第７回
（10 年後の高浜市を
想像・創造しよう）

6.

中間公表案とりまとめ

▼
7.～8.

中間公表
（パブリックコメント等）

▼
9.～10.

修正案とりまとめ

▼
11.

最終案とりまとめ

各分科会での議論
自治基本条例分科会
「自治基本条例ってなんだろう？」をテーマに、今、なぜ条例が必要なのか、職員が資料を
用いて説明。自治基本条例とは自治体運営の最高規範性を持っており、総合計画とあわせて
高浜市のまちづくりの両輪となること、約１割の自治体で策定されていること、最近策定さ
れた条例を参考にしながら高浜市として盛り込むべき内容を検討していくこと、今後月１～
２回の頻度で分科会を開催していくことを確認。メンバー同士、意見交換を行いました。
【意見・提案】
・ 地方自治法に住民自治の仕組みが規定されていないと資料に書かれているが、自治法は
住民自治の根本ではないのか？（→中川先生より：地方自治法には、団体自治について
の規定はあるが、住民自治の規定は限られている。住民投票条例、参画や協働の位置づ
け、まち協に関する規定は自治基本条例で規定していくべき。）
・ 生活に身近でなく、意味のわからない用語が多い。（→中川先生より：行政用語を生活
用語にしてしまうと、条文が長くなったり、意味が変わってしまうことがある。用語の
定義や条文解説を入れるなどにより、わかりやすい条例としていくことが大切。
）
・ 高浜市の条例では、まちづくり協議会の権能に触れるべき。
・ 今回の市民会議の手法は、住民が行政に参画する窓口を開いたもので良い試み。こうい
うことが 20 年先、30 年先の高浜市の基盤づくりになっていくのではないか。
＊

＊

＊

＊

＊

次回（3/12）のテーマは「条例の全体像を考えよう」。宿題として、条例が「こんな高浜
市になったらいいな」「こんな高浜市にしていきたい」といった自治基本条例に対するイメ
ージや期待、条例ができることによって実現したいこと、取り組みたいことをワークシート
に書き出してくることを宿題として散会しました。

▼なんと廊下で
ディスカッション!!

行財政運営分科会
【意見・提案】
・ 市民と行政が一緒に「高浜市を共同で経営する」という
観点で「あれも、これも」ではなく「あれか、これか」
を選択する仕組みづくりを考えていこう。
・ 何が課題なのかよくわからない。まずは、勉強会をやっ
ていきたい。
・ この分科会は「財政」だけが検討テーマではない。
＊

＊

＊

＊

＊

次回は 2 月 22 日（月）に開催。総合計画策定基本方針の確認、他市
の事例紹介、高浜市のこれまでの取り組み（構造改革・H22 年度当初
予算）等について、勉強会を行うこととしました。

各分科会での議論
教育分科会
職員より、教育分科会では「教育基本構想」の検討も行うことの説明が
ありました。
【意見・提案】
・ 総合計画と教育基本構想の位置づけを図案化して欲しい。
・ 過去の動向や現状を知る勉強会の機会が必要。
（ex.学校評議員制度）
・ まち協や学校などへ出向いて情報収集するとよい。
・ 私達は思いついたことを述べ、それを吸い上げて構想をつくっていく。

生涯学習分科会
職員より、生涯学習分科会では「生涯学習基本構想」の検討も行うことを説明。
「子どもへの視点」
「青少年育成」がキーワード。今後、専門家を招いて勉強会等を開催していくことを確認しました。
【意見・提案】
・ 平成 16 年に策定された「生涯学習基本構想・基本計画」の達成度や課題などの検証が必要。
・ 構想策定後を考える。種を蒔いたら育てていくことが大切。
・ 若い世代、特に義務教育を離れた高校生を、どう取り込んでいくかが課題。

