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第６次高浜市総合計画推進会議（第２回） 会議録 

日 時 令和元年７月１７日（水）午後７時００分～８時４０分 

場 所 いきいき広場 ホール（２階） 傍聴人数 ５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、杉本ゆかり、 

都築一彦、都築美穂、平井吉弘、横山英樹、宮田克弥、神谷坂敏 

（１２名出席） 

行 政 

高浜市長  吉岡初浩 

教育長   都築公人 

総務部長  内田徹 

こども未来部長  木村忠好 

秘書人事グループ   リーダー 杉浦崇臣 

ICT推進グループ    リーダー 山下浩二 

財務グループ     リーダー 竹内正夫 

こども育成グループ  リーダー 磯村順司 

文化スポーツグループ リーダー 鈴木明美 

学校経営グループ   リーダー 岡島正明 

学校経営グループ   主幹   鈴木剛      （１１名出席） 

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 査  中村稔 

   同       主 事  川合晃三      （６名出席） 

次 第 １ あいさつ 

２ 議題 

１）「施策評価シート」（内部評価）の発表について〔基本目標Ⅰ・Ⅱ〕 

３ その他 

資 料 

資料１：第６次高浜市総合計画推進会議（第１回） 会議録 

資料２：施策評価シートのあらまし 

資料３：施策評価シート【平成３０年度の取組みに対する行政内部の評価】 
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２．議題 

１）「施策評価シート」（内部評価）の発表について〔基本目標Ⅰ・Ⅱ〕 

会長： ・議題２「施策評価シート（内部評価）の発表」に入りたい。 

・発表の前に事務局から、発表のねらい、発表方法などについて説明をお願い

したい。 

事務局： ・各グループからの発表の前に、資料２の説明と資料３の施策評価シートの見

方等などをご説明させていただく。 

・まずは資料２について。こちらの資料は中期基本計画の進行管理の際に推進

会議委員よりご意見をいただく中で、各施策評価シートが文字ばかりなの

で、実際の取組みの様子の写真等を掲載し、基本目標ごとにその概要をまと

めたものとして作成した。評価の際の参考にしていただければ。 

・次に、資料３、２０ページ以降が、より詳細な取組内容や効果検証を記載し

た「施策評価シート」となる。この後、この施策評価シートに基づき担当グ

ループリーダーより説明をするが、資料３の１８・１９ページをご覧いただ

きたい。施策評価シートに記載されている内容としては、まず最初に「Ⅰ．

目指す姿」として各施策が目指す目標が記載してある。その目標達成に向け

て、「Ⅱ．目標達成のための主な取り組み」として、平成３０年度にどんな

こと取り組んできたのかを記載している。次に「Ⅲ．目標の達成状況と結果

分析」では、平成３１年４月に実施した市民意識調査の結果とその分析を記

載している。最後「Ⅳ．課題と今後の取組み」では、昨年度の取組みや市民

意識調査の結果分析から見えてきた課題や今後の取組みの方向性を記載し

ている。 

・各担当グループリーダーからは、シートの「Ⅲ．目標の達成状況と結果分析」

「Ⅳ．課題と今後の取組み」を中心に発表するので、委員の皆さまにおいて

は、率直に感じたことをご意見いただければと思うので、よろしくお願いし

たい。 

会長： ・発表の方法であるが、まずは、行政サイドから発表を行い、その後、基本目

１．あいさつ 

会長： ・ただ今より、「第２回 第６次高浜市総合計画推進会議」を開会する。 

・本日は、中期基本計画に掲げた目標の達成状況を点検・確認するということ

で、行政内部でとりまとめた「施策評価シート」の内容を発表していただく。 

・第２回推進会議では、基本目標Ⅰ・Ⅱの発表、８月１日開催の第３回推進会

議では、基本目標Ⅲ・Ⅳの発表ということで、２回に分けての発表となる。 

・３０年度の取組内容や成果、課題などをしっかりと確認し、私たち委員から

今後に向けて、取組みをよりよくするための意見を述べてまいりたい。限ら

れた時間であるため、スムーズな議事進行にご協力いただくようお願いした

い。 
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標ごとに区切って委員の皆さまからのご意見をお受けする。 

