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第６次高浜市総合計画推進会議（第４回） 会議録 

日 時 令和元年９月３０日（月）午後６時５５分～７時４０分 

場 所 高浜市役所 会議棟 傍聴人数 ２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、横山英樹、宮田克弥、神谷坂敏 

（１１名出席） 

行 政 

市長  吉岡初浩 

教育長   都築公人 

総務部長  内田徹 

市民部長  中村孝徳 

福祉部長  加藤一志 

こども未来部長  木村忠好 

都市政策部長  杉浦義人 

議会事務局長  大岡英城 

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  

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  

（２４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 事  川合晃三 

同       主 事  中村稔     

   （６名出席） 
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次 第 

１ あいさつ 

２ 議題 

１）「施策評価シート」について 

２）施策評価シートの提出文（案）について 

３ その他 

資 料 
資料１：施策評価シート 〔平成３０年度の取組みに対する評価〕【案】 

資料２：第６次高浜市総合計画の推進に向けて【案】 
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２．議題 

１）「施策評価シート」について 

会長： ・第２回・第３回での委員からのコメントを踏まえてシートを修正した箇所に

ついて、行政からご報告いただく。 

・修正があった目標は、目標（８）となっており、修正のなかったそれ以外の

目標については、報告を省略させていただく。 

・では、目標（８）について、説明をお願いしたい。 

行政： ＜資料１ ４８ページを基に報告＞ 

・委員からの、公園遊具の修繕、改築工事及び水道管の耐震管の重要性のご意

見を踏まえ、今後の取組みとして、「遊具の改修を行う際には、公園の利用

状況等を調査し、地域の意見等を踏まえ改修を進める。」「老朽管を計画的に

耐震管へ入れ替える。」という項目を追加した。 

会長： ・次に、「推進会議の点検・確認結果」欄の確認に入る。 

・まず、２０ページの目標（１）である。他に付け加えることはないか。 

（意見・質問等なし） 

・では、目標（１）の点検・確認結果については、原案のとおりでよろしいか。 

（異議なし・承認） 

＜以下、目標（２）～目標全般まで意見・質問等なし、原案のとおり承認＞ 

会長： ・では、事務局は、冊子を完成させていただくようお願いしたい。 

 

２）施策評価シートの提出文（案）について 

会長： ・ただいまご意見をいただいた施策評価シートの冊子を、この後市長へ提出す

るが、提出の際につける鑑の文章の案を事務局が作成したので、事務局から

読み上げていただく。 

事務局： ・資料２をお願いしたい。 

第６次高浜市総合計画の推進に向けて 

「第６次高浜市総合計画推進会議」においては、総合計画 後期基本計画に

掲げる１１目標の達成に向け、平成３０年度に行政が実施した取組みが有効な

手段であったか、また、取組みから見えてきた課題を的確に捉え、課題解決に

向けた今後の取組みに反映されているかなどについて「点検・確認」を行い、

別添のとおり「第６次高浜市総合計画基本計画【後期】施策評価シート〔平成

３０年度の取組みに対する評価〕」をとりまとめました。 

つきましては、将来都市像「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族た

かはま」の実現に向けて、その歩みを着実に進められることを切に願います。 

１．あいさつ 

会長： ・本日は、これまで実施してきた平成３０年度施策評価の締めくくりというこ

とで、施策評価シートの「推進会議による点検・確認結果」欄の内容につい

て協議・承認をいただき、推進会議からの提言という形で、会議の最後には、

施策評価シートの冊子を市長へ提出する。 
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会長： ・ただいま、読み上げていただいたが、言い回し等、直した方がいいといった

