
 

令和３年度総合計画推進会議 

コメント用紙等における推進委員からの質問と行政からの回答 

目標 No. 推進委員からの質問 行政からの回答 

目標 

（１） 

新型コロナについては早急な情報

提供を求められると思う。ホーム

ページには情報提供されているが

その他のＳＮＳでの発信型提供を

行っていないが理由があるのか。

総合政策Ｇ 

現在、高浜市ではＳＮＳを使った情報

発信として、フェイスブック、インス

タグラム（市制 50 周年ＰＲ用）を使

用しています。情報を発信する媒体は

ありますが、まだまだ職員の情報発信

意識が低く、市民の皆さまが満足する

迅速な情報発信につながっていない

かもしれません。今後も引き続き、市

民の皆さまにとって見やすい、取得し

やすい情報発信環境の構築に取り組

むとともに発信する職員の意識向上

に努めてまいります。 

全市民への情報発信は現状まだ町

内会を通じての広報・回覧等が主

体ではないかと考える。加入率が

これでよいのかもう一度全世帯の

加入を促進していくべきではない

か。総合政策Ｇ 

町内会はいざという時に助け合える

隣近所の関係を作るための重要な組

織であるため、全世帯に加入いただき

たいと思っております。ご質問の加入

促進は行政課題であると考えていま

す。しかしながら、全市民への情報発

信は、デジタル化社会の進展や市民の

方々の情報の取得の仕方が大きく変

わってきている中、これまでのように

町内会を通じた広報配布が最善なの

か、町内会がより本来の業務に注力で

きるよう、今後は行政からの依頼によ

る負担を軽減していく意味でも行政

として、情報発信のあり方を根本から

見直す時期に来ていると感じていま

す。 

積極的な情報発信については評価

できるが、対話の場づくりの具体

化が分からない。地域づくりを担

う人を見つけるには、まち協や町

内会から探し出すのが早道だが、

上手く行かないのが実情である。

総合政策Ｇ 

対話の場づくりの具体化という点で

は、市制 50 周年や総合計画の策定に

おいて、多くの市民に関わっていただ

き、そこから対話の場や市に興味関心

を持っていただける人を増やしてい

きたいと考えていましたが、コロナ禍

で、思うようには進められませんでし

た。また、今後は定年延長で地域活動
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に参加できる人が減少していきます。

