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Ⅰ．第６次高浜市総合計画後期基本計画を考える「たかはま未来カフェ」について 

 

１．開催目的 

  第６次高浜市総合計画（後期基本計画）の策定にあたり、行政が抱える優先課題

【これから重要と考えること】を市民の皆さまと情報共有し、課題解決につながる

アイデアや具体的な提案をいただく機会とするため実施しました。 

 

２．実施方法 

  「たかはま未来カフェ」は、「ワールドカフェ」というワークショップの手法を

使って実施しました。「ワールドカフェ」とは、仲間同士とカフェで語り合うよう

な、オープンで自由な会話を求める手法で、少人数のグループで、決まったテーマ

についてテーブルを移動しながら話し合っていくもので、より多くの人と意見を共

有することができます。 

この方法で、さまざまな価値観を持つ方々が集まる中でも意見交換がしやすいこ

と、思いのままを自由に発言できること、また多くのアイデアが生み出されること

を期待し、この手法を採用しました。 

   

３．開催概要 

ア．開催日程、場所、参加者数 

  開催日時：７月２３日（日）１０時から１６時まで 

  場  所：高浜市やきものの里かわら美術館 １階 ホール 

  参加者数：２３名 

 

イ．参加者について 

  たかはま未来カフェは、参加者を 16 歳以上の市民の中から 4,000 人を無作為に

選ばせていただき、案内チラシを送らせていただきました。案内チラシを直接郵送

することで、一般公募では普段なかなか参加を表明出来ないという方にも、ぜひま

ちづくりに関わっていただきたい、まちづくりに関わる方の裾野を広げていきたい

という想いから、今回は無作為抽出による参加者の募集とさせていただきました。 

今後、より多くの方のご意見をお聴きするために、素案発表会やパブリックコメ

ントなどを実施していく予定です。 
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Ⅱ．市民からいただいたアイデア・ご意見・提案 

 

１．市が抱える課題の解決につながるアイデア・ご意見 

 

第１ラウンドでは、市が抱える優先課題【これから重要と考えること】について、メ

ニューごとに行政から発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ラウンドでは、テーブルを移動しながら、課題を解決するためのアイデアやご意

見を、ポストイットに記入していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページからは、課題ごとにいただいたアイデアやご意見（ポストイット）の内容を

記載しています。 
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◆メニュー１《自治推進》 

①情報発信の積極的展開 

⇒多くの市民に市の情報を届けるにはどうしたらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・フェイスブックが使えない。 

・若い世代が企画して、若い人を呼ぶことが大事！企画する場が必要。 

・回覧を回る軒数が多く、回るまで時間がかかる。軒数が多いといろいろ大変。 

・各グループは個々の情報発信を頑張っているが、それをまとめたものがあるといい。

自分がほしい情報を全体の一覧から選択できると分かりやすい。 

・昔はおまんとまつりの時は街にちょうちんがでたり、その日がお祭りの日だと分か

りやすかったが、今はそういった気配が感じられない。 

・まち協の役割がよくわからない。⇒まち協の周知方法要検討。 

・気になる、欲しい情報がより知りやすい方法はないか。 

・市全体の行事のスケジュールが分からない。 

・スーパーなど公共施設に情報を載せる。 

・ものづくりであることを活かした集客方法・仕組みが必要。 

・まず手にとってもらえるような情報発信。 

・各世代ごとの情報発信（１０～３０代：Twitter ３０～４０代：インスタ・ＦＢ 

５０代～：テレビ・新聞） 
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②若い世代の地域デビューのきっかけづくり 

⇒若いうちから地域で活動する人を増やすためには、どういったことをすればいいの

だろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・ゴミ立ち、若い世代は妻より夫が活躍している。これをデビューのきっかけにでき

ないか。 

・子ども・若者主体のお祭りの企画。 

・中学生だけでのワークショップみたいなものが必要。 

・まち協などに参加する敷居の高さを下げる。 

・他市の人にも足を運んでもらえるような、若い人が参加できるイベントを増やすべ

き。 

・何かやりたい人と、各団体で一緒に活動する人を探している人とのマッチング。 

・コミュニティではなく、趣味から入り地域へ。 

・出前授業の実践の場が必要。 

・団体に入っている人は団体が無料で見守り、入っていない人は有料で（でも有料に

なると責任が・・・） 

・新しく始めるのではなく、既存の活動を広げる。 

 

 

③「若手・中堅職員」の成長支援と「仕事」の効率化による職員力の向上 

⇒職員にどういったことを求めますか？今の職員に足りないものは何だと思います

か？職員の対応で不満に思うことはありますか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・丁寧、親身な対応を一人ひとりが心掛ける。 

・中堅職員が若手職員を育てる関係 

・自治体間での出向で、いろんな経験をさせるのがよい。 

・職員の気持ちのゆとりが大事。職員へのフォローが必要。 

・メリハリがないと職員がバテてしまう。 
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◆メニュー２《財政運営》 

