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第６次高浜市総合計画推進会議（第１回） 会議録 

日 時 平成３１年３月８日（金）午後７時００分～８時００分 

場 所 いきいき広場 いきいきホール 傍聴人数 ３名 

出席者 

委 員 

中川幾郎、石川多恵子、川角満乗、菅野洋一、後藤恵理、都築一彦、 

都築美穂、平井吉弘、宮田克弥、横山英樹、神谷坂敏 

（１１名出席） 

行 政 市長 吉岡初浩 

事務局 

企画部長 深谷直弘 

総合政策グループ リーダー 榊原雅彦 

   同     副主幹  山本久美 

   同     主 事  小林春奈 

   同     主 事  加古博紀 

   同     主 事  中村 稔        

（６名出席） 

次 第 １ 市長あいさつ 

２ 辞令交付 

３ 委員紹介 

４ 議題 

１）会長・副会長の選出について 

２）会議の公開について 

３）第６次高浜市総合計画推進会議の役割について 

４）推進会議の今後の進め方について 

５）施策評価（点検・確認）の進め方について 

６）「市民意識調査」及び「小・中学生アンケート」の実施について 

５ その他 

資 料 資料１：第６次高浜市総合計画推進会議委員 名簿 

資料２：第６次高浜市総合計画推進会議設置規則 

資料３：第６次高浜市総合計画 後期基本計画 進行管理体制（案） 

資料４：第６次高浜市総合計画推進会議 スケジュール（イメージ）  

資料５：施策評価（点検・確認）の進め方 

資料６： 平成 31年度「市民意識調査」「小・中学生アンケート」の実施について（案） 
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第２回推進会議 

資料１ 
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２．辞令交付 

中川幾郎委員より順番に市長から辞令をお渡し。 

 

３．委員紹介 

事務局： 資料１をもって委員の紹介とさせていただく 

 

４．議題 

１）会長・副会長の選出について 

事務局： 本来、推進会議の会長が議事取り回しを行うこととなっているが、本日は１回

目であるため、会長が決まるまでの間、市長が議事進行をさせていただくので、

ご了承いただきたい。 

市長： それでは、議題１「会長・副会長の選出」に入らせていただく。 

資料２「第６次高浜市総合計画推進会議設置規則 第５条」の規定により、こ

れから会長・副会長の選出をお願いしたい。どなたか立候補または推薦される

方はないか。 

委員： 推薦をさせていただきたい。会長は、中期の推進会議と後期の審議会に引き続

き中川幾郎委員にお願いしたい。副会長には、総合計画審議会で副会長を務め

経験豊富な宮田克弥委員を推薦する。 

市長： ただいま、会長に中川幾郎委員、副会長に宮田克弥委員という声があったが、

いかがか。 

 （異議なしの声） 

市長： 「ご異議なし」との声をいただいたので、会長を中川幾郎委員、副会長を宮田

克弥委員にお願いしたい。 

それでは以後の取り回しを、中川会長にお願いしたい。 

会長： 会長を仰せつかりました中川です。改めて身の引き締まる思いがしている。惰

性に流れることなく、初心に戻ったつもりで皆さんと協力しながら進めていき

１．市長あいさつ 

ご参集いただき感謝申し上げる。 

総合計画の最後、後期基本計画の進行管理を見守っていただく会議になる。 

以前から関わっていただいている委員、また新たに委員になられた方など様々の立場からご意

見をいただければと思う。 

総仕上げの後期基本計画で全てのことが完結するということではありませんが、少なくても、

総合計画のある程度の形が市民の皆さんにお示しできるようになればと思う。 

若い人たちにもいろんなことを伝えていかなければならない。次の総合計画に向けての一つの

道しるべであるとか、広報の仕方であるとか、そういった点も会議の中でご意見いただければと

思う。 
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たい。 

 

２）会議の公開について  

会長： 議題２に関して事務局より説明をお願いしたい。 

事務局： （資料２に基づき説明） 

・資料２「第６次高浜市総合計画推進会議設置規則 第５条」の規定に基づき

会議を公開させていただく。 

会長： ただいま事務局からご説明いただいたが、ご意見・ご質問があったらお願いし

たい。ご異議はないか。 

 （異議なしの声） 

 

 