そして、共働き家庭、ひとり親家庭、

要介護者・障がいのある人の家庭、外

国人住民等、社会の多様化により、中

には自分に関係することなので地域

と接点をもちたいと思っても、事情に

よりハードルが高く、踏み切れない方

もいます。このような多様な社会にお

いて多くの方に地域参画してもらう

には、団結する目的を絞ることと、ど

のような方でも参加しやすい環境を

整え、門戸を広げることが今後より一

層求められ、地域で活躍する人を増や

すことに繋がるのではないかと考え

ています。 

目標 

（２） 

経常収支比率では目標値８０％台

を維持しているが、財政運営では

評価が得られない。市民の考え方

との乖離はどこにあるか。財務Ｇ 

この目標値は主に歳出削減を行うこ

とで維持していますので、住民の方へ

の還元が少ないと感じられて、評価が

得られなかったのではないかと考え

ています。 

高浜市の税収としてふるさと納税

をどのように考えているか。ふる

さと納税のメリットとデメリット

についてどのように考え整理して

いるか。メリットとデメリットを

考慮して市政の税収にどのように

いかしていくか。財務Ｇ 

ふるさと納税は税収アップだけでな

く、事業者 PR・経済活性化というメ

リットがあります。デメリットは、こ

れに依存しすぎてしまうと、制度廃止

になった時に立ち行かなくなるとい

うことが考えられます。今後も制度に

依存しすぎることなく、事業者 PR・

経済活性化という視点で継続してい

き、税収に繋げていければと考えてい

ます。 

高浜市の税収アップのために新し

い税金を考えないのか。例えばＡ

Ｉ時代において、省人化、自動化

して工場等を無人化した場合、省

人化税や自動化税をつくってはど

うか。財務Ｇ 

税収の確保は重要なものと考えてい

ますが、新たな税金を作るということ

は、納税義務者に新たに負担を強いる

ことになるため、慎重に判断する必要

があります。税収は毎年の増減はあり

ますが、増加傾向にあることから、現

時点で独自の新たな税金（法定外税）

を検討することは考えておりません。 

目標 

（３） 

体育センター解体前に、記念事業

を計画できないか。文化スポーツ

体育センター解体工事は令和３年３

月３１日より着手しており、まもなく



Ｇ 完了する予定です。 

「学びから人と人のつながりを広

げる」とはどういうことなのか。

生涯学習やスポーツで人が繋がる

には、特定の利用者だけではなく

一般の市民が集まる企画が必要

で、施設の門戸を開放するだけで

は不十分だと思う。文化スポーツ

Ｇ 

高浜市における生涯学習は、個人の自

己完結的な学びで終わらせてしまう

のではなく、学んで得た知識や技能な

どを誰かに伝えたり、地域の中で役立

てることで、交流・つながりを深めた

り、「高浜市が好き」という想いを醸

成させ、人づくり・まちづくりの原動

力となるチカラを育んでいくことを

目指しています。 

今後、実施企画の一例として「市誌を

読む会」を開催するなどし、市民がま

ちの歴史や文化を学ぶ機会を提供す

ることや図書館のあり方検討を機と

して、図書を通じた交流を図り、今ま

で手に取ることがなかった方へのア

プローチを目指します。 

目標 

（５） 

待機児童対策において、家庭的保

育事業等の４事業が免許が必要な

しで運営できることを知らない人

が多い。広報や町内会の回覧板で

情報提供してはどうか。こども育

成Ｇ 

家庭的保育事業の家庭的保育者とな

るには保育士資格がない場合は保育

士と同等以上の知識及び経験を有す

ると市長が認める者でなければなら

ないとなっており、ハードルは高いも

のとなっております。なお、家庭的保

育の補助者については市が実施する

研修（子育て支援員）を受講すれば家

庭的保育事業に従事することができ、

本研修は毎年実施しています。令和 3

年度も予定していますので、広報等を

通じて周知していきます。 

目標 

（６） 

吉浜小池町地区の造成工事につい

て進捗工事と今後の計画は。都市

計画Ｇ 

本地区は、この地区に進出を希望する

企業自らが事業主体となって開発を

進めるという民間開発の手法を用い

ております。そのため、民間側と行政

側は役割を決めて進めており、市は関

係法令の整理及び手続きを支援する

こととしております。 

これまで市は、開発に必要な都市計画

法の手続きなどを進めてまいりまし

た。今後の進捗については、早期造成

工事の着手に向け、引き続き民間側や



関係機関等と協議・調整を行ってまい

ります。 

イベント来場者が下降の一途を辿

っているが、令和３年以降をどう

推計しているか。経済環境Ｇ 

来場者推計値の算出をしていないが、

新型コロナウイルス感染症の災禍に

よりイベントの中止や美術館の休館

などの対策を強いられる中、現段階で

は感染症収束の目途は立っていない

ため、目標値までの回復はないものと

推察します。 

ジャンボ落花生という名称が高浜

市生産の販売時において使用でき

ないとなっているが、今後は名称

やＪＡはじめ関連団体との関係を

どうしていくのか。高浜市の支援

方法は今までと同様の方法・規模

が維持できるのか。経済環境Ｇ 

令和３年度より高浜市内で生産した

独自の特産物として「でか落花生」を

広めていきたいと考えており、今後も

支援は継続します。 

産業の活性化は企業誘致、特産品、

瓦で進んでいくのか疑問。都市計

画Ｇ、経済環境Ｇ 

新たな産業用地の確保、工場の新増設