①公共施設総合管理計画の推進 

⇒例えば高浜小学校等整備事業など、公共施設の統廃合を進めるにあたり、市民の理

解を得ながら円滑に意見交換を進めるためにはどうしたらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・週末などに説明会を地区ごとに開く。 

・ＰＦＩのデメリット、分院の病床数を増やせないことなど、良いことばかりではな

いことも、しっかり市民に説明すべき。 

・高浜小学校建替えＰＦＩ方式の説明不足。高小の保護者のみしか説明がない。 

・高浜分院のことについて、説明が少なすぎてよくわからない。 

・中公の解体について、進め方が早すぎたのではないか。 

・すべてを説明した上で、市民が納得できる説明が必要！このカフェも、市民に開け

た会にしてほしかった。 

・先の見通しをきちんと伝える。 

・いらないものや変化するものに対して、やることをよく分かるようにしておいてほ

しい。 

・プロセスが伝わっておらず、結果だけが伝わっているから問題になりやすい。しっ

かりプロセスや考え方を伝える。 

・計画としてはよく練られているが、その計画自体を市民は知らないことが多い。 

・使っている人、当事者には特に丁寧に長期的に説明する。 

・総合計画に明記する（翼小・かわら美術館は第４次に載せて、７・８年目に作った）。 

・市の職員は、過去の経緯やプロセスをきちんと知った上で進める。 

・かわら美術館のような高浜市らしいシンボリックなものは大切。上手に活用する。 

・分院があるメリットを。 
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②滞納状況に応じた市税の徴収 

⇒市税の滞納徴収にあたり、職員の人材育成のために何が必要だと思いますか？（外

部の専門家の登用など） 

 

＜ポストイット＞ 

・職員の人員を増やせば、徴収率は上がるし、相談機会も増える。 

・予算がかかっても専門家の意見を聞くべき。 

・担当の人が専門性を持ち、職場の移動をせずに長い間滞納者に対してアドバイスを

できるようにしてほしい。 

 

 

③健全な財政運営への取り組み強化 

⇒高浜市の将来にわたる健全な財政運営を維持していくためには、何が必要だと思い

ますか？（歳入増加と歳出削減の方法など） 

 

＜ポストイット＞ 

・高小の建替え費が大幅に上がる等、財政運営がいい加減すぎ。しっかり予算を作る

べき。 

・中公の取り壊し費用の上乗せ、市役所の取り壊し費用の上乗せ等、ありえないこと

が起こっている。予算決定後にまた予算が増えることがないようにすべし。 

・広報、財政状況に載せる情報は、何費がどうとかよりも、全体の状況を載せるべき。 

・いろいろな取組みの前には、まず財政状況の説明から。 

・「このままいくと○○税が上がります」とか伝えると、関心がアップ。 
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◆メニュー３《生涯学習》 

①まちのチカラの源である「まちへの愛着・誇り」を高める 

⇒市民が様々な魅力・自慢を知り、｢もっと知りたい｣｢伝えたい｣｢まちをよりよいも

のにしたい｣といった動きを広げていくにはどうしたらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・街でもなくいなかでもなくちょうどいい町。 

・核家族がコミュニケーションを取れる、全世代が同時に集まれる場所。 

・幼稚園終わったあとに行く場所がないのでは？ 

・高齢者と幼児が一緒に過ごせる場所・コミュニティ。 

・鬼師と子どもたちとのふれあい（例：他の企業でもよい、職場訪問、ともに体験・

語り合い） 

・他市から来た人もうまく取り込んでいけるとよい。⇒新たなものを生み出すパワー

になる。 

・子どもたちが知らない魅力・自慢がたくさんある。自分のまちで何か１つ誇れる物

がある。 

・子どもが自慢を知る（高校・大学（市外）に行ったら他市の人に伝わっていく） 

・学区対抗自慢話大会（魅力）などをたくさん話し合う競争 

・良さを発信←市民目線でコマーシャルをつくる 

・カワラッキーをもっと使いやすくしてほしい。 

・高浜出身の有名人に高浜のことを発信してもらう。（例：ONIGAWARA） 

・市内にある古い民家取り壊しが続いている。保存する方法はないか？ 

・シンプルに高浜のオリジナル手ぬぐいがほしい。 

・港駅前の活性（例：ベンチ、立派な時計） 

・お寺を上手に使えないか。 
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②子ども・若者の「やりたい」「こうしたい」を応援する輪を広げる 

⇒子ども・若者の生きる力や挑戦する力を育み、学んだり体験したことを次の世代や

地域などに還元していくにはどうしたらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・ゴミの立ち当番、夏休みは子どもが手伝うことも。地域との出会い。 