３）第６次高浜市総合計画推進会議の役割について 

４）推進会議の今後の進め方について 

会長： 議題３と議題４については関連があるため、併せて事務局より説明をお願いし

たい。 

事務局：  （資料３・資料４に基づき説明） 

・「総合計画推進会議」は、総合計画の進行管理に関すること、推進に関する

ことについて市長へ意見を述べる組織である。 

・行政では、後期基本計画に掲げた目標の達成状況について、様々な観点から

点検・確認する「施策の内部評価」を今後実施していく。 

・委員の皆様さんの役割としては、内部評価の内容をご覧いただき、目標の達

成に向けてご意見をいただくことが最も大きな部分である。 

・推進会議委員での施策評価と同時に、市民の目でも行政が抱える課題につい

て、解決策やアイデアをいただく「たかはま未来カフェ」と題した意見交換

の場も新たに設けていきたいと考えている。 

・第２回・第３回推進会議で行政の内部評価について発表をするので、皆様か

らご意見を頂戴したい。 

・第４回の推進会議で、委員からいただいた意見を「点検・確認結果」として

取りまとめ、市長へ提出していただく。 

会長： 評価をすることが初めてという委員もおられると思うが、ご意見・ご質問があ

ったらお願いしたい。 

委員： 「たかはま未来カフェ」と「推進会議」の位置づけはどのようなものか。 

たかはま未来カフェはあくまで推進会議の施策評価報告書の参考になるよう

なものを汲み上げるというものなのか、行政に直接提案する形なのかどちら

か。 

事務局： たかはま未来カフェは施策評価の下に連なっているアクションプランのアイ

デアをいただく場としていきたい。なので、推進会議で提出していただく平成
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30 年度施策評価シートとは切り離したものとなる。直接行政と市民との対話の

場となる予定。 

  委員： 推進会議委員もたかはま未来カフェに参加するのか。 

事務局： 必須ということではないが、ぜひ参加いただければと思う。 

委員： たかはま未来カフェの参加者は、市民からの公募で行うのか。 

議会からの予算要望・推進会議から施策評価があり、たかはま未来カフェから

もアイデアをいただくという形になるのか。 

事務局： たかはま未来カフェはかなり分野を絞り込んでの意見交換会になる。 

目標全体はこの推進会議で幅広く議論していただきたい。その中で「特にこの

目標は」というものを、たかはま未来カフェで議論いただきたい。 

つまりは、市民意識調査を実施し、指標で伸び悩みが見えるテーマをこの推進

会議で選定し、市民目線での議論の場としていきたい。 

会長： 方向性とかミッションをしっかり示さないとタウンミーティング的な要素を

含んだ場になってしまうので、気をつけてください。 

会長： 全体を補足すると総合計画推進会議というのは、旧の地方自治法上の総合計画

審議会に相当する。総合計画は総合計画審議会を経て、議会の議決を経なけれ

ばならないとされていたが、義務付けの廃止、つまり地方自治法第２条第４項

が廃止になったので、総合計画策定に関しては義務事項ではなくなった。 

しかしほとんどの自治体では策定している。義務付けがなくなったので、高浜

みたいに自治体によっては条例・規則で位置づけているところもある。 

なので、これは非常に重たい会議です。この計画を審議する最高諮問機関で、

市長に対して答申する。 

たかはま未来カフェは、この会議で議論してほしいテーマを決めて市民に議論

を促すというものであると思う。一定の方向性に基づいて提案していく会議で

あると理解してほしい。 

 

５）施策評価（点検・確認）の進め方について 

事務局： （資料５に基づき説明） 

・「施策評価」（点検・確認）とは、目指す姿の実現に向けて、「後期基本計画」

に掲げる 11 目標について様々な観点から点検・確認し、その結果を「アク

ションプラン」の見直しに反映させ、よりよい行政サービスにつなげること

をいう。 

・「施策評価」は、行政内部による評価と、市民目線で取組内容や効果等を点

検・確認していただく外部評価の２段階で実施する。 

・評価にあたっては「施策評価シート」を基礎資料として、行政の担当グルー

プからの発表を受け、着眼点を踏まえながら聞き取りを行い、目標の達成に

向けて改善すべき課題、今後の取組みにつながるアイデアなどのご意見をい

ただく。 
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・行政の【DO】【CHECK】【ACTION】に対して、委員の皆さんからコメント

をいただき、「Ｖ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果」

に記載する。 

会長： ただいま事務局から説明いただいたが、この施策評価は前期３年、中期４年を

経てちょっとずつ加工・改良されてここまできた。まだ改善すべき点があれば、

ご意見いただきたい。 

 （意見・質問等なし） 

 

６）「市民意識調査」及び「小・中学生アンケート」の実施について 

事務局：  （資料６に基づき説明） 

・例年と同様、４月に市民意識調査と小・中学生アンケートを実施する。 

・目的としては、目標ごとに掲げられた、目標の達成度を計る指標である「み

んなで目指すまちづくり指標」の値を調査するものである。 

会長： 評価指標を確認していくために毎年行っている事である。総合計画の 22・23

ページのみんなで目指すまちづくり指標一覧が掲載されているが、この指標を

出していくためには、どうしても調査を行わないと数値が出てこないので行う

ものである。 

効果測定のための必要経費ということでご理解いただければと思う。 

併せてこういったアンケートを行うこと自体が啓発にもなる。行政がこのよう

な問題意識持っていますよとお知らせできる意味がある。 

委員： 行政内部で調べて出てくる数値もあると思うが、市民に聞く調査項目が大きく

３つに分かれていること以外、この資料だけだと何を聞いているのかよくわか

らない。 

アンケート調査を実施したら総合計画の 22・23 ページのどこが埋まってくる

のかわかると良いと思う。どんなアンケートしているか見えてこない。 

事務局： 市民意識調査の調査票については現在調整作業中でお示しできていないが、作

成ができ次第、委員の皆さんにも送付させていただき情報提供していく。 

 