子育ち・子育て分科会
【意見・提案】
・ まだ、分科会で検討する内容をイメージしにくい。市民の大半は「○○って、
どうなっているの？」といった率直な疑問からスタートするのが現状。まず
は、そうした疑問を出すことから始めてていくと、子育ち・子育てに関する
問題点や目標が見えてくるような気がする。
・ 子どもを産み、育てやすい環境を考えたとき、他の分科会で検討されている
内容とも関連が出てくる。全体の中のバランスで考えることも必要だと思う。
・ 第 5 次計画の総括や今後の財政状況の予測に関する資料が欲しい

産業分科会
【意見・提案】
・ 現在の高浜市の産業（及び会社等）の実像がわからない。団体や一般商業者からヒアリングや
アンケートを行って意見を集めてはどうか。
・ 現状分析は賛成。しかし、それだけでは新しい考えが生まれにくいので、新規提案の検討も併
行するべき。
・ 「企業が来たくなるような町にする方法」を行政と考えるのが用務。高浜市を選び、このまま
高浜市に居てもらうには、どのようなことを考えなければいけないか。
・ 各まち協から「地域計画」が出ている。それぞれの地域性や考え方を拾って、その中からつな
げる必要がある。

各分科会での議論
環境分科会
【意見・提案】
・ 環境分野は行政（市域全域）のことから市民（一般家庭）レベルのことなど
幅広い。視点をどこにするのかによって議論も違う。また、行政と市民意識
は格差がある。意識格差をどうするのかも議論すべき。
・ 環境分野は資源ごみの持ち出し問題や清掃活動など広い意味での環境があ
るので、どこまで総合計画に反映するのかを検討していきたい。
・ 「みんなでまちをきれいにしよう条例」「ごみ処理基本計画」、「緑の基本計
画」といった資料を配布し、勉強会などを設けていく。

都市基盤分科会
関連する分野別計画や第 5 次総合計画の進捗状況等について職員から説明。後日、
詳細な資料を用意することとしました。

地域福祉分科会
【意見・提案】
・ 高浜の現状を振り返り、課題を出す必要がある。計画はつくって終わりではなく、策定に関わ
った一人ひとりが計画の実現に向けて一役を担っていくことも大切。
・ せっかく良いことをしていても宣伝力がない。現在行っていることをもっと知らせる必要があ
るのではないか。
・ 行政の福祉サービスだけでは解決できないものも多く、地域の応援が必要となってきている。
今後、制度の狭間になっている部分のサービス需要の増加が予想される。
・ 住民同士のつながりや居場所を作っていくため、身近な場所で住民同士が寄り合うことができ
る場、普段から参加しやすい場が必要
・ 次回の会議までに、行政において既存の福祉資源の活動内容等の一覧表を作成し、メンバーへ
配布する。

健康分科会
【意見・提案】
・ 第５次総合計画の進捗状況の検証が必要。また、新市長のマニフェス
トに基づいた検討も必要である。
・ 「健康」と一言でいっても、子どもの健康もあれば高齢者・障がい者
などの健康もあり非常に幅広い。「今回は子ども」、「次回は高齢者」
といった年齢層や対象を絞った検討も必要。

(H22.4.15)
第３回審議会

高浜市の未来を描く市民会議
ニュースレター ２０１０．４．７（水） ＶＯＬ.４

資料６

事務局：高浜市地域協働部地域政策グループ 高浜市青木町四丁目１番地２ ＴＥＬ0566-52-1111（内線 352）

第６次総合計画で『これだけは実現したい！』を考えよう
３月４日（木）、中央公民館にて第４回市民会議が行われました。参加者は 103 名でした。
今回のテーマは「第 6 次総合計画で『これだけは実現したい！』を考えよう」。ワークショップの第
一人者である伊藤雅春先生（愛知学泉大学コミュニティ政策学部教授）をお迎えし、ワールド・カフェ
方式のワークショップ「タカハマ・カフェ」を行いました。
ワールド・カフェとは、１テーブルにつき４～５人が着席。１人がホスト（進行役）となり、カフェ
的な雰囲気の中、少人数で対話をし、お題が変わるたびにホスト以外の人がテーブルを移動、新たに出
会ったメンバーと再び対話をしながら、アイデアを高めあうというもの。カフェという名前のとおり、
司会者や伊藤雅春先生は蝶ネクタイをつけて店員役に扮したり、参加者たちは飲物やお菓子をつまみな
がら、時々笑い声も聞こえるような、とても和気あいあいとした会となりました。
【テーマ】第 6 次総合計画で『これだけは実現したい！』を考えよう！
ＳＴＥＰ１
この総合計画で日本一の高浜市を実現するとしたら、あなた
は高浜市の何を日本一にしたいと思いますか？【目指す姿】
ＳＴＥＰ２
それぞれの日本一の高浜市を実現するために障害となる
カベは何だと思いますか？ 【課題・問題点・現状】

