
第６次高浜市総合計画推進会議（第１回） 会議録 

日 時 令和３年７月１９日（月）午後７時００分～８時３０分 

場 所 市役所 会議棟 傍聴人数 ０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 

高浜市長  吉岡初浩 

教育長   岡本竜生 

総務部長  杉浦崇臣 

こども未来部長  木村忠好 

秘書人事グループ   リーダー 神谷義直 

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 清水健 

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 

     （１０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       主 査  田中愛 

   同       主 任  多武利康 

同       主 任  祖父江佑介 

同       主 事  嶋本花凛 

同       主 事  村松邑馬 

      （７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：令和３年度「市民意識調査」「小・中学校アンケート」の実施概要について 

資料２：施策評価シート【令和２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します。 

・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」でお願い

します。 

・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

いと思います。 

・令和２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、よりよくするための意見を述べていきたい。 

・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。 

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」を開会いたします。 

はじめに、市長さんよりご挨拶をお願いします。 

市長 ・ご出席いただきましてありがとうございます。会長も大変な中ありがとうご

ざいます。７次総合計画も目前にあるので、６次総合計画をしっかりと進め

て、次につなげていく時期に来ているのかなと感じる。 

・コロナで様々な市の行事も難しく、変更を余儀なくされたものもあるが、当

面はワクチン接種を進めていくのを第１の目標とします。しかし地域にとっ

てはそれだけではないので、日々の活動の中で行政としての責任を果たし、

そういったところを総合計画の中で担保していただける、そして前に進めて

いただく力を与えてくれるのが皆さん方だと感じています。 

・今年の１回目ですがよろしくお願いします。 

会長 ・ご挨拶ありがとうございました。令和３年度１回目の推進会議になります。 

・例年１回目の会議では、市民意識調査の結果、小中学生アンケートの実施概 

 要の説明をしてもらっていましたが、今年度はコロナの状況がございますの

で、第１回会議の内容は書面送付と個別質疑に代えさせていただきました。

なので、本日は後期基本計画に掲げた目標の達成状況を点検、確認すること

を趣旨にしています。従いまして、行政内部で取りまとめていただきました

施策評価シートの内容を所管グループより発表していただきます。 

・第１回推進会議では、基本目標のⅠ・Ⅱの発表、８月６日開催の第２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り

ます。 

・令和２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、取り組みをより良くするための意見を述べてまいりたい。 
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総合政策ＧＬ ＜資料２ １８～１９ページを基に発表＞ 

・個別目標の（１）では積極的な情報発信、まちづくりへの参加、参画意欲の

向上・担い手の育成、加えて職員の人材育成の３つの視点で取り組んでいま

す。 

・取組の内容について、情報発信については市民の関心の高いコロナ関連情報

について特設サイトを立ち上げ、スピーディーな情報発信に努めるとともに

市制５０周年に絡み、インスタグラムを立ち上げ、運用をしてきました。 

・まちづくりへの参加、参画意欲の向上、担い手育成では、市制５０周年の取

り組みをきっかけにまちづくりに興味を持っていただけるよう展開をして

きましたが、新型コロナウイルス感染症の影響でなかなか予定通りに進まな

かった状況です。 

・職員の人材育成については役職別の研修や若手職員に対する研修をこれま

でに引き続き実施するとともに、コロナ禍に対応するため、時差出勤や在宅

勤務を導入してきました。 

・目標の達成状況と結果分析としまして、「まちを愛する想いが育まれ、市民

みんなが連携・協力して、まちづくりを行っているまちだと思う人」の割合

は昨年度より１．１％、「地域活動に参加したことがある人の割合」は３．

４％上昇しています。ただ「市の情報発信に満足している人の割合」は２．

８％、「市民と一緒になって地域活動に取り組んでいる職員の割合」は１５％

減少している状況になります。 

・施策全体として、分析してみると、仕事を退職して地域活動の担い手として、

地域に戻ってきてほしい６０代についてはアンケートの内容を分析すると、

情報発信に対する取り組み強化が協働自治の意識の高まりにつながってい

るということがアンケートの詳細分析から出てきました。逆に働き盛りの３

０代、４０代という世代は実際に地域活動に参加することが協働自治の意識

を高めているということがアンケート結果より出てきた。 

・結果を踏まえてみんなで連携協力し住み続けたいと思える町にしていくた

め、情報発信の在り方を今一度検討するとともに、新型コロナの影響で様々

な事業が止まっている今だからこそ、これまで取り組んできた事業を見つめ

直し、多くの方が主体的に関われるようにしていきたい。まちづくり協議会

では今まさに地域計画というものの見直しの時期と重なっているので、各団

体の事業もその在り方を見直していきたいと考えている。 

・加えて取り組みを下支えする職員力を高めていくために、職員の情報発信を 

していくという意識の向上や地域で活躍出来る職員の成長支援に取り組ん

でいきたいと考えています。 

委員 ・コロナ禍の中、地域への思いは薄れているのではないかと感じています。町

内会の会員にしても、いきいきクラブの会長をやっているが、非常に減少を

し続けていると感じる。 
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・今後ワクチンが進んだ中で、活動が再開された中でも皆さんの想いが元に戻

