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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 令和２年８月２０日（木）午後７時００分～８時００分 

場 所 市役所３階 多目的ホール（議場） 

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 

     （１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 査  田中愛 

   同       主 事  中村稔 

      （５名出席） 

次 第 １ あいさつ 

２ 議題 

１）「令和２年度市民意識調査」結果について 

２）推進会議の進め方について 

３ その他 

資 料 
資料１：令和２年度「市民意識調査」「小・中学生アンケート」の実施概要について 

資料２：施策評価シートサンプル 
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２．議題 

１）令和２年度「市民意識調査」「小・中学生アンケート」の実施概要について 

会長 ・議題１「令和２年度「市民意識調査」「小・中学生アンケート」」について、

事務局から説明いただく。 

事務局 ・（資料１をもとに説明） 

・市民意識調査は高浜版総合戦略に掲げる重要業績評価指数等の現状値、第６

次高浜市総合計画後期基本計画における各目標に対する進み具合を測るため

に掲げる「みんなで目指すまちづくり指標」の実績値測定を目的として実施し

た。調査結果は後期基本計画の「施策評価」において活用する。 

・一般向けアンケートの回収率は 38.1%、児童・生徒向けアンケートの回収率

は 96.0%。一般向けアンケートの回収率が昨年と比べ増えた要因は、オンライ

ン回答をできるようにしたことが考えられる。20 代からの回答が、昨年と比

べ増加している。 

・後期基本計画の施策に対する「市民意識調査」結果は、◎が 5 つ、〇が 2

つ、△が 1つ、×が 3つであった。 

・目標の達成度を測る指標として設けられている、「みんなで目指すまちづく

り指標」結果は、◎が 4つ、〇が 19、△が 2つ、×が 6つであった。 

・この結果をどう受け止めどう分析していくか等は、次回以降の推進会議で発

表していく。 

会長 ・データをご覧になって、所見や感想があるかと思うが、それについては今日

ではなく、次回以降の推進会議で皆様からのご意見、ご発言いただけると聞い

ている。 

・今ここで確認、聞いておきたいことがあれば伺いたい。 

（ご意見、質問等なし） 

１．あいさつ 

会長 ・ただ今より、「第１回 第６次高浜市総合計画推進会議」を開会する。 

・初めに市長から挨拶をいただけるとのことなのでお願いする。 

市長 ・ご参集いただき感謝申し上げる。 

・世間ではコロナの影響で多くの会議が中止となり、市の事業も思うように進

んでいない。 

・市の事業は繰越したものもあれば行われなかったものもあるが、行政そのも

のは止まってない。総合計画は動いているので、忌憚ないご意見をいただきた

い。 

・次期総合計画について、また自治基本条例の見直しでも様々な立場で意見を

いただく機会があると思うのでご意見をいただければありがたい。 

会長 ・本日は、４月～６月にかけて行われた市民意識調査の結果報告並びに次回以

降の施策評価の前段階として推進会議の進め方について説明していただく。 
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２）推進会議の進め方について 

会長 議題２）推進会議の進め方について事務局から説明いただく。 

事務局 （資料２をもとに説明） 

・今年度使用する施策評価シートのサンプルを作成した。各部局がこのシート

をもとに内部評価を進めている。 

・委員の皆様には【推進会議の着眼点】をご参考にしていただきながら、点検・

評価を実施していただきたい。 

・第２回推進会議は目標Ⅰ・Ⅱ、第３回推進会議は目標Ⅲ・Ⅳの内部評価の発

表、委員からのご意見をいただく。第４回はシートの完成と提出をしていた

だく。 

会長 ・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、総括的な意見

を記入していく。 

・何かご質問等あれば伺いたい。 

委員 ・目標達成の進捗状況の欄は、各 Doごとにどう進んでいるか記載されるもの

なのか。 

事務局 ・目標を総括して、進捗状況がどうなっているかを記載する箇所である。 

委員 ・PDCAが課題に対して回っているのかわかりづらい。 

事務局 ・こんなことに取り組みますそれぞれに【Do】【Check】【Action】がある。【行

施の記載内容】や【推進会議の着眼点】が書いてある吹き出しの下に隠れて

いる。 

委員 ・目標１つに対してそれぞれの課題、【Do】が３つある。課題のウエイト付け

がわからないと目標達成につながっていかない。 

事務局 ・指標が下がっている部分と上がっている部分があると思う。３つの組み合わ

せの中でどの課題が一番大切なのかを、施策評価の発表の中でさせていただ

くとともに、課題設定があっているか、といったことをご意見いただければ

と思う。 

会長 ・わかりにくいことがあれば、解決していきながら前に進めていきたいと思う

のでご協力をお願いする。 

 

