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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３年８月６日（金）午後６時５０分～８時４５分 

場 所 市役所 会議棟 傍聴人数 １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 

市民部長   磯村和志 

福祉部長   加藤一志 

都市政策部長 杉浦義人 

経済環境グループ     リーダー 東條光穂 

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 

防災防犯グループ     リーダー 杉浦睦彦 

上下水道グループ     リーダー 石川良彦 

土木グループ       リーダー 清水洋己 

都市計画グループ     リーダー 島口靖 

     （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       主 査  田中愛 

同       主 査  京極昌彦 

   同       主 任  多武利康 

同       主 任  祖父江佑介 

同       主 事  東端佑奈 

      （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Ⅲ・Ⅳ〕 

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Ⅲ・Ⅳ〕 

会長 ・では、議題１「施策評価シート（内部評価）の発表」に入ってまいります。

発表の方法ですが、前回と同様に、行政サイドから、発表を行っていただき、

目標ごとに区切って、委員の皆さまからのご意見をお受けしてまいります。

時間も限られておりますので、行政の発表は、１目標あたり４分以内でお願

いいたします。 

・なお、最後に、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

りたいと思いますので、その旨ご承知おきください。 

・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まいりたいと思います。

今回も長丁場になりますが、スムーズに議事進行が運びますように、皆様の

ご協力をお願いいたします。 

・それでは、発表に入ってまいります。まずは基本目標Ⅲの発表ということで、

資料２の３２ページ、前回の続きですので目標（６）の発表からお願いしま

す。 

経済環境ＧＬ ＜資料２ ３２～３４ページを基に発表＞ 

・こんなことに取り組みます！（１）の豊田町地区の進出企業につきましては、

工場の建設に向けた許認可や補助金等の申請手続きなどの支援をいたしま

した。また、ジャンボ落花生を高浜の特産品にするために栽培方法の統一化

を図るとともに、品評会で質の高さを競い合い、品質向上に繋げております。

令和２年度は、高浜産ジャンボ落花生として、イオンへの販売支援も行いま

した。まちづくり指標の一つである市内法人数は年々増加しており、まちが

元気になっていると感じている市民も増加傾向にあります。一方で今後の課

題としましては、小池町地区の早期造成工事の着手に向け、引き続き、関係

機関と協議調整を進める必要があります。またジャンボ落花生を特産野菜と

して定着させるために、JA と連携しながら、耕作面積の拡大を図ってまい

ります。 

・こんなことに取り組みます！（２）につきましては、本年３月に東京ビック

１．あいさつ 

会長 ・少し早いですがお揃いですので始めさせていただきます。本日はご多忙の中、

お集まりくださいまして、ありがとうございます。ただ今より、「第２回 第６

次高浜市総合計画推進会議」を開会いたします。 

・本日は、前回の第１回推進会議に引き続き、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ございます。行政内部でとりまとめた「施

策評価シート」の内容を発表していただき、皆様方のご意見をいただくという

ことですが、本日は、基本目標Ⅲ・Ⅳの発表となります。 
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サイトにて開催された愛知県三河の窯業展の開催支援を行いました。また今

年は伝統的工芸品全国大会が愛知県で開かれますので、三州鬼瓦工芸品の一

層の普及を目指し、その魅力を発信してまいります。まちづくり指標の一つ

である製造品出荷額は、新型コロナウイルスの影響により少々落ち込んでお

ります。一方で、来年１月から屋根瓦の止付け基準が強化されることを受け

て、屋根材としての瓦の優位性を効果的に PRし、風評被害を払拭してまい

ります。 

・こんなことに取り組みます！（３）は、プロバスケットボールチーム「シー

ホース三河」とともに、タツヲ焼きプロジェクトを実施しています。高校生

たちが、地元企業や、近隣高校など、多くの皆様と関わり、様々な経験を積

むことによって、生徒たちの自信につながるとともに、地元への愛着がはぐ

くまれ、将来にわたる人材を育成するための大切な取り組みが展開されてい

ると考えています。昨年度は、タツヲ焼きの販売収益で子どもたちをシーホ

ース三河のホームゲームに招待することが出来ました。新型コロナウイルス

の影響で思うような活動が出来ない中で、本年度は子ども食堂に通う子ども

たちにタツヲ焼きと笑顔を届けるための新しいプロジェクトを実施してま

いります。 

・こんなことに取り組みます！（４）は、昨年度はコロナ禍のため鬼みちまつ

り等のイベントが中止となりましたが、１１月２２日から１２月５日までの

期間でオニルミとして、鬼＋イルミネーションのオニルミを開催いたしまし

た。また、鬼滅の刃とコラボレーションしたことにより、三州瓦の周知につ

ながりました。まちづくり指標の一つである行政がかかわるイベントの来場

者数は、鬼みちまつりの中止による大きな影響を受けましたが、国が示す感

染拡大予防対策指針を遵守したうえで、高浜市の魅力を発信することが出来

たと考えております。今後の課題としましては、市内に点在する観光資源を

繋ぎ、市内を巡ってもらう観光案内の検討を行うとともに、コロナ禍でもで

きる観光を模索しながら高浜市を盛り上げる仕組みを検討していきたいと

思っております。以上であります。 

会長 ・これにつきましてご意見ご質問がありましたら挙手してご発言ください。 

委員 ・１点お聞きするんですけれども、「ジャンボ落花生」という言葉を高浜市で

は使わないということを産直の方で、「でか生落花生」だったかな。どこで

そう食い違いがきたのかというところと。まあ昔から高浜は瓦の産地でござ

います。それがずっと続いておりますけれども、最終的にこの「でか生落花

生」ですか、最終的にどの辺まで突き詰めてやっていくのかというところを

お聞きしたいと思います。 

経済環境ＧＬ ・お答えさせていただきます。令和２年度「ジャンボ落花生」という名前で販

売をしておりましたが、高浜産を他の産地と区別化するために令和３年度の

販売は「でか落花生」ということで行っております。先週ごろから産直でも
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売り始めておりますが、今年度は高浜産でか落花生ということで伺っており

ます。こちらについては、耕作地が、高浜市はあまり農地が大きいわけでは

ありませんので、転作の際に、転作農地で落花生を栽培していただきたいと

いうことでやっていくとともに、品質の向上と栽培の統一化を行って、でき

るだけ質の高いものをやっていこうと思っております。 

会長 ・報告は令和２年度のものなので。名前は変わっていないということですね。 

委員 ・いつものことなんですけれども、ここに今書かれていることは薔薇色の話の

ように書かれているんですけれども、市民意識調査は２７．９％と、２０％

台なんですけれども、このギャップについて、誰かお分かりになるんでしょ

うか。いろいろ活動して、落花生の話もあり、三州瓦の話もありで、良いこ

とがいっぱい書いてあるんですが、豊田町地区の進出企業のこととか、だけ

ど市民意識調査がどうして２０％台になってしまうのか、よくわからないん

ですけれどもこのギャップが。 

会長 ・何と何のギャップですか。 

委員 ・ここに書かれている進出企業とかジャンボ落花生も良くなりましたよ、三州

瓦も頑張っていますよと。だけど市民意識がどうしても低い、そのギャップ

と言うんですかね、もうちょっとあっても良いと思うんですけれども。これ

１００％ですよね目標は。それが２０何％というのは、いつもなんでかなと

思うんですけれども。 

会長 ・２０数％というのはもともと低すぎるんじゃないかと、こういう意味です

ね。年々上がってきてはいるんだけれど、そのことをおっしゃっているので

はなくて、２０何％では低いと、こうおっしゃってみえるんですよ。これに

対する見解というのはどうすれば出るのか。 

会長 ・これに対する見解というのは今すぐ出てきにくいものだと思うんですけれ

ども、他のデータとの比較から答えるしかないと思いますね。２７．９％ま

で伸びているわけですから。それでも低いというご意見ですけれども。後ほ

どまたご見解ください。 

会長 ・続いて、３５ページ、目標（７）をお願いいたします。 

経済環境ＧＬ ＜資料２ ３５～３６ページを基に発表＞ 

・こんなことに取り組みます！（１）（２）（３）の３つの取り組みを進めるた

めに、地域における資源ごみの分別収集の実施や、事業者に対して環境美化

推進員の任命を行いました。分別収集におきましては、町内会様の運営によ

り、市内１２２拠点で合計８４４トンの資源を回収することが出来ました。

しかしいまだに可燃ごみとして排出される資源も少なくありません。資源リ

サイクル及びⅭO２排出削減のためにも、さらなる分別収集の推進が必要と

考えております。一方で、家庭ごみの排出量は、令和２年度にかけて減少し

ているように見えます。しかし。令和元年１１月の衣浦衛生組合の火災の影

響により、しばらくの間、家庭ごみを直接持ち込むことが出来ませんでした。
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その後、仮設会場を設けて受け入れを再開しましたが、ごみの計量を行うこ