るのかと心配している。そこで情報発信について良い案があれば教えていた

だきたい。 

総合政策ＧＬ ・すぐのすぐは出ないが、市民の方からも２年イベントをやらないと今まで何

をやっていたかわからなくなる、つながりがなくなるという話も聞きます。 

ただ立ちどまり、これからにつなげていくためにどうしたら良いか考えるい

いチャンスだと思って、団体が集まり、話し合っていきたい。 

委員 

 

・男女参画事業を国が各自治体にいっていると思うが、今後どのように展開し

ていく予定なのか。どういう風に活動していかなければいけないのか教えて

いただきたい。 

文化スポーツ 

ＧＬ 

・おっしゃる通り重要な視点になってきている。ご承知いただけないのです

が、高浜市でも女性活躍推進計画を作っている。これからご指摘のような視

点が必要になってくるので、どのように盛り込むのかが大切になってくる。

誰もが住みやすい街という視点で考えていきたい。 

委員 

 

・翼まち協ですが、会長などの役職は男性ばかりである。そこで町内会長から

でも女性にやっていってもらいたいのだが、何か良い方法はありますでしょ

うか。 

総合政策ＧＬ ・男性じゃなければいけないということはなく、今回の委員にも女性の方に入

っていただいている。おそらく受ける際に大変という意識があると思うの

で、その意識を変えていきたい。まだまだ出来ていないので、担い手の部分

も踏まえて、これから一緒に考えていきたい。 

会長 ・続いて、２１ページ、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＞ 

・目標（２）については、目標が達成された姿にて、一定の進捗がある状況で

す。主な取り組みにつきまして、説明いたします。 

・こんなことに取り組みますの（１）では、新型コロナウイルス感染症の影響

により中止となった「出前授業」に代え、「わかりやすい財政」の動画を作

成し、南中学校社会科教員にて授業活用に向けた検討を実施されるととも

に、２月には翼小学校、３月には高取小学校６年生でも社会科授業にて活用

されました。またその時にアンケートを行い、フィードバックとして、「財

政だより」を作成し、公表しました。 

・（２）のこんなことに取り組みますについてです。ここでは、受益者負担の

適正化として令和元年度に行った使用料改定の取り組みを整理し、次期改定

に向けて、改定スケジュールを再検討しました。 

・次に経常的経費の削減として、予算編成会議による経営マネジメントによ

り、経常的経費の見直しをはじめ、事業の見直しや再構築、優先順位付けな

どを行いました。またペーパーレス化に向け、行政内部の会議の実施のほか、

市役所およびいきいき広場の窓口への通訳システムの設置や ICT プラット
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フォームとして、統合型 GIS を活用した地図情報を市民向けに公開しまし

た。 

・その他として、人工知能等の活用として、AI-OCR、AI チャットボットシス

テムの共同研究・調達の他、RPA を活用した財務会計システムの構築を行

いました。 

・（３）のこんなことに取り組みますでは、「公共施設プランスケジュール」及

び「公共施設・インフラ施設推進プラン」を作成し、公表するとともに、進

捗状況について、関係部局間において情報共有を図りました。また小中学校

の長寿命化計画策定したほか、高取小学校の大規模改修工事の実施設計図の

作成および概算工事の算定、吉浜小学校の大規模改修工事の基本設計を作成

しました。 

・次に取り組み成果です。「市民意識調査」「みんなで目指すまちづくり指標」

はいずれも低下する結果となっております。特に市民意識調査の結果は対前

年度比３％減の４３．７％、その内訳として、５０代の率が前年度対比１２．

２％の減、６０代の率が前年度対比６％の減と低下しています。 

・今後も若年層をターゲットとした取り組みは継続し、５０代、６０代のアプ

ローチの手法について検討する必要があると考えています。 

・個々の取り組みを見てみますと、課題もあるものの、引き続き分析結果をも

とに、さらにより良い取り組みが出来るように、対応していきたいと考えて

います。 

委員 ・説明を聞きまして、２点感じました。経常収支８０％維持しているが、将来

を見据えた財政運営が行われていると思う人の割合は下がっている。これは

目標値に対してあまりに差がある。しかも昨年より低下していることに対し

て、何故かということを意識しているか。５０代に対してアプローチしてい

こうということであるが、どういった風にやっていくのか。 

・市民と話していると高浜は貧乏と言われるが、本当にそう思っているのか。 

財務ＧＬ ・今後の５０、６０代への情報発信については、昨年度出前授業が実施出来ず、

動画を作成したということもあり、まだ改善点は多くありますが、動画を使

い、５０、６０代についても情報発信をしていきたいと考えている。 

・コロナ禍のため財政状況はかなり厳しく、来年度予算編成にあたっても、今

年度と同じように厳しくなると思いますが、職員の意識を今年は変えていき

たい。早めに予算編成に取り掛かるとともに、事業をゼロベースで見直して

いきたいと考えています。 

委員 

 

・昨年度も言ってきたが、市の財政運営に関しては素晴らしいものがあると前

から言っています。 

・ただ収入源が法人税、市民税になっており、国からの交付税は少ないと思う。 

市民税で今後お金を調達していけるのか。高浜市の中にステークホルダーを

集中するのではなく、ふるさと納税など市外にステークホルダーを求めてい
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くことはしないのか。 