ご意見があればお願いしたい。（意見等なし） 

・では、原案どおりということでよろしいか。（異議なし・承認） 

会長： ・それでは、いよいよこれから施策評価シートの提出となるが、最後に、委員

の皆さんの想いを受けて取組みを進めていく行政へのエールなどを、皆さん

から一言ずつ述べていただきたい。 

委員： ・情報発信の部分で、高浜まちづくり協議会では、今年からホームページの作

成などに精通している人に入って頂き、写真や動画などを有効に活用して情

報発信している。紙や口頭だけではなかなか興味をもってもらえないが、写

真や動画だと非常に反応がいい。将来においてはまちづくり協議会全体、及

び高浜市のホームページにも反映できればと取り組んでいる。情報発信のツ

ールにそういったものも考えていただければと思う。 

委員： ・推進会議に参加したことで、行政の取り組みや新聞の記事への見方が変わっ

た。行政の方の皆様のお力添えで市民の元気や活気がついて、高浜市がこれ

からも元気になっていくことを切に願っている。 

委員： ・初めて推進会議に参加するようになり、高浜市のことを勉強するようになっ

た。 

・特に財政健全については、高浜市は立派な成績である。 

・これから改善するとしたら収支の面を、全国トップ１０に上げていきたい。

しいて言うのであれば、ふるさと納税が少ないと思う。地域の産業を活性化

させるのであれば、ふるさと納税をもう少し頑張ってみてはどうか。産業が

改善されれば収支の面もかなり改善されるのでは。 

・出生率や出生数も高浜市はかなり立派な成績を上げていると思う。これから

も益々よくなるように頑張っていただきたい。 

・住みよいランキングでは、全国的に見ると真ん中より少し上。もう少し引き

上げるとすると、中学校までは人数がいるが、高校は１校しかないので人が

減る。難しいかもしれないが、高校や大学までのことを考えてみてはどうか。 

委員： ・自分の興味があるところは興味をもって読むが、それ以外の部分はこの施策

評価シートを見て初めて知った。 

・施策評価シートという形でしか対外的には外に出ていかないので、市の人た

ちが一生懸命取り組んでいることが、どうやったら一般の人にもわかっても

らえるかということを考えていかないと、市にとって味方になる市民の方が

少なくなっていく。 

・推進会議委員だから施策評価シートの内容が分かるが、市民の目線から見た

時ではわからない。もう少し、違う形で市民の声を聞くような方策があると

いいのでは。 

・施策評価シートの体裁の面で、漢字に変換されているところとされていない

ところがあったり、過去形や進行形になっているところもある。次回は文体

を整えていただきたい。 

委員： ・推進会議に参加するようになり、普段、気づかずに生活していたことに目を
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向ける機会が増えた。 