とが出来ず、正確な排出量を把握出来ておりません。また新型コロナウイル

スの影響により、テイクアウトを利用される市民が増え、ごみステーション

へ出される家庭ごみは増えたものの、衛生組合への直接搬入された分が計上

できず、結果として、数字上としては減少となりました。新しい生活様式の

導入により、排出されるごみも変化しておりますが、混ぜればごみ、分けれ

ば資源の広報を行い、ごみ排出量の削減に繋げていきたいと考えておりま

す。 

・次に、まちづくり指標の一つである、市民一斉清掃や、地域・企業での清掃

活動に参加したことのある人の割合は増加傾向にあり、半数以上の市民が、

環境美化に関心があり、実行に移している状況にあります。しかし、ごみス

テーションや分別拠点への不法投棄は減っておらず、また、日曜日の朝２時

間開設している稗田町の分別収集特別拠点の渋滞や、排出マナーの悪化も問

題になっています。不法投棄が減らないことや、ごみを出すマナーが改善さ

れないことは、ごみの排出方法がわからないことが原因になっていることも

考えられるため、今後は外国人を含めて、ごみの排出方法のさらなる周知を

図っていきます。 

・続いて、令和３年６月４日に使い捨てプラスチックなどの削減を目指すプラ

スチック資源循環促進法が成立し、家庭から出るプラスチック製の容器包装

ごみと、それ以外のプラスチックごみを一括回収してリサイクルを促進する

よう要請があり、２０２２年度、令和４年度からの施行を目指すこととされ

ていますが、現在のところ国から具体的な方策が示されておりません。今後、

国から具体的な方策が示され次第、プラスチック資源を回収する仕組みを構

築してまいります。また、可燃ごみ用指定袋についても、環境負荷の少ない

代替素材への転換検討を求められておりますが、環境負荷が少ないバイオマ

スプラスチックを扱うことの出来る業者が少なく、価格も現在の倍程度かか

るため、市場動向を見ながら検討してまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

会長 ・これにつきましてご意見ご質問がありましたらご発言ください。 

委員 ・これ全部ごみの話しかないのですけれども、ごみが出てこなくなれば単純に

街がきれいになるというものではないと思うのです。今の目標がごみの量だと

か、一人当たりの排出量だとかという視点で見ているから、ごみの話に終始す

ることになると思います。実際のところ、環境に配慮する市民が増えれば街が

きれいになるという目標については、ごみが出てこなければきれいになるのか

という単純な疑問があるので、他にこんなことをやっているよというものはな

いのでしょうか。 

経済環境ＧＬ ・高浜市では現在、例えば環境負荷の少ない車だとか、そういうことを言われ

ているのではないかと思うんですけれども、そういったことは今は実施して
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おりません。 

・瓦屋根の補助の関係で太陽光発電の補助は行っております。 

委員 ・単純にごみの話だけで目標（７）が作られているので、もう少し違う視点が

ないと少し話が通じない感じがしたということです。 

会長 ・環境という観点から見たときに、ごみだけの問題ではないでしょうと、もう

少し取り組むべき施策のプランがあるのではないか、こういう趣旨かと思う

んですが。それに対するお答えはいかがでしょうか。 

経済環境ＧＬ ・今現在市民一斉清掃は行っておりますが、環境をきれいにするためにという

ところでごみ拾いになってしまうんですけれども。他には地域・学校・事業

者と連携したみんなでまちをきれいにしよう条例に基づいた活動を行って

おります。具体的に何がというところは今すぐにはわかりません。 

会長 ・例えば自然エネルギーを導入するための助成制度とかもあるかもしれない

し、そういうことについてもここで述べなくて良いのでしょうかという問い

かけではなかったかと思いますが。環境はごみの問題だけではないでしょう

と。そういう施策のメニューもう少し他にないですかというお問いかけと思

いますが。環境施策としては他にないですか。 

経済環境ＧＬ ・今現在高浜市で行っているものはありません。 

会長 ・そうですか。あえて言うならば環境教育というのもあると思うんですよ、生

涯学習の中で高浜は環境を良くするための教育をやっていますというよう

なものもあると思いますけれども。そういったところまで視野を広げていた

だいて。 

経済環境ＧＬ ・小中学校での環境教育は行っております。 

会長 ・他にございますか。 

委員 ・先ほどのお話に少し関連するんですが、市民一斉清掃、コロナの影響で昨年

度は中止だったかと思うんですけれども、どうして実績値が上がっているの

かなと思いまして。 

経済環境ＧＬ ・昨年度の市民一斉清掃は、春は中止をしましたが秋は実施をしております。 

会長 ・よろしいですね。 

委員 ・ごみのことで質問と提案をしたいんですけれども。家庭ごみの排出量が書か

れているんですけれども、このごみの中身の内容を分析したことはあります

か。 

経済環境ＧＬ ・毎年衣浦衛生組合でごみの成分だとかの分析はしておりますが、今持ち合わ

せておりませんので、どういったものがあるかというのはわかりません。 

委員 ・家庭ごみの燃えるごみなんですけれども、私の田舎の紀の川市はですね、徹

底的に水をなくせと、家庭ごみの６０％は水だと、いうことになっておって

ですね、水を減らせということで例えば西瓜を食べたら西瓜の皮をそのまま

入れるんではなく、一度乾かして、それから入れろと。そうすれば、６０％

は水なので、そういう対策を町全体でやっているんですね。神戸の集配して
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いる人は、ラジオで聞いたんですが、あれほとんど水なので、車に入れると、

水が飛んでくると、飛んできたやつが体につくと臭くてですね、運転席が臭

くてもう大変なんだと、だから水を減らしてくれと。だから作業者に対して

優しい作業にしてあげるということは、水を減らすということなので、そう

いうことを一つ提案してですね、実行してみるというのも一つの手かなとい

うふうに思います。 

・もう一つはですね、将来の話なんですが、この高浜市というのは家がどんど

んどんどん建ってきてですね、ごみステーションがなくなっていくと思うん

ですね。そうした時に、自分の家の前に置いとけばいいんじゃないかと、で

それを集配していくと。私の田舎は家の前に全部置くんですね。それを集配

していくと。名古屋市の南区も、家の前に置いておくと集配していくと。そ

うした方が、不法投棄もなくなるし、ごみがちゃんとやってなかったらもう

集配せずおいていけばいいと。そうするともっと良くなると思うんですけれ

ども、今すぐとは思いませんが、そういうことを考えておいたほうが良いん

じゃないでしょうか。 

経済環境ＧＬ ・ありがとうございます。先ほどの水分のお話ですけれども、高浜市でも「も

うひと絞りしてから捨てましょう」ということをやらせていただいておりま

して、周知が少なかったかと思いますが、ごみ袋にも書かせていただいてお

りますし、カレンダーとか分別便利帳にも「もうひと絞りしてから捨てまし

ょう」ということを書いてあるんですけれども、皆さんの目についていない

のかなということは思いますので、また広報等実施したいと思います。 

・路線集配につきましては、そういうふうにやっている市町村さんもあります

ので、今後の検討課題とさせて頂きたいと思います。ありがとうございます。 

会長 ・他によろしいでしょうか。 

会長 ・続いて、目標（８）をお願いいたします。 

土木ＧＬ ＜資料２ ３７～３８ページを基に発表＞ 

・目標（８）自然と都市機能が調和した都市空間をつくりますについてです。 

・こんなことに取り組みます！（１）道路や橋りょう等の計画的な維持管理の

ため、調査・点検を進め、改良や修繕を行います。では、みんなで目指すま

ちづくり指標では、舗装修繕工事を１７０ｍ、舗装修繕設計を６１０ｍ実施

いたしました。指標につきましては、前年度より３．１ポイント増の３１．

５％となり、目標達成率は８１．６％となっております。いずれも順調な進

捗状況であるため引き続き各取り組みを進めてまいります。 

・３８ページをお願いいたします。こんなことに取り組みます！（２）災害時

でも水が安定的に供給できるよう、災害時避難所へ水道を供給する配水管を

耐震管に布設替えするなど、耐震化を進めます。では、計画的に行う水道管

の改修工事にて、耐震管への更新を令和３年３月までに実施いたしました。

市内２か所の高浜配水場及び吉浜配水場の老朽設備の更新を令和３年１月
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までに実施いたしました。みんなで目指すまちづくり指標としている配水管

