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第６次高浜市総合計画推進会議（第３回） 会議録 

日 時 令和元年８月１日（木）午後７時００分～８時４０分 

場 所 高浜市役所 会議棟 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 

都市政策部長 杉浦義人 

市民部長  内田徹 

福祉部長  木村忠好 

経済環境グループ     リーダー 板倉宏幸 

都市計画グループ     リーダー 田中秀彦 

土木グループ       リーダー 杉浦睦彦 

上下水道グループ     リーダー 清水洋己 

防災防犯グループ     リーダー 神谷義直 

地域福祉グループ     リーダー 加藤直 

介護障がいグループ    リーダー 野口恒夫 

福祉まるごと相談グループ リーダー 野口真樹 

健康推進グループ     リーダー 磯村和志   （１３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 任  京極昌彦 

   同       主 事  小林春奈 

   同       主 事  川合晃三 

同       主 事  中村稔       （７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Ⅲ・Ⅳ〕 

３ その他 

資 料 

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】 

資料４：高浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 
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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Ⅲ・Ⅳ〕 

会長： ・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Ⅲの発表ということで、資料３の３

０ぺージ、目標（６）の発表からお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ３０～３１ページを基に発表＞ 

会長： ・続いて、３２ぺージ、目標（７）の発表をお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ３２～３３ページを基に発表＞ 

会長： ・続いて、３４ぺージ、目標（８）の発表をお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ３４～３５ページを基に発表＞ 

会長： ・続いて、３６ぺージ、目標（９）の発表をお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ３６～３７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： ・ごみの減量の件について、行政が町内会の理事会に出向いて説明してくださ

った。今後も行政と町内会が連携して進めていければと思う。 

・防災・防犯について、１０歳代の数字が減っているが、子どもは大人の姿を

見て育つので、大人への働きかけをどうするか。また、人と人との繋がりが

防災力を生み出し、まちづくりの力を上げることにも繋がる。そういう意味

で、小さなつながりが日常で広がっていき、それが指標や表現として出てほ

しい。 

委員： ・現在、市で管理している防犯カメラは２０台、今後年に３台増やすというこ

とを聞いているが、犯罪の抑止力や犯罪が発生した時の早期解決に寄与して

いると感じる。もう少し増設、そして早く設置してほしい。 

・防犯カメラと監視カメラの違いは。 

行政： ・警察と話をする中で、カメラの数が多いに越したことはないが、より効果的

な場所に設置することが大切。台数にとらわれず、場所を選定しながら計画

的に進めていきたい。 

・幅広く、多くの方が来られるところは防犯カメラという位置づけである。 

１．あいさつ 

会長： ・ただ今より、「第３回 第６次高浜市総合計画推進会議」を開会する。 

・本日は、前回の第２回推進会議に引き続き、後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。 

・本日は、基本目標Ⅲ（産業振興・環境保全・都市基盤整備・安心安全に関す

る分野）、及び基本目標Ⅳ（地域福祉・健康に関する分野）の発表となる。 
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委員： ・7 月からのごみ袋の有料化に伴い、ごみの分別意識が上がることを期待した

