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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２年１０月２６日（月）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 ２名 

出席者 

委 員 

中川幾郎、石川多恵子、川角満乗、菅野洋一、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 

（１１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    磯村和志 

福祉部長    加藤一志 

経済環境グループ     リーダー 田中秀彦 

都市計画グループ     リーダー 島口靖 

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 内藤克己 

     （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 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Ⅲ・Ⅳ〕 

３ その他 

資 料 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Ⅲ・Ⅳ〕 

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、前回同様、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Ⅲの発表ということで、資料２の３

０ページ、目標（６）の発表からお願いしたい。 

経済環境ＧＬ ＜資料２ ３０～３１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 ・市民意識調査の結果がずっと２０％台だが理由は。 

経済環境ＧＬ ・内容については精査しきれていないが、市内法人数や製造品出荷額が上がっ

ている中で意識調査の結果が出ている、今後どういった傾向であるかを観察し

たい。 

委員 ・アンケートの中で、そう思わないと書いた人が多いのではないか。そう思わ

ない人がどうして思わないのか、理由を書いていただいたらどうか。理由がわ

からないと対策が打てない。対策を打てばアクションを起こせる。タオル掛け

の参加率が低かった際、タオルを渡すことや回覧板を回すことでとても参加率

が高くなった。無関心な人も声をかければ対応してくれる。PDCA を回して

向き合っているか。 

総合政策ＧＬ ・アンケートについて、理由が取れればいいと思うが、現在は数値を追うため

に聞いている。その他で意見を聞いているが、書く部分が増えると回答率が下

がってしまう。市民意識調査で聞くのか別の場で聞くかは検討していきたい。 

会長 ・続いて、目標（７）の発表をお願いしたい。 

経済環境ＧＬ ＜資料２ ３３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 ・ごみの関係は町内会の役割が大きい。立ち当番の支援金増額、その効果は。

何を期待して支援金を増額したのか、反省点がわかれば教えてほしい。 

経済環境ＧＬ ・立ち番の支援金増額の理由、可燃ごみ袋を無料配布していたことの変更、代

替えのため。リサイクルや分別をお願いしているため。 

・立ち番の支援金の効果は調べ切れていない。昨年度も町内会・行政連絡会で

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、前回に引き続き施策評価シートの基本目標のⅢ・Ⅳの発表をしてい

ただく。 
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町内会長から意見をうかがっている。継続し、金額面等どう進めるかを検討し

ていきたい。 

委員 ・町内会にとって立ち番が苦痛、町内会をやめる人が続出している。根本的に

立ち番をどうするかを突っ込んで話すことはいかがか。 

経済環境ＧＬ ・町内会をやめる理由で立ち番が上がっているが、１番ではない。ごみの問題

は行政だけではできない。町内会を含め市民の皆さまのご協力を得ながら進め

ていきたい。また、地域のコミュニケーションの場としてもあるので、できる

範囲で協力していただきたい。 

委員 ・可燃ごみのごみステーションがカラスに食い散らかされてしまっている。ご

みの量に対して、黄色いネットが小さく、最初はネットの中に入れるがだんだ

ん外に出て、結果カラスに食い散らかされてしまう。行政からも指導してほし

い。 

経済環境ＧＬ ・町内会・行政連絡会の場で、ごみのネットの取り扱いについて行政から提示

してほしいと要望があった。カラス除けネットの上に置いてしまう人がいると

どんどん置かれてしまうという事態も確認している。ひどいところは通報が入

り、対策を検討している。ネットの対策をした上でひどいところは別途対応し

たいと思う。 

会長 ・続いて、目標（８）の発表をお願いしたい。 

土木ＧＬ ＜資料２ ３４～３５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 ・排水管の耐震化率、目標が２５％だと達成間近だと思うが、全体のうちどう