の耐震化率は前年度より１．９ポイント増の２４．３％となり、目標達成率

は９７．２％となっております。いずれも順調な進捗状況であるため引き続

き各取り組みを進めてまいります。 

・こんなことに取り組みます！（３）公園施設長寿命化計画に則って計画的に

公園施設の修繕を進めるとともに、地域の関係団体と協働で「緑のあるまち

づくり」を進めます。では、碧海公園の遊具において、利用状況やニーズを

調査し、地域の意見等を取り入れながら、既存機能の集約をした複合遊具を

令和３年２月までに設置いたしました。「緑のあるまちづくり」として、継

続的に地域の行事に参加しながら地域団体の方と協働し、公園、街路樹、水

辺などの草刈り清掃の保全活動を行うとともに、必要に応じて、地域団体の

花苗などの提供を行ってまいりました。みんなで目指すまちづくり指標とし

ている公園・緑地・稗田川の水辺・港湾緑地等を利用している人の割合は、

前年度より２．４ポイント増の２７．４％となり、目標達成となっておりま

す。いずれも順調な進捗状況であるため引き続き各取り組みを進めてまいり

ます。説明は以上となります。 

会長 ・ありがとうございました。これにつきましてご意見ご質問がありましたら挙

手してご発言ください。 

委員 ・単純な質問ですが、公園とか緑地とかが市内にどれだけあって、そのうち利

用されているもの、あまり利用されていないものはどのように把握されてい

るのでしょうか。 

土木ＧＬ ・都市公園等２２公園と、児童遊園等がございます。児童遊園の数は今資料が

ございませんので申し訳ございません。利用状況につきましては、一昨年に

利用状況の実態調査を行っております。以上です。 

委員 ・どんな感じなんですかね。たくさん利用されている公園というのは比較的大

きな、例えば中部公園とか。 

土木ＧＬ ・中部公園等は利用者数が多かったと思います。 

委員 ・ちょっとしたスポットパークのようなものは、どうしても利用が少ないとい

った、その辺の認識が知りたい。 

土木ＧＬ ・中部公園の利用者数は今手元に資料がないもんですから具体的な数値はわ

かりませんが、比較的利用者数が多かったという結果が出ております。あと

今言われた比較的小さな公園については、利用者の方がばらつきがあると言

いますか、利用が地域に限定されておりますので、利用者が少ないという結

果が出ております。 

会長 ・他にございますか。 

会長 ・続いて、３９ページ、目標（９）の発表をお願いいたします。 

防災防犯ＧＬ ＜資料２ ３９～４１ページを基に発表＞ 

・目標（９）安全・安心が実感できるまちづくりを進めます こんなことに取



 9 

り組みます！（１）自然災害に対し、市民・地域・事業者・関係機関と「自

助」「共助」「公助」の考えに基づく役割分担と相互の連携強化を図り、実践

的な防災・減災活動に取り組みます。では、新型コロナウイルス感染症対策

として受講者を限定し、町内会の防災部長を中心に地域防災リーダー養成講

座【基礎編】、【避難所編】を開催し、２６名の参加をいただきました。また、

例年行っておりますフォローアップにつきましてはコロナの影響のため中

止とさせていただきました。みんなで目指すまちづくり指標家具を固定して

いる人の割合につきましては、昨年度比－０．５％の６２．５％。「防災訓

練に参加したことのある人の割合」昨年度比－０．８％の６３．５％となり

ました。引き続き家具転倒防止の重要性と家具取付事業の周知を図るととも

に、地域防災リーダー養成講座を実施し、地域防災の重要性の周知を図って

まいります。 

・続きまして、こんなことに取り組みます！（２）「高浜市みんなで犯罪のな

いまちにしよう条例」に基づき、地域・警察等で構成する高浜市防犯ネット

ワーク会議を軸に、犯罪抑止活動を推進します。では、地域と連携しながら、

個別訪問による防犯診断や、青色防犯パトロールなどを実施いたしました。

まちづくり指標「人口 1,000人当たりの犯罪発生件数」は、昨年度比－０．

１件の５.８件となりました。引き続き地域・警察と連携をし、費用対効果の

高い箇所へ、防犯灯や防犯カメラの設置を推進してまいります。 

・こんなことに取り組みます！（３）地域・警察・事業者・関係機関と連携し、

特に自転車の運転マナーの向上、高齢者や子どもの交通事故防止に向けた取

組みなど、交通安全対策を進めます。では、新型コロナウイルス感染症によ

る影響に配慮しつつ、ゼロの日街頭活動や、小学生を対象に冊子を配布する

などして、自転車の安全な乗り方に関する啓発を実施いたしました。まちづ

くり指標「人口 1,000人当たりの交通事故発生件数」は昨年度比－０．１件

の２．６件となりました。引き続き高齢者や子どもを交通事故から守るため、

補助制度等の整備を進め、事故防止意識の向上及び自転車専用ヘルメットの

着用率向上に努めてまいります。 

・目標達成の進捗状況は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、前年

度比を若干下回る結果となりましたので、Bの一定の進捗ありといたしまし

た。引き続き各取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。 

会長 ・これにつきましてご意見ご質問がありましたら挙手してご発言ください。 

委員 ・防犯カメラについてお伺いしたいんですが、令和１０年までに計画的な更新

設置を推進するという中で私の覚えでは去年の初めに２３台設置してある

とお伺いしているんですけれども、現状の進捗状況と最終目標を数字でお教

え願いたいと思います。 

防災防犯ＧＬ ・数字は探させていただきます。進捗については毎年５台程度、というのは各
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まち協さん、学校区ごとに１台ずつ皆さんのご意見を聞きながらやっていき

たいと、最終的には５０台。ただ企業さんからご寄付等をいただくものです

から、そういったところでも増えてまいりますが、当面そういった形で実施

してまいりたいと考えております。 

会長 ・他にございますか。 

委員 ・毎年地域防災リーダー養成講座を開催されていることと思います、ありがと

うございます。私も何度か参加させていただいているんですが、毎年行って

います、という計画も見ます。一つお聞きしたいのが、現時点で、地域防災

リーダーというのは何人ぐらい養成されているんでしょうか。それからもう

一つ、養成された人たちは養成講座後何か活動をされているんですか。二つ

教えてください。 

防災防犯ＧＬ ・養成講座受講された方、すいません今集計を持っておらんのですけれども、

昨年度はコロナ禍の影響で人数を少なくさせてもらって、基礎編１２名、避

難所編１４名、これは例年の半分以下と。通常は３０から５０名の方にご受

講いただいています。会場の関係もありますが、多いときは５０名程度。こ

れには男性も女性もおられます。まち協さんなど地域で活動される方にご参

加をお願いしまして、この方が受講されたノウハウが次の地域の方に伝わ

る、防災の訓練等でですね、こんなこと習ったよと。次の役員さんにもまた

伝わる、これがどんどんどんどん地域に増えていくことによって、地域力が

上がる。それを目標に地道に講座を繰り返しながら、防災意識の向上を図っ

ていきたいと、そういうふうに考えております。 

委員 ・自分もそこの、今言われた講座も参加しているし、それを地域に活かすこと

もやらせていただいているんですけれども、実感的には講座を受けただけで

活かされている感じがあまりないので・・・。これが現実で、そこはとって

も大事なところで。ここにもある、防災の時だけでなく、平常時でもってい

うところが何より大事で、そこに繋がりがないと、災害時は喧嘩とかになっ

てしまうので、開催しましたということで終わりではなくて、その次までの

足跡というか。まち協さんに任せてますとか、それだとやはり繋がっていか

ないので、そこに向けて、今後も充実させていってほしいなと思います。 

防災防犯ＧＬ ・ありがとうございます。 

会長 ・今のは非常に重要な指摘であるので、何らかの対案を考えていただきたい。

現行のままで良いとはおっしゃってないわけで。論点として整理しますと、

地域防災リーダー養成講座がルーティーンワークになっているのは良いこ

とだと思うんですけど、そこで生まれてくるリーダー、リーダーと呼ぶに値

する人材が生まれていて、それはストックとなっていくわけですから、地域

のストック人材となっているのか。単に教養主義的に講習を受けました、と

いうだけで、実技につながっていない、あるいは繋がっている、というとこ

ろまで追跡しているかどうか。リーダーとして養成講座を受けられた方が実
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際の訓練で立ち回れているかどうか、そういうところまで追いかけないとダ