い。ただ、市指定のごみ袋以外で捨ててしまわないかというリスク部分の対

応をどのように検討されているか。 

行政： ・可燃ごみのごみステーションにおいて、市指定のごみ袋以外で捨てていると

か、ステーション以外の場所に不法投棄をしていないか注視してきたが、今

のところはない。ただ、注視している中で、資源ステーションでは指定の袋

以外で出しているということがある。また、指定時間よりも早く出してしま

う人もいる。出し方のルールを分かっていない人が見受けられる。中を見て

みると多くは外国人の方。今後は多言語化を進めながら、町内会に入ってい

ない人への周知も考えていかなければならない。 

委員： ・今はよくても今後２０年、小学生や中学生が高浜市に残るのか。今なりたい

職業としてはユーチューバ―などが主流になってきているため、将来も、第

二次産業に対応できるようバランスをとっていかなければならない。そうい

った若者向けに、何かやっていかないと出て行ってしまう。 

・芸術と伝統工芸は切り離したほうがいいのでは。 

・災害が発生した時、市役所は通常業務を行うのか。 

・避難所はどこが運営し、どこが責任をもつのか。 

・避難所におけるスフィア基準についてどこにもその言葉が出てきていない。

いろんな講習会に参加しているが、どこもこの最低基準であるスフィア基準

の話が出てこない。スフィア基準は高浜市独自で進めることは難しく、国と

一体となってやっていかなければならないが、どう考えているのか。 

会長： ・始めのご意見は、若い人に対する職業教育のことなのか、それとも産業誘発

のことなのか。 

委員： ・産業誘発のことである。 

会長： ・瓦の産業と芸術を分けるということは、芸術施策として振興をはかった方が

いいということか。 

委員： ・芸術や学術も一緒に入りながらである。設計やデザインをやっているところ

も一体となって瓦を広げていく。 

会長： ・芸術との兼ね合いの中で、どう瓦産業を活性化していくという展望があるか

ということである。 

会長： ・災害時における通常業務との比率については、一般的な自治体は通常業務を

３分の１程度にしている。残りの３分の２が災害対策にあたる。比率が少し

違うかもしれないが高浜市はどうか。 

行政： ・具体的な比率は決めていないが、各グループにおいて、災害時における危機

管理マニュアルというものを整備している。災害時においては、そのマニュ

アルに従って優先的に業務を遂行する。通常業務は停止するわけではなく最

小限にし、職員は道路復旧など、緊急度や優先度の高いものに従事していく

ことになる。ただ、時と場合によっては通常業務が停止する可能性もある。 
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委員： ・主な取り組みがいくつか書いてあるが、この取り組みをやる前提として、ど

のようなまちにしたいかということを意識しないといけない。目標があって

事業がある。 

・特に産業について、市が地場産業を応援するのはわかるが、どういうまちの

姿にしていくのかという部分を見ていかないと、取引先を開拓していこうと

いう話になってしまい、本来の地場産業をどうやっていこうかという部分に

たどり着かないように感じる。高浜高校 SBP も同様、部活を応援するのは

いいがこれで何がどうなるのか見えてこない。 

・ごみの件は、町内会への取り組みはわかるが、一般市民への取り組みが見え

てこない。町内会に頼りすぎていても、ごみの問題は解決できない。 

・市民にとっては大きい公園も家の隣の公園も同じ公園。計画に基づいて改修

等していると思うが、日々の公園や都市空間をどう保っていくのかという視

点が必要なのでは。 

・高浜市のこのあたりはあまり大規模災害が起きていないので、災害対策が一

定でどんどん古くなっているのでは。継続するのはいいが、そこに変化をつ

けていかなければと思う。 

行政： ・伝統工芸と産業を分けるという点では、市は現在、国宝の修復を行う団体に

アプローチしている。瓦は文化として残すものだという位置づけもある。ま

た生活で瓦業界と関わっている人もいる中で、市として瓦産業は残していか

なければならない。 

・若い人とどうつなげるのかという点では、現在も高浜高校 SBP の活動をし

ているが、地場産業をまず若い人に知ってもらい、その上で若い感性でどの

ように活用してもらうのかというのも一つ狙いとしてある。また地域で生徒

たちを育てていくという中で、人材育成と、地域に戻ってくるということを

視野に入れての支援となる。産業としてすぐに直接効果が出てくるのかとい

う所もあるが、長い視野で見て、人材を育成していくビジョンとご理解して

いただければと思う。 

・町内会に関わっていない方や外国人にどうやって情報を伝えていくかが課

題。今回、ごみ袋に関する広報の記事をスーパーで掲載してもらい、ごみを

減らす仕組みを知ってもらうよう試みている。いかにきっかけをつくってい

くのかというのが今後大きな課題だと認識している。 

・外国人に対しては個別にあたっている。ごみ袋の中を見て、その人に直接会

ったり、会社に訪問してそのメンバーの人にごみのルールを知ってもらうと

いう取り組みをしている。もっと効果的な手法を模索中である。 

行政： ・市として新しい遊具を増やすということは考えていない。今ある遊具をより

長く、損傷等で使えなくなったものは、滑り台や鉄棒などが１つになった複

合遊具に取り替えている。また二―ズ調査も行っており、利用者の方に何が

最低限ほしいかなど聞いたうえで遊具の更新を進めている。 
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・都市公園は草刈りなどの維持管理を行っている。ただミニパークのようなフ

