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第７次高浜市総合計画審議会（第８回） 会議録 

日 時 令和４年９月５日（月）午後７時～７時４５分 

場 所 高浜市役所 会議棟 傍聴人数 ０名 

出席者 

委 員 

中川幾郎、水野輝久、前川勉、宮田克弥、杉浦秀敏、神谷章一、 

畠孝二郎、酒井幸代、中川健二、坂本直敏、新美純子、横山英樹、 

深谷直弘 

※新美委員は ZOOM によるオンライン参加（１３名出席） 

行 政 

市長      吉岡初浩 

（１名出席） 

事務局 

企画部長    木村忠好 

総合政策グループ   リーダー 榊原雅彦 

   同       主 査  祖父江佑介 

   同       主 任  多武利康 

同       主 任  柘植一馬 

同       主 事  村松邑馬 

同       主 事  嶋本花凜 

   同       主 事  東端佑奈 

   同       主 事  杉浦功暉 

       （９名出席） 

次 第 

１ 開会 

２ 議事 

１）第７次高浜市総合計画（案）について【審議】 

２）総合計画に挿入する写真の選定について【審議】 

３）今後のスケジュール（案）について【報告】 

３ その他 

資 料 
参考資料１：第７次高浜市総合計画（案） 

参考資料２：高浜市しあわせ写真について 
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２．議題 

１）第７次高浜市総合計画（案）について【審議】 

会長 ・それでは議題１「第７次高浜市総合計画（案）」について、事務局からご説

明お願いします。 

事務局 （参考資料 1「第７次高浜市総合計画（案）」に基づき口頭にて説明） 

会長 ・全体にわたって修正していただいた結果がここに出ております。 

・何かご意見・見落としがあるところがあれば、ここでご発言くださればあり

がたい。 

委員 ・２０ページの地域展望のところで、高取小学校区の将来像のところ。目指し

ますという部分が、全て平仮名になっていて、他は全て漢字になっている。

統一した方が良いと思うが。 

会長 ・区分のところで「目指す」が漢字になっているのも含めて全部直すか。 

事務局 ・全体を統一させていただくように修正させていただく。 

会長 ・平仮名に統一しますか。 

事務局 ・一度全体を見させていただいて、どちらかに統一する。 

会長 ・この場合は各章ごとにある「この施策が目指す 5 年後のまちの姿」これも一

緒に連動するので、直すかどうかご判断ください。 

会長 ・ほかにございませんか。 

・今まで何回も議論してきて、かなり精密にチェックしていただいているの

で、ほぼないかと思いますが、言葉・文字の使い方については念のためにも

う一度事務局で表記統一をお願いします。 

委員 ・２６ページの１０代、２０代から５０代は全角に変えていただいているが、

《現状》の中の５行目の「２０代」が半角である。 

会長 ・ポイントを合わせておいてください。 

・ほかはよろしいか。 

委員 ・４６ページの一人ひとりにできることについて。「かわら美術館の魚を数え

てみる」とはどういう意味か。 

事務局 ・かわら美術館の魚を数えてみるというのは、ディズニーランドの隠れミッキ

ーのように森前公園の地面に魚が埋め込まれている。これを数えてみては

どうかという意見が市民会議の中で出てきた。注釈をつけさせていただく。 

会長 ・ほかによろしいか。 

事務局 ・委員からご発言があるそうです。 

１．開会 

（会長あいさつ） 

・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８回高浜

市総合計画審議会を開会する。 

・いよいよ仕上げにかかっておりますので、ご検討・ご意見よろしくお願いします。 
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委員 ・２９、３０ページの多文化共生について。目標を測る指標を直していただき