メなんじゃないですかとおっしゃったんです。単なる意見としておっしゃっ

たわけではなくて、施策に対する非常に厳しい指摘をなさったわけで、少し

それに関するレスポンスをいただきたい。 

委員 ・何年も同じことをやっていて、ストックになっているかどうかはわからない

んですけれども、何人も受けているし、講座の内容もとても充実していて、

今年、私は行けないのが残念なんですけれども。それぐらい内容はとても良

いものなので、じゃあそれが本当に人材として地域で活きていくというとこ

ろまで持っていかないと、本当の災害時にはめちゃくちゃになっちゃいま

す。 

防災防犯ＧＬ ・ただいま委員からご指摘いただき、会長からもご意見いただきました。私共

訓練とか講座を繰り返しまして、裾野を広げていって、その方々が地域で活

躍されているんだろうという前提、リーダーの方がそこで活躍されていると

いう前提のもとで進めている。今ご指摘いただいたようにその人が本当にリ

ーダーしているかというところは追跡したことはないものですから。いわゆ

る防災の訓練等で、リーダーの方がどう活躍しているか、いわゆる地域ごと

の訓練を考える中で、受講されたリーダーがどういった訓練のプログラムを

していただいているかを今後しっかりと追跡していかなければいけないの

かなと思いました。今後どういった方法でその辺りをフォローしながら展開

していくかを検討させていただきたいと思います。 

会長 ・緊急救命機具が設置されている場所がたくさんありますよね、ＡＥＤを扱え

る人がどのぐらいいるのかというのは全部登録しないとだめですよね、単に

講習を受講させるだけじゃなくて。地域防災リーダーも受講した方全部登録

して、行政としても把握しておかなければならないんじゃないでしょうか。

そうして人材をストック形成して、いわゆる初級型の研修と、応用型の、避

難所の運営まで出来ますというような中級、それから避難所のリーダーも出

来ますというような上級、というように防災訓練をするというのが本当は正

しいんじゃないかなと思います。防災リーダーと名付けること自体疑問、む

しろリーダーと名前を付けるのなら登録しないといけないのではないです

か。例えば奈良市はＡＥＤの設置場所は 5,000箇所ぐらいあるんですけれど

も、実際にＡＥＤを扱える人は何人ぐらいいるんだと、調べたら 1,000人も

いなかった。5,000箇所あっても全然役に立たないじゃないかと、ハードじ

ゃなくてソフトの問題でしょと、そういうこともひっくるめて、機材を扱え

る人がどのぐらいいるのかということを把握しておくのは非常に大切なこ

と。登録制に切り替えられたらどうですか。単なる教養研修ではなくてね。

フローからストックに変えていく必要があるんじゃないかとご指摘があっ

たと思います。 

防災防犯ＧＬ ・ありがとうございます。受講された方の名簿というのは当然ありまして、そ
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ういった情報を持っているんですがそれを上手いこと登録制とかいう形で

活かすとか、今後考えていきたいと思います。ありがとうございました。 

会長 ・できればそこから防災士の資格を取る人が出てくるぐらいが面白いんじゃ

ないですかね。 

会長 ・他にございますか。 

委員 ・私も防災リーダー、今年と去年も受けまして、一般的な避難所の設営やそう

いうのはですね、なかなかよくわかりまして、それは良かったんですけれど

も、現実の話としてですね、私は翼学区の方で、避難所になると翼小学校に

なる。実際の話ですね、翼小学校に皆入れるのかという話になると、入れな

いわけですよ。コロナのときにはもう入れないわけですね。ですので、現実

的に我々の地域に合わせた避難というのを考えないといけないんじゃない

かと。特にですね、ハザードマップというものをよくベースにして、翼学区

というところは地震しかないんですよ。津波も高潮もこないことになってい

るんですね。ハザードマップでは。ですので、矢作川が決壊したら、神明町

６丁目あたりまではくるかもしれないですけれども、でも１丁目２丁目とか

そういうところはこないわけですよ。そうすると地震しかないんですね。地

震というのは５分で決まるんですね。そうすると、家さえ倒れなかったら、

もう家におれと。そういうことを明確にして、最近新しい家をたくさん建て

ているところは、地震に対応した家を建てているはずですし、そう倒れない

んじゃないかと。そういう人たちは、まず家におればいい。とりあえず避難

所に行って、自分はしっかりいますよとか、そういうことを書いてもらって、

書くことを書いてもう家帰りますよと書いてもらって、帰らせるとかです

ね、そういう具体性を設けた避難の内容にしていった方が、混乱が起こらな

くて良いんじゃないかと。避難所に避難してくれという指示は出ているんで

すけれども、みんなわあっと行けばですね、翼学区って１万人ぐらいおるわ

けで、避難所は高浜中学校と、翼小学校の２つになっているから、とても入

るわけがない。そうしたときに、そういうことの具体的にハザードマップに

おいてやってくと。それで、ハザードマップが完璧じゃないと思うんですね。

ハザードマップはハザードマップなんですけれども。想定外ということがな

いとは言えません。そうしたときにですね、その時に１人リーダーを決めて

おかないといけないなと思うわけですよ。これはいかんと、もう小学校にい

ても人がいっぱいになってしまうから他所の町に逃げようと、そういった避

難のカスケードと言うんですかね、そういうリーダーを決めたり、そういう

状況に合わせてですね、本来はそこでおるんですけど避難所に、だけど避難

所に津波がきているという情報があったら皆さん逃げましょうと、そういう

具体的なリーダーを１人決めたり、最初町内会長でも誰でも良いですよ、そ

ういうことをやっていかないと、混乱するだけだなと、パニックを起こすと、

思いますので、そういう取り組みをやっていったらどうでしょうかというご
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提案です。 

防災防犯ＧＬ ・ご指摘のとおり災害時にすべての方が避難所に行くわけではなく、避難訓練

というのは幅広く避難所の運営等を経験していただくためにより多くの方

に参加をしていただくわけですが、これがイコール実際の災害時ではなく、

やはり言われるように地震だけで申し上げれば、耐震化が整っている家屋で

あれば、避難所に行く必要はない、いわゆる在宅避難、分散避難。避難所に

も数に限りがあります。車中泊とか、こういったところで避難所の母数を確

保していかなければならない。コロナの関係もありまして収容人員にも限り

があります。いろんな避難の方法があるということも、改めて周知していく

必要があると考えているところでございます。 

・津波につきましては、ハザードマップで想定される範囲内のリスクの中に避

難所がある場合は、そもそもそこはそういった地震災害、津波が来る可能性

のある、そういった災害時には避難所としては使っていただかない、それが

まさに港小学校区、こちらの学区についてはもう港小学校へ避難するのでは

なくて、地震災害の訓練においても避難所を港小学校にするのではなくたか

ぴあとか、南中学校だとかこういったところを、本番でも混乱を招かないよ

うに、地震に対する訓練において港小学校はもう使わないと、いうことを地

域にお願いしながら進めていっております。あくまで想定の範囲なものです

から、それ以上のものがきたら臨機応変な対応が必要となりますが、行政も

しっかりとそういったところをサポートしながら、大規模災害時には対応し

てまいりたいと思っていますので、いろいろな方法で周知をしてまいりたい

と考えております。以上でございます。 

会長 ・他にございますか。 

副会長 ・先ほどの説明で防災訓練の参加だとかそういうものは、確かにコロナ禍の影

響で足りなかったんじゃないかなという感じがいたします。一方防犯の関係

では、目標に対して非常に良い数値が出ているわけですけれども、翼地区で

はもちろん町内会だとか、いろんな団体に青パト巡回もやってもらっていま

すし、赤色回転灯のリレーというのも、ここ４，５年やってきております。

それが、こういった目標値に対する内容にも寄与しているのかなというふう

に思うわけですが、今少し安全の関係で気になっているのが、道路の関係な

んですけれども、子どもたちが通学していても歩道がないというところが

ね、私たち翼地区では１年生の４月５月と自宅まで送迎のボランティアをや

っているわけですけれども、そのなかでもやっぱり途中歩道のないところが

出てくるわけですけれども、そういうところがですね、今度国のほうが見直

しをして、そういう対応をしなさいというような話も出てくるようなんです

けれども、これは教育委員会にお願いするべきなのかわかりませんけれど

も、そういった危険な部分というものは、洗い出して、ここ危険だから、で

きれば道路を拡張できるのなら拡張するだとか、そういう方向も、やってい
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ってほしいなというお願いです。 

防災防犯ＧＬ ・児童生徒の通学路の安全対策というご質問をいただきました。私ども防災防

犯グループのところで言えば交通安全、土木グループのところが道路管理

者、交通の要となるのが碧南警察、教育委員会が通学路の指定、この４者が

共同となって毎年通学路の安全点検実施しております。ＰＴＡの方々が通学

路を点検しながらこういった危険個所の改善のご要望だとかご指摘が上が

ってまいります。それを交通防犯の立場で何が対策できるか、道路管理者、

歩道設置するのは最終目標かもしれないんですが、なかなかハードの整備と

いうのは進まない、じゃあ今何ができるか。こういったところの少しずつリ

スクを減らすことを繰り返しながらやっておりますが、いずれにしても児童

の安全というのは、完璧を求めるにはかなりの整備をしなければならないも

のですから、より安全が確保できる方策を模索しながら、毎年こういったこ

とは進めておりますので、少しずつでも児童の安全が確保できるように努め

ておる次第でございます。以上でございます。 

会長 ・他によろしいでしょうか。 

会長 ・続いて、基本目標Ⅳの発表に入ります。資料４２ページ、目標（１０）をお

願いいたします。 

地域福祉ＧＬ ＜資料２ ４２～４４ページを基に発表＞ 

・こんなことに取り組みます！（１）生活困窮、介護、障がい、育児など、支

援が必要な人に対し、早期かつ包括的な相談支援を行い、各々の事情に応じ

た支援につなげます。では、ひきこもり等の社会的に孤立している方への支

援として、対象者へ寄り沿う支援員を新たに配置し、支援を行いました。 

・こんなことに取り組みます！（２）その人に合った暮らしを実現するため、

地域の実情に応じて、福祉サービスや地域の支え合いの充実を図ります。で

は、災害時の高齢者、障がい者等の要支援者への支援のため、地域支援関係

者に名簿を配布し、協力を呼びかけました。また、障がい者への支援として、

地域生活支援拠点を設けるため、障害者地域自立支援協議会内に部会を設

け、令和２年度末の設置に向け、協議を行ってきました。 

・こんなことに取り組みます！（３）福祉サービスやふだんの生活を支えるた

めの多様な人材を養成します。では、コロナの影響で取り組みができなかっ

たものもありましたが、介護に対する理解を深めるため、介護サービスガイ

ドのパンフレットを作成し、配布をいたしました。 

・目標達成の進捗状況としましては、B一定の進捗となります。次に、市民意

識調査およびまちづくり指標の進捗ですが、市民意識調査では策定値より

２．１％の減となったものの、まちづくり指標「いきいき広場（総合相談窓

口）を知っている人の割合」では、策定値より３．７％の増となりました。

これは、福祉の総合拠点としての取組みが、多くの市民に認識されつつある

こと、妊娠期から高齢者までの全世代型の相談拠点として機能してきたこと
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もまちづくり指標の増加に繋がったものと考えております。こんなことに取