ェンスで囲われた小さな広場のような場所は、ある一定の住宅開発による設

置義務があり、開発した地域の方々が必要とすることを大前提としたもので

ある。地域の人たちで協力して維持管理するということで設置されており、

毎月必ず草刈りをするなどの管理の仕方はしていないので、公園によって多

少のばらつきが出ているのが現状である。ただ、よりきれいに保ってもらう

ように周知する方法は不足していた。 

会長： ・都市公園とミニパークの区別をその公園に明示するべきでは。 

行政： ・常に行政がきれいにするのではなく、皆さんも協力してやっていただくよう

な周知をしていきたい。 

会長： ・そこを地域のまちづくり協議会と協力して地域住民に浸透させていかない

と。他の自治体でも開発者負担の公園は多くあり、ここの公園は行政の責任

は１００％ありませんとはっきり言ってしまってもいいと思う。 

会長： ・避難所の管理の責任はだれか。 

行政： ・高浜市が避難所は指定するが、避難所の運営は避難された方々で役割りを分

担しながら、最終的に避難所運営委員会を立ち上げて運営していく。 

・繰り返し訓練を行うことも大事だが、新しい方々に参加してもらったり、裾

野を広げるといった意味合いでは、新しいことも取り入れながら魅力ある活

動をしていくことが重要であると思う。 

委員： ・ごみの関係で、外国人のゴミの出し方が悪い人はだいたい町内会に入ってい

ない。このままだと、今後もずっとごみの捨て方が悪いところを行政に連絡

することになる。 

・配水管の耐震化について、目標値が２５％となっているが、いつ起こるか分

からない巨大地震に備えてこの数値のままでいいのか。実際に目標（９）の

安心・安全が実感できる防災・防犯対策が進められているまちだと思うの割

合が減っている。水はライフラインにおいて必要不可欠である。 

委員： ・避難所に指定されていないところにも人が集まってきた場合どうすればいい

か。そこの運営も、集まってきた人たちが中心となって、運営方法について

市に聞けばいいのか。 

委員： ・行政がかかわるイベントの来場者数が８９，０００人とのことだが、鬼みち

まつりと B-1グランプリのコラボを止めた時はどうするか。別のコラボを考

えるのか。また、来場者数の内訳は。 

・ごみ袋の件、以前はゴミステーションに外国人向けの看板があったが今はな

い。ゴミステーションは私有地が多く難しいかもしれないが、何か表示が必

要では。 

行政： ・日本人の方、外国人の方全ての方に対して転入手続きをされる時には分別便

利帳と分別カレンダーの配布をするとともに、分別する場所の周知をしてい

る。ファーストコンタクトではそのような周知をしているが、その後、どの
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ように維持していくのかが課題である。 