・時間も限られているため、行政の発表は１目標あたり「４分以内」。 

・最後には、委員の皆さま全員からご発言いただけるように、お時間をとりた

い。 

・では、発表に入りたい。まずは基本目標Ⅰの発表ということで、資料３の２

０ぺージ、目標（１）の発表からお願いしたい。 

事務局： ＜資料３ ２０～２１ページを基に発表＞ 

会長： ・続いて、２２ぺージ、目標（２）の発表をお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ２２～２３ページを基に発表＞ 

会長： ・ただいまの発表でご意見等があればお願いしたい。 

委員： ・きちんと年代別で分析されており、自分の年代の部分は特に目が行く。特に

３０歳代は共働きが影響し、数値にも反映している。この先もどうなってい

くか気になる。 

委員： ・自分が住んでいる地区は劇的に住民が増えている。そういった自分が肌身で

感じている部分が、どう評価として表れているのか。 

会長： ・世代別分析、地域別分析が大事ということだと思う。そのあたりもしっかり

分析されているのか。 

事務局： ・居住年数別という観点でも調査している。居住年数が長ければ長いほど愛着

が高い傾向はみられる。そのあたりを、もっとクロス集計で示せればよかっ

たかもしれない。 

委員： ・今回実施の市民意識調査は、前回と対象者は同じか。 

事務局： ・毎回無作為抽出している。もしかすると同じ人もいるかもしれないが、基本

的には違う人である。 

委員： ・自分の実感的に、毎年対象者が違うのであれば、数値が上がり下がりするの

は当然だと思う。そこまで数値に対して悲観的にとらえなくてもいいとは感

じる。市民意識調査なので全体的な部分を見る必要があるとは思うが。 

事務局： ・下がると気になるところではある。モニター調査ということで、同じ人に継

続的に聞くということもあるとは思う。市民意識調査は全体の傾向としてと

らえていきたい。 

委員： ・市民意識調査の回収率は。 

事務局： ・３５.０％。 

委員： ・思った以上に低い。そのため、数値はそこまで気にしなくていいと思う。 

・目標（１）の年代別での上昇や減少は、やはり子育て世代かどうかで関心度

合いが変わると思う。 

事務局： ・数値だけを見ると、子育て世代の方々は、広報などから市の情報を得ている。

そのため、よく見ておられる子育て世代には情報発信について評価していた

だいたのだと思う。 

委員： ・ホームページへのアクセス数はどれくらいか。 
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・今年度から広報の発行が月１回になったが、市民にとってはデメリットでは