財務ＧＬ ・新たな財源確保について、新たには考えていない。今ある費用面のゼロベー

スでの見直し、新たな財源確保では財産の売買を考えているが、市外に対し

ては考えていない。 

会長 ・地方交付税は高浜のような財政構造では相対的に配分が低くなる。経常収支

比率８０％の後半を維持しているのは抜群の成績だと思います。 

・他にも総合計画を預からせてもらっているが、他市は９０％後半です。８

０％後半であることは評価してほしい。 

会長 ・続いて、基本目標Ⅱの発表ということで、２４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 ２４ページを基に発表＞ 

・こんなことに取り組みます（１）では、主に高浜市史の編さんに関する取り

組みです。平成２８年度から５ヵ年計画で市民とともにつむぐ、つなぐとい

うことを基本方針として、編さん過程の情報発信を心掛け、広報の連載、シ

ンポジウム開催を行ってまいりました。令和２年度中の発送を目指していま

したが、編集作業の大詰めの段階で新型コロナウイルスの影響を受け、調査

や打合せが思うように進まず、印刷、発行を令和３年度に送ることとしまし

た。 

・CHECK のところでは、進捗を図る指標として、「高浜市に愛着や誇りを持

っている人の割合」、「持っている知識・特技・体験などを地域や社会活動に

活かしている人の割合」はいずれも前年度の実績を上回っています。まちへ

の愛着、誇りはまちづくりの土台、原動力になるものですので、今後の取り

組みとして、新しい市史を活用した勉強会、語り合いの会といった場、市内

各所でのミニ展示など市民の皆さんがまちの歩みに関心を持っていただけ

るような機会を設けてまいりたい。 

・こんなことに取り組みます（２）についてです。主に図書館、美術館の取り

組みをあげています。 

・いきいき広場とかわら美術館を移転の候補先として、運営の在り方を検討し

ています。昨年度は意見交換を行いにくい状況でありましたが、広報の連載

を通じて、図書館の現状、果たす役割、機能、市の考え方を伝え、また専門

家の方から助言をいただいてきました。 

・CHECK のところでは、進捗を図る指標として、「将来の夢・希望・目標を

持っている子ども」の割合が増となっていますが、目標（３）の取り組みだ

けで効果が表れるものではなく、学校教育のことを含めての取り組みを受け

てのことだと思います。学びの好奇心、意欲を高めていくことが重要なので、

今後のアクションのところでいいますと、夏休みの宿題の応援企画、司書さ

んによる調べ学習のサポート、美術館ではアートに気軽に触れる展覧会、ワ

ークショップに作家さんたちの交流を取り組んでいます。今後も子どもたち
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の好奇心を育む取り組みに力を入れていきたいと考えています。 

・こんなことに取り組みます（３）についてです。昨年度の取り組みとしては

体育センターを１２月で閉場し、今年１月から高浜小学校内にメインアリー

ナ、サブアリーナという新しい施設をオープンしました。児童センターも併

設されていますので、複合施設ならではの効果も感じられています。また地

元にまつわる文化、情報発信の場としても活用され、まちへの想いを高める

一助となっていると思います。 

・今後の取り組みとしては、４月から駐車場も完備し、フルオープンとなった

ので、コロナ禍ではありますが、多くの皆さんに親しんでいただける場づく

り、もっと使っていただけるような PR 活動をしてまいりたいと思います。 

・PLAN の目標が達成された姿の実現への課題について説明させていただき

ます。目標が達成された姿の進捗状況については、市史の発行、移転検討な

どコロナの関係で当初予定より一部遅れていますが、全体的には目標に向か

って進んでいると捉えています。 

・市民意識調査等指標の結果については、市民意識調査は低下、指標は３つと

もいずれも増加で、要因がよくわからないのが実情ですが、市民意識調査結

果を見ると「そう思わない」という回答割合が増えていると見受けられるの

で、今の社会的背景が影響しているのではないかと思います。 

・課題解決に向けて重点的に取り組むことですが、高浜市の生涯学習の核は市

史編さんやその関連事業、図書館、美術館を３本柱と考えています。また３

つの指標すべてに関わってくる取り組みになるので、特にこんなことに取り

組みます（２）に注力をしてまいりたいと思います。 

・図書館の在り方についてはゲストをお招きしてのフォーラム、出張座談会、

広報連載など様々な形で意見集約をしています。意見としては何かのついで

に行ける気軽に足を運べる場所であってほしい、未来の子どもたちに役立つ

場であってほしいなどいただいております。高浜市は絵本や児童図書が充実

していることが大きな特徴なので、強みを活かしつつ、本を通じて暮らしや

学びを支える場、何か着想のヒントを得られる場への転換を目指し、本年度

中に図書館の運営の方向性、移転先を取りまとめてまいりたいと考えていま

す。 

委員 ・市史が完成したら終わりではないので、その後の展開はどうなるのか。 

・また、図書館は何のためにあるのかというと、調べものがしたいと思った時

にすぐ調べられることにあると思うので、本、雑誌、資料等の充実やその分

類と目録についてどのように考えているのか。 

文化スポーツ 

ＧＬ 

・市史編さんについては作って終わりではないので、記録を残していき、持っ

ている知識、経験に役立てていただくような生涯学習の肝になるような取り

組みをしていきたいと考えています。 

・例えばテーマ毎の勉強会、また引き続き調査を行っていくので、語りあいの
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ようなところで聞き取り、残していくことを考えています。 