・ごみを出す場所での多言語については現在ブラジル語、ポルトガル語、中国

語、ベトナム語など多言語化した看板を、特に広いごみの拠点にはネットに

貼らさせていただいたりしている。また、まだ多言語化できていないが、ご

み分別のスマートフォンアプリも開発し公開しており、それをどのように町

内会に入っていない人に周知していくかが課題である。 

行政： ・今のペースだと約２％ずつ増えているので目標値には達する計画である。水

道事業は水道料金で運営されている。より効率的に、コスト面を見て耐震化

率が上がるように、現在の所、下水道の整備区域を同時に行ったり、健全経

営を考慮しながら行っている。今後も計画的な耐震化を進めていきたい。 

行政： ・今年度避難所の運営マニュアルを改訂し、今までは避難所に来た人が避難者

という考えだったが、今回改めて、例えば車中泊であったり、広場等にいる

人、在宅である人も避難者とみなすこととしている。秋口から学区単位で勉

強会を開催しようと考えており、小・中学校を一つの拠点として、そこの学

区内の避難者を小学校単位で網羅していくという形で避難所運営をしてい

くことを考えている。 

行政： ・イベントの来場者数については、地場産業に触れていただくことも切り口と

して捉えており、かわら美術館の観覧者も含まれている。またオニマルシェ、

春と秋の鬼みちまつりの来場者数の合計となっている。 

委員： ・1 人生活などが今後増えてくると、ゴミの量もあふれてくるのでは。危機感

を持って取り組んでもらいたい。 

・色々調査等していると思うが、使いたい公園にするために、遊具を増やさな

い、ただ直すとかだけでなく、何か考えてやってほしい。 

委員： ・高取学区では青パトのなり手が高齢化している。他の学区はどうか。 

行政： ・他の学区でも青パトなり手の高齢化は同じ状況である。その中で、活動日数

や時間を工夫したりして、各まち協で負担のないよう工夫して取り組んでも

らっている。 

行政： ・コンビニではないが、スーパーでのレジ袋配布の廃止、または有料化の呼び

かけを行っている。レジ袋を買った売上げの一部を寄附していただくなどの

循環もされている。 

・町内会以外への周知という面について、まだ内部の意見ではあるが、ゴミ袋

自体に情報を記載することによって情報を得てもらうなど、効果的な手法を

検討している。 

・５R の中のリフューズという言葉にもあるように、スーパーのレジ袋を断る、

マイ箸を持ち歩くなどをするとごみが減ることに繋がるということも周知

していきたい。 

行政： ・遊具の更新の考え方というのは、今ある遊具をより長く使うように点検・補

修を行うようにすること。ただし、劣化が進んで危険を伴ったり、これ以上



 7 

使えなくなった場合は更新していく。取り替える時の方法として、鉄棒が壊

れたから鉄棒にする、ブランコが壊れたからブランコにするのではなく、例

えばブランコと滑り台を複合化するなどよりコンパクトで公園が広く有効

的に利用できるよう配置しながら更新していく。決して、なくすということ

ではない、ある一定の規模は維持しながら必要なものは新しいものに取り換

えていくという考えである。 

会長： ・場当たり的ではなく、しっかり計画的に進めているということである。 

会長： ・続いて、基本目標Ⅳの発表ということで、３８ぺージ、目標（１０）の発表

をお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ３８～３９ページを基に発表＞ 

会長： ・続いて、４０ぺージ、目標（１１）の発表をお願いしたい。 

行政： ＜資料３ ４０～４１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： ・ボランティア活動に参加したことがある人の割合とあるが、参加している人