５．その他 

会長： 以上、本日の議題は全て終了したが、時間もあるので委員の皆さんから一言ず

つ、感想でもどんなことでも結構なのでご発言をいただきたい。 

委員： 初めて総合計画に携わるので、説明をいただけるとなるほどと感じるところが

あった。自分ごととリンクさせながら考えていければと思う。 

委員： 総合計画の作り方も変わってきている。少しでも役に立つ意見を発言していき

たい。また、推進会議での意見が今後どうなっていくのかということに関して

は、議会の方でもよろしくお願いしたいと思います。 

委員： 高浜は今元気があると肌で感じている。ますます伸ばすような会議にして行け

ればと思う。 
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委員： 審議会で携わった経験から委員を引き受けた。発言しながら一緒に学んでいき

たい。 

委員： 審議会から推進会議へ継続で委員として参加させていただく。効果を出すには

PDCA のサイクルが重要であると感じているので、しっかりできているか重点

的に注視していきたい。 

委員： 初めての場になるので、一市民として発言できればと感じている。今後会議を

重ねていく上でいろいろ考え・思うこともあると思うが、教えていただければ

と思う。 

委員： 総合計画にはゴールが書いてあって、達成のための具体的な筋道もあり良いと

思う。意外と逆のことを書くこともいいと思う。例えば「～やめる」というネ

ガティブな計画書。市民の皆さんから反応がある取組は必要で、反応ない取組

は行わなくていいなど、逆の発想で進めることもあっていいと思う。 

委員： 中期の推進会議に携わっていたが、段々と評価シートの表現方法もよくなって

きたと感じる。 

また、PDCA サイクルを回すことでは現状把握が重要である。それができてな

いとプラン・チェックも怪しくなってしまう。 

最後の評価の時に○になる指標が増えるといい。 

委員： 審議会から推進会議へ継続で委員として参加させていただく。疑問思った意見

を素直に発言していくので、よろしくお願いしたい。 

委員： ３年間の任期よろしくお願いします。長いと思われる委員がいるかもしれない

が、行政が行う事業について、実現するのに３～４年かかるのは常であって、

事業によってはそれ以上ということもある。そうなるとこの複数年のスパンで

見届けていただきたいということがあります。 

逆に申し上げるならこの総合計画進行管理の中で、上がってこない事業に関し

ては、その期間に実現するのはないことなのかもしれない。 

今後も忌憚のない意見をいただければと思う。 

会長： 私もコメントさせていただく。 

前期から関わっているが、初めのころの推進会議では行政のグループリーダー

さんが、質問にどう答えればいいかわからないと非常に苦慮されていた記憶が

ある。しかし毎年実施していくうえで、グループリーダーの答えが大変的確か

つシャープになってきた。その点ではコミュニケーションの質が上がったと感

じている。 

また本日、法律事項に基づく（法律設置の）委員会に携わっている委員もいま

すが、総合計画というのは通称であり、正しくは基本構想及び基本計画である。 

最高上位計画というけれど都市計画とどっちが上位かという質問を受けたこ

ともある。他にも法律に基づく計画と総合計画との関係はというと、当該自治

体内部における記述を示しているものになる。総合計画は法律上の計画も含め

て、それを加え込んだ秩序ある計画なので、都市計画が総合計画に反する内容



 7 

 

になっていたら都市計画をその次の段階で、変えないといけない。 

今のところは内部規範になっている。高浜市内での最高上位計画になるので、

守るべき責任があるということをご理解いただければと思います。倫理的・道

義的責任は発生するが、法律的責任は発生しないということである。 

99％の自治体が総合計画を策定しているというデータもあり、いずれも最高上

位規範になっている。この会議に関しては政策そのもののあり方がこのままで

いいのかということを、大局に沿って考えてほしいということです。 

この仕事の組み立てがほんとに指標に向かって着実に進んでいるか、というこ

とについて考えるのがこの会議です。指標に程遠い事業に関しては、決断をも

ってやめるということも考えられるが、法定受託事務に関しては廃止できない

ので、やり方を考えなければいけない。その点での裁量の余地はある。 

最後に事務局から何かありましたら、お願いします。 

事務局： ３点事務連絡を行う。 

・推進会議の第２回以降の日程を４月に入ってから調整させていただく。 

・今回の会議録の（案）が出来次第、郵送をしますので、書面表決ということ

でよろしくお願いしたい。 

・推進会議や審議会に関わっていない、新しい委員においては、第２回推進会

議の前に総合計画や施策評価についてのレクチャーの場を設ける予定をし

ている。 

会長： 長時間のご審議、ありがとうございました。 

これをもちまして、第１回総合計画推進会議を終了します。 