・授業以外で子どもたちが話せる場所を。 

・新たなことをやるより今あることをつなげていく。 

・チャラポコ踊り下火になってしまった。昔からやっていることを一貫して続けられ

たら。 

・（若い世代）サークル活動と企業とのタイアップ（例：協賛） 

・子ども会、親の都合ではなく子ども目線で事業を考えた方がよい。親が手を出しす

ぎ。 

・子どもたちが与えられたものをやるのではなく、自ら考えられるような場をつくっ

ていくことが大切。 

・お祭りの寄付集めを子ども（子ども主体）に回らせる。 

・市が何をしたいかが、子どもたちに伝わっていない気がする。 

・子どもたちの意見を聞いて、子どもたちの自主性を育てていきたい。 

・廃品回収やめようという動き。なぜやっているのか？←資源を大切にしようという

ことを育む（教える）ため。市内を回る！ 

・廃品回収などしっかり子どもたちが責任を持って行い、その成果を自分たちで納得

して次も頑張るぞという気持ちを持たせる。⇒競争させるように集めさせたらどう

か？ 

 ○意義を感じられるように「資源を大切にする」 

 ×お金にならない（資金にならない） 
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③市民とともに育むスポーツ・文化活動 

⇒誰もが気軽に楽しめるスポーツ・レクリエーション（例：ボッチャ）の普及や、高

浜市ならではの文化拠点（例：かわら美術館）を活かして、市民交流を活発にした

り、「何かに取り組んでみたい」といった想いを広げていくには、どうしたらいい

のだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・３０～５０代向けの参加できるイベントがない。（子どもが大きくなると参加の場

がない。） 

・子どもを通してでなく、自ら参加できるものがあると良い。 

・厄年会（同年会）集まる機会。 

・市民大学講演会。いろんな情報が得られる機会があれば。（例：地元企業の社長さ

んの話） 

・全国で使われている瓦のリストアップを作ってほしい。 

・かわら美術館での懐かしの映画上映会（テーマはいろいろ）。 

・美術館をもっと市民が簡単に使えるような取組みを。宣伝をしっかり。 

・美術館を発表の場に。（例：写真・絵画・陶芸） 

・健康フェス。森前公園でのヨガフェス。ダンス（老若男女）。 

・スポーツが苦手な人でもできる運動を広める。 

・老人向けのスマホ教室をやって！教師は若い人（中高生）。 

・学生と高齢者の交流！（ゲーム大会、iPad） 

・シルバー人材センターの活用。 
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◆メニュー４《学校教育》 

①高浜カリキュラムの改善 

⇒地域の特色、資源、素材等（ひと・もの・こと）を学校教育に活かしていくために、

地域・家庭でどのような関わりを学校と持つことができるだろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・学校と地域との意見交換の場が必要。⇒意見交換することで、地域に何を求めてい

るかがわかる。学級懇談会も必要ではないか。 

・学校からの情報発信が足りない。 

・地域も変わっていく必要がある。 

・各地区の特色を活かした授業を行う。 

・おじいちゃん・おばあちゃんたちに、高浜の名物、歴史などを話す場を設ける。 

・小さい町としてのメリットを活かす。 

・保育園・幼稚園など子ども同士の横のつながりを大事にして、小学校につなげるよ

うにしたら、地元の保育園・幼稚園に入るかも。 

 

②異校種間連携事業の推進 

⇒12 年間の学びをつなげていくために、幼保園から小学校移行期の問題（小１プロ

ブレム）小学校から中学校移行期の問題（中１ギャップ）を乗り越えるために、家

庭・地域・学校で協力して取り組んでいくべき課題にはどんなことがあるのだろう

か？ 

 

＜ポストイット＞ 

・家庭教育をまずはしっかりと。 

・地域と学校との関わり方の仕組みが必要ではないか。 

・遊べる川の整備。⇒川遊び禁止をやめてはどうか。 

 

③個に応じた教育の充実 

⇒学校と地域・家庭・関係諸機関が協働して取り組み、教育の充実を図るために、そ

れぞれが果たす役割にはどのようなことが考えられるだろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・親が休日はもちろん平日も早く帰る日を設けて、子どもとの関わりを少しでも増や

す。（教育への関わりのみならず、趣味や遊びに関しても一緒になってやる） 
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◆メニュー５《子育ち・子育て》 

①待機児童対策 

⇒保育の場をどのように広げていくのが、高浜市にとっていいのだろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・国の基準の範囲内で、柔軟に増減させられないのか。 

・保育士の待遇を良くして、人材確保を行う。 

・民間保育サービスが進出できる環境づくりを提供する。 

・ボランティア団体への協力が必要。 

・正社員だと保育園は必ず入れるという認識や、初めての子だと保育園事情の情報が

全くないので困っている。 

・企業に協力してもらって安心して働けるようにする。 

・企業が保育所を作る。 

・市内幼稚園の余裕教室全室を活用する。 

・ＯＢを活用して子どもを預かる。 

・バディシステムを活用し、若い人・ベテランの人を付けて運営（保育）を行う。 

・給食を外部から。市も補助。 

 