３．その他 

会長 ・その他として何点かあるとのことなので事務局より説明をお願いする。 

事務局 （自治基本条例の検証・見直し） 

・高浜市のまちづくりのルールを定めている自治基本条例は５年毎に見直しをす

る規定になっており、前回は２７年に検証している。市民の皆さんにいろんな

手法を用いて意見をいただくこともルールになっており、推進会議の皆様にも

いつかの場面でご意見いただきたいのでご協力をお願いしたい。 

会長 ・推移を見守りながら、ご意見いただく場面ではご協力いただければと思う。 

・次に、総合計画の期間について説明をお願いしたい。 
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事務局 （第６次高浜市総合計画の期間延長及び第７次高浜市総合計画策定スケジュール ） 

・第６次総合計画は推進会議において委員の皆様に進捗状況の管理をしていただ

いている。令和４年度からは第７次総合計画として、さらなる未来に向けた取

り組みを進められるよう策定の準備をしている。第７次総合計画の策定におい

ても、第６次総合計画策定と同様に市民の皆様と意見交換しながら、取り組み

を実践しながら策定をしていきたいと考えている。すでに市民会議のメンバー

募集をしているとともに、市制５０周年の取り組みを通じて、市民会議メンバ

ーの募集をしていこうと考えていた。しかし、新型コロナの影響で市民に参加

してもらうイベントも中止になってしまった。 

・第６次総合計画策定時の市民会議は市民と職員合わせて 150 人規模で行って

いた。今はコロナ対策を取りながら同規模の人に集まってもらうことは不可能

で、市民会議について延期をしている。 

・市民の声を聴かずして行政だけで総合計画を作るとか、素案をＨＰで公表して

意見をいただくという形だけの市民参加で計画を作ることは、これまでの高浜

市のまちづくりの考え方と違うと思う。 

・それに伴い、第７次総合計画の策定事務を１年延長したいと検討している。 

・その際、第６次総合計画の計画期間が１年延長になる。その場合に、推進会議

の皆様にはもう１年進捗管理を見守っていただく必要がある。正式に延長する

となった際には、改めてご協力をお願いしたい。 

会長 ・日本全国、世界中が、新型コロナでとんでもないことになっている。策定作業

をするにも３密を避ける必要がある。今までのように人数をたくさん集める会

議などはブレーキがかかってしまう。 

・皆様に甘えるということで、推進会議の任期を１年延長していくことにご同意

いただきたい。 

・これからの所見、抱負等を委員の皆さまから一言ずついただきたい。 

委員 ・コロナの影響でいろんな活動が停止している。集まらなくてもできる方法がな

いかを模索している。その中で推進会議に来て、顔を見れたことがうれしかっ

た。この状況の中でどうやってやっていくかの発見にもなるかと思うので、参

加させていただきたい。 

委員 ・まち協、いきいきクラブ、公民館の事業がすべて延期になった。モチベーショ

ンが低下している状況。久しぶりに顔を見たこと、期間延長の話もあったので、

ねじを巻きなおして頑張ってみようかと思う。 

委員 ・会議が開催されたことにほっとしている。人が集まれない分、知恵を絞ってい

ろいろ考えなければならないところに来ていると思う。考えることを忘れずに

進めていきたい。市としてこうありたいというビジョンを持っていければと思

う。 

委員 

 

・翼まち協では毎年イベントがあるが、自分が担当しているイベントの会議で「今

年のイベントはやめたい」「なぜこの時期にやるのか」といったお言葉をいた
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委員 だいた。企画を立てても崩れて一から考えなおしになってしまうことの繰り返