いう種類の管か。 

上下水道ＧＬ ・市内の排水管全体の％。大口径２２．２５％の耐震化率となっている。 

委員 ・各家まで来ているものは耐震化してある管として考えてよいか。 

上下水道ＧＬ ・配水支管になる。本管から枝分かれしたもの。 

委員 ・それ以外の管のサイズは全部耐震化されているか。 

上下水道ＧＬ ・全体の２５％は、高浜市内に敷設されている管全体の耐震化率。家庭前まで

のものを含めた％。 

委員 ・まだまだ先になるということ。 

上下水道ＧＬ ・古い管から重点的に改修をしている。すべての管を耐震化することはまだ遠

い。被害が出そうなところから選んで進めている。 

会長 ・１００％はかなり先にならないと難しいと思うが、影響の出そうなところを

重点的にやっている、当局としては２５％行けば大地震に対しても太刀打ちで

きると考えていると考える。 

会長 ・続いて、目標（９）の発表をお願いしたい。 

防災防犯ＧＬ ＜資料２ ３６～３９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 ・大規模災害が発生したとき、県内他県から物資等が来ればいいと思うが、姉
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妹都市の都市名などを教えていただきたい。 

防災防犯ＧＬ ・災害協定を締結している市町、岐阜県多治見市、みずなみ市、レガッタの交

流がある関係市町として２０市町程度と締結している。実際に熊本地震の際に

物資の提供をしている。 

委員 ・防災リーダー養成講座は数年にわたり実施している。もったいないなと思う

ところ、受講証をいただくが、それを活かした講座に出会ってない。避難所運

営に関する検討会は避難所運営として大事なことと思う。自助力を高めるため

の施策は今後あるか。 

防災防犯ＧＬ ・次のステップにどう活かしていくか課題と考えている。一方毎年変わる町内

会の防災部長を対象としていることもあり、毎年変わる中で、ノウハウを学ん

でいる方が増えることで効果が出ると考えている。避難所づくりについても講

習を受けられた方が参加している。目に見える形で地域の防災力が上がるよ

う、検討を進めていきたい。 

委員 ・養成講座をやったということ。（１）では役割分担と相互の連携とあるが、

それぞれの団体の役割分担を話したことがないかもしれない。役割分担につい

ての話し合いの場を持ったらどうか。 

防災防犯ＧＬ ・避難所の検討会の中で、地域の役割に分けてそれぞれが取り組むことを進め

ている。 

委員 ・翼地区は吉浜や高取が混在している。湯山町は高浜中学校、神明町は翼小学

校へ避難するようになっている。防災リーダー養成講座を受講された方が偏っ

てしまった場合、町内会に課題が投げられてもどうしたらよいか分からない。

行政が担う公助に限界があるので役割分担しましょうと言いながら基本的な

部分が整理されていないと思う。翼の中でどう助け合うか、そういった視点を

もった訓練をしなければならないと思う。ＰＲを違う形でやった方が住民にう

けると思うがどうか。 

防災防犯ＧＬ ・訓練については小学校区単位でやっていくというスタイルもどうかなと思

う。避難所づくりの検討会を進めている、進めるなかでより実働的な役割分担

が出来ればと思う。 

委員 ・避難所の運営は町内会がやるとしている。そうすると神明豊田町内会の加入

率は５割以下だが、受け入れは町内会の人を優先することはできない。町内会

に入っていない人は運営もやらないと思う。お客様になってしまう問題が起こ

ってしまうと思う。 

防災防犯ＧＬ ・小規模な災害は行政、大規模な災害は皆さまで。基本の考え方としては、避

難した方で運営していく。町内会だからということはない。とはいえ、誰かが

仕切らなければ難しいため、避難所検討会等に参加してもらい音頭を取っても

らおうと考えている。 

委員 ・その通りだが、誰が運営していくか分からない。現実に迫ってきたとき誰が

やるか、という訓練をやっていない。もめてしまって人災になってしまう。生
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存権をベースにしていかなければと思う。 

防災防犯ＧＬ ・そういったことがないように努力していく。これまでは形だけのマニュアル

だったが、それを改善していこうということで検討会を開催している。実態に

即した運営の仕方、課題を話し合いながら取り組んでいる。 

委員 ・南海トラフで津波が来るとき、どこに逃げようと大した距離ではないと思う。

隣の安城や刈谷に協力してもらうとか逃げるところについて協議するとかし

てはいかがか。 

防災防犯ＧＬ ・高浜市は７５分後にじわじわ津波が来る。南部地区では高浜小学校に避難す

る訓練をしている。９市１町で協定を結び話し合いもしている。 

会長 ・続いて、基本目標Ⅳ、目標（１０）の発表をお願いしたい。 

地域福祉ＧＬ ＜資料２ ４０～４３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 ・（２）特別支援学校の卒業生に対する就職支援の準備を行ったとあるが、発