 

②身近な場所での子育て支援 

⇒小学校区内の身近な場所で、子育てを支援する人材の育成や確保を行うにはどうし

たらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・子どもを安心して預かってもらえる場所が欲しい。保育士・保育施設が少ない。 

・地域で子育てをしていけるように、町内会などで悩み相談会を行う。 

・ボランティア団体へ協力できる体制づくり。 

・場所より人材育成にまず力を入れる。専門校など。 

・学校のインターンシップなどで職をよく知ってもらう。（中学校・高校） 

・大人も子どもも楽しめる場。 

・シルバー人材センターの活用。 

・ボランティアで子どもを預かる。保険を市が負担する。 
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③身近な場所での子どもの居場所づくり 

⇒児童センターや学校以外で、子どもたちが放課後気軽に集える場を確保するにはど

うしたらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・昔の駄菓子屋さんのような場所があるといい。 

・子どもからお年寄りまで利用できる場所をつくる。 

・子どもも宅老所に通えるようにする。おじいちゃん・おばあちゃんと交流を図れる

のもお互いプラスになるのではないか。 

・子どもが講師となって、お年寄りにスマホやゲームを教える。 

・町内会、まちづくり協議会が活動している場の提供が必要。 

・健康自生地等の地域の居場所づくり。 

・公民館などを、放課後子どもたちが遊べるように開放する。 

・図書館に無認可学童保育所を設置できるようにする。 

・子どもたちの意見を聞いて、それを基に公園をつくる。 

・子どもがやりたいことができる公園・広場づくりを。 

・遊べる施設をつくる。公園をより多く、ボール遊びできる施設。 
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◆メニュー６《産業・観光》 

①新たな工業用地の創出 

⇒新たな工業用地に立地する企業に期待する地域貢献とはどんなことか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・企業が開催するイベント・祭り。 

・グラウンド等の開放。お祭りなどの交流。 

・定期的な地域の清掃活動。 

・小中学校の社会見学先として。 

・地域の防災拠点になってもらう。 

・工業用地に来る企業内で、防災に関して地域貢献をしてもらう。（食糧等を多く備

蓄） 

・高齢者の雇用をしてもらう。 

・就職先として。 

 

②「高浜市みんなで三州瓦をひろめよう条例」の推進 

⇒地場産業である三州瓦を支援するための具体的な支援策はないだろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・“１日いられる場”を瓦メインでどう作っていくか。（例：見て楽しい。体験型な

ど） 

・国宝など文化財に積極的に使用してもらう。 

・おまんとまつり等とのコラボ。 

・瓦を使ったお皿料理のお店。 

・Ｑ＆Ａ（強度など）のパネルを駅に貼る。 

・きれいな色の瓦でおしゃれな住宅の提案。 

・とことん瓦を使った町づくり（京都みたいな）。 

・三州瓦グッズ（例：Ｔシャツ・トートバッグ）販売。 

・デザイナーや芸術家に住んでもらい発信。 

・（ポップカルチャー）アニメと三州瓦が融合したＰＲ。 

・かわら美術館の催し物をもっともっと充実させ、その催し物を訪れる人とかそれに

関わるチラシとかを大いに利用して宣伝してはどうか。 

・他の屋根材に比べてメンテナンス費用が少ない。 

・瓦の使用補助の範囲（金額）を増やすこと。 

・インスタ栄えする取組み。 

・YouTubeを利用して、三州瓦の魅力を楽しく発信。 
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③ビジネス手法を用いた若い世代の育成支援 

⇒若者たちを育て、地元の若者が地元の中小企業に興味を持ち、将来高浜で働きたい

と感じられるような仕掛けとしてどんなことが考えられるだろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・市内企業へのインターンシップの推進。 

・会社見学を増やして、地元企業の良さをアピール。 

・仮想の株式会社を設立して、高校生が主役の会社を作る。 

・地域企業同士で連携し、若者同士のつながりを持たせる。 

・「メイド イン 高浜」的な冊子を作り、市内企業の商品をわかりやすく発信。 

・「現代版 藤江の渡し」（若者企画で）。ビアガーデンも！ 

・市外の友人を楽しく紹介できるもの。 

・若者の意見を聞いたふるさと納税の充実。 

・海外の方たちから見た高浜の紹介（ディープな高浜）。 

 

  

－14－ 



 

 

◆メニュー７《環境》 

①「高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例」の推進 

⇒市民や事業者の「環境美化活動」に対する意識を高めていくにはどうしたらいいの

だろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・ごみ袋が高い！ 

・スーパーのレジ袋がそのまま市のごみ袋に使えるような仕組みを。 

・稗田川の犬の散歩禁止。釣りも禁止。 

・ごみ袋が弱い！ 

・ごみ袋のカラス対策。（例：鷹を使う） 

・コンビニなど事業者の意識も必要。 

・ごみ置き場へのカメラの設置。 

 

