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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３年９月１０日（金）午後７時００分～７時４０分 

場 所 高浜市役所 市長応接室 傍聴人数 １名（オンライン参加） 

出席者 

委 員 

中川幾郎、川角満乗、菅野洋一、平井吉弘、宮田克弥、神谷坂敏 

（オンライン参加） 

石川多恵子、後藤恵理、杉本ゆかり、横山英樹 

（１０名出席） 

行 政 

高浜市長   吉岡初浩 

（オンライン参加） 

教育長      岡本竜生 

総務部長     杉浦崇臣  

市民部長     磯村和志 

福祉部長     加藤一志 

こども未来部長  木村忠好 

都市政策部長   杉浦義人 

（７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 

      （５名出席） 

次 第 １ あいさつ 

２ 報告 

３ 議題 

１）「施策評価シート」について 

２）施策評価シートの提出文（案）について 

４ その他 

資 料 

資料１：施策評価シート【令和２年度の取り組みに対する評価】【案】 

資料２：第６次高浜市総合計画の推進に向けて【案】 

資料３：施策評価シートに関する質問に対する回答について 
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２．報告 

会長 ・議題に入る前に、委員からご提出いただいたコメント用紙での質問に対する

回答について事務局から説明していただく。 

事務局 ＜資料３を基に説明＞ 

・第１回、第２回の推進会議で言い切れなかったご意見、ご質問についてコメ

ント用紙にてご提出をいただいていた。 

・コメント用紙の中でご質問いただいた事項について回答を作成し一覧表にま

とめた。 

・回答に関する不明点や再度のご質問等があれば事務局に連絡してほしい。 

会長 ・資料３を手元に用意いただき、既に目を通していただいているとは思うが、

再度のご質問等があれば事務局に連絡していただきたい。 

  

３．議題 

１）「施策評価シート」について 

会長 ・議題１ 施策評価シートについてということで、「推進会議の点検・確認結

果」欄の確認に移る。 

・第１回、第２回の推進会議において委員からいただいたご意見を、施策評価

シートⅤ．「点検・確認結果」欄に事務局の方で記載していただいた。その

内容について基本目標ごとに区切って確認していき追記や修正があればこ

の場で確定していきたい。 

・１つの基本目標について３分程度で進めていきたいと思う。オンライン参加

の委員は発言の際はミュートを切って発言いただき、発言しないときは常に

ミュート状態でお願いしたい。 

・まず、基本目標Ⅰについて他に付け加えることはあるか。 

 （意見・質問等なし） 

会長 ・では、基本目標Ⅰの点検・確認結果については、原案のとおりでよろしいか。 

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。 

・新型コロナウイルス感染症対策として、できる限り密を避けるため、本会議

初めての試みであるが、４名の委員と部局長にはオンラインで参加いただい

ている。 

・本日は、これまで実施してきた令和２年度施策評価の締めくくりということ

で、施策評価シートの「推進会議による点検・確認結果」欄の内容について

協議・承認をいただき、推進会議からの提言という形で、施策評価シートの

冊子を市長へ提出してまいりたい。 

・緊急事態宣言下ということもあるので、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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 （異議なし・承認） 

