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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２年１０月８日（木）午後７時００分～８時３０分 

場 所 いきいき広場 いきいきホール（２階） 傍聴人数 ３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 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）「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【平成３１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１「施策評価シート（内部評価）の発表」に入りたい。 

・発表の方法であるが、まずは、行政サイドから発表を行い、目標ごとに区切

って委員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２の１

８ページ、目標（１）の発表からお願いしたい。 

総合政策ＧＬ ＜資料２ １８～１９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 ・月に１回に変更され、市民から情報が少なくなったという反応はあったか。 

総合政策ＧＬ ・１、２件反応があったこともあるが、１号あたりの内容は濃くなっているた

め、特に不便という反応はない。 

委員 ・平成２９年から平成３０年では情報発信に満足している人の割合がすごく上

がったが、平成３０年から平成３１年はほぼ横ばい。上がった時の施策と今

回の施策の違いは。また、指標は全体的に６０％をキープしているが、維持

していくことが本来の事業の在り方なのか、新しいことに取り組むという発

想はあるか。 

総合政策ＧＬ ・施策の違いについては、これといった違いはない。 

・指標についてはもっと高い数値を目指したい。若い方の市に対する関心が薄

くなってしまうのではなく、自分の住む町に興味を持ってもらうため、まず

は情報を発信することでまちへの関心意欲を高めてほしいと思っている。 

委員 （２）について 

・出前授業をした際に、楽しく学ぼう自治基本条例というテーマでやったこと

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、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、行政内部で取りまとめた「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、基本目標のⅠ・Ⅱの発表、１０月２６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。 

・平成３１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、取り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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により、授業を受けた６年生が中学生になって、中学生が地域の行事に参加

してくれるようになったので、学校でまちづくりについて教えていただきた

い。 

委員 ・会計年度任用職員とは何か。また、９月までに精査する研修はどんなものか。 

秘書人事ＧＬ ・会計年度任用職員とは、法律の改正に伴い、いわゆる臨時職員の任用形態が

変更になった。接遇研修、地方公務員法の研修をしていくことを考えている。 

委員 ・臨時職員という形態に比べ、待遇などの制約がきつくなるということか 

秘書人事ＧＬ ・給与面等は改善され、人事評価が導入される。１年度の任期ではあるが更新

ができる。ただし、人事評価等の結果により次年度の更新が決まる。 

会長 ・続いて、目標（２）の発表をお願いしたい。 

財務ＧＬ ＜資料２ ２０～２１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 ・財政健全な都市ランキングでは、高浜市は１７位といいランキングになって

いる。財政基盤ランキングは４位で素晴らしい成績だと思う。それでありなが

ら市民意識調査の数値が低すぎる。市民が理解できていないのではと思う。ど

う思われているか。市民への説明が行き届いていないことが原因なのか。 

財務ＧＬ ・ランキングに縛られることなく、市としての財政運営を進めていきたいと考

えている。市民の方への情報発信が不足しているかについて、５０％に近い、

それからすれば順調と考えているが、その数字がいいのか悪いのかは精査して

いく必要があると思う。情報発信の仕方について、財政出前授業で、若い世代

の意識が高まっている。今回のことを踏まえて手を打っていきたい。 

委員 ・財源の確保に努める。財政基盤は素晴らしいが、国の方針などで予算を切り

詰める中で、財政は健全化しているが、予算が減っていくなかで市民の活動が

疲弊していくのではいかと。財源の確保ということで、国がふるさと納税制度

を作った。高浜市は去年は７千万くらいであり、碧南市や幸田町が多額の寄附

金を得ている。ふるさと納税を確保すれば予算をカットしなくてもやっていけ

るのではないかと思っている。ふるさと納税に力を入れていくのか。 

総合政策ＧＬ ・返礼品の発掘に力を入れている。碧南市は、ふるさと納税制度が始まった時

から力を入れて取り組んでおり、名前が売れていることが伸びている要因。市

民が他市にふるさと納税をすると税金が外に出て行ってしまうため、返礼品の

新規発掘には力を入れているが成果につながっていない。よい返礼品候補があ

れば情報提供いただきたい。 

会長 ・続いて、基本目標Ⅱの発表ということで、２２ページ、目標（３）の発表を

お願いしたい。 

文化スポーツGL ＜資料２ 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 ・将来の夢・希望・目標を持っている子どもの割合の指標がとりわけ大きく落