 

②「高浜市ごみ処理基本計画」に基づくごみの減量化 

⇒ごみを減らすためにはどうしたらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・ごみ処理機の補助率を上げる。 

・ごみのかさを減らすため、草などは乾かしてごみ袋に入れる。 

・○○グラムごみを減らしましょう運動（ごみ袋とかに書く） 

 

 

③地域・学校と連携した環境美化・環境保全活動 

⇒分別収集拠点の運営方法について改善することはあるだろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・子どもが楽しく環境美化に興味を持ってもらうこと。 

・企業と連携した環境活動を増やせないか。 

・ソーラーの環境学習を引き続き行う。 
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◆メニュー８《都市基盤》 

①既存の道路等やライフラインの長寿命化 

⇒高浜市で心配なライフラインにはどのようなものがあるだろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・岡崎半田線の四車線化。 

・道路 歩道＋２車線＝最低１２ｍ必要。 

・下水道 ４１９以南が早く整備された。 

・吉浜全体のライフライン 開発・人口増に併せた道路の拡幅。⇒都市計画税同じよ

うに払っているのに・・・。 

 

 

②災害時における水の安定的な供給 

⇒災害時でも避難所などへ安心して水が供給できるようにするにはどのような方法

があるのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・給水車は？⇒各小中学区になかなか行き渡らない。 

・エンジン付きろ過機の導入。 

・市内の側溝は雨量５０ｍｍ／ｈまで耐えられるようなもの。 

 

 

③公園の適切な維持管理及び長寿命化 

⇒住まいの近くにある公園の古い遊具（例：中部公園のローラーすべり台）などは、

直すべきか、それとも新しいものにすべきか？また、どんな遊具がほしいか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・公園にスポンサー（企業等）をつけたらどうか（ネーミングライツ）。 
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◆メニュー９《防犯・防災》 

①「自助」「共助」に基づく地域防災力の強化 

⇒防災・減災意識を高め、地域の防災力を高めていくためにはどうしたらいいのだろ

う？ 

 

＜ポストイット＞ 

・備蓄品などの試食会。 

・定年退職者で元気な人たちにサポートしてもらう。 

・共助では、市内にある「同級生」の団体を有効活用する。 

・小さい単位での防災グループで活動する（少人数で）。 

・防災訓練に多くの参加（企業も）促す。 

・まち協の人、町内会の班長以上だけでなく、一般の人が参加してくれる訓練をやる

には・・・？ 

・「自助」に関しては、総合防災訓練だけでなく、個別防災を多く実施したらどうか

（例：港学区では「あっぽ」「デイサービス」「保育園」の合同避難訓練） 

・携帯電話に災害用伝言ダイヤル１７１の登録をする。 

 

 

②犯罪発生件数の減少対策の強化 

⇒高齢者に対する特殊詐欺など、犯罪発生件数を減らすにはどうしたらいいのだろ

う？ 

 

＜ポストイット＞ 

・メールへの登録をチラシ配布だけでなく、その場で登録をしていただく仕組みをつ

くる。 

・病院・郵便局の待ち時間に、シルバー人材センター等の登録説明。 

・高齢者などのスマホ教室。 

・電話で聞ける窓口。 

・まず今の状況を調査する。電話等があったら市に届けてもらう等。 

・誰とでもあいさつ運動。コミュニケーションが大事。 
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③交通事故発生件数の減少対策の強化 

⇒高齢者に対する交通安全対策など、交通事故発生件数を減らすにはどうしたらいい

のだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・「自分は大丈夫」という気持ちを考え直してもらう（例：勉強会などの実施）。 

・自転車運転者への安全指導。 

・電動自転車の利用補助。 

・免許自主返納者へ、いきいき号・タクシー利用補助（足の確保）。 

・ＡＩの自動車開発の発達に任せる。 
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◆メニュー１０《地域福祉》 

①生活困窮者の自立に向けた支援 

⇒経済的な理由で「学習の遅れ」「孤食」などの問題を抱えている子どもがいます。

地域でできる支援はどのようなことがあるだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・サービス事業所でボランティアをして食事を出してもらう（食費を市から出しても

らう）。 

・喫茶店のようなモーニングが提供できる場があるといいな。 

・夏休み等の給食がない時期は、まち協さんとかの地域の団体が子どもたちの食事の

場を提供できたらいいなと思う。 

・子ども食堂で自分たちでも作ったり、運営を手伝った子にまかない食を出すシステ

ム。 

・子どものデイサービスの場所の確保。 

 

 

②避難行動要支援者の支援 

⇒災害時に、１人で避難することが困難な方々の安否を確認するような仕組みをつく

るにはどうしたらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・新聞配達員の安否確認。 

・視覚・聴覚障がいの方への支援の方法。 

・支援が必要な人を近隣でも知ることができないので、回覧板を回す中だけでも周知

するとよい。 

・一人で留守番している子どもたちへの対応は？ 
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③認知症サポーターの養成 