・図書館の件は何のためにあるのかは、本当に必要な方にとって役立っている

場になっているのかが問題意識としてあります。知りたいと思ったときに、

目に入ってきて、本を手に取れるような形の図書館目指していきたいと思っ

ています。 

委員 ・ネットで図書を取得できるような蔵書のデジタル化はまだなのか。 

文化スポーツ 

ＧＬ 

・まだなっていないです。全国的に見て、コロナ契機に導入するところは増え

つつあるが、まだ過渡期である。利点もあるが、貸本屋的にもなってしまう。 

導入するのであればどのような形が相応しいのか考えています。 

会長 ・社会教育でいう、要求課題対応型の貸本屋になるなよとおっしゃっているよ

うに聞こえる。必要課題に応じた蔵書形態の構築、まちの産業、従事者、仕

事に従事している人たちがどういう情報を求めているのかリサーチして、そ

の上で蔵書システムを作っていくことを考えていってほしい。必要課題の調

査をすることを忘れないでほしい。 

・例えば豊中市では、がん患者の多い地区ではホスピスやがんに関する蔵書が

何万冊も用意されており、社会課題に対応した蔵書が揃えられていた。それ

が本来の図書館であると一般的な常識として市民も認めてほしい。 

会長 ・続いて、２７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＞ 

・まずこんなことに取り組みます（１）です。異校種間連携事業を進めてまい

りました。これまで参観出来ていない教員を中心として実施をしました。ま

た異校種間連携推進委員会において、連携して実践出来る、より主体的な取

り組みについて検討を重ねてまいりました。同時に中１アンケートを行い、

データを集約し、分析をしてまいりました。これらの取組により、幼、保育

園と小学校、小学校と中学校の異校種間連携授業、異校参観が定着したため、

教員が園児や児童、生徒の発達段階を把握することが出来、発達段階に応じ

た能力を身に着ける指導が出来るようになったと考えております。それが子

どもにとっては学習における達成感につながり、学習が将来役立つと感じる

子どもの割合が８０．９％であり、結果が表れていると感じます。今後は子

ども中心の活動が子ども主体で出来ていくような協調性を意識した取り組

みとすることで、さらに子どもたちが自分の成長を実感出来るようにしてま

いりたいと考えています。 

・続いてこんなことに取り組みます（２）、（３）です。こちらについては各小

学校の ICT 教育に係る環境整備を行い、全小学校において高浜版プログラ

ミング教育の全体計画を作成し、授業実践を行ってまいりました。また、外

国語活動に係る高浜版 CAN DO リストを活用して、授業実践を進めてまい

りました。高浜カリキュラム、及び高浜カリキュラム教科版では、授業実践

を重ね、それらの指導案を集約し、個々の教員がそれらを参考にして自分の
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実践に活かすことを出来るようにしてまいりました。特に一人一台タブレッ

ト端末、全教室での電子黒板の整備が整いましたので、これらを活用した授

業実践も積極的に行われ、集約を進めているところであります。 

・活用型カレンダーの作成では、各校がカレンダーに示された目標を意識して

生活させることで、高浜市が育てていきたいこどもの姿に、意識向上を図っ

てまいりました。 

・高浜カリキュラムにおいて、地域の人・もの・ことを活用した学習を教員が

毎年見直しをはかりながら、実践を重ねることで、これらのことがアンケー

ト調査の高浜の人・もの・ことに関心がある子どもの割合にて目標値の達成

につながったと考えています。 

・カレンダーを意識した生活については、１２年間で育てていきたい子どもの

姿を目指して、園、学校、地域の三者が一体で取り組んでいることを市民に

情報発信をしてまいりましたが、市民意識調査の結果としては、マイナス２．

７ポイントという結果になっています。コロナも影響していると思っていま

す。今後は特にカレンダーの内容を確認し、検討をしたいと考えています。 

・最後に３つ目の柱のこんなことに取り組みます（４）です。特別支援教育コ

ーディネーター会で、令和２年度の特別支援ファイルの形式や作成方法につ

いて話し合うとともに、引継ぎ方法について検討し、支援情報の積み重ねが

大切であることを確認してきました。実際には幼保と小学校、小学校と中学

校、中学校と高校の情報交換を実施し、支援情報が確実に引き継がれる良さ

を双方で確認しました。また２、３年目の教員を対象にし、座学、体験研修

を実施しました。支援員対象の研修、通級指導担当者の研修も同時に実施し、

さらにこども発達センター協力のもと、共同開催の研修も実施出来ました。 

・今年度については各校における特別教育のコーディネーター、各校において

もそういった研修が校内で積極的に進められるようにということで、コーデ

ィネーターの支援に力を入れてまいりました。コーディネーターのガイドブ

ックを作成、配布をし、また恒例研修等で活用出来る資料集等を作成し、提

供してまいりました。支援が必要な子に対して特別支援ファイルを作成し、

次年度への引継ぎを確実に行う、その継続した支援が子どもにとって安心や

自信につながることを確認出来たと考えています。 

・今後は特別支援ファイルの活用についての調査を行い、周知の方法を検討す

るとともに、卒業後の支援を充実させるために市外高等学校との支援情報の

引継ぎ等について実施検討を進めてまいりたいと思っていますし、教員研修

の更なる充実も併せて実施していきたいと考えています。 

・昨年度お話させていただきました子どものアンケートですが、例えば問５の

「わからないことがあったとき調べたり、どういうことか考えたりします

か」、問６の「学習したことを活用していろいろな問題の解決に役立ててい

ますか」、問７の「学習したことや考えたことを表現して人に伝えたことは
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ありますか」という部分でありますが、子どもたちはこれらのことが将来役