り組みますの（２）及び（３）のまちづくり指標「高浜市内でボランティア

活動に参加したことがある人の割合」では、策定値より０．９％の減となり

ました。複雑・多様化する福祉ニーズに対応するためには、公的なサービス

に加え、共助である地域の支え合いの充実、そしてそれを支える人材の発掘

や育成も必要となりますが、コロナ禍で、地域関係者との協議が充分に行え

なかったことが指標にも影響したものと思われます。 

・課題として、（１）の取り組みに相談支援の充実を図るため、ひきこもり等

の社会的孤立者に対する支援に、関係機関と情報交換や支援方法の協議する

機会を定期的に設け、支援を行ってまいります。また、ここに記載はありま

せんが、昨年度コロナの影響による生活困窮相談が前年度比で３．３倍にも

増加しました。現在は若干落ち着いてきてはいますが、就労支援や、各支援

制度を活用しながら、今年度も個々の状況に応じた支援を継続してまいりま

す。（２）の地域の支え合いの体制づくりでは、災害時の要支援者に対する

支援に、地域支援関係者と、それぞれの役割について協議を行ってまいりま

す。障がいのある方に対し、２４時間、３６５日の電話相談や、緊急時の障

がい児者の受け入れなど、障がい児者を支える体制の充実を図ってまいりま

す。（３）の地域福祉を支える人材の育成では、若年層やアクティブシニア

層といった新たな担い手の発掘や、介護職のキャリアアップや離職防止に

「介護事業所相互交流研修事業」を実施してまいります。説明は以上となり

ます。 

会長 ・これにつきましてご意見ご質問がありましたらどうぞ。 

委員 ・失礼いたします。生活困窮者への支援が増えているというお話がありまし

た。やはりコロナ禍で普段から生活に困っている方に関しては、より困りご

とが増えている状況かと思います。こういった支援体制の方は手厚くすると

言うんですかね、手厚い方に持っていくと言いますか、そういった支援を構

築されているということでよろしかったでしょうか。 

地域福祉ＧＬ ・困窮相談に関しては、自立支援機関の方で、その人の状況をお聞きして、そ

の人の課題に応じた形で、いろいろな部署も含めて、支援を行っているとこ

ろです。 

会長 ・他によろしいでしょうか。 

委員 ・総合相談窓口ということでいきいき広場があると。例えばとんでもないこと

を聞きに来る人も当然いるわけで、その時に、職員さんがどういう対応をす

るのかなと思っています。総合相談窓口には、あそこへ行けば何とか答えを

出してくれるんだという期待感が非常に大切なような気がするんですけれ

ども、そのための自主学習のようなことは何かされているのでしょうか。 

地域福祉ＧＬ ・自主学習といいますか、相談された方の状況によっていろいろ異なることが

あると思っております。複合的な課題を抱えながら相談に来られますので、
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１つの部署で解決するのではなく、その問題、課題に応じてですね、必要な

部署と連携しながら、会議を開きながら、解決に向けて、支援にあたってい

くという形をとっておりますので、他部署と連携しながら、情報を交換しな

がら進めておりますので、大丈夫だと思います。 

委員 ・こんなことに取り組みます！（１）の目標達成のための主な取組みの①の支

援員を配置したというところなんですけれども。困っている人に対して支援

員を配置されたというところで、困っている人の件数に対して支援員の数が

足りているのかというところが、こなしていくうえで結構大事だと思うんで

すけれども。今連携してというところもあったので、どういう割合にするか

は難しいところかもしれませんが、要は配置した人数に対して案件が多けれ

ば対応ができないものですから、現状は案件と支援員の数と言うか、バラン

ス的に現状はどのような感じなのでしょうか。 

地域福祉ＧＬ ・まず、新たに支援員を配置した、というところなんですけれども、アウトリ

ーチ支援員という名前で配置した、これは、生活困窮の自立支援機関の強化

ということで、例えば、生活困窮の方の相談なり、来られた方もみえるかと

思うんですが、そうではなくて、引きこもりだとか、長期不就労、働いたこ

とがなく外に出られないような方、こういった方を窓口で受けるのではなく

出向いて、寄り添って支援していく職員になります。 

委員 ・役割はよくわかりましたありがとうございます。私が聞きたいのは、案件と、

伴走型だから、支援員の数が足りているのか。現状をお聞かせいただきたい。 

地域福祉ＧＬ ・今そちらの支援員は１名配置をしております。前年度の実績としては２３名

ほど対応をしております。毎日付くわけではないですので、現状としては充

分足りているのかなと思っております。 

委員 ・１人というのは少し大変かなというイメージを持ちました。良いことだと思

うので、充実されていることを祈ります。 

会長 ・続いて、４５ページ、目標（１１）をお願いいたします。 

健康推進ＧＬ ＜資料２ ４５～４７ページを基に発表＞ 

・目標（１１）（１）生涯をとおして健康を意識し、生活の質を高めるための

健康づくり活動を応援します。です。目標達成のための主な取り組みですが、

コロナ禍の中、健康づくり推進委員さんを中心に、自宅でできる健康づくり

活動をテーマに情報誌を作成するなどの普及啓発活動を実施したり、特に高

齢者の方が健康を維持し、フレイルに陥らないよう、健康づくりに関する情

報提供を行いました。市民意識調査では、若い世代、特に１０代２０代の市

民意識調査の数値が落ち込んでおります。このコロナ禍の中で様々な自粛要

請の影響も出ていると考えております。一方で、７０歳代以上は市民意識調

査及びみんなで目指すまちづくり指標（外出・運動）の数値がともに伸びて

おり、広報などで健康づくりに関する情報提供などを行ったことなどで高齢

者の方の健康づくりへの意識が高まっていると考えています。課題と今後の
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取り組みでございます。昨年度は新型コロナウイルスの影響もありまして、

小学校での生活習慣病教室を対面式で実施できなかったんですが年少期か

らの健康教育を引き続き実施してまいりたいと考えております。そして、若

い世代の生活習慣の見直しにつきまして、やはり、特に若い世代はコロナ禍

で運動・活動量が減少していることもあり、健康づくり推進委員さんとも連

携しながら、引き続き情報発信を行ってまいりたいと考えております。 

・（２）高齢者の居場所である「健康自生地」を応援するとともに、担い手と

しての活躍の場を創出します。です。目標達成のための主な取り組みですが、

昨年度、６５歳以上の市民の方の希望者へ、ホコタッチの新規配布を行いま

して、高齢者の健康維持とともに、地域に出かけるきっかけづくりを行いま

した。また、外出機会が少なく、閉じこもりがちな高齢者と健康自生地を繋

ぐ「コグニタウン事業」を継続実施いたしました。市民意識調査及びみんな

で目指すまちづくり指標共に７０歳代以上の方の数値が昨年度と比べて伸

びております。コロナ禍で健康づくりとともに地域の人たちとの交流の必要

性を感じる方が増えている、というふうに考えております。課題と今後の取

り組みでございます。高齢者が家に閉じこもらず、積極的に健康づくり活動

に参加するようなきっかけが必要です。そのため、引き続き健康自生地の魅

力的な情報発信や、コグニタウン事業を継続実施し、閉じこもりがちな高齢

者と、健康自生地を繋げる取り組みを引き続き実施してまいります。 

・（３）疾病を早期に発見し、適切な治療が受けられる「かかりつけ医」を持

つよう働きかけるとともに、地域医療と介護の連携を推進します。こちらの

ほうの目標達成のための主な取り組みですが、地域医療ネットワークによる

病診連携や、在宅医療に関する理解を広めるため、診療時や、市 HPで周知

するとともに、医療・介護関係者の連携を深め、お互いをより理解するため

に、勉強会を開催するなど、在宅医療を支える体制づくりを進めました。市

民意識調査では、１０歳代及び６０歳代の「かかりつけ医」を持っている人

の数値は減少したものの、それ以外の年代は昨年度に比べて増加しておりま

す。また、年代が高くなるにつれて、「かかりつけ医」を持つ人の割合が高

くなっております。特に５０歳代以上の世代の８割が「かかりつけ医」を持

っているとしております。課題と今後の取り組みですが、「かかりつけ医」

を持つことの重要性を各種健診時などに若い世代に周知するとともに、誰も

が安心して医療を受けられる環境づくりを推進するため、医療・介護関係者

の勉強会などを引き続き開催、取り組んでまいります。 

・以上を踏まえまして、目標達成の進捗状況としては、B一定の進捗ありとし

ております。市民意識調査の「一人ひとりの元気と健康づくりを応援してい

るまちだと思う」が前年度より数値が減少しておりますので、それが増加に

転じるように先ほど申し上げた取り組みを実施してまいりたいと考えてお

ります。以上です。 
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会長 ・ありがとうございます。これにつきましてご意見ご質問がありましたらご発