達障害やコミュニケーション障害の行き場が少ないといわれる。取り組みを行

ってほしい。 

介護障がいＧＬ ・特別支援学校の卒業生が増えている、生活介護やＢ型就労支援事業所に進む。

すぐ一般就労は難しい。中長期的視点で受け皿を確保することは事業所の誘致

などで働きかけていきたい。 

委員 ・アウトリーチ支援員の活用実績は。 

地域福祉ＧＬ ・今までは相談支援は受け身的だったが、寄り添った支援をするため配置した。

１５名ほど、長期無就労に不安を抱く方、ひきこもりへの支援をしている。 

委員 ・個人賠償責任保険の対象について。 

福祉まるごと相

談ＧＬ 

・ＳＯＳネットワークに登録させていただいている在宅の方を対象に、本人若

しくは家族の同意を得て加入している。 

委員 ・災害時の名簿作りについて。要支援者の名簿作りの苦労を聞いている。この

名簿はどの程度できたのか。名簿の活用方法は難しいとは思うが現状につい

て。要支援者をどうするか災害時には大きな課題。連携を強めていく必要があ

ると思う。 

地域福祉ＧＬ ・名簿の対象は、一定の障がい、要介護、高齢の方。対象者は５千人ほどいる

が、実際に支援が必要ということで地域に情報を提供してよいかという同意を

得た人２割の人の名簿を提供している。災害時はすべての情報をお渡しする

が、平常時は同意をいただいた方の名簿をお渡ししている。情報伝達や安否確

認、避難支援に活用できる。まち協が主体になるところ、町内会が中心となる

ところなど地域の実情に応じて取り組んでいただいており、協議を進めてい

る。 

会長 ・続いて、目標（１１）の発表をお願いしたい。 

健康推進ＧＬ ＜資料２ ４４～４５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。 
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委員 ・市民意識調査の６０代が減少していることに驚いている。具体的に情報発信

する内容や使わない人の理由がわかれば。 

健康推進ＧＬ ・市民意識調査の時、コロナウイルスの緊急事態宣言時だったことが影響して

いる。６５歳以上の方にホコタッチを配布している。問い合わせも多いため健

康に対する意識が高いと考えている。 

委員 ・かかりつけ医について、定義が分からない。 

健康推進ＧＬ ・若い世代が医療機関にかかる人が少ない。育児や仕事を優先し、自身の健康

が見えてない世代と考えている。詳しい定義はないが、身近な医療機関、小さ

いころからかかっているところだと考えている。 

委員 ・一番わかってくれている医者がかかりつけ医ということと思う。 

健康推進ＧＬ ・自分を把握しているかかりつけ医を自分で作ることが重要。 

委員 ・健康づくりは応援されていると思っている。イベントをやってもらって熱心

にやっていると思う。後期高齢者のまる福制度があるのがすごいと思う。お願

いがある、お風呂場で亡くなる方が多い、年間５千人ほど亡くなっている。お

風呂の入り方のプロに入っていただき勉強できればいいと思う。 

健康推進ＧＬ ・どういった形が効果的なのか検討していきたい。 

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 ・全てにかかわること、人と人とのつながりが必要なことばかりと感じた。行