立つと、大事な力であるとは理解してはいるものの、達成感は伴っていない、

そういったことに課題があるとお話しさせていただきましたが、今の３つの

項目につきましては、少しずつ上昇してきているというところで、改善傾向

にあると感じています。今後も引き続き実践を進めていきたいと思います。 

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 ・まちづくり指標の学習が将来、役立つと感じている子どもの割合が７７．

３％から８０．９％まで上がったっていうことだが、ギガスクール構想で上

がったということだと思います。 

・しかし、コロナ禍で授業参観がほとんどないため、風景が想像出来ない。去

年から学校の環境が変わってきており、子どもがいる人にはわかるが、子ど

もがいない人、学校に関係がない人には現状がわからない。そのため子ども

がいない人にもわかるように PR してほしい。 

学校経営Ｇ主幹 ・保護者の方には数は限定されていますが、授業参観にてタブレットを使っ

て、授業をしている姿を見ていただくことが出来ました。 

・学校の取組としては、ホームページにて機器を使って学習している様子を紹

介、また高浜市ではＬＴＥ方式のタブレットを採用しているので、家庭にイ

ンターネット環境がなくても、タブレットを利用することが出来、家庭でも

学習している姿を見ていただくことが出来ました。 

・情報発信は大切なので、引き続き進めていきたいと考えます。 

委員 ・夏休み期間中もタブレットは使えますか。 

学校経営Ｇ主幹 ・タブレットの持ち帰りについては、タブレットを持ち帰り希望するか、しな

いかを導入当初家庭にアンケートを取っています。例えば、家庭に端末があ

る児童については、学校の ID、PW を入れていただければ、学校のものと

同じ環境で使っていただくことが出来るので、おそらく端末がある家庭につ

いては持ち帰りを希望していないのではないかと思います。 

・持ち帰りを希望している家庭については、基本的に持ち帰って学習していた

だいています。 

委員 ・出前授業についてお伺いします。 

・目標（２）のところで、財政の件で出前授業がコロナ感染によって中止にな

ったと報告を受けました。出前授業のイメージはまち協、消防団などの地域

活動を集合教育でわかりやすくやるものであった。一昨年中止になったが、

なぜ中止になったのか、支障のない程度で教えてほしい。 

学校経営Ｇ主幹 ・教員の働き方改革で、今年度より時間外勤務は月４５時間という方針が策定

され、それに則っている中で、学ぶべき点は多いが、なんでもみんなに頼ん

でいる状況では、立ち行かないという課題が上がってきている状況がありま

したので、外部の方にお力を借りて、やっていく内容を精選して、やらせて

いただいています。 
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委員 

 

・団塊の世代が定年を迎えて大量に退職される、子どもは少子化により少なく

なっている、先生のなり手が少なくなる中で、プログラミングなどもやると

なると大変ではないのか。担任さえ見つからず、校長先生が代わりにされて

いると聞くが、高浜市ではそのようなことはないのでしょうか。 

学校経営Ｇ主幹 ・若い先生が増え、出産、育児休暇により補充の方を見つけなければならない

が、探すのに相当苦労している現状ではあります。そのため、教員はブラッ

クと報道で強調されますが、実際教員という仕事はとても素敵でやりがいの

ある仕事だと思っています。なので、やりがいを教育実習通して実感しても

らいたい。 

・プログラミング、新しい ICT の研修も扱えるようになると効果は非常に大

きいので、丁寧に実施、できるだけ負担感なく進めていけるように、頑張っ

てやらせていただいている。 

会長 ・続いて、３０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 ３０ページを基に発表＞ 

・こんなことに取り組みます（１）の主な取組ですが、令和２年度当初より民

営化及びこども園化により、たかはまこども園の運営が開始されたことで、

１歳児１０人、２歳児１８人の受け入れ枠が拡充しました。前年度の待機児

童数をカバー出来る人数の拡充ではありましたが、申込者の増加により、解

消には至っておりません。そのため、更なる待機児童対策が必要ということ

で柔軟な対応が可能である地域型保育事業の拡充を検討して、定員を拡充す

るため、家庭的保育から小規模保育への変更を進めて、定員枠の拡充をする

ことを進めてきました。 

・分析についてですが、「子どもを産み育てやすいと感じている人の割合」は

前年度より増加していますが、そのように感じる上では、就労等に係る子ど

もの受け入れ先の確保というのが大きな位置づけになると考えますので、指

標の更なる増加にはその対応を進める必要があるということで、今後の取り

組みにつきましては、３歳児未満で発生している待機児童への対応として、

地域型保育事業による受け入れ枠の拡充を進めて、待機児童の解消に努めて

いくというところでございます。 

・続きましてこんなことに取り組みます（２）、（３）では、取り組みとしては、

子育て家族支援養成講座を実施するとともに、スマホなどで子育て支援情報

を家庭が簡単に入手出来る環境づくりを実施しました。 

・その分析ですが、「子どもに対して理解のある大人の割合」が前年度に対し

て減少していますが、コロナ禍により、地域の大人が子どもと接する機会が

減少しており、数値としてあらわれたものと考えています。 

・今後の取り組みですが、子育て支援の活動に興味がある人材の掘り起こし、

質の向上については継続していくとともに、コロナ禍の中これまでのような

交流が少なくなっている、個々が孤立しがちなことであることから、コロナ
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対策を講じて安心して参加してもらえるような行事、イベント等の情報発信