⇒認知症について理解していただく方を増やしていくためには、誰に対して講習会を

開催すれば効果的だろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・小学校での講習⇒親世代に伝わる。 

・少人数に対する講習会は行われるか？ 

・サポーター養成の講座を１回で良しとせず、ランクアップした講座を中学生以上に

も実施してはどうか。 

・犬を飼っている人に「ワンワンサポーター」として支援者の支援を依頼してはどう

か？ 

・コンビニ等での講習（連絡先等の認知）。 
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◆メニュー１１《健康》 

①高齢者の居場所及び生きがいづくりの充実 

⇒年齢が上がっても通い続けられる地域の居場所を増やし、生きがいを創出するには

どうしたらいいのだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・コミュニケーション・情報が足らない⇒高齢者向けスマホ教室。講師は若い人。 

・高齢者同士・世代間のコミュニケーション 

・自生地の担い手が呼び込む日、機会をつくる。 

・誰とでもあいさつ運動。街で会ったらあいさつをする習慣。 

・自生地を巡る仕組み・グループをつくる。誘うことが必要。閉じこもりへの呼びか

け。（例：自生地デビューウォーキングツアー。連れ出す人大変だけど大事。有償

ボラぐらいで。） 

・健康商品の販売。手法を行政が利用できないか。 

・ホコタッチ歩き過ぎでヒザを痛めた。歩く前のストレッチ検診が必要。 

・子ども・若者・高齢者が集まれる場所の創出（例：いきいき広場、市役所開放、公

民館） 

・定年までやってきた仕事が活かせないか。子どもの補助など能力の活用（財産）。 

・特技や能力を企業や地域でいかに活用するか。 

・定年を迎えた専門知識のある人を積極的に活用できるよう、マッチングする仕組み

がほしい。 

 ⇒ちょうど定年したタイミングで声かけたい。でもいつ定年かわからない。同年の

ネットワーク。定年後デビューのイベント・講座的なものを開催する。仲間づく

り・活躍の場紹介。 

・まち協のメンバーが固定化して、新しい取組みができなくなってきている。 
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②若い世代の健康づくり活動の促進 

⇒若い頃から健康意識を持ってもらうためには、どのような仕組みが必要だろうか？ 

 

＜ポストイット＞ 

・マシンスタジオ 若者から高齢者までなかなか続かない。 

・「若い頃こういう生活をしていると、将来こういう病気になる（デメリット）」を

広く知らせる（実体験の情報収集）。 

・サイクリング道を整備して、自転車が乗りやすい環境をつくれないか。近隣市とも

連携してやる。 

・厄年、同年会のネットワークを利用。団体に健康づくり活動の仕組みや情報を紹介。 

・消防団に入ってみる。訓練を通していい運動にもなる。若者の集まる居場所にもな

る。 

 

 

③認知症予防に効果のある活動の分析、地域で実践する仕組みづくり 

⇒認知症予防に効果のある活動に多くの市民に参加してもらうにはどうしたらいい

のだろう？ 

 

＜ポストイット＞ 

・話し相手をつくる。おしゃべりが生きがい。 

・あっぽは良い。小さい子どもとふれあえる機会がある。 

・認知症○○という名称だと、行きたくないという気持ちにさせてしまう。何かを楽

しむことで結果として予防等につながると良い。 

・世代間を越えた交流できる場所をもっとＰＲしてみる。 
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２．課題の解決に向けた具体的な提案 

 

第３ラウンドでは、ポストイットの内容を基に、メニューごとに３つの提案を考えて

いただき、発表、よい提案だと思うものへのシール投票を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページからは、メニューごとの提案内容・投票数を記載しています。 
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メニュー１【自治推進】 

提案 票数 

①若い世代が企画する場が必要 １４票 

②各世代ごとの情報発信の強化、どの世代にも手に取ってもらえる情報 １１票 

③他の自治体の取り組みを知ること。 １票 

 ２６票 

 

 

 

メニュー２【財政運営】 

提案 票数 

①公共施設の推進に関する情報発信の強化 

 ①ＳＮＳ（市民との建設的議論の場の創出・公開前提）②情報収集の方

法を公開（市民と協働の原点に返ろう） 

３票 

②総合計画に市民に大きな影響を与える公共施設の統廃合の施設名と時

期を明記する。※総合計画ができれば多くに市民に行き渡る方策を考え

てほしい。 

８票 

③財政に全体状況を示す（全国比較等）高浜市の立ち位置を明らかにする。

財政運営への関心を高める。細かい情報よりも全体の状況を示す。 
３票 

 １４票 

 

 

 