ちている。アンケートの「おおよそ」という中間的な評価の数値がぶれてきて
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いる。いい方へぶれればパーセントは上がるが、悪い方にぶれればパーセント

は下がる。今回悪い方へぶれたことがすごく表れた。施策の中でとらえ方が、

誰に向かって施策を打つかを明確にすれば、目標達成につながるのではないか

と思うがいかがか。 

文化スポーツGL ・生涯学習のシンボル的な指標と考えているが、取組みだけで伸びるわけでは

なく、様々なところと絡んでくると考えている。子どもに向けた取り組みの中

で何が効いているかはわからない部分もあるが、事業の中で接してみて反応を

見て、手ごたえを見ながら、試行錯誤しながら取り組んでいきたいと考えてい

る。 

委員 ・今年市誌編さんが終了、とても長くやっていたと思う、何年続けられたのか。 

文化スポーツGL ・市誌編さんは平成２８年スタート、５年を区切りにしている。ただ、突然始

まったわけではなく、素地として、今記録しなければ高浜の歴史や財産が失わ

れてしまうという危機感から、平成２６年度からまるごと宝箱事業をスタート

している。即効性があるわけではないが、取り組みを進める中で、いろいろな

情報が寄せられるようになってきている。少しずつ関心を寄せていただいてい

るように感じている 

委員 ・高浜市のことが深く掘り下げられる、それに協力する人が増えることを願っ

ている。 

委員 ・（２）の図書館の在り方について、方向性や機能移転はどういうことか。 

文化スポーツGL ・機能移転とは、公共施設総合管理計画の複合化施設に位置付けている。その

中から、今の場所で４０年運営しているが、当時はそういった在り方でよかっ

たが、人口減少等を踏まえ、単一機能ではなく複合化の機能があった方がいい

というご意見もあり、検討途中ではあるが、図書館が本を借りるだけの施設で

はなく、市民の知りたいという思いにこたえられるか、そういったところに力

を入れていきたいと考えている。 

委員 ・高浜市の文化、財産として、エヴァンゲリオンがある。世界中にファンが広

がっており観光につながると思う。他の都市では漫画を通じてインバウンドに

貢献している。エヴァンゲリオンという財産を活かしていないということにつ

いてどう考えるか。 

文化スポーツGL ・平成１７年ごろ、かわら美術館でエヴァ展をやったことがある。アニメーシ

ョンは世界の文化であり、そこを活用することも手だと考える。他にも漫画家

がいる、それも財産である。連携することも考えていきたい。 

会長 ・高浜は財政状況がよいが、そのために気のゆるみが出ていると思う。文化政

策はゆるみが出やすい分野。図書館は貸本屋ではない、博物館は置き場所でな

い、倉庫ではない、教育施設である。ホールは公設演芸場ではない、公民館は

カルチャーセンターではない、教育施設である。 

・暇、金、健康、家族に恵まれた中高年ばかりが利活用する施設であることは

社会的な不平等を拡大する要因となる。貧しい人、家族がいない人、時間がな
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い人、健康を害している人のためにどのように芸術を供給するか、読書機会を

提供するか、福祉的観点から施設経営は望まれるべき。かわら美術館の特殊性

が先行しているが、教育施設として考えれば軌道修正できると思う。図書館法

に基づく図書館協議会、社会教育法に基づく審議会を設けてもいいと思う。そ

のような時期に来ていると思うので、全般的に政策を見渡し、社会福祉的な観

点で再体系化すべきことを考える時期に来ているかもしれない。 

会長 ・続いて、２４ページ、目標（４）の発表をお願いしたい。 

学校経営Ｇ主幹 ＜資料２ ２４～２７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 ・異校種参観の先生は。参観後の見直すとはどうしようと考えているのか。 