により、子ども、子育て世帯の参加を促し、個々が孤立することがないよう

に努めていきたいと考えています。 

・以上を踏まえ、目標達成の進捗状況については、B：一定の進捗ありとして

いますが、市民意識調査の子育ち・子育てを支える環境が整っているまちだ

と思う割合は減少していますので、増加に転じるように先程申し上げた取り

組みを進めていきたいと考えています。 

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 ・イベントの方に情報発信をして参加を促し、個々が孤立しないように進めて

いくですが、イベント参加しただけではつながりが生まれるのは難しいと感

じます。イベント参加した後の、参加者をどう取り込んでいくのか知りたい

です。  

こども育成ＧＬ ・市内ですと例えば子育て支援センターがございます。そこで保育職を置き、

相談を受けられる環境を整えていましたが、なかなか飛び込むのが難しい方

もいらっしゃいます。そういった方の取っ掛かりとしてイベントを用意して

いますので、まずは気軽に入り込める、利用していただく中で、子育て世帯

が横のつながりを仕掛けていくように、また行政ともつながる中で相談が気

軽に出来るようにもっていけたらと考えています。 

委員 ・待機児童について令和２年度は２３人という数値が出ている。１歳児１０

人、２歳児１８人の受け入れ枠を拡充しているが、申込みがそれ以上に多か

ったということですよね。 

こども育成ＧＬ ・その通りです。人口動向にも関わってくるのですが、今回はたまたま２歳児

がほかの年齢に比べて多かったため、受け入れ枠を広げたけれども、カバー

しきれなかった。 

・今後は人口動向をみると０、１歳児はそこまでの人数はいないので、人口動

向を見ながら今後の待機児童を考えていく必要があると思います。 

委員 ・今後は地域型保育事業でカバーしていくということですよね。 

こども育成ＧＬ ・定員を拡充していく上で人の確保も必要になるので、総合的に勘案しなが

ら、比較的拡充しやすい地域型保育事業の手法を使いながら、待機児童の解

消に努めていきたいと考えています。 

委員 ・募集の時期を早くすることで、情報がつかめ手が打てるのではと思います

が、いかがですか。 

こども育成ＧＬ ・保育園、幼稚園の入所については、９月に説明会を開いて、募り、４月に入

園がひとつの形になっています。今回は調整したが、それ以上に増えてしま

っております。おそらくどこでとらえても、ニーズについてはふたをあけて

みないとわからないところがあります。 

委員 ・地域ごとに偏りはありますか。 

こども育成ＧＬ ・地域的な偏りはありますが、高浜市内の場合、地域が狭いので、行ける保育
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園に行ってもらっていますが、それでも数が足りる、足りないの話になって

います。なので、待機児童のカウントとしては、地域性というよりも、全体

的な枠の問題になっています。 

委員 

 