・職員の皆様の必死な想いが伝わってきた。近い将来の住みよい高浜市に繋が

ることを期待している。 

委員： ・吉浜まちづくり協議会では、まちづくり協議会の地域計画を市の総合計画に

連動しようと、現在集まって動いている。ただ、参加主体が高齢者なので、

その目線だけで地域計画を考えてしまわないようにするところが難しい。子

育て世代や働き世代からも意見をくみ出さないといけない。 

・総合計画は高齢者の意見や、子育て世代の意見など、色んな世代のバランス

をとってやっているので大変ありがたいことである。 

委員： ・今後の取り組みに対して、職員が全部できるのかが心配。上司が考えている

ことと、実際に動く職員が考えていることは違うので、そこをうまく調整し

て取り組みと課題をまとめていってほしい。 

委員： ・施策評価シートは１回読んだだけでは理解できない。推進会議に参加するよ

うになって、皆様の意見を聞いていくうちにわかるようになった。 

委員： ・先日、県の方々が地域づくり連携大学の事業で、まちづくり協議会にフィー

ルドワークにこられた。その際に、特に翼地区は外国人比率が高いので、何

か地域組織として取り組まれているか質問され、残念ながらまちづくり協議

会も町内会も取り組んではいない状況であった。 

・今後、高い工業製品出荷額を維持していくには、労働力という面では外国人

に頼らなければならない。外国人の数もこれから増えてくる。 

・キャッチフレーズ「大家族たかはま」には、外国人もその一人であるという

意識が必要。次年度アクションプランにも外国人への対応について入れてほ

しい。 

委員： ・貴重なご意見をいただき感謝申し上げる。 

・委員さんが言われたように、ふるさと納税と出生率については今後も注視し

てやっていきたい。 

・高校が市内に一つだからそこに注力できるという良い面もある。過去の経緯

から、高浜市で学園都市を目指すのは少し難しいところがある。 

・施策評価シートの文体のことは以前から言われていた。改善していきたい。 

・職員への心配のご意見をいただき、その通りであると思うが、まちづくり指

標の向上を目指しやっていきたいと思う。 

・貴重なご意見ありがとうございました。 

会長： ・全国共通の問題として、地域組織の高齢化や地域を担うリーダー人材が減っ

てきていることがあげられる。高浜市は優位性をもってやってきており、逆

にそういった面の危機感が先延ばしになっている危険性があるのは、高齢化

しているといっても高浜市はまだ若い都市であるから。まちづくり協議会は

言うほど高齢化はしていない。他の自治体で、ある地区の自治会長の平均年

齢は８０歳半ばに到達しているところもある。 

・若い世代向けや、高齢者向けという言葉をよく使うが、それは抽象名詞であ

り、具体的に何歳代とか言わないと施策にならないという意見が他の自治体

ではあがっている。 
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・今日の午前中、ある自治体の行財政改革の審議会に出席してきたが、そこは

防犯というテーマのもと、行財政改革をやりすぎた結果、余力がなくなって

いるとういデータがあがった。量的な行財政改革を展開して、コストダウン

一辺倒にしてしまうと、住民自治の力が落ちる。そのため、次の行財政改革

審議会では、住民自治をもっと活性化させることを視野に入れながら、行政

コストも下げていくという内容になった。これからの行政改革では、コスト

ダウンを求めるだけではなく、初期投資や中間投資に対して住民からも発案

していくということを反省してきたところである。 

・スクラップアンドビルドという言葉にあるように、何をつぶして、何を新し

く構築するかが大事。一律に何％カットという話では行財政改革とは言わな

い。 

・これまで先進的に取り組んできたまちづくり協議会は、次の担い手確保に関

しての投資を意識的にしていかなければという不安が個人的には感じてい

る。市や住民自身が、自分たちがどうあるべきかと考えずに来てしまったた

め、次の担い手確保への危機感が少し欠けているのでは。そのために、今の

５０歳代の人への生涯学習の資源の投入や、特に男性の地域コミュニティへ

の帰還に取り組んでいく必要がある。 

・外国人も地域自治の新たな担い手として視野に入れていかないといけない。

外国人を含めた住民自治の仕組みを考えていく必要がある。 

事務局： ・それでは市長へシートの提出をお願いしたい。 

 （会長：提出文を読み上げて市長へ渡す） 

 （渡しているところの写真撮影） 

・市長から、委員の皆様にお礼を申し上げる。 

市長： ・委員の皆さまにおかれましては、貴重なご意見をいただき誠にありがとうご

ざいました。 

・高浜市はいくら小さいからといって、ひとくくりに地域は語れない。例えば

まちづくり協議会における高齢化や外国人の比率においても、地区によって

特色は様々である。 

・施策評価シートにおいて、委員の皆様のご意見は１、２行で要約されてしま

っているが、その本当の内容を職員が汲み取って落とし込んでいかないと、

事業には繋がっていかない。 

・今回、皆様から意見をいただいたので、もう１度しっかり振り返って、読み

直していかないといけない。 

・次の第７次総合計画策定に向けて、しっかりと歩みを進めていきたい。 

事務局： ・では最後に、今後もさらに市民・行政が一緒になって高浜をよりよいまちに

していくぞという想いを込め、記念撮影を行う。 

・なお、各部長・ＧＬにおかれましては、ここで解散とさせていただく。 

 （委員、市長写真撮影） 

 （撮影後、解散） 
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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１１月１４日（木）午後６時からとする。 

・内容は、「平成３１年度推進会議を振り返って」と題し、点検・確認作業等

の課題・成果などを振り返り、令和２年度の推進会議運営に反映させていき

たい。 

会長： ・これをもって、第４回総合計画推進会議を終了する。 

 

 