ないか。特に年代が高いと紙で情報を得たい。なかなかホームページから見

ようとしないのでは。 

・地域に外国人があふれてきている。そういった方々へのアクションはどうい

ったことを想定しているか。 

事務局： ・ホームページへのアクセス数は月１１，０００件ほど。 

・昨年度、地域情報アドバイザーをお招きし、これからの情報発信のあり方に

ついて検討し、広報戦略としてまとめた。確かに紙媒体は大事だが、スマー

トフォンが普及し、いつでもどこでも情報が得られるようになってきたの

で、そちらにシフトしてきている。広報が月１回になったことに対して、市

民の方からはそこまで不満はあがっていない。 

・現在、高浜市には約３８か国の方々が住んでいる。直に外国人の方と接触し、

どんなことに困っているかなど聞き取りを始めている。企業で働いている外

国人など、キーマンになりそうな人にも話を聞いていきたい。その時には例

えばゴミの捨て方などの話をきっかけにし、外国人の方々がもっと地域に出

てきてもらえるように呼びかけていければと思う。 

委員： ・１番大事なのはアクションの部分。 

・職員の働き方改革を進めながら、地域にも顔が出せるようにすることはとて

も大事だと思う。机上の数値だけでなく、どれだけ地域に顔を出せたか。外

国人の方に直接お話しという話があったが、直接聞くことが１番誤解がな

い。そういった活動を職員の間に広げていくことが、市民意識調査よりずっ

と大切なことだと思う。 

委員： ・ここ１、２年のことだが、地域やまち協の事業への参加協力依頼に回ると、

地元の人間ではないということで断られることが増えてきた。市への愛着心

の温度差を感じる。高浜市は人口が増えているが、それも自然増ではなく社

会増が要因で市民意識調査の回収率の下がっていると思う。目標値もそれに

よって影響されるのではないか。 

・町内会未加入者や外国人への情報発信を重点的にやった方がいいと思う。 

委員： ・紙媒体以外で情報発信されており、非常に助かっている部分がある。ただ、

紙以外での情報の発信についても精査する必要がある。 

・ゴミの捨て方のマナーは、外国人に限らず日本人でもマナーが悪いところは

ある。地域に根付いた暮らしができていない結果だと思う。地域に愛着を持

ってもらえるように市の職員の方には先頭に立って頑張ってもらいたい。そ

のために職員研修として、特に若い職員の方々には、そういう場に出て行っ

て、積極的に発信していってほしい。 

委員： ・目標値が遠慮しすぎている。目標なので、もっと気合い入れた方がいいので

は。 

・大半が市外の高校へ行くために塾へ行っている。そのため、高浜市に滞在す
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る時間が短い。仕方がないことだが、この状況は大変危険なこと。そういう

部分も考えていただければ。 

委員： ・目標の達成状況など数値に目が行きがちだが、実際に何をやったかに目をむ

けないと。 

・DO→CHECK→ACTION が一連で見えてこない。もっとここの繋ぎをうま

く表現した方がわかりやすいのでは。 

・税収はこれから伸びてこない。では他の財源を確保するために何をするかと

いうことになると、工業用地を確保しようとか、そういう話になってくる。

いきなり工業用地ができてしまったのでは、市が説明つかない。 

・評価シートは、目標値に目が行くが、そうではなく、取り組みと今後のアク

ションの繋ぎをうまく表現した方がわかりやすいのでは。 

会長： ・目標値のない総合計画は時代遅れである。今はほとんどの自治体で取り入れ

ている。 

・高浜市の目標値の設定の仕方は、客観数値だけを目的とせず、どれだけコミ

ュニケーションが働いているかというところも測定しようとしている。コミ

ュニケーションの努力が施策評価シートである。 

・例えば、財政運営を頑張っていると思ってくれている市民をどれだけ獲得で

きているかというところが、パーセンテージである。 

・高浜市の数値は市民意識調査も兼ねているので、それだけの行政側の発信、

コミュニケーションの努力が客観的に出ている。 

・景気が悪くなると、この市民意識調査の数値も下がる傾向にある。必ずしも

発信側の努力で上がるとは言えない。世の中の世相が悪くなれば下がる。 

・客観数値と、コミュニケーションの数値が掛け合わさった数値があるという

ことを委員の皆様にはご理解いただければ。 

会長： ・続いて、基本目標Ⅱの発表ということで、２４ぺージ、目標（３）の発表を

お願いしたい。 

行政： ＜資料３ ２４～２５ページを基に発表＞ 

会長： ・続いて、２５ぺージ、目標（４）の発表をお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ２６～２７ページを基に発表＞ 

会長： ・続いて、２７ぺージ、目標（５）の発表をお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ２８～２９ページを基に発表＞ 

会長： ・ただいまの発表でご意見等があればお願いしたい。 

委員： ・市誌編さんには自分自身、初期に関わっていた。たくさんの市民が関わる工

夫がされているので、多くの人に知ってもらえればと思う。今後の取り組み

がどんどん伸びていってほしい。 

・目標（４）について、発達障害の子どもたちを理解すること、対応を学ぶこ

とは、特別支援の子どもたちの成長に活きることはもちろん、健常児の対応

に応用して活かせることなので、特別支援教育、健常児教育と別々にされて
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いることが残念。 