言ください。 

企画部長 ・先ほど回答が保留になっていた質問がございましたけれども。私が調べたと

ころですね、指標の中で出ておる製造品の出荷額、これが少し下がっており

ますが、実際これ全国的にですね、統計で８１５地区ですね、それだけある

中で高浜は１３３番目ですね、ご存じだと思いますが愛知県というのは全国

的にも、ものづくりの県でございましてこの製造品の出荷額が全国でもナン

バーワン、次いでが神奈川ぐらいですかね、そんなふうになっています。実

は一生懸命産業の方でいろんな分野をやっているんですけれども、隣の市町

を見ると碧南だとか安城、今調べました刈谷等はですね、２桁なんですねそ

れが。碧南は７９位、安城は１９位刈谷では２６位ということで、おそらく

統計の中身を見ていきますと、市民アンケートの結果では５０代４０代の人

が非常に少ない、というような結果も出ていますので、おそらくそういった

ところで、決して高浜市が悪いわけではなくて、近隣が良い、特に愛知県全

体で見るとということで、そういった結果が２０数％ですかね、そういう形

になっているんじゃないのかなというふうに思います。以上です。 

会長 ・はい、ありがとうございます。 

会長 ・それでは私の方から少し質問させていただいても良いでしょうか。質問とい

うより意見かもしれません。安全安心のまちづくりのところの防災に関わる話

ですが、自治会がやるべきこと、あるいはまち協がやるべきこと、分別はどの

ぐらい整理が出来ているのか。各まち協団体で。なんとなしに自治会にお願い

しますという話、まち協にお願いします、としか文面からは見えないんですが。

これはかなりきちっと詰めていかなければならないと思いますね。それが一

つ。 

・それからもう一つ、目標の（１０）のところで、ここもですね、町内会長、

まちづくり協議会防災担当等の避難支援関係者に要支援者名簿を配布し、とあ

ります。これは民生児童委員も持っている要支援者名簿を渡すということだと

思うんですけれども、現実にはですね、自治会町内会もしくはまち協、どのよ

うにこれをお預かりして、そして具体的にお助けに行くのか。ということのシ

ミュレーションもしくは訓練はなされているのかどうか。さらに、福祉避難ス

ペースを設置してもらえるように取り組んだとありますが、福祉避難スペース

の設置なんてこれ必須課題ですよね、設置してもらえるように取り組んだとい

うのは、なかなか理解がまだ深まっていないということなのかもしれません

が。であるとするならば、障がい者、もしくは要支援の対象となる人たちに対

するケアのあり方、あるいはそれに関する実技訓練というものが、必要なんじ

ゃないのかなと。それをどのぐらいされているのか。というのが気になります。 

・もう一つは、避難所を設営した時にまず問題になるのが、女性に対する避難

スペースの扱い。例えば授乳、子どもの授乳するスペースはどう確保するかと
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か。要支援者だけじゃないわけですね。それとか洗濯物を干す場所とか、それ

からトイレは別々にちゃんとできるのかとか、そういう時の訓練はどのぐらい

できているんでしょう。ちょっとお答えいただけますか。 

防災防犯ＧＬ ・防災のところからお答えさせていただきます。地域での役割というところは

市の防災訓練を通じて、大規模災害が発生した時には行政の力は微力だと。

発災時は地域の方で個人の自助、地域の公助に頼るしかないということはし

っかりお伝えして、それが故にまち協・町内会、各指定避難所となる小学校

区に防災訓練をお願いしております。これは、市の職員で当然避難所班とい

うのがございますが、ここのマンパワーはかなり小さなものですので、地域

の方のお力をいただいて、避難所を開設する、運営する。そういった訓練を

お願いする中で、どのような運営をしていくのか、昨年ですがたかぴあのほ

うで避難所づくりという訓練を地域の方にご参加いただいて、こういうふう

に開設をいたします。コロナ対策はこうします。トイレはどんなふうに考え

て、授乳スペースはどのように考えるか、というのを少しずつ進めている現

状で、全小学校区が一斉にそこにはまだ至っていないので、これは今後早急

に進めていく必要があるかなというふうに考えております。 

地域福祉ＧＬ ・要支援者の関係のご質問で、当然災害時にですね、要支援者の避難というの

はどうしても地域の方々の協力が必要になってくるということで、実際に各

地域の方に出向きまして、要支援者名簿をお渡しして、支援する方の、避難

支援だとか、情報伝達・安否確認この３点について、地域にお願いをしてい

く。その役割について、去年はなかなか進めていけなかったんですが、今年

についてはですね、その辺のところを具体的に、協議しながら進めていくん

ですけれども、地域によって進捗状況が異なりますので、地域の個々の状況

に応じて、協議しながら進めてまいります。 

・それから福祉避難所の件なんですけれども、令和２年度は４施設また新たに

協定を結びまして、２年度末では１７、今年さらに協定を結びまして現在で

は１８施設の福祉避難所を設置しております。先ほど福祉避難所のお話が出

ましたが、福祉避難所を開設するにあたり、担当者と協議を進めているとこ

ろですが、発災から開設にあたるまでの間、問題点を洗い出しながら進めて

いるところですけれども、去年の段階ではですね、発災から開設にあたるま

での間のいろいろな課題・問題点を洗い出している。当然その施設には利用

者さんがみえるので、まず利用者さんの安全確保をして、その後建物の被災

状況だとか、そういったことを確認しながら、それをクリアされれば、じゃ

あ何人ぐらい受け入れられるのかとか、そういったところですね、去年、開

設するまでの課題を協議して進めている段階でございます。具体的に、訓練

までできれば今年、数施設のモデル的に受け入れの訓練もしてみたいという

協議をしているところです。 

会長 ・努力されていることはよくわかりました。意見と要望になるかもしれません
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が、せっかくまちづくり協議会が５つも出来ていて、各学校区にあるわけで

あって、そこの協議会が中心になって、小学校の避難所を運営するのかどう

か。その辺りを毎年１回は実技訓練をおやりになることが必要ではないかと

私は思っています。いろいろな事情があるからなかなか、なんて話をしてい

るうちに、災害はやってきますからね。それから東海地震とか、南海大地震

の話だけじゃなく、今日では線状降水帯の恐怖というものも皆さんご存じで

すか。道路が川になるんですよね。私も経験あるんですが、時間降雨量８０

ｍｍを経験したんですが、海抜２０ｍぐらいのところにある私の街の道路

が、大阪に向かって水深５０ｃｍぐらいの川になったことがあります。大阪

国際空港は瞬間的に水没しました。湖になってしまったんです。２日ほど。

それぐらいの恐ろしい雨が降ります、今はもう８０じゃないんです。２００

っていう歴史的な降雨が起こっているんですね。そうなったときにどうなる

かということを想定して、訓練しておかないと、もう間に合いませんよとい

うことを申し上げているわけです。ですから、住民自治でそれをなんとかし

のいでいくことが大事だとおっしゃったその通りなので、行政の力は主導権

発揮できません。その時に住民が地域の力を挙げてお互いを守り合うという

訓練をしていただきたい。 

・その後に弱者と言われる要支援者をどう守っていくか、福祉避難所の方に逃

げてくださいだけじゃいかないケースもあるでしょう。そうすると、障がい

者をお守りしていく、みんなと一緒に避難していくということを地域の人が

しなくちゃいけない。障がい者を見たことがないという人は困るわけです

よ。身体障がいだけじゃない知的障がいもいる。そういう人たちに付き合う

ということが出来ていなければ、避難訓練も出来ないわけですよね。だから

これから進めますじゃなく年に１回絶対にやってください。定期定例でやっ

ていただく。運営できる人も毎年変わっていくわけですよ。卒業していくわ

けですよね。だんだんリーダーが増えるようにしなくちゃだめだと言ったの

はそういうことで、ストック形成しなくてはもう間に合いませんよと申し上

げている。そうするとね、生涯学習もね、お遊びの生涯学習ばかりやってい

てはだめなので、避難所を運営するにあたって人との付き合い方、障がい者

との付き合い方、男女共同参画の基本的なマナーぐらいはわきまえておかな

いと、避難所運営したとたんに「女の人、集まってごはん焚いて」みたいな

ことを言い出すリーダーが出てきたらもう終わりなんですよ。その時期がも

う迫っているから、危機感を持ってやっていただきたい。担い手になるのは

まち協と自治会しかないんだから。そのまち協と自治会との間でこれはまち

協やってくれ、これは自治会やってくれという感じでキャッチボールをやっ

ている暇はないんですよ。交通整理をされるべき時がきていると思います

よ。ちょっとさっき聞いていてね、なんかゆっくりしすぎているなと。もう

大災害は目の前にやってきますよ。私は阪神淡路大震災を経験しているから
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申し上げるんです。その後大阪北部地震も経験しました。高槻を中心とした