政、市民、まち協、町内会などの協力と連携が今後とても重要になる。災害だ

けでなく健康や福祉、ごみの問題にもかかわる。今後連携を課題として取り組

まれていくといい。個々の達成も大切だが、連携も必要になってくる。 

委員 ・防災の指標が６０％台は残念に思う。高浜は伊勢湾台風以来大規模災害はな

い。地域の防災リーダー、町内会は１年で終わってしまう。交代が早い、せっ

かくやったのにということにつながるので、いろんな団体と知恵を出し合い工

夫していただきたい。 

委員 ・地域の包括的な取り組みは大切になってきている。コロナで生活困窮者が増

えるなど問題がわいてくると思う、縦割りではなく包括的にできればと思う。 

委員 ・高浜は頑張っていると思う。高浜は 13km2しかない。工場を建てる、住宅

を増やす、農業を増やすということは限界がある。そのためどういった比率が

いいのか、間違えると大変なことになると思う。いい知恵を出して解決してほ

しい。子どもが高齢者にあたって大けがをさせたり亡くなったりしたときの保

険を条例で決めたらどうか考えてほしい。 

委員 ・なぜ文章が読みにくいのかというと、Ｈ３１やＲ２の達成率はわかるが、計

画全体を見たときにどの位置にいるのか分からないからだと思う。まだまだな

ら何をやるか知恵を出すところであり、別の視点で考えようということが出て

くると面白くなる。 

委員 ・まち協が１０年たち、次の人を見つけていかなければと思いやっている。市



 7 

役所を見ると若い人が活躍している。上手にまち協や町内会に反映してほし

い。 

委員 ・まち協、町内会の使命を見直して一本化できることがあれば行政で考えてい

ただければ。 

委員 ・避難所運営が気になる。人が集まって自然に避難所になる場所もできてしま

うと思う。リーダー育成講座などで人を引き入れていきたい。 

委員 ・災害時の役割分担がはっきりしていないところが多いのでやるべき課題だと

思う。要支援者の名簿が来ているが、まち協は各団体をコーディネートしてい

る団体であって、実働部隊ではない。そのあたりをやりくりしていかなければ

と思う。高浜高校のＳＢＰの活躍が聞かれる。何年か経ち、そろそろ次のテー

マがないのかという気がする。 

副市長 ・ご意見感謝申し上げる。産業のところは昔から２０％台。高浜は三州瓦が厳

しいと、全体が下がってしまう。諦めずにＰＲしていきたい。福祉の分野では、

社会保障費は増大する。税収は数億減を見込む中で、基本目標Ⅲの達成につい

てブレーキを踏まざるを得ない場合もあるのでご了承いただきたい。 

会長 ・今年６月２６日、第３２次地方制度調査会答申「２０４０年頃から逆算し顕

在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答

申」。２０４０はひどい高齢化になっている、稼働年齢人口が減少していく、

６５歳人口は横ばいになるという答申。今やっていることをもっとやらなけれ

ばならないということ。高浜でやっているまち協のこと。地域人材の育成、外

部人材の活用が必要。まち協の世代交代は先細りになる。それであれば外部人

材を受け入れる必要がある。若い世代にかかわってもらう必要がある。高校生、

中学生はまち協の担い手、というところまで踏み込む必要がある。神戸市の自

治会会長は８０歳代に突入している。そこでは「若い世代」とは何歳代を指す

のかという話がある。地域コミュニティ内で人材が発生することに期待するの

は難しいと思う。次の世代である６５～７０歳代はもっと年金が減り、家計が

担えないという推計が出ている。一般の年金だけでは生きていけなくなる状況

の中で自治システムを維持するには、恵まれた人に頼まざるを得ない非現実的

なことを考えなければならない。若い世代というが、２０年前から同じことを

言い続け、今は少子化のさらに少子化になっている。都市部では非婚世代が増

えており、リアルな考え方をするべきと思った。乳幼児を抱えた人、障がい者、

外国人を受け入れるリアルな考えが出来ているか。高いところに逃げるのであ

れば、ビルがどのくらいあるか、というリアルな考えを持つ必要がある。国の

自助共助公助という言葉は、自助は地域社会まで、共助が地方自治体と言って

いるが、地方制度調査会ではこれは間違いだと言っている。国が公助。地方自

治体は自己防衛をしなければならない。機動力のある地方自治体を目指すべ

き、危機感を感じた。 

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
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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 ・事務局から事務連絡をお願いする。 

事務局 （事務連絡） 

次回推進会議は１１月２７日（月）午後７時から。市長に施策評価シートを提出

する。 

総合計画をざっくばらんに語り合う会を開催するので、お時間が合えばぜひお越

しいただきたい。 

会長 ・これをもって第３回推進会議を終了する。 

 