メニュー３【生涯学習】 

提案 票数 

①まちの良さをみんなで宣伝しよう！ 

 例えば…学区対抗自慢大会、市民目線での良さの発信、高浜オリジナル

グッズ便り、高浜出身の有名人にまちについて宣伝してもらう 

７票 

②子ども・若者の特技を活かせる場（機会）をつくろう！！ 

 例えば…高齢者向けのスマホ教室 
６票 

③かわら美術館を活用しよう！ 

 例えば…市民の企画・発表の場、鬼師と子どものふれあい、子ども達・

他市から来た人が高浜の良さ、自慢を知る場に。 

９票 

 ２２票 
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メニュー４【学校教育】 

提案 票数 

①地域のゆとりある高齢者の活用 １０票 

②学校と地域との情報交換の場の充実 ９票 

③保護者の何でも相談を充実 ８票 

 ２７票 

 

 

メニュー５【子育ち・子育て】 

提案 票数 

①宅老所に子どもからお年寄りまで利用できる場所をつくる。 

 （例えば、子どもが講師となりお年寄りにスマートフォンやゲームを教

える。お年寄りから子どもに対しては、昔の遊び（メンコ・コマなど）

を教える。相互の交流を図る。 

１４票 

②市内４カ所ある幼稚園の余裕教室を利用する。 

 保育士ＯＢを募集し、若い人材をつけてバディシステムを採用し保育を

運営する。給食を外部委託し、市も一部補助。 

１４票 

③誰でも分かる子育て情報提供の徹底 

 （保育園の情報・子育て相談など）検診の時にパンフレット・冊子など

を配布することにより周知を行う。（ＱＲコードの登録をしていただ

く。）（スマートフォンなどのアプリを活用する。） 

１票 

 ２９票 

 

 

メニュー６【産業・観光】 

提案 票数 

①新たな工業用地の創出（地域貢献） 

 ・小中学校、社会人の工場見学先 

 ・企業のイベント等を通じて企業の良さを知り、雇用につなげる 

５票 

②「高浜市みんなで三州瓦をひろめよう条例」の推進 

 三州瓦の良さのコンテンツをまとめて、インスタグラム等のＳＮＳで継

続的な情報発信をする。 

１２票 

③若い世代の育成支援 

 市内企業へのインターンシップや会社見学の推進 
１１票 

 ２８票 
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メニュー７【環境】 

提案 票数 

①ごみ袋の改善（カラス対策） １２票 

②常設型のリサイクル拠点整備 ４票 

③環境美化活動に取り組む企業への表彰制度 ３票 

 １９票 

 

 

メニュー８【都市基盤】 

提案 票数 

①生活に直接問題がある（身に迫っていない）。やり方を広報していく（分

かりやすく）。より便利に安全が優先で対応を希望。橋の点検記録の銘盤

化 

１票 

②初動１日１人⇒３ℓ（飲み水） 

不足は↓           広報で定期的にお知らせ 

 自助で水の確保（日頃から）               心得 

 行政⇒７日後 

 給水車は平成３０年末までに配備 

４票 

③税収に頼らず、ネーミングライツ等、企業からの支援を検討する ４票 

 ９票 

 

 

メニュー９【防災・防犯】 

提案 票数 

①備蓄品などの試食会 

 防災訓練時に「おいしい非常食コンテスト」を開催。非常食に順位を付

けて、市の購入する非常食の参考にし、また参加者の備蓄の参考にして

もらう。 

１３票 

②防災・防犯メール登録者ＵＰＵＰ作戦 

 チラシを配るだけではなく、例えば、病院や銀行の待ち時間を活用した

登録の手伝い。 

６票 

③運転免許証自主返納にも安心作戦 

 電動自転車の購入補助、いきいき号やタクシーの利用補助をとおして、

移動手段を確保する。 

９票 

 ２８票 
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メニュー１０【地域福祉】 

提案 票数 

①「ワンワンサポーター」を養成【認知症サポーターの養成】 

 （狂犬病予防接種の際、講習会を開催）24 時間営業のコンビニでの 

講習 

１９票 

②ランクアップ講座の開設【認知症サポーターの養成】 

 個人が参加しやすい講座の開設（まち協） 
５票 

③子ども食堂支援基金の周知 ８票 

 ３２票 

 

 

 

メニュー１１【健康】 

提案 票数 

①定年後の地域デビューのコーディネート 

 ・技術や能力を活かして地域貢献したい、人の役に立ちたい人をマッチ

ング 

 ・仲間づくりや活躍の場を紹介 

１２票 

②健康自生地デビューのお手伝い 

 ・閉じこもりがち高齢者の連れ出し隊を結成（有償ボラ） 

 ・グループで巡る 

３票 

③団体を通して働きかけ 

 厄年・同年・消防団など団体単位で健康づくり活動の情報を紹介・企画 
２票 

 １７票 
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Ⅲ．参加者アンケートの結果について 

  「たかはま未来カフェ」にご参加いただきました市民の皆さまに対して、カフェ

終了後にアンケートを実施しました。その結果は次のとおりです。 

  ワールドカフェの手法や内容について、約７割の方に満足いただく結果となりま

した。 

 