ね。このぐらい揺れました。だから皆さん本当にね、明日くるかもしれない

という危機感を持ってね、まち協と自治会にその危機感を共有してもらっ

て、住民で戦うんだということをもうちょっと徹底されたらどうでしょう。

防災に関してはそれをちょっと私は申し上げたかったということです。以上

です。 

委員 ・９月５日の総合防災訓練に向けて準備を始めているんですけれども、先日打

ち合わせをやったときにですね、町内会加入率、５０％ちょいですね。未加

入者も災害が起きたときにはいるわけですよ。当然そういう方には声をかけ

られない。普段の訓練に参加していないから。そういうことが起こってきま

すね。 

・それから、先ほどから出ている要支援者名簿、これも要支援者名簿というの

は全員登録されているわけではない。あくまで、私は要支援者であるという

ことをオープンにされて良い方しかいないんです。だけど、助けなきゃいけ

ないのはそのひとたちも助けないといけないわけですね。そういう人たちを

どうしていくのかっていう考えが今、町内会に加入していない人、要支援者

名簿に載っていない人、そういう人をどうすればいいのかっていうのが、今

訓練のときどうしようかということで、かなりそれに時間を費やしてわいわ

い話し合ったけど、まあ行政の方からちょっと何もないんで何とも言えない

ねというところで終わったんですね。 

会長 ・それはね、全国的に問題になっています。お手上げ方式で、私は助けてくだ

さいね、一人暮らしです、体に障がいもあります、ということの名簿がまず

は出てきます。ところがそれを言わない人もいます、あるいは言えない人も

います。民生委員はそれをおさえて、名簿として持てない場合どうするのっ

ていうとやっぱり助けに行かないといけない。そうすると、個人情報保護の

研修を受けておかなければならないわけですよ。知ってはいるけど、その人

が一人暮らしであることは言いませんと。いざというときにその情報は使い

ますと。個人情報の保護のための研修を受けた形で、ネットワークを形成し

なければならない。それをしない限りはお手上げされた方しか救えないんで

すよ。そういうこともきちっとやっていただきたい。防災という点では。特

に障がいを持っている人のデータというのはなかなか出にくいですからね。

ご本人の意思を確認すると伝えてもらっては困りますという人が多いんで

すよ意外と。むしろ情報が漏れたら怖いからとかね。周りを信用していない

人もいますから。そういうことに対してどうケアするかという非常にナーバ

スな問題も絡むので当然個人情報保護に関する研修も受けていただかなけ

ればならない。その情報を扱う当事者として。そういうこともシステム構築

しておかないと、ということです。 

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、
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個々の目標に対してでも結構です。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ます。で

は杉本委員から。 

委員 ・よろしくお願いします。第１回お休みいただきまして、その前に市役所の方

から会議に入る前の説明を丁寧にしていただきました。その時に初めて気づ

けたことがあって、それをお伝えしようと思います。何に気づいたかという

と、市民意識調査の配布数と有効回答数と有効回収率というところで、第１

回推進会議資料１というところにあるんですけれども、２５００配られてい

て、私今回当たった人なんですね。実際これを答えたところ、この会議も何

回か出させていただいてまして、まず第一印象は、このアンケートで、パー

センテージとか動向を議論していたんだな、ということにまず気づきまし

た。その割には、有効回収率っていうのが３８％しかないんですね。半分以

下で、その回収率の低いところで今日も、まちづくり指標だとか市民意識調

査の数だとか、それが７０何％とか２０何％とか言っている。でも分母とい

うか、回収されている率がとても低いということは、一生懸命やっているの

にちょっともったいないな、ということに今回初めて気づきました。なので、

小中学生のほうの回収率っていうの今回タブレットを使用されたというこ

とで、普段の学校でやるので回収率っていうのは９９％。なんとかこの回収

率が上がる工夫っていうのをされていってはどうかと思いましたので、それ

をお伝えさせていただきます。以上です。 

委員 ・災害発生時に一番大事なのはやはり自助、自分のことは自分で守ろうで、や

はり２番目に共助、先ほどから言われておりますように避難行動要支援者の

件なんですが、実は私もまち協のあんしんグループ会議に出ているんです

が、行政さんとまち協、それから町内会、それぞれの考え方が感じられるん

ですよね。非常にこの制度は先ほど先生もおっしゃったように、非常に良い

制度、やらなきゃいかん制度と思っておりますので、もう一回担当グループ

リーダーにはひと頑張りしていただいて、なんとか早期にやっていただきた

いなあと切にお願いいたします。 

委員 ・失礼いたしますありがとうございます。今お話しにありました要支援者名

簿、家族に障がい者がいるので出させていただきました。でも名簿を出すだ

けではなくて、やはり実際に避難行動を当事者がしてみるっていう行動に基

づかないと、絵に描いた餅になってしまいますので、何事も行動に移す、あ

と当事者本人の避難意識の向上も努めていかないといけないなと思ってお

ります。ご多忙かと思いますがよろしくお願いいたします。以上です。 

委員 ・いろいろと先ほどから意見を出させていただいたわけなんですけれども、ず

っと引っかかっていると言いますか、防災に関してはずっと引っかかってい

るんですけれども、我々一般的には権限がないわけです。これ全然法整備さ

れてないですし、避難所も法整備されてないし、結局みんな集まって何かや
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るんだろうけれども、人災になったときに、損害賠償請求されたときに困っ

ちゃうなと。運営しているのが町内会だったら、町内会に損害賠償請求され

ると困ってしまいますなというのはあるんですよ。この心配が。いろいろと

見解の相違とかいろいろありますし、お願いベースでしかないわけですね。

人権の侵害をしちゃいかんわけですから、そういう権限が全くないものがみ

んな集まって何かいろいろするというのは結構怖いなと。また、全く知らな

い人が入ってくると思うんですね。町内会に入っていない何も入っていない

人が助けてくれと避難所に来るわけですね。そういうときにちゃんとルール

を守ってくれるかとか、難しいんじゃないかと。だからもっと具体的に詰め

ていかないと、ただパニック起こして人災ですって言って訴訟を起こされた

ときに困るなと。東日本大震災でですね、大川小学校というのがあるんです

けれども、大川小学校で子どもが７４人亡くなった。あれは自然災害だから

私から言わすとそれはしょうがないと思うんだけれども、最高裁の判決では

ですね、１４億３,６００万支払えと命令が出たわけですね。ですから、そう

いうようなことが町内会が運営してたときに起こっちゃ困るなとかですね、

そういうことを大変心配しているのでですね、本気で防災をやっていかない

といけない、お互いに。行政と一体になってですね。もっと具体的にやって

いかないと。整理してやっていかないとただパニックになって人災になって

しまうんじゃないかと、いう心配をしております。 

会長 ・災害時あるいは避難所関係の法整備がどうなっているかの啓発もお願いし

たい、ということかと思います。善意に頼るだけではだめです。 

委員 ・施策評価シートの話をちょっとしたいと思います。毎年毎年施策を評価され

るわけで、書かれている内容は前年・前々年とそんな大きな違いは当然出て

こないわけです。せっかく課題を出されているので、その課題が次年度どう

変化しているかというのをどこかに書いていただけると、より良い評価シー

トになるのかなというふうに思います。それと、ここに書かれていない新た

な問題は発生しているわけで、それをどこかに出さないと、結局市はここに

載っていることしかやっていないように見えてしまうので、それはもったい

ないと思います。書き方を変えればよいかという話も当然あるのですが、単

に評価シートをまとめただけじゃないよというのが伝わるようなものが欲

しいなと思いました。以上です。 

委員 ・ありがとうございました。今日参加して、どれほどの市民が防災に対して危

機感を意識しているんだろうかっていうのが、私も改めて感じて。日々の生

活に負けてしまってそこまで防災のことを意識していなかったなっていう

恥ずかしさもありますし、きちんとみんなが気にする高浜市民に染まるとい

いなと思いました。 

委員 ・他の委員も言ってみえるんですけれども、町内会に入っていない人がだんだ

ん増えてくる、うちの周りも新しい家が建ってくる。新しい人はなかなか入
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らないということで、犯罪というか産業や農業や、街はきれいで安心安全、