学校経営Ｇ主幹 ・参観に一度も行ったことがない先生を対象としている。見直しについては、

ただ見てくるのではなく、相手校の先生と情報交換する機会を作っていただい

たり、よりよさが実感できるかたちを考えている。 

委員 ・カレンダーの配布について、３歳になった方だけに配布しているのか。また、

高浜市が育てていきたい生活習慣、学習習慣に対して、うちはそうではないと

いう意見があったかどうか。 

学校経営Ｇ主幹 ・考え方が違うという声が届いたことはない。３歳以上の園児児童生徒すべて

に配布している。 

委員 ・タブレット端末１人１台という記事を見た。どんな授業の科目や内容に使っ

ているのか。 

学校経営Ｇ主幹 ・県内初、タブレット端末と電子黒板の導入。実際のところ教科を問わずに活

用が進んでいる。１人１台ずつ持って授業しているクラスも出てきた。 

委員 ・（４）の研修に参加した。内容がとてもよい。この研修を学校に帰って、共

有されればいいなと思って参加している。特別支援教育というのは、子育ての

基本的なことが根底に必要で、かつそれが出来れば特別支援学級の子以外に対

する教育にも役立つことがすごくある。学校に帰って活かせる場があるかにつ

いて聞きたい。 

学校経営Ｇ主幹 ・担当の先生を対象に研修を実施している。研修に参加した教員は復命をする。

学びの内容を職員会等で共有している学校や、研修の内容を伝達する場を作る

学校もある。普通学級にも、支援を必要とする子がたくさんいる。その子たち

にとっても、特別支援の考え方はとても重要。特別支援学級の公開授業の中で

研修の成果を出して、見てもらうという形になっている。すべての教員が特別

支援に対する理解を深め学校教育活動が実施できるようにしていきたいと考

えている。 

委員 ・学校の中だけでなく、外部講師や要対協（要保護児童対策地域協議会）との

連携が大事であると思う。 

会長 ・目標が達成された姿の中、子どもが、地域に関心をもち、というところで、

子ども側が地域に関心をもつことは書いてあるが、地域がどんな役割をするか
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の記述がないがどう考えているか。 

学校経営Ｇ主幹 ・子どもたちは地域、家庭が一体となり同じ方向で育てるべきものと考えてい

る。地域の中に溶け込んで生活する面も多々ある。地域の行事に参加し、まち

協や公民館など地域のお世話になりながら伸びていく。そういった支援を期待

している。 

会長 ・地域が客体としての風景になってしまっている。地域が学校と連携して、と

いうように地域が主体になる記述があるべきだと思う。 

学校経営Ｇ主幹 ・実際の活動の中では、まち協が学校と連携しており、例えば吉浜小学校で言

えば菊を育てたりしている。 

会長 ・個別の話ではなく、全てのまち協が目標に向かって努力していただきます、

といった記述があってもよいと思う。地域も子どもを育てる協働責任を果たし

ていく、ということをルーチンの仕事にしてはどうか。学校も働きかけていく

ということ。教育は連携が重要。 

会長 ・続いて、２８ページ、目標（５）の発表をお願いしたい。 

こども育成ＧＬ ＜資料２ 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 ・現在家庭的保育事業を行っている箇所は何か所あるか、また定員は何名か。 