うれしいが、多文化共生にはＬＧＢＴの人たちも含まれている。この指標だ

とＬＧＢＴの人たちが入っていないが良いか。 

会長 ・これは用語集をつけるという話であったか。 

事務局 ・用語集をつける。 

・今質問いただいたのは、ＬＧＢＴ部分で指標が取れないのではないかという

ことだと思う。 

委員 ・私としては外国籍の人たちが注目されて非常にうれしいが、それだけでいい

のかと思った。 

事務局 ・ただいま委員からご質問いただきましたのは、２９、３０ページの多文化共

生の目標の達成度をはかる指標の部分で、ここは外国籍の方のみならず、性

的少数者、ＬＧＢＴの関係も入り込んでおりますので、そこの部分の指標は

無くていいですかというようなご質問だったかと思う。私たちとしては、Ｌ

ＧＢＴも進めていくが、まずは外国籍の方のところで指標を取らせていた

だけたらと思う。今後必要が出てくれば、そういったところも加味してい

く。 

会長 ・いかがでしょうか委員。 

委員 ・大丈夫です。 

会長 ・それではそのようにお願いします。 

・ところでこれはＬＧＢＴＱとしなくて良いか。 

事務局 ・今ですとＬＧＢＴＱというところまであると思いますので、そのようにさせ

ていただきます。 

会長 ・直しておいてください。 

・ほかにありませんか。 

委員 ・多文化共生のところで２９ページ課題の「日本語も母語」というところ。こ

れは母語というのが一般的なのか。 

会長 ・母語と母国語は違う。 

委員 ・自分の親の言葉をまねるのが母語か。 

会長 ・母国語とは自分の所属する国の言葉。母語は自分が育った言葉。自分が生ま

れつき持っている言葉。 

・国際交流施策の世界ではよく言われることですけど、定義はしっかりしてい

ますから大丈夫です。 

・脚注を入れることは可能か。 

事務局 ・取扱いに差異が出ないように入れさせていただく。 

委員 ・２２ページの上から４行目、「方策・手段（こんなことに取り組みます）を 

本掲げています。」のところ。「本」の前は数字が入るのか。 

事務局 ・本日、個別目標まで素案として確定したら「こんなことに取り組みます」の

数が確定するので、ここに数字を入れさせていただく。 
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委員 ・２３ページの左側の「５年後の目指すまちの姿の実現に考えるあたり、」の

ところ。文章が少し変でないか。「実現を考えるにあたり」ではないか。 

会長 ・委員がおっしゃるように「実現を考えるにあたり」に変更しましょう。 

委員 ・５０ページの「産業」のところ。指標のところで「高浜市商工会が実施する

経営支援件数」とあるが、多い方が望ましいという意味でここに掲げられて

いるかどうかを確認したい。 

・令和２年度は経営支援件数がものすごく増えている。これが実はコロナの支

援の関係で増えている。実際にコロナがなかったら件数的にどうなってい

たかは分からないところがある。２０２７年に向けて経営支援件数が増え

ていくということが、良い意味で高浜市と商工会が協力をして伸ばしてい

くという意味なら良いが、変な意味でとらえられると心配だと思い、ご確認

させていただきたい。 

事務局 ・本日担当グループがいないので詳しくはお答えできないが、一般的に経営や

創業の意欲のある方についての相談をより多く受けていきたいというとこ

ろで担当部局としては掲載させていただいているつもりだが、委員がおっ

しゃったような観点も出てくると思うので、一度持ち帰らせていただき、今

回の素案の中ではそうさせていただく中で、今後もパブリックコメント

等々行っていくので、それも含めて検討させていただく。 

会長 ・今のところは事務局に一任していただいて良いか。 

委員 ・はい。 

会長 ・他によろしいか。 

・今出たご意見のように、今回完全に確定させているわけでなく、もう一度事

務局で原課にフィードバックして確認を取っていただきたい。 

・今出た経営支援件数について、行政も協力していので増えることが望まし

い。アクションをかける機会が増えることは活力を増やす意味で良いこと

であるが、反面、苦しんでいる企業が増えれば増えるほど支援件数も増える

という面もある。例えば、病院での治療件数が増えることと同じ。これが妥

当な評価指標であるかどうかはもう一度考えた方が良い。ゼロベースから

考えたらこれはすごく良いこと。徐々に支援できるようになりましたよと

いうのは行政施策として増えていくということで良いこと。 

・他にございますか。 

委員 ・４９ページの課題の上から二つ目について。「人口減少等の環境変化に応じ

た支援をする必要があります。」とある。総合計画は１０年計画である。そ

うすると２０３５年まで高浜市の人口が増えていくと書いてある１６ペー

ジと矛盾が生じる。ただ単に日本人口が減少していくということもあるの

でそういう意味か。 

事務局 ・こちらも本日担当グループがいないので詳しくはお答えできないが、高浜に

限ったことではなく、全国的なところでの人口減少。産業の部分なので、経
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済に与える人口減少を見据えた書きぶりにさせていただいていると判断し