 性別                                          

■男性（9）  ■女性（14） 

 

 年代                                          

■１０代（2） ■３０代（1） ■４０代（4） ■５０代（5） ■６０代（9） ■７０代（2） 

 

 今回「たかはま未来カフェ」に参加したきっかけは何ですか？（複数回答可）                

■面白そうな内容で興味があったから（4） ■自身の考えを市政に反映させたいから（7） 

■地域の方々と交流したいから（8） 

■その他（6） 【選ばれたのだから無視できない／地域デビューの第一歩として／ 

みなさんの考えることに興味があった／高浜市のことを知りたいから／ 

友人の意見を伝えるため／誘われたから】 

 

 参加者を無作為抽出で選ぶ方法をどう思いますか？                     

■大変良い（8） ■まあ良い（10） ■あまり良くない（2） ■良くない（2） ■無回答（1） 

 

 参加した感想を教えてください。                             

 ①会場や進行について       ■満足（16） ■普通（6） ■不満（1） 

 ②ワールドカフェの手法について  ■満足（15） ■普通（6） ■不満（1） ■無回答（1） 

 ③内容について          ■満足（15） ■普通（6） ■不満（1） ■無回答（1） 

 ④時間について          ■長い（10） ■ちょうどいい（13） ■短い（0） 

 ⑤また同じようなイベントがあったら  ■参加したい（10） ■その時による（12） 

■参加しない（0）  ■無回答（1） 
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 参加者を増やすためのアイデア（募集方法・開催時期など）があれば記入してください。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・課題があるが、問題が何かわかりにくい。 

・自分で出て思うのは、真面目な人は出てくると思います。興味だけでは出

てくる一歩は踏み出せません。 

・今回の方法で良い。 

・テーマがたくさんあるので、分けて開催するのも良いかと思う。 

・メニューの内容ごとに広報等で参加者を募るのはどうか。 

・数打てば当たるでいくしかない。 

・必ず広報で全市民に対してお知らせしてください。 

・参加者はその都度入れ替えた方が良いと思います。 

・定期的に行って、たくさんの人に関心を持ってもらう。 

・広報で希望者を募集する。一部の市民だけ参加できる形は反対。 

・参加できない人のために意見を書き込める場所（期限を決めて）を作ると

いいと思う。 

・午前か午後分けてほしい。１日は疲れる。 

・無作為抽出にプラスして、自主的に参加したい人も募集する。イベントの

内容や目的を分かりやすく説明する。（チラシ） 

・世代別に話し合う場を設け、その内容を市に提出してもらうという機会を

設けてみるのもいいと思います。“食事しながら”など参加しやすさ重視

で！ 

・夏休みに開催。 

・大企業の長期連休中に開催してはどうか。 

－29－ 



 

 

 本日の「たかはま未来カフェ」の感想を記入してください。                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・初めは不安でしたが、今回はこの少ない人数だったから市の職員の方ともお

話できて満足してます。参加してみて意義のあるものだと強く思いました。

自分たちの住んでいる街なのですから・・・。 

・市政について知ることが多く、知ることができて良かった。 

・初めての体験で面白かった。様々な意見を聞くことができ、興味が持てた。 

・思ったより面白かった。いろいろな話が聞けて充実していた。 

・１つのメニューの話し合いの時間がもう少しあると、意見がもっと出たと思

います。 

・ワールドカフェの手法は良かったと思います。グループリーダーの方々から

直接お話を伺うことができたのは、とてもよい学びになりました。もっと市

民がいたら良かったです。 

・政策を市の幹部の方から分かりやすく説明を受け、市の未来が思い描けた。 

・市の担当のから直接話が聞けて良かった。今後の計画についても知ることが

できた。 

・長いと思っていましたが、終わってしまえばあっという間で、これくらいの

時間がないとなかなか言いたいことは伝わらないかもしれませんね。 

・一般市民の参加者が少ないのが残念でした。 

・市の方々とお話ができとても有意義でした。市民としてとても良い日でした。 

・今日は参加しようと思って、その行動ができて自分的には満足してます。 

・とても参考になった。いろいろな意見が聞けて面白かった。 

・このような企画を市民に知らせず、4,000 人だけに通知することは問題。

いろいろな意見を出しても、１グループでまとめ、２名ほどの市民の意見に

なってしまっているので、このやり方が市民の意見を反映したやり方とは思

えない。もっと広く意見を集める方法を考えた方がいい。 

・少ない財源で無駄が少ない運営をしてほしい。意見が出せる出しやすい場所

を作ってほしい。 

・これからの高浜市のあり方が少し分かったような気がしました。 

・とても貴重な体験をすることができました。 

・高浜市が取り組んでいることや市民の声などを聞く良い機会でした。 

・普段話さない深いところが話せてよかったと思います。 

・市民より職員が多いのは変。 
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