 （以下、基本目標Ⅱ～目標全般についても同様に 

意見・質問等なし、異議なし・承認） 

会長 ・では、事務局は、冊子を完成させていただくようお願いしたい。 

２）施策評価シートの提出文（案）について 

会長 ・施策評価シートの冊子を、この後市長へ提出するが、提出の際につける鑑の

文章の案を事務局が作成したので、事務局から読み上げていただく。 

事務局 ・資料２をお願いしたい。 

第６次高浜市総合計画の推進に向けて 

「第６次高浜市総合計画推進会議」においては、総合計画 後期基本計画に 

掲げる１１目標の達成に向け、令和２年度に行政が実施した取組みが有効な手

段であったか、また、取組みから見えてきた課題を的確に捉え、課題解決に向

けた今後の取組みに反映されているかなどについて「点検・確認」を行い、別

添のとおり「第６次高浜市総合計画基本計画【後期】施策評価シート〔令和２

年度の取組みに対する評価〕」をとりまとめました。 

つきましては、将来都市像「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族た 

かはま」の実現に向けて、その歩みを着実に進められることを切に願います。 

会長 ・ただいま、読み上げていただいたが、言い回し等、直した方がいいといった

ご意見があればお願いしたい。（意見等なし） 

・では、原案どおりということでよろしいか。（異議なし・承認） 

会長 ・それでは、これから施策評価シートの提出となるが、提出にあたって委員の

皆さんの想いを受けて取組みを進めていく行政へのエール、感想でも結構だ

が、皆さんから一言ずつ述べていただきたい。 

委員 ・４年間だったが、行政の努力している姿や市民として分かっていなかったこ

とがたくさんあったので、それがわかったことが私にとって勉強になったし

良い経験になったと思う。みなさんに本当にお世話になった。これからも市

にはお世話になると思うが、よろしくお願いします。４年間ありがとうござ

いました。 

委員 ・行政側のしていることと、住民の目線からの意見が出る会議に参加すること

ができ大変光栄であった。行政側は高浜市をよりよくしていくためにどうし

ていくべきか、たくさんの年代の住民にお願いすることがあって、それをう

まく伝えていかなければ、住民の行動を変えていくことにつながらないとい

うもどかしさを感じた。行政と住民がつながる場も大事にしつつ、まち協や

町内会といった団体も大事にしつつ、一人でも多くの住民にこの思いが届く

ことを願っている。ありがとうございました。 

委員 ・この推進会議を通して、意識調査の回収率の低さに驚いた。内容を深く深く

掘り下げてどうしたらいいのかと、次につながる会議を何回も繰り返して行

っている濃さに比べたら回収率は低いので、それを知った今回の会議はある
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意味ショックなところがあった。第７次と続いていくので、苦労や努力が身

になるように、回収率が上がるように、工夫や協力ができたらいいと強く思

った。毎回参加して勉強になることももちろんだが、いつも思うのは紙面上

のことだけではなく、実際自分が生活している中でどう生かされているの

か、どう伝えられるかをいつも考えているので、紙面にないことももっとあ

がってくるといいし、紙面のことが実際に行われるようにと思っている。今

後もよろしくお願いいたします。 

委員 ・すごく短期間でまとめていただき、やればできるんだなというのが実感。そ

れから、行政評価と推進というのがよくわからない気がしている。行政評価

は年度評価なので今の評価シートでいいと思うが、次に推進会議で何を提案

したらいいのかというのがでてこない、みえないというのが残念。通常１年

かけてやるところを数か月でまとめたというのは、やればできるのかなとい

う気はしているが、その分行政は大変だったんだろうなと思うので、その点

には敬意を表したいと思う。 

委員 ・みなさんご苦労様でした。令和２年度はコロナの影響でいろんな問題がどこ

かにいってしまったという感じがしてしまい、高浜市の周年事業もほぼ全滅

ではないかという気がしている。その中で行政の人達は頑張ってやってくれ

て、これだけの結果を出してくれたことはありがたい。今後もこのような状

況が続くかと思うが、早くコロナが終わって、本来の行政としての仕事を進

めていただきたいと思う。 

委員 ・高浜市の基本はこれでできあがり、地域は地域で地域計画を作成している。

市のほうに知恵を出していただき、よりよい高浜を作っていきたいと思って

いる。よろしくお願いします。 

委員 ・行政は資料の作成等お疲れ様でした。今回の資料も最後まで目を通した。本

当に分かりやすくまとめていただいている。目標ごとの推進会議の確認結

果、目標全般に関する内容といったところは第７次高浜市総合計画を策定す

るにあたっても、大変大事なことが出てきている。まち協や町内会の役割だ

とか、町内会未加入者の扱いだとか、要援護者のことなど、そういった問題

がたくさんでてくる。第７次総合計画を担当する行政の方々には、ぜひ次の

方にそういったことを、点検と確認結果に記載されていることをもう一回し

っかり熟読していただきたいなと思っている。 

委員 ・長らく高浜市推進会議に携わらせていただきありがとうございました。この

会議に参加する前は高浜市のことはわからなかったが、会議のおかげで地域

のことなどいろいろ勉強させていただいた。行政の方々はコロナ禍という状

況下でいろいろと仕事をまとめたのは良かったのではないかと思う。財政の

健全化については立派にやられていると思う。ただ、行政は企業とは違うの

で、アプローチの仕方について今後欲を言えば、財政の安全保障について考

えてほしいと思う。それと、ずっと気になっているのが「産業を活性化して、
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まちを元気になっている思う」人がだいたい２７％と、これが本当に若者に