ている。 

会長 ・高浜市が特殊である。全国の中でも際立って人口が減らない。他の市は前か

ら皆減っている。そういう環境を言っているということですね。 

・他にございますか。 

・もしまだこれは大事だっていうところ、お気づきのところがあれば、今週中

ぐらいにお申し出いただけたらまだ直せると思います。 

・それを過ぎましたら、もう一度先ほどの手続きを踏んで原課にフィードバッ

クをして、確認を取り、説明会の原稿とするという運びになります。 

 

２）総合計画に挿入する写真の選定について【審議】 

会長 ・続きまして、議題２「総合計画に挿入する写真の選定」について事務局より

説明をお願いしたい。 

事務局 （参考資料２ 「高浜市しあわせ写真」に基づき説明。） 

会長 ・事務局から説明があったように、一度投票で１０点選ぶが、それで全部決定

ということではなくて、発行責任ということで再度事務局に選定の余地を与

えてもよろしいか。 

・何でも多数決で決定するのではなく、ベースは大体の世論で決定する。最後

はコンセプトで決めるという二段構えで行きましょう。 

・ここで集計結果は公表できるか。 

事務局 ・ただ今集計中ですので、この場で集計結果は公表することができない。 

・集計結果をご参考にさせていただきながら選定を行っていく。 

会長 ・先ほど私もここへ来るまで電車や自宅で写真を見ていたが子供の写真に弱

い。どう考えてもいいなと思ってしまう。それと季節性のある写真がいいな

と思う。春夏秋冬と。見ていたら冬の写真がないなと思って、ちょっとその

辺が気になったが、それは子供が写ってなくてもいいのかと思いました。そ

れとやっぱり、1 人より 2 人、2 人より 3 人といわゆる大勢が写っていた方

が良い。そんな気がしますね。 

委員 ・あとは高浜らしさがあると良い。 

会長 ・これは何々公園だとか。これはどこの景色だとか。 

・９０人近い人が応募してくれているわけだから、関心を持ってくださってい

るということはいいことですよね。 

・事務局の皆様は先ほどのとおり選定を進めてください。 

２）今後のスケジュール（案）について【報告】 

会長 ・続きまして、議題３「今後のスケジュール（案）」について事務局より説明を

お願いしたい。 

事務局 ・議題３について説明させていただきます。本日ご審議いただきました素案を

もって、９月２２日（木）午後６時３０分から８時までの間で、素案発表会
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をいきいき広場２階ホールで開催したいと思います。その後、９月２２日か

ら１０月２１日までの間でパブリックコメントを募集し、その回答を１１月

の第９回総合計画審議会でお示しする予定です。そして、１２月の総合計画

審議会で答申をしていく予定をしています。説明は以上となります。宜しく

お願い致します。 

会長 ・ただ今事務局から今後のスケジュールの説明がありましたが、この件につい

てご意見ご質問ございますか。 

・それでは特にご意見ないようでございますが、事務局におかれましてはスケ

ジュールのとおり進めていってくださいますようお願いします。 

・以上で全ての議事は終了しておりますが、他にこの際ということでご発言ご

希望ございましたらお願いします。 

・それでは事務局からいくつか連絡事項がありますのでお願いいたします。 

事務局 ・議事録につきまして、前回と同様にまとまり次第委員の皆様にお送りさせて

いただき、確認いただきましたら書面で了解を得た上で公開させていただき

ます。以上です。 

会長 ・それでは以上、議題全て終わりましたが、コメントを一つだけさせていただ

きたい。先般、A 県の B 市というところで総合計画の委員をしたが、総合計

画のつくり方の中で、団体自治の課題ばっかり書いた計画だったので、「これ

って時代遅れだよと。住民一人ひとりの課題や地域のみんなでやろうという

課題が書いてある総合計画が時代の最先端に躍り出てそれがだんだん主流

になってくる時代になった。もう少し勉強したら。」と言ったら、「どこのま

ちの引っ張ったらいいんですか」と聞かれたので「高浜市」と答えたことが

ありますので、また照会があったら協力し合ってください。奈良では生駒市

がこれを行っています。団体、行政側の課題ばっかり書いていたら役所の計

画みたいになるから違うよと。地域の責任もある、個人市民の責任もあると

いうふうにしないと、地方自治体は団体自治と住民自治の両輪で行くので計

画で理解してもらう。引き続き高浜市がまた世間の注目を浴びると思いま

す。よろしくお願いします。 

・以上をもって第８回総合計画審議会を終了いたします。 

 