しになっている。解決の着地点がわからない。推進会議に参加していく中で新

しい知恵などをお借りしていきたい。 

委員 ・コロナで新しい生活様式、世の中の仕組みが変わるだろうと思う。この計画も

180度くらい変わることも出てくるかもしれない。それに推進会議がどう筋道

をつけていけるのかと。たまたま大転換の時代に遭遇してしまった、何をすれ

ばいいかわからない中で考えなくてはならない。 

委員 ・委員の皆様がすごく前向きで、微力ながら参加できることに意義を感じながら

お力になれればと思う。 

委員 ・やることが軒並み中止になり、モチベーションが上がらない状況ではあるが、

若い世代の活躍などを見ていると時代が変わってきていると感じる。頑張って

いきたいと思う。 

委員 ・この状況だと、市役所に対することも増えてくるだろうから、事務局には頑張

っていただきたいと思う。 

委員 ・自粛で外に出られない生活が続いてた時に、市役所から資料が届いて目を通し

て、気を引き締めて会場に来ると、委員の皆様がすごく前向きで驚いた。皆さ

まと一緒に勉強していきたい。 

委員 ・コロナで１年何もせずに終わってしまうのではと危惧している。製造業はテレ

ワークができないから大変だと思う。コロナで何も行事をしないというのは楽

だと思うがどうコロナと向き合っていくかだと思う。また、来年度の役員を決

めるのに困ってしまう。行事をやっていないから、どうやって引き継げばいい

か迷うと思う。早く収束してほしいと思う。 

委員 ・貴重なご意見ありがとうございます。コロナを経験して、社会や市民の考え方

も変わったこともあると思う。アンケートを再度実施したら違う結果になるか

もしれない。よかったことが変わってしまうことが心配の種。今回の【Check】、

【Action】をコロナを意識した内容にしなければならないこともたくさんある

と思う。 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今年度から地元の自治会の副会長をやっている。書面議決で、1500 世帯のう

ちほぼすべての世帯から回収ができた。反対は２票だけであった。コロナのた

め、なにもかも中止の状況。その中で何をやるかを検討した結果防犯と防災だ

けやろうということになった。こういう時期だからこそやれる範囲でやろう

と、活動を再開してもらった。 

・ここ最近は激動の１０日間だった。寝屋川市長に総合計画の原案を答申した。

宝塚市長からはパブコメの結果を踏まえ諮問を受けた。舞鶴市の文化審議会

で、コロナの中で止まっているのではなく、文化ホールや文化会館は何をすべ

きかをはっきり考えてほしいと、図書館はどういう図書館であるべきかを考え

るよう指示した。堺市の文化審議会の会長としてフェニーチェで何をすべきな

のか、コロナで何もしないわけにはいかないので、美術の供給業務が変化する
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会長 ことを想定した修正企画書を出してほしいと指示した。神戸市の地域活動推進

審議会では今後の地域活動はどうあるべきかの指針を検討する予定。奈良県の

男女共同参画審議会コロナ禍における男女共同参画社会がどのようなインパ

クトを受けてどのような方針を出すべきか議論する。つまり、この話は避けて

は通れない。半分見えてないものもあるが、見えてきたものの一つに、貧富の

格差はさらに拡大するのではないかということ。大学の講義は非常勤講師も含

め、遠隔地授業を行っている。非常勤講師が生計を立てるには月４回の講義を

いくつも持つ必要がある。その中で全部の授業がオンラインになっており、資

料を作る、録音する、大学のクラウドに挙げるといった仕事が、大学ごとに異

なるシステムを使っている場合が多く負荷が非常に大きくなっている。非常勤

講師が劣悪な労働環境に置かれている。また、学生の両親が失業し始めている。

厳しい時代において、行政がどのような社会的な貧富の差、機会の差の拡大を

防げるか、手を打てるかを考える必要がある。図書館は来館した人だけにサー

ビスを提供するだけではもうだめだということがわかる。インターネットを使

って図書館のデータなどを供給するようにしていく必要がある。、また、ウェ

ブでレファレンスをできる能力を育てる必要がある。文化ホールもウェブでホ

ールでこんなことをやっているというパッケージを安い料金で見せることを

考える必要がある。また、生で聞いてもらうとき、1,500人の会場を 700人の

会場にして、席を空けて座ってもらう。これでは採算が合わない、かといって

倍の料金で見られるかは難しいと思う。その部分を行政が補填することを一部

の自治体ではやっており、国への要望も出しているようだが、国の方でもルー

ルとして定まっていない。芸術家の仕事がなくなり、非正規のアルバイトで働

いているという現状がある。 

・総合計画の検証の際も、大激変状態をよく見据えてやらなければならないと思

っている。どこにどう手当を当てていくかは皆様と知恵を働かせながら各章各

事業ごとに付け加えるチェック作業が出来たらいいなと思う。 

・日本という国が試練にあっているなかで、社会の弱い部分はさらに弱くなると

いうことを意識すべきと思う。所得の格差、時間の格差、健康上の貧困、社会

関係の貧困という４つの格差・貧困を忘れないように作業に取り掛かったらど

うかと思う。 

・最後に市長から締めのご挨拶をいただければ。 

市長 ・１年延長のお話をご了承いただき感謝する。役所の仕事は９割一緒、各市町の

仕事の仕方が、国の指導の下、大きく変わるかもしれないという予感もしてい

る。 

・次の総合計画が大きな転換に迫られる中で新たな視点が必要になることは間違

いない。それぞれの立場で心に感じるところがあると思うので、ご協力いただ

き、それぞれの気持ちで高浜市をお支えいただきたいと思う。 

会長 ・市長にご挨拶いただいたところで第１回総合計画推進会議を終了する。 

 