・待機児童が２３人ということですが、保育園、幼稚園をどんどん作ることは

出来ない。なので、子育て支援制度の事業で出来た家庭的保育を充実、広げ

た方がいいのではないか。免許がいらず、講習を受ければ誰で出来るのを知

らないのではないか。講習受ければ出来るのを知らせて、増やしていくこと

は難しいのでしょうか。 

こども育成ＧＬ ・家庭的保育、小規模保育などの地域型保育事業は市の方でも進めようとして

おり、家庭的保育は４か所、小規模保育は２か所やっています。また家庭的

保育の中には地域の方に講習を受けてもらい、子どもを預かってもらってお

り、国の制度に則って進めております。実際やっていますが、そこを拡充し

て進めていきたいと考えています。 

会長 ・最後に委員の皆さま方お一人おひとりから、今回の全体を通して、あるいは、

個々の目標に対してでも結構なので、令和２年度の取組みについての成果や

課題、今後に向けてのエールなど、お一人１分程度でご発言をお願いしたい。 

委員 ・私自身が教育委員として学校に行く機会があるので、タブレット授業や電子

黒板の状況がわかるのですが、地域の方々は今の学校の授業がどのように進

んでいるのかなかなか情報が入ってこないのは残念と思います。 

・先生方もどんどん変わっていく授業風景を知っていただきたいと思ってい

ると思うので、情報発信が変わっていけばよいと思います。 

委員 ・老人いきいきクラブの会長をしているが、行事がなにもない状況で１年半経

ってしまっています。会員でやっていた時は生涯学習などいろんなことをや

ってくれていたと思った。１年半なのもなかったので、元にもどすようにや

っていかないとだめだと思っています。 

・個人的には第６次でいろいろあったが、結果的には公民館がなくなって、病

院出来て大正解だと思っています。 

・ワクチン接種について刈谷市より高浜市の方が早いと感じます。 

・この委員を長くやっているので年寄りのことはいろいろわかるが、子どもに

接する機会がなかなかなく、子どものことがわからず、適格なアドバイスが

出来ない。 

・そろそろ年寄りも次にバトンタッチの時代ではないかと感じています。 

委員 ・高浜市がまちづくり協議会へ特派員を派遣しているが、コロナでどのくらい

影響があったのか。またまちづくり協議会と特派員がどのように動いている

のか聞きたい。 

総合政策ＧＬ ・昨年度イベントがほとんどなくなったので、特派員の方は任命したが、行く

機会はほぼほぼなくなってしまったのが実態です。 

・今年度も前半は、任命させてもらったがイベントがなくなったので、地域の



 14 

方と接する機会が減りました。実際指標にある市民と一緒になって地域活動

に取り組んでいる職員の割合が１５％減少したのも、顔を出す機会が物理的

に減ったのが実態としてあるというのは承知しております。 

委員 ・家庭的保育が講習を受ければ誰でも出来るということで、すごく印象的で

す。将来やれたらなと思っています。 

委員 ・文化スポーツグループの目指す姿に、学び・文化・スポーツは人づくりやま

ちづくりの土台となるものと書いてあるが、主な取組を見てみると、スポー

ツに関するイベント的なことが出てきていないです。その点が気になりまし

た。 

・また体育センターの解体があったが、解体前に記念事業のようなものはなか

ったのかという思いがあります。 

文化スポーツ 

ＧＬ  

・事業が幅広いので書ききれないくらいあります。 

・スポーツや行事が昨年度はコロナの関係で事業がやりづらいところがあり

ました。引き続きコロナ禍の状況の中、少しでも明るい話題として、高浜市

出身のスケートボード選手、岡本碧優さんがオリンピックに出られるという

ことで、状況が許せば、パブリックビューイングも考えていましたが、出来

なかったので、横断幕の掲示で関心を高め、情報発信をし、スポーツの盛り

上げを行いました。 

委員 ・コロナがこんなにも長引くとは思いませんでした。コロナ疲れ、コロナスト

レスからほとんど意欲が減退してきている状況でした。 

・幸いなことに、高齢者のワクチンが進んでいると聞いているので、秋くらい

から活動が出来るのではと期待しています。 

・今後まち協などの地域活動を盛り上げていきたい気持ちでいます。 

委員 ・コロナ禍でやれることを一生懸命にという印象を持ったのですが、完全に元

の状況に戻るのは難しいと思うので、寄り添いながら、行政の取組、市民の

活動が進んでいくのではないかと思い、柔軟な考えでやっていければと思っ

ています。 

・目標について感想を言わせていただくのであれば、待機児童の増加は危惧す

べきではないかと感じました。子どもが育てやすい環境には人口が入ってき

て、活動金になってくるので、柔軟に取り組んでいただければと思っていま

す。 

委員 ・委員として３年やらせていただいたが、全般的に数値はあまり変わらない。 

・なぜ変わらないかと考えて、PDCA が回っていないなと感じました。Plan

は行政が作っているのはわかるが、Do はほとんど市民がやるのに、それを

知らないのではないか。特にアンケートを書く人は、自分は Check 部門に

いて、行政の Do を Check している感覚になっているのではないかと思い

ます。 

・アンケートを書く人が率先して Do をやらないと６次をやっても、７次でも



 15 

結果が同じになるのでは、それが今重要ではないかと思います。 

・昔、上杉鷹山は武士も農民も一体となって、大赤字の財政を立て直そうと、

意識を持たせた。それが大事だと思います。 

・どうやって市民に、やらなければともっていけるかが一番重要ではないかと

思いました。 

委員 ・目標値等が落ちているのはコロナを言い訳にしている部分があるので、必ず

しもコロナではないということを思ってほしい。数値が下がるのはそれなり

の理由があり、コロナで活動が休止、中止されたからではなく休止、中止す

るならば他のやり方を考えればよかったので、活動をしなかった言い訳のよ

うに感じます。 

・毎年やっていることはほぼ同じなので、書かれる内容が同じなのはしょうが

ない。問題は毎年この会議で課題を出しているのに、次年度どのように課題

解決に向け動き、その結果どのようになったのか読み取りが出来ない。一生

懸命やっている部分が見られないのが残念でした。 

会長 ・副市長からもご発言いただきたい。 

副市長 ・貴重なご意見ありがとうございます。 

・最初にコロナで地域の意識が減少についてですが、全くそうであると思いま