の高齢化が身近な問題である。また世代交代をして、自分のところにも何個

も依頼がくると抱えきれなくなってしまう。世代交代に対して、働きかけや

対策がされているのか。 

委員： ・いきいきクラブ連合会と行政の関わりが分からない。県から直接指示が来た

り、市からは補助金が出ていたりする。いきいきクラブには元気な高齢者が

多いので、そこの力をうまく連携活動に繋げられればと思う。何か今後の考

えなどあれば教えていただきたい。 

委員： ・ボランティアや介護の現場では人手不足が表面化している。担い手不足、若

い世代に関わってもらうなどに力を入れてほしい。 

・健康づくりに関しては、とても元気な年配の方々が多い。男性も引きつれて、 

まち全体が活性化されればと思う。 

委員： ・非常事態の時に、1 人ひとりの元気と健康づくりが成されるのかどうか。非

常事態の時に事例がすぐに出て、マンパワーが回るシステム作りが必要であ

る。 

委員： ・現在は介護などを必要としていない人たちをいかに巻き込むか、そういう人

たちもいずれは高齢者になる。今、自分がそういう状況に置かれていないと、

市が発信している情報が身につかず、もったいない。 

行政： ・いきいきクラブ連合会と行政のパイプ役として、老人相談専門員が配置され

ている。何かお気づきの点があれば、専門員に聞いてほしい。 

・非常時には医師会や歯科医師会、薬剤師会と連携を行っている。こういう方々

が医療チームを組み、福祉避難所等に出向いて支援をしている。７２時間過

ぎると DMAT といった、圏域外の支援も受けられるという流れになってい

る。 

行政： ・認知症サポーター養成講座ではどういうふうに認知症の人を支えていくかと



 8 

いうことを行っている。またヘルプカードは見た目ではわからない障害者の

方が付けることによってその方の支援が行える。どういった方でもボランテ

ィアができるというきっかけになるのでは。 

・特に男性のボランティア経験が少ない。どう増やしていくか検討していく。 

委員： ・認知症サポーターのリストはいつでも見られるのか。今、地域にどれくらい

いるのか知りたい。 

・健康自生地のスタンプの取り組みがあるが、車で来てスタンプを押していく

人がいる。行事に参加してスタンプを押すのはいいが、少しはき違えている

人がいる。 

委員： ・健康自生地に関わる人は女性が多い。男性の方を引き入れることをどのよう

に考えているのか。 

委員： ・小学校の授業等で、マシンスタジオの利用方法について説明する予定はある

のか。そこで覚えてもらえれば利用が増えるのでは。 

委員： ・男性ボランティアの参加が少ないと肌で感じている。 

委員： ・大きな病院へかかる時に、紹介状なしで行く場合の初診の費用が上がってき

ている。 

行政： ・認知症サポーターの数は把握しているが、誰がというところまでは把握して

いない。見守り役が認知症サポーターである。ただ国からは、サポーターよ

り１ランク上のチームオレンジという、サポーターの中でもっと積極的に動

いていいという人を集める方策をとっている。そういう方々はリストアップ

し、有事の時に積極的に動いてもらうようしていきたい。 

・会社を退職し、地域に戻ってこられた方々は、様々な技術や能力をもってみ

える。行政からも積極的に声をかけ、ボランティア活動など地域に貢献して

もらえるように働きかけていきたい。 

・マシンスタジオは運動不足に陥りがちな２０～４０歳代くらいの若い世代に

呼びかけを行っている。学生をターゲットには考えていない。 

会長： ・病院の紹介状なしでの初診料が高いというご意見があったが、これは保険点

数の問題であり、どこの病院でも同様である。 

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。 

・男性が地域になかなか出てこなかったり、高齢化のために地域を支える住民

自治の担い手が消えていっていることに対しては、本当に危機感をもって取

り組んでいかなければならない。 

・地域コミュニティは会社とはまったく違うものだと学習してもらう必要があ

る。 

・現在の生涯学習のシステムはオーバーホールしており、作り直さなければな

らない。お楽しみの教室だけで終わっているものがあり、自己実現のためだ

けの生涯学習ではなく、社会的貢献度のあるものにしていく必要がある。 

・個人的に生活技術ができない外国人や軽度の認知症を患っている人、社会復
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帰したいと思っている人をもっと応援していく仕組みに根本的に変えてい

く必要がある。そうすると、男性のための地域理解講座や、会社人間脱出講

座などの啓発講座をもっとやっていかなければならない。 

・まちづくり協議会に行政的な機能を与える決断をする必要がある。そして自

治会の加入を間接的に上げていく。まちづくり協議会は自治会に入っている

入っていないに関わらず全員が構成員だという発想を持つべきである。ごみ

の捨て方も外国人に対してまちづくり協議会が教えていく。その訓練も必

要。 

・避難所は体育館以外に、市内の旅館やホテル等の過ごしやすい施設を使うべ

きである。住み心地のいい避難所をもっとイメージするべきである。夏や冬

に体育館で避難していたら死んでしまう。発想の転換を。 

・大災害がいつかくるかもではなく、来るに違いないという危機感をもってリ

アルにやらないと。非常時は日常が顕在化し凝縮される。避難所は差別の巣

窟になりかねない。ご飯やトイレの争いが起きる。今、そのための訓練がで

きているか。 

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、前回発表のあった目標（１）から（５）

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。 

２）高浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

会長： ・「高浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略について」事務局より説明をお願

いしたい。 

事務局： ・本日、皆様に令和元年６月改訂の総合戦略の冊子をご持参していただいてい

る。まず総合戦略とは何か、そして、その進行管理として総合戦略に定めら

れている成果指標の結果を報告する。 

・まず総合戦略について。冊子２ページのはじめ「まち・ひと・しごと創生法

第９条および第１０条」に基づき、人口減少対策や地域活性化のために、高

浜市として講ずる基本目標と基本的方向を示したもので、平成２８年３月に

策定した。 

・内容については５ページをご覧いただきたい。この総合戦略は「高浜市総合

計画」と連動しており、総合戦略の戦略は、後期基本計画の基本目標と連動

している。取組内容もアクションプランと連動しており、今回の改訂版はア

クションプランの見直しに連動して改訂している。 

・本日、皆様に報告するのは総合戦略における成果指標結果について。冊子の

１０ページをご覧いただきたい。 

・冊子１０ページでこの総合戦略の成果目標を定めている。戦略の計画期間が
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今年度いっぱいとなり、最終的な目標として、年間出生数５００人、生産年

齢人口の転入超過を目標としている。 

・資料４をご覧いただきたい。成果指標結果の現状については、まず年間出生

数について、平成３０年度は４５１名。動向としては、平成２６年度から５

年間横ばいであり、子どもを産みやすい環境の整備が必要である。 

・また指標２つめの転入超過の状況については、平成３０年度も転入超過であ

るが、この状態を維持・増加傾向を維持していく必要があると考えている。 

・総合戦略の計画期間が今年度いっぱいとなり、次の総合戦略の策定に向けて、

今年度見直しを実施していく。策定にあたり、委員の皆様にもご意見を伺う

ことがあると思うので、よろしくお願いしたい。 

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： ・出生数の目標が年間５００人とあるが、６歳になって小学校入学の時には転

入者も加わり１学年５００人以上となってる。傾向としては良好だと思われ

る。 

会長： ・委員の皆様には諮問機関のような立ち位置でご協力願いたい。 

・高浜市は総合計画が緻密にできており、総合戦略はそこと連動する部分が多

い。他の自治体では総合戦略の策定に苦慮されているところもある。 

 

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９月３０日（月）午後７時から。次回までに、事務局において、委員

の皆さまからのご発言・コメントを施策評価シートのⅤ．「推進会議による

点検・確認結果」欄に落とし込み、施策評価シート（案）を完成させる。次

回推進会議では、その内容を１目標ずつ協議いただき、その後、市長へ「点

検・確認結果」を提出する。 

会長： ・これをもって、第３回総合計画推進会議を終了する。 