この安心安全というところがいまいち守られていないんじゃないかなとい

う感じが。やっていることは青パトで夜回ったり昼回ったりしているんです

けれども、コロナでここ１年ぐらいやれなかったということで。ひしひしと、

いろんな新聞や何か見ていてね、犯罪が多いというか。市の方ばかりじゃな

いんだけれども、そういうことに意識してやってもらいたいと思います。 

委員 ・前回と今回でずっといろいろお聞きしているんですけれども、最近の人たち

と自分たち昔の人間ですけれども、考え方が全く違うんだと。要するに人は

勝手に動けば良いじゃないかと。それじゃあ本当はいけないと思うんです

ね。自分も町内会長やらせていただいて、町内会に入ってくださいとお願い

はしているんですけれども。それは私たちには関係のないことだから、それ

は行政がやれば良いという取り方をしてみえる方が多いんじゃないかと。そ

れは育ってきた環境で全部そうなっているのかもしれないですけれども、そ

れを一から立て直さないと、防災や安全や何かでも入る方が少ないのではな

いかなと前回も今回も思いました。以上です。 

委員 ・ありがとうございました。防災、避難所のことなんですけれども、ご存じの

方もいるかと思うんですけれどもうちお寺なんですね。しかも津波がきたら

最初にみんな来てしまう港学区のちょっと高台にあるところなんです。やっ

ぱり避難所になる可能性というのはすごくいっぱいあると思うんです、それ

で、さっき言っていたリーダーのどなたに連絡をすれば良いのか、どういう

ふうにすれば良いのかなというのをずっと考えてきて、この防災リーダー養

成講座を受けられた方の名簿、もしあれでしたらうちの地区だったらどなた

に連絡して、ひとが集まったときにどうやって避難所を運営していくのかっ

ていうのを、これから教えていただきたいなと。名簿とか、うちのお寺だけ

かもしれませんけれども、お寺が避難所になっちゃうときに、そのお寺の奥

さんたちがどこに連絡していったら良いのかなっていうのを心配になりま

したので、それを整備していただけると良いかなと思いました。ありがとう

ございます。 

委員 ・先ほど他の委員の目標値の設定については企画部長から話があって、そした

ら先ほど他の委員から３５％とか、そういう話もありましたね。それを聞い

ていて、みんなでまちをきれいにしましょうというところで、省資源や省エ

ネとか、環境に配慮した生活をしている人の割合とか、評価が✕になってい

るんですね。それを見てですね、例えば今の時代にですね、コロナ禍では窓

を開けてエアコンをかけなさい、しかも夜だとエアコンを切ったら途中で目

が覚めちゃう。たまたま知り合いでつい２、３日前に亡くなった方がいて、

やっぱり昔の人間なもんで電気代がもったいないからと言ってエアコンつ

けてなかった、朝になったら熱中症で死んでいた、という実態なんですけれ

どもね。結局、省資源や省エネといっても、環境とか価値観が変わってきて
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いるんじゃないかと。先ほど３５％を考えたときにそれを評価して良いのか

なという感じがしてきたので、評価ということについても少し考え方を変え

ていかなければならないのかなという感じがしました。 

会長 ・それではみなさんの意見をお聞きいただいたうえで副市長からも一言。 

副市長 ・貴重なご意見ありがとうございました。私からはまず、まちが元気になって

いるかが２０％台と、ここのところは厳しいなと思っておるところなのです

が、資料の中でやっていることの関係者というのはごく一部なので、これを

進めたからと言ってこの数字は良くならないだろうなと思いました。以前も

申し上げましたけれども、企業誘致と人口増で大幅な税収増を図っていくと

いうことが、元気なまちになると、いうことに繋がっていくのかなと思って

おります。 

・それと生ごみの水分を飛ばすこと、やはり重さですので、水分を飛ばしてい

ただくと減量になるということが昔からわかっていて、進めているんです

が、なかなかそうなっていかないという部分もありますのでもう一度力を入

れます。２０数年前から生ごみ処理機の補助を今も続けているものですか

ら、それもご活用いただければなと思います。 

・防災リーダーの登録制、これよく考えるとうっかりしていたなと思いまし

た。防災リーダーのステップアップのためにも、こちら参考にさせていただ

きます。それと、ハザードマップが新しくなり、マイタイムラインを作って

いただくことを進めています。ぜひご家族の方でいろいろ考えながら、一つ

作っていただくとですね、良いんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ

活用をお願いしたいと思います。 

・最後に福祉の総合相談窓口でございますが、先ほど答弁したリーダーとは違

うんですが福祉まるごと相談グループというのもありまして、必ずそこがワ

ンクッション置いて大枠をつかんで、専門機関に繋げるというそういう役目

を果たしているグループがありますので、よろしくお願いします。私からは

以上です。 

会長 ・皆様から大変貴重なご意見いただきましたのであえてまとめるということ

は申し上げませんが、これからの総合計画のあり方を改めて、ご批評と言い

ますか、ご評価の中で痛感しました。一つは、総合計画というのは自治体全

体の計画ではないわけで、住民自治と、団体自治である行政と両輪になって

いる行政計画であるべきですよね。その中で住民一人一人が個人としての自

覚で家庭的にやるべきことをこなしていくと、たとえばごみの水分を飛ばす

なんてことは地域のやることじゃないですよね、家庭レベルですよね。そう

いう自治もある。自治会レベルの住民自治で頑張ってもらわないといけない

こともある。自治会レベルでは歯が立たない、小学校区単位のまち協レベル、

中域レベルと言うのかな、そこから中域広域といくときに、役割分担をもう

少し整理する必要があるのかなと。それに役に立つような、総合計画の役割
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分担をしていくべきかなと私は思っています。何もかもが役所の仕事だと思

い込んでいる市民に気づいてもらわないといけませんよね。個人でもできる

ことがあるでしょうと。近隣でできることあるでしょうと。それから、小学

校区レベルのまち協でないとできないこともあるでしょうと。そういったこ

とが見える総合計画にしていく必要があるのかなと。それから出来たらまち

協レベルの仕事をやることによって町内会に入ろうか、というきっかけにな

るような。まち協の活動というものも開発する必要があるのかなと。そうい

う良い循環になるような、そういう総合計画が作れたら良いかなと思いま

す。 

・それと、暇とか体力が余っている人がやるようなイメージが強い生涯学習

も、もう少し方向転換をして、総合計画の役に立つような学習とか、自治会

のために役に立つような学習とか、例えば今日出ました個人情報の保護とい

うことに関してはどういったことに気を付けなければならんのか。といこと

は役員全員が勉強しておかなければならない時代ですよね。そういう学習機

会をきちっと提供するということ。環境学習もやる、人権学習もやる、そう

いったことをしなければ、先ほど他の委員がおっしゃったように下手をする

とですね、役員が民事上の損害賠償請求を負わざるを得ないなんてリスクも

ありますので。そういうことのリスクを避けていくためにも学んでおかなけ

ればならないことはたくさんあるわけで。生涯学習が暇と金と体力がある人

の余暇活動の世界ではもうなくなってきているわけですよ。私たちは空前の

自治の弱体化という現実に直面しているわけですよ。その危機感をもって、

すべての行政資源をそこに。そういう決意を集結しなければだめだという感

じがしますね。先ほどの防災リーダーのストックという話もありましたけれ

ども、地域でユンボとか重機を扱える人がどれだけいるのかということはち

ゃんとストックしておかなければいけません。それから地域で助けてくれる

看護師、保健師の資格を持っている人はどれぐらいいるか。弁護士、公認会

計士あるいは司法書士というのも、いざというときにいろんな意味で助けて

くださいます。そういう人たちの力も必要です。その辺の発想が今ものすご

い求められていると思うんですよ。だから人材ストックをしっかり持ってお

こうとするならばそれをリサーチしてくれるのは自治会ですよね。そこから

データ持ってまち協へと。信州の大災害ありましたね、あの時何が役に立っ

たかと言うと重機を扱える人が分かっていたことです。これはあそこの工務

店の兄ちゃんが助けてくれるということで動いたわけですよね。そういう具

体的なシステムを作らないと。私自身が被災者だから思ったんです。そうい

った危機感を持ってこれからの計画づくりも行っていきたいなと思いまし

た。 

・本日は、時間に限りもあるということで、第１回推進会議の際に送付された

「コメント用紙」に、本日の発言だけでは言い足りなかった点などがありま
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したら、前回発表のあった目標（１）から（５）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します。事務局の方で

は、本日、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、次回８月３０日の第３回推進会議で「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いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

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） 

・お手元にご案内をお配りさせていただいておりますが、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。 

会長 ・これをもって第２回推進会議を終了します。ありがとうございました。 

 