・特別支援教育の充実が全ての子どもたちの個に応じた教育の充実に繋がると

思う。そのためには連携が大切。個人情報という点で連携が難しいと思うが、

連携を怖がらず、情報が共有できる中での連携を充実させてほしい。 

・地域向けの講座に参加する人がいつも同じ人である。新しい人の発掘と、人

数がもっと増えてほしい。 

・待機児童の解消よりも、人と人とのコミュニケーションが子育てには大事。

関わる大人が増えたり、母親同士が交流できる場が増えることに重きが置か

れてもいいのでは。 

委員： ・昨年度ボッチャの普及に努めたとあったが、私は今年からいきいきクラブに

も携わっており、その中ではニュースポーツと呼ばれるスポーツがある。ボ

ッチャやグラウンドゴルフ、他にもラダーゲッターやスポーツ吹き矢など、

年配の人にも楽しんでもらえるようなスポーツがまだまだある。年配の参加

率も高いので、市民の交流スポーツとして、今後新しいニュースポーツと連

携できればと思う。 

委員： ・目標（５）について、ポータルサイトやメールマガジンなどとても充実して

おり、母親や子どもが地域に出ていくきっかけづくりになっている。 

・目標（４）について、特別支援学級の先生は専門の先生ではないため、１年

で個別に対応する力を身に着けることは大変難しいところではあると思う

が、特別支援学級だから、通常学級だからという区別がなるべくないような

先生たちの活躍を願っている。 

・目標（４）について、１度、活用型のカレンダーを拝見したい。 

委員： ・グローバル化により、会社の関係で海外に行ったりして、地元にはいない、

散らばってしまう。これをまとめていくのが環境的にとても難しい。 

・目標（５）について、待機児童はかなり少ないと思うが、一人の先生でたく

さんの子どもを見ている状況である。先生も全部見通せないので、子どもた

ちに副作用としてその弊害が出ないか心配である。 

・普通なら３、４歳くらいまでは母親のところで育つ。アタッチメント理論と

いうものがあるようで、昼間は先生、帰ったら両親というように、自分の信

頼する人がどんどん変わる、よくわからない状況になる。安全基地となる母

親がいないことで、その副作用が出ないか心配。 

委員： ・基本目標Ⅱはソフト面に目が行きがちになる。 

・例えば高浜小学校をどうするかは、作ってしまえば終わってしまう。問題は

その後である。そもそも複合施設にする目的がどうであって、そのためにど

のようなソフトを用意していくのかが大事である。 

・取組みがいろいろと書いてあるが、これが次年度どうなって、その次どうな

って、という継続性がなかなか見えてこない。 

・アクションプランを見ると、各年度のフロー図が記載されているが、前年度
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と同じことが記載されている部分もある。そもそも今回の評価で、何が問題

になったか、課題と今後の取り組みのところにうまく説明できると、とても

読みやすくなるのではないか。 

・１つ１つ、例えばどこで何をやったかは書いてあるが、これだからどうとい

うことが見えるといい。 

委員： ・市誌編さん事業に関わる中でシンポジウムにも参加した。高浜市の歴史につ

いて学ぶことができ、そういう場に足を運ぶ市民が増えるといい。 

・働き方改革が進む中で、今後先生方にも何か変化があるのではないかと思う。 

委員： ・様々な事業がある中で、参加を呼び掛けると女性からは反応があるが、男性

は参加しないことが多い。悪戦苦闘している。 

委員： ・以前はいじめ対策、不登校対策という項目があったと思うが、今回の総合計

画に入れなくていいのか。最近いじめによる若者の自殺もあるが、総合計画

とは全然関係ないのか。 

行政： ・いじめについて毎月調査しており、件数が増えている。 

・いじめはない方がいいが、いじめがあるという状況を見落とさず把握してい

かなければならない。 

・不登校も増えている。総合計画には位置づけていないが、重要な課題として

今取り組んでいる。 

委員： ・不登校は家庭の事情もある。そこを含めて今後考えていく必要がある。 

委員： ・２６ページに記載のある、「特別支援ファイル」とはどのようなものか。 

行政： ・「特別支援ファイル」は、特別支援学級の子どもに限定せず、普通学級に所

属する子どもについても、保護者と相談しながら作成している。 

・高浜市では小学校から中学校まで、その子に合った支援を継続できるように

やってきたが、中学校を卒業すると途絶えてしまっていた。それを高校にも

引き継いでいきたいということで、高浜高校と試験的に実施している。 

委員： ・課題と今後の取り組みの「いつまでに」という箇所が、目標（３）だけは令

和３年になっている。ではいったい令和２年は何をやるんだということにな

ってくるのでは。 

・目標（５）について、待機児童数は「横ばい」ではなく「微増」ではないか。 

・平成３１年４月にたかとりこども園が開園したことで、待機児童１９人はど

う変化したか。また、令和元年６月に「小規模保育園を公立幼稚園の空き教

室を活用し開園」、「高浜幼稚園の民営化」と記載されているが、今どういう

状況なのか。 

行政： ・今年度中に何ができると記載できればよいが、今回あげた課題が大きな課題

であり、令和３年と記載されている。 

・細かい取組みについてはアクションプランにて各年度の取り組みが記載され

ているのでそちらをご覧いただきたい。 

行政： ・待機児童１９人は平成３０年４月１日の数。平成３１年４月１日は１１人に
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なっている。 