希望を持ってもらえるのか、若い人がまちの外に出ていってしまうのではな

いかなと思う。国勢調査だと 4,300人ほど転出している。これは若い人では

ないのか。これを止めないと、せっかく地域に根ざしているのが冷えていっ

てしまうのではないかと思うので、行政と一緒になって考えることができれ

ばいいなと思っている。諸々あるが、今後も行政は頑張っていただきたいと

思う。 

副市長 ・細かいところまでいろいろとご指摘いただきありがとうございました。役所

の仕事というのは住民・福祉の増大を最小経費最大効果でやっていく、そう

いった大きな目標がある中で、その進捗を市民のみなさんにわかっていただ

きたいということで、いろんな指標があって、その指標を向上させるために

こういったことをやっていくということでお示しをしたいということでは

あるが、そのための対策なのかという指摘もあり、確かにそのように感じる

ところもある。今後も試行錯誤して、みなさんにできるかぎりわかりやすい

指標をお示しのうえ第７次総合計画も進めていきたいと考えている。無事に

市長に対して点検確認結果を提出できることを、重ねてお礼申し上げる。 

会長 ・高浜市の総合計画の作り方は熟度が高いと感じている。構造的に行政の方々

がきちんと理解されていると思うが、まず現状分析が正しいのかということ

を第７次総合計画では問い直したい。今までやってきた流れのうえに立って

現状を書いているという総合計画が他の自治体をみると結構多い。そうでは

なく、今現在の現状分析をきちんとしてほしい。そこから課題を滲み出させ

てほしい。現状分析から課題を滲み出させるための市民意識調査であると

か、学生へのアンケート調査であるとか、意識というのはデータとしては危

ない。社会が不景気になれば意識は下がり、悪くデータが出てしまう。なん

でも行政に責任があると思っている人もいる。意識ばかり追うのではなく、

行動を追いかけるということも考えてほしい。目標の設定も大事で、現状分

析・課題・調査・目標設定が全部連動して科学的ある必要がある。 

・高浜市の政策課題としては、まち協がこれまで頑張ってくれていたが、実際

は人材の入れ替えの時期に来ている。これはやむを得ないことで、高齢化に

伴う幹部の入れ替えというのはどこにでも起こっている。これに対する危機

感をもたないといけない。それをまち協任せでいいのか、むしろもっと行政

の資源を援護射撃として、次々とまち協の担い手となる人材を生み出してい

く政策開発が必要だと思う。それにむけての危機感と行政側の施策的な支援

というのがよくみえないなと。次の総合計画では危機感をもって事業を起こ

さないといけないと思っている。 

・団体自治としての行政の政策について、これまでやってきたことは間違いで

はないと思っている。ただ、今現在の章立て、施策の部局別の枠組みでいい

のか。もっと思い切ったマトリクスを考えて、政策の複合化を考えていく必
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要があるのではないかと思う。たとえば福祉部は福祉のことだけでいいん

だ、ではなく、もっと医療と絡めて考えるとか、保健・ヘルスと絡めて考え

ていくとか、政策マトリクスを追求し立案できる職員文化をつくっていく必

要がある。国の真似をして縦割りの専門性を追求するのではなく、よその部

局と横断的に話し合いができるような柔軟な思考法と調整力をもった職員

を育てていけるような職員文化にむけての総合計画の設計をするべきでは

ないかなと思っている。団体自治として、これまでの枠組みの中では高浜は

すごい頑張ってきている。ただ頑張りすぎた面があって、非常に危惧してい

ることは、職員の数が少なすぎる。仮に大災害が起こったときに今の職員数

で太刀打ちできるのか、という不安を感じている。もう少し、たくさん職員

がいてもいいのではないかと私は思う。改革というのはケチをする、職員を

減らすということではなく、仕組みを変えること。行政の仕組みを変えるた

めに財政の仕組みをどう変えるか。今までは財政の効率性を上げたり、コス

トを下げたりして行政の仕組みを変えることばかりやってきた。これが改革

の失敗だと思っている。ところがマスコミや政治がこれを良しとしてしまっ

たため、みなさんとんでもない被害を被ってしまった。財政改革のための行

政改革という時代は終わった。むしろ行政改革のために財政の仕組みを変え

るという発想がこれからは必要になってくると感じている。 

事務局 ・それでは市長へシートの提出をお願いしたい。 

（会長：提出文を読み上げて市長へ渡す） 

（渡しているところの写真撮影） 

・市長から、委員の皆様にお礼を申し上げる。 

市長 ・昨日４期目に就任させていただいた。ありがとうございました。（拍手） 

 みなさんからのいろんなお言葉をいただいて、みていると、実は驚くような

話が出ている。この計画はそもそも高浜「市」の計画で、我々行政がやるべ

き事、地域がやるような事、それぞれ個人ができることが盛り込まれている。

それでなければ推進できないことがいっぱいある。Do の対象はだれかとい

う話があったが、まさに行政であり地域であり個人であると。なかなか気づ

かない部分もあるが、消防にしろ交通にしろ、専門の組織だけではできない。

交通安全の啓発活動は議員さんもお手伝いいただき、街角に立っていただい

ている。消防では、消防団の人たちが一生懸命やっている。それで地域が守

られている。そういったことを忘れてはいけないなと思う。第７次総合計画

も前例にとらわれず、どういう視点をもってやるのかということをしっか

り、今までを振り返りながら考えていきたいと思うので、今後ともみなさま

のお力添えをお願い申し上げる。ありがとうございました。 
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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 ・今年度の推進会議はこれで終了となる。次年度のスケジュールについては、後

日作成し送付する。 

・例年、１年間の推進会議が終了した後懇親会を行っているが、愛知県で新型コ

ロナウイルス感染者が急増しているため、開催を見送ったのでご理解いただき

たい。 

会長 ・これをもって第３回推進会議を終了する。 

 