す。前の推進会議でも申し上げたかもしれませんが、南海トラフ地震は必ず

来ますので、災害対応のためにも意識させていきたいと思っています。 

・男女共同参画、町内会の女性の登用ですが、やはりこれは町内会の中で声掛

けをしていく必要があると思っています。 

・財政について心配いただいているが、高浜市は今年度地方交付税の不交付団

体になります。ただし、財政力指数が１より下回ると、交付税の対象となる

のですが、今回はぎりぎりなので、最低でも１．１くらいまで上げられるよ

うな企業誘致、人口増はこれからも図っていく必要があると思っています。 

・図書館の関係ですが、私どもとしてはオールマイティーな図書館を１つ持つ

というのは市のことだと考えると近隣との連携とのところでやっていきた

い。絵本などいろんな強みがあると思うので、その部分を磨いていきたいと

思います。 

・ギガスクールの関係ですが、市民にいろいろ PR したいと思うくらい昔の黒

板のノートをとるという感覚は一切ありません。電子黒板のデータが瞬時に

動くので、子どもにとってはメモを取るよりも考える時間の方が圧倒的に増

えていると考えています。 

・最後に待機児童の関係ですが、地域型保育の中でやっていけば０は維持出来

ると思っていたのですが、０、１、２歳の子どもの数は減ったが、保育ニー

ズは高まっているということがありますので、もう１つ大規模な園の必要性

も今後考えていかなければと思っています。 

会長 ・私の方から本日の総括ということでコメントさせていただく。 
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・引き続きがんばってくださっていると感謝しています。すでに次の総合計画

の構想が始まっているが、ここで得られた反省を次の計画に反映させていか

ないといけないと思っています。そこで２点程ございます。 

１、生涯学習、文化、スポーツについて、皆さんに希望持ってもらう町とおっ

しゃられるが、それは当たり前のことで、地域社会や市民社会の中で生じる

課題があったときに、その解決の助けとなるような生涯学習ということをも

っと認識された方が良いのではないかと思います。 

・市民も一緒に頑張るのが、計画の根幹にあると思っています。そういう点で

総合計画が行政だけの行動計画と思っている市民が多いのではないか。そう

いう面では団体自治の目標と住民自治側、特にまちづくり協議会などの地域

社会が何をすべきかをもう少し明確に出すべきではないかと思います。団体

自治としての役所の計画ではなく、高浜市という地方公共団体全体の計画な

ので、住民自治としての地域もこう頑張ろうよと目標を出すべきである気が

してきます。 

・例えば教育のところで、家庭、地域、学校と３者対応させていますが、地域

の役割があまり出てきていない。学校が頑張りすぎている可能性があるの

で、学校は地域にこれを助けてほしいと出すべきです。そうしないと学校ば

かりがしんどくなり、しんどさを受け入れられなくなったときに、いきなり

家庭に返ってきます。実はその間に地域がやることがたくさんあるはずなの

に、高浜の学校は頑張りすぎていると思います。 

２、子育てについてたくさん意見がありました。私は神戸市、明石市に係って

いるが、神戸市は人口が激減していて、逆に明石市は激増しています。宅地

開発が原因だと思いますが、それ以外にも市に入ってきた若い世代をバック

アップしている、受け入れるだけの施策をしており、都市間競争が始まって

います。高浜は現在微増ですが、安住した時にリスクがやってくるので、今

のトレンドのままでいけばいけると思うと危ないです。生駒市でも総合計画

をやっているので、一昨年関西でベスト３に入った際に伝えたところです。

安定的に１位にあると思ったときに、施策の活力が止まるからです。高浜市

は人口が増えているが、今の時代変化が激しいので、当たり前だと思ってい

ると危ないです、毎年危機感を持ってほしいです。 

・住民自治に対する働きかけをもっとしっかりしないとだめだなと感じまし

た。それはまち協の仕事も明確に示し、高浜で市民として生きるのはこうい

うことと、市民教育も必要ではないかと感じました。そのために生涯学習を

もっと動員しないといけないのだろうと。暇、金、体力、家族に恵まれた人

ばっかりのお楽しみになるような余暇社会対応の社会的再生産の展望がな

い生涯学習はとうの昔に破綻しています。 

・私はただの暇な人達のための貸本屋が図書館であるとは思っていませんし、

ただの物置兼見せもの小屋がある美術館を美術館と思っていません。あれは
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れっきとした教育機関です。であるとともに、劇場も音楽堂もはっきりとし

た福祉機関です。場合によっては医療機関です。それ以外のものは民間の演

芸場でやってもらったらいいのです。お金があるのなら、朝日カルチャーセ

ンターに行ってもらったら良いし、読売文化センターに行ってもらったら良

い。 

そこには行けない人たちがむしろ公共的なサービスの中でカバリングされ

るべきではないか思います。そういう団体自治の洗い直しと住民自治の再確

認をするべきではないかと思いました。次の総合計画ではそのような発想で

望んでいきたいと思います。 

会長 ・本日の発言だけでは言い足りない点があればコメント用紙に、次回発表の目

標（６）から（１１）に対するコメントと合わせて、８月１６日（月）まで

に事務局へご提出をお願いする。 

・事務局では、本日の委員の皆さんからのご発言、コメント用紙の概要を、「施

策評価シート」の「Ⅴ．推進会議による点検・確認結果」の欄にとりまとめ

ていただき、次々回（第３回）の推進会議で「推進会議からのコメント」と

して確定するという形で進めてまいりたいと思う。 

 

３．その他 

会長 ・その他として何かあればお願いする。 

事務局 （事務連絡） 

・次回第２回推進会議は８月６日（金）午後７時から会議棟で行います。内

容は本日の続きからで、基本目標Ⅲ・Ⅳについて意見交換を行います。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くようお願

いします。 

・第３回推進会議は８月３０日（月）午後７時から会議棟にて予定していま

す。ご都合が悪い場合は明後日２２日までに連絡ください。 

会長 ・これをもって第２回推進会議を終了します。 

 