や新たな設備投資に対する補助金な

どの支援を行うことにより、企業の新

規参入や設備投資の活性化に寄与で

きることから、引き続きこれらの企業

誘致施策を実施してまいります。 

特産品のジャンボ落花生は、令和３年

度より「でか落花生」とし、統一した

商品シールで売り出したところ非常

に好調であり、今後も継続していきま

す。 

地場産業である三州瓦の製造につい

ては原材料が有限であることや屋根

材の多様化、関連業界の連携問題など

の課題があるものの、今後も業界団体

等と連携し、三州瓦（伝統的工芸品認

定品を含む）の活性化を図っていきま

す。 

目標 

（７） 

生ごみ回収場所が最近減少してい

ると思うが回収場所を市内全域で

見直す必要があるのではないか。 

「まぜればゴミ、分ければ資源」

という市民意識を普及すべきであ

ると考える。そのためにももっと

生ごみを含む可燃ごみを排出するス

テーションにつきまして、数を減らし

ているということはありませんが、設

置場所の事情によって閉鎖したり移

設したりはしております。 

市内全域で再編成をするなどの予定



情報発信が必要ではないか。経済

環境Ｇ 

はありません。 

環境美化に関する市民意識の向上に

つきましては、今後市 HP 等で発信し

ていくことを検討します。 

家庭ごみの排出削減以外の環境へ

の取り組み（まちをきれいにしよ

う条例に基づく活動等）について。

経済環境Ｇ 

市ではまちをきれいにしよう条例に

もとづいて、草木の剪定依頼、ポイ捨

て禁止や犬ふん持ち帰りの啓発看板

の配布を行っております。 

家庭ごみの成分分析結果につい

て。経済環境Ｇ 

クリーンセンター衣浦（衣浦衛生組

合）において成分調査を行っていま

す。 

３成分比率（単位：％） 

 水 分 47.0 

 灰 分 4.4 

 可燃分 48.6 

目標 

（８） 

公園については利用者や地域の方

の意見を踏まえて改修している

が、改修後の利用状況や地域の声

は集約して他の公園改修の参考に

しているか。 

土木Ｇ 

公園ごとに既存施設や利用状況が異

なることから、改修時には、その都度、

利用者や地域の方の意見を聴取し、改

修を進めています。 

公園・緑地の利用状況や管理状況

をどのように把握しているのか。

土木Ｇ 

公園・緑地の利用状況の把握について

は、一昨年に各公園に調査員を配置し

て、利用状況の実態調査を実施し、各

公園の利用者数を把握しました。 

公園・緑地の管理状況の把握について

は、草刈・清掃等は外部に年間委託し

ており、適宜実施し、報告を受けてい

ます。また、適宜、職員にて管理状況

を確認しています。 

目標 

（９） 

町内会が避難所運営を拒否した場

合どうなるのか。防災防犯Ｇ 

町内会をはじめ地域の方々のご協力

が得られない場合は、利用者同士の避

難所運営となります。限られた人員に

よる運営の場合、遅れや混乱が危惧さ

れます。 

町内会が避難所運営の失敗によ

り、人災がおきた場合の損害賠償

を支払うのは誰か。防災防犯Ｇ 

指定避難所に於ける責務は市にある

と考えております。 

避難所運営において運営リーダー

を男性だけでなく、女性も多く養

直近３ヶ年の地域防災リーダー養成

講座では、１０３名の女性に参加をい



成する必要があるのではないか。

（男女共同参画においても）防災

防犯Ｇ 

ただき、受講者に対する比率は３７．

９％でした。今後もより多くの女性に

参加いただけるよう努めます。 

町内会員と非会員によって避難所

等での対応方法や役割分担など防

災だけではなく会員、非会員をど

のように取り扱っていくのか。防

災防犯Ｇ 

避難所等において町内会員と非会員

よる区別はありません。「共助」の考

えのもと非会員であっても積極的に

避難所運営に参加していただきます。 

高浜市が町内会を主体とした行政

を進めていくことなら町内会への

加入率１００％をめざすことが必

要ではないか。再度高浜市と町内

会で加入について見直しが必要で

はないか。総合政策Ｇ 

町内会は近くに住む方同士で力を合

わせ、地域の絆を深め、地域をより良

くするための活動を行う自立した組

織であることが本来の在るべき姿と

考えます。行政のために町内会に加入

してもらうのではなく、自分たちの地

域のために一緒になって頑張ってい

こうと、その地域に住む者としての責

任を果たしていこうと思っていただ

けるよう、町内会と協力し、啓発活動

を進めていきたいと考えています。 

地域防災リーダーが災害時や訓練

でいかに地域のなかで活躍しても

らえるようになるのか、今後の活

かし方。防災防犯Ｇ 

地域防災リーダー養成講座受講者に

対し、地域へ受講情報の提供や災害時

の避難所運営に参加していただける

か等のアンケート調査を今後検討し

ていきたいと考えております。 

目標全般、

施策評価

について

自由意見 

第６次高浜市総合計画の実現にお

いて、市民が無関心で非協力的で

は実行・実現できない。市民を意

識付けして、市民をその気にさせ

るためには、具体的にどのような

方策・方法を考えるか。総合政策

Ｇ 

総合計画は市民の方の協力なく行政

だけで実現しえる計画ではありませ

ん。第７次高浜市総合計画では、市民

の皆さまにご協力いただくことを計

画に位置付けていきたいと考えてい

ます。第６次高浜市総合計画について

は、引き続き地域活動等を通じて市民

への啓発活動を進めていきたいと思

います。 

 

 