ホスト（進行役）以
外が席を順次移動
しながら参加者全
員でアイデアを高め
あっていきました！

ＳＴＥＰ３
そのカベを乗り越え、日本一の高浜市を実現するためには、
どうすればよいでしょうか？ 【手段・方策】
最後に、メンバー各自が実現したい具体的な目標とそのために乗り越えなければならない課題を「日
本一の高浜市 実現計画シート」に記入し、各テーブルで対話、次いで会場全体に向けて発表を行い、
アイデアを共有しました。
今回も長時間にわたり、熱心なご議論をいただき、ありがとうございました。今後は今回のワークシ
ョップで出された意見を参考に、分科会活動を中心にして検討作業を進めていただきます。次回も引き
続きよろしくお願いいたします。

▲ドリンクはいかがですか？（ウェイター役の伊藤雅春先生）

▲ 日本一の高浜市の実現を目指すぞー！

「日本一の高浜市！」実現に向けてたくさんの素敵なアイデアがあつまりました
地域の人が支え合う
人間力が育つまちっていいね！

笑顔のあふれるまちにするには
どうすればいいのかな？

これも
面白い意見だね！
障がい者に
やさしいまちにしたいな
世代間交流を
充実させたいな

若者がたくさん住みたく
「大家族高浜」っていう
キャッチコピーは素敵だね♪

なる街にするには？？？
伝統文化の継承も大事だね

【感想アンケートから】
・ 書く、話すことから自分の考えがまとまってくる感
じが気持ちよかった。出逢いの中から新鮮な考えが
出てくる。とても有意義でした。
・ 発想が広がっていく面白さを感じた。いろいろな人
の意見を聞くことで、自分の発想も豊かになった。
・ いろいろな人がいろいろな切り口で考えていること
が、あらためて認識できた。なぜ、なぜの議論は面
白い。全部取り上げ、最後まで話しきりたい思いが
した。市民会議らしくなったと思います。
・ 子ども、産業、近所づきあいが主なキーワードでし
た。次の世代へ残していきたい高浜をどのように考
えるのかなあということを感じました。

・ 様々な角度から市が抱える問題を取り上げて議論さ
れ、とても有意義でした。
「100 人の友達づくり」や
「大家族高浜」など、とても楽しい意見、現実的な意
見、笑えてしまうような意見があり、市民会議に参加
できて良かったです。この市民会議内でも、コミュニ
ケーションを増やしていきたいと思いました。
・ たくさんの人たちと日本一の高浜について、いろんな
意見を言ったり聞いたりすることができて、本当に楽
しかった。高浜がよいまちになるように、誰もが熱い
思いを持っているのがわかった。心と心が通った気が
して、すごく嬉しかった。

【編集後記】
どのアイデアも
大変素晴らしいですね♪
発表にあった
「大家族高浜」っていう
キャッチコピーは、
とてもいいですね♪

各テーブルの模造紙には盛り上がったワークショップを象徴するように、色
とりどりのポストイットや小さなメモ書き、乗り出してお話されたのかなと
思うような紙のシワなどがありました。
「日本一の高浜市」に向けて、皆さん
のベクトルが重なった『作品』のように思えて感動してしまいました。今後
どのように具体的なアイデアの実現に向けて練り上げられていくのか想像す
ると、ワクワクしています♪（Ｋ．Ｋ）