こども育成ＧＬ ・５か所あり、１施設あたり５名の定員なので２５名の定員。０歳～２歳児を

対象に。 

委員 ・拡充の目標値は。 

こども育成ＧＬ ・今年度の入所申し込みの結果を踏まえ決めていきたい。就労や人口増のニー

ズを見ながら、一つの手として面積規模が許せば小規模保育に切り替えていく

ことも考えている。 

会長 ・地域という言葉が出てくるが、地域を風景として見ていないかと申し上げた

い。地域はこの目標の中でどう記述されているか、子育ち子育てを支える環境

を整えるうえで地域がどういう役割を果たすのかの記述がなければいけない

と思う。まち協所管部局が問題意識を持って、学校や保育園等と連携する余地

があると思う。それが見えてこない。地域に関する記述は要注意。 

こども育成ＧＬ ・家庭的保育の５か所のうち３か所は市民団体で構成されたメンバーで行って

いる。メンバーは知識が必要なので、研修をして子育て支援者として活躍して

もらうために講座を実施している。こどもに対する関わり方がわからないと難

しい部分がある。 

会長 ・まち協などの地域団体が何を協力できるかの政策課題が浮上している。地域

型保育ができるような世帯を応援していくのもまち協の仕事かもしれない。発

達障がいなどの子どもの知識についても知っていく必要がある。地域との定期

的な協議をしているか。 

学校経営Ｇ主幹 ・まち協の中に教頭先生が参加している。こども向け行事はやってもらってい

る。それぞれ特色がある、学校のペンキ塗りや登下校の見守りなどの活動もや



 7 

ってもらっている。活動の見える化をしＰＲしていきたい。 

会長 ・団体自治と住民自治との接点を定期的に確保してほしいとのこと。地域によ

り実情は変わると思う。実情によって課題も変わってくる。双方課題を持って

いるため、お互いに助け合うため解決する方法を考えてほしい。 

会長 ・一通り発表など終わったため一人ひとりからご意見やエールなどお願いした

い。 

委員 ・３１年度の成果、それぞれ長きにわたり努力している、その一面しか書いて

いない。その努力はこれから活きてくると思うので、意見もあると思うが、継

続していくことが大切。根本的なところは変えず、いい形で変えながら継続し

ていってほしい。 

委員 ・市の情報発信の満足度、少し低いように感じる。ＨＰのリニューアルを含め、

まだまだ手段を工夫する必要がある。投稿型フェイスブックは満足度を上げる

取り組みになりえると思うので頑張ってほしい。 

委員 ・昨年の取組みから前進している部分、市が変化していく部分があると感じた。

数字で見ると増減あるが、それぞれの施策について深く掘り下げていると思

う。市の発展を期待している。 

委員 ・データの数値が毎年あまり変わってないように思う。７０、８０％を５％上

げるのは大変だが、５０％くらいであればＰＤＣＡをしっかり回せば１０、２

０％上がる。努力していい結果を出しているが、アンケートのデータが変化し

ないのは不思議に思う。 

委員 ・記述が昨年と大きな違いがない。推進計画なのでと好意的に理解している一

方、あまりに同じだと本当に評価し、記述しているのかと思う。アンケート結

果の数値が目標値に近い数値で推移し、安定しているので、計画が終盤に近付

いていることが分かる。第７次を見据えて、次のアクションを計画していくこ

とを期待している。 

委員 ・子どもが小中学生の時は保護者の立場で、まちづくりをこのように検討して

いることを知らなかった。子どもの登下校を見守るだけでも地域の支えがあ

り、地域の目が重要だと痛感している。 

委員 ・まちを愛する、連携と協力でまちづくり、％が×になっている。考える余地

があるので、小学生へのタブレット、目標を出して頑張ってください。 

委員 ・オープンしようという時に地元から反対が来るのかわからない、それぞれの

考え方はあるとは思うが。 

委員 ・地域の方がここまでやっているのか分からなかったが、この会議に出て分か

ってきた。特別支援学級が増えているのはなぜか、ということが分かった。ま

た、０歳児への家庭的保育を教えてあげたい。 

委員 ・以前よりも PDCA が回っていると思う。評価数値が上がってないことは回

してないように感じるので頑張ってほしいと思う。環境づくりの中で担い手不

足が課題になっている、運営方法など時代にあった方法を期待している。 
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副市長 ・貴重なご意見感謝申し上げる。市長が目指しているのは、役所に行かなくて

も用事が済むようにということで、マイナンバー等を活用し、必要な人に必要

な情報が行くという視点でやるべきという考えなので、尽力してまいりたい。

また、財政の健全化について豊かではないので頑張っていかなければならない

と思う。 

会長 ・ここでは行政評価をしているが、決して勤務評定をしているわけではない。

高浜市の自治の水準を議論している。住民自治がどれだけ活力を維持している

かを議論しなければ、団体自治に対する責任転嫁になりかねない。自分が住ん

でいるところでは、全小学校区に消防団があることにより、初期消火は消防団

ができる。初期消火に消防車が行かない分救急車に回る。救急救命率世界一を

目指す、というフレーズを掲げているが、住民自治がしっかりしているので掲

げられている。住民自治が発達していれば、違う施策に費用を回すことが出来

る。そこを視点として評価する必要がある。地域という言葉を風景として使う

ことはやめましょう。地域でしかできないことを地域がやる。これが本来の住

民自治。 

会長 ・本日の発言だけでは言い足りないことはコメントシートに記入し、提出いた

だきたい。コメントは第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。 

 

３．その他 

会長 ・その他として何かあればお願いする。 

委員 ・こじんまりと委員だけでしゃべる、仰々しくない場を設けていただけるという

話があったと思うが、やってもらったら皆さんの意識が変わるかと思うのでぜひ

やっていただきたい。 

事務局 ・分かりました。 

事務局 （事務連絡） 

次回推進会議は１０月２６日（月）午後７時から。基本目標Ⅲ・Ⅳの発表。今回

配布した資料２「施策評価シート」を次回も持参していただきたい。 

（市制５０周年の案内について） 

会長 ・これをもって第２回推進会議を終了する。 

 