・たかとりこども園は幼稚園と保育園の機能を合わせたものなので直接待機児

童の解消に繋がるわけではない。幼稚園と保育園のバランスがある。両方の

機能を備えているというところで保護者がどちらも選択できるという、どち

らかというと環境的な整備にはなる。 

・小規模保育園の開園については、１５人という枠を設けて１１人が利用して

いる。待機児童が一時的には減っているが、途中で育児休暇から復帰してく

るとか月々の状況が変化するので、全てがすぐに解消することはなかなか難

しい。 

・高浜幼稚園が来年度民営化されることに伴い、受け入れ人数の枠が１、２歳

児枠で合計２８人ほどに広がる。平成３１年４月１日現在の待機児童１１人

の部分はカバーできそうだが、保育環境がその都度変わっていくと保育を利

用する人数も変わるので、蓋を開けてみないと分からない部分ではある。 

会長： ・委員からのご意見に対して私から少し付け加えさせていただく。 

・現状分析がしっかりできているか、できていないのにどうしてこのような方

向性が出てくるのか、という話があったが、この PDCA は既に現状分析がで

きており、さらに課題もそこで特定している。したがって方策が明示されて

おり、その方策からスタートしている。方策の次が実行 DO、実行した結果

の点検が CHECK、今後こうしますということが ACTION。この手前の現状

分析とそこから出てくる課題集積が総合計画。総合計画本体はこの構造から

できている。 

・施策評価シートではその部分の大前提がかなり薄れてしまっている。そうい

う意味でそのような意見があると思う。PDCA ばかりにこだわると、現状分

析が飛んでしまい、分析が荒くなってしまうことがある。今回はその現状分

析の次のステップにあるということの説明が不足していた。 

・ビジネスはグローバルである。農林・漁業に従事してその土地に密着して生

きている階層は減ってきている。第１次産業に従事している人口は１０％切

っているのでは。そのためほとんどの人が流動的な生き方をしている、その

典型的なまちに高浜市はなってきている。 

・この土地の出身でない人が、この土地の人間になるためのアクセスの仕方、

プログラムが必要なのではないか。そのために生涯学習があるのではと私自

身は思う。会社ではない地域コミュニティを理解するためのトレーニングが

必要。時間や体力や家族に恵まれた人だけができる生涯学習ではいけない。

そういったことに使う税金は日本にはない。社会の格差を広げるだけになっ

てしまう。困った人のために支援するプログラムが必要。目に見えて困って

いるだけではない、まだ困っていないと思っている男性などに予備訓練が必

要である。 

・目標（４）の学校に関する市民意識調査の数値は驚異的。ただ継続できると
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は思えない。恐らく来年とかには下がってしまう。その次の目標とか課題を

出さないといけない。 

・高浜市の子どもの健康さや力強さが今回の調査から出てきた印象である。高

浜市の宝は子どもだと思える。 

委員： ・数値にそこまでこだわることはないというご指摘いただいたが、市民意識調

査の結果にはこだわっていきたい。 

・高浜小学校等整備事業や、勤労青少年ホーム跡地活用事業がようやく目に見

える形になってきた。ここをこれからしっかり PR していき、来年には高浜

小学校の部分の数値が良くなるようにしていきたい。 

・今後ともご指導よろしくお願いしたい。 

会長： ・委員の皆さまに事前に「コメント用紙」が送付されている。本日の発言だけ

では言い足りなかった点などがあれば、次回発表のある目標（６）から（１

１）に対するコメントと合わせて、８月９日（金）までに事務局へご提出を

お願いしたい。 

・事務局の方では、本日、委員の皆さんからのご発言、コメント用紙の概要を、

「施策評価シート」の「Ⅴ．推進会議による点検・確認結果」の欄にとりま

とめていただき、次々回（第４回）の推進会議で「推進会議からのコメント」

として確定するという形で進めてまいりたいので、よろしくお願いしたい。 

 

３．その他 

会長： ・「その他」に入る。事務局から何かあればお願いしたい。 

事務局： ・次回は８月１日（木）午後７時から。基本目標Ⅲ・Ⅳの発表となる。 

会長： ・これをもって、第２回総合計画推進会議を終了する。 


