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様式第3号(第9条関係)  

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称  第３回みよし市総合計画審議会 

開 催 日 時 
 平成３０年１月２６日（金） 

午後１時３０分から午後３時４５分まで 

開 催 場 所  みよし市役所３階 研修室１・２・３ 

出 席 者 

【総合計画審議会】 

（会長）伊藤久司 

（職務代理者）阿部亮吾 

（委員）原田俊明、近藤裕、櫻井充、天石惇郎、冨樫佐智子、 

清田由雅、鰐部兼道、野々山勝利、時田美由紀、新谷千晶、 

岩田芳信、田中人、小嶋忠光、酒井孝芳、山下正午、山根隆、 

天野博道、岩田信男、三宅章介、伊豆原浩二、植松良太 

 

【総合計画策定本部】 

（本部長）鈴木副市長、（副本部長）今瀬教育長、 

（本部員）増岡政策推進部長、佐藤政策推進部参事、 

原田総務部長、柴田市民協働部長、小野田福祉部長、 

廣戸環境経済部長、宇野都市建設部長、深谷会計管理者、 

酒井病院事務局長、柴田教育部長、吉澤教育部参事、 

山田監査委員事務局長、林子育て健康部次長 

 

【事務局】 

溝口政策推進部次長、竹内企画政策課長、近藤副主幹、 

三浦主任主査 

 

【傍聴者】 １人 

次 回 開 催 予 定 日  平成３０年３月１６日(金) 午前９時３０分から 

問 合 せ 先 

 政策推進部 企画政策課（担当：近藤、三浦） 

 （0561）32-8005 

 kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由  

審議経過 

 

１開会 

 

事務局（政策推進部次長）：本日は大変お忙しい中、お集まりいただきま

して、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、第３回みよ

し市総合計画審議会を始めさせていただきます。 

本日の審議会は、会議を公開としており、傍聴を許可しておりますので

ご承知おきください。 

なお、傍聴者の方におかれましては、受付時にお渡ししました注意事項

を厳守いただきますようよろしくお願いいたします。 

議題に入るまでの進行を務めさせていただきます政策推進部次長の溝口

と申します。どうぞよろしくお願いします。 
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本日の出席委員は２３名で、みよし市総合計画審議会条例第６条第２項

の規定を満たしておりますので、本審議会は成立していることをご報告

させていただきます。 

なお、村上委員、久野委員は、本日所用のため欠席されるという連絡を

いただいておりますので、あわせてご報告させていただきます。 

 

２ あいさつ 

 

事務局（政策推進部次長）：はじめに、総合計画策定本部長であります鈴

木副市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

副市長：皆さんこんにちは。本日は忙しい中、大変寒い中、また、お足

元の悪いところ、お越しいただきありがとうございます。 

今回で第３回の審議会です。前２回につきましては市民アンケートの内

容と本市の現状、現行総合計画の振り返り等をしてまいりました。今回

につきましては、その内容を踏まえまして総合計画の基本構想の案とい

うことでご提示し、その内容についてご意見いただきたいということで

ございます。基本構想につきましては、みよし市の将来像のキャッチフ

レーズを含め、基本目標、計画の体系、土地利用構想と、新しい総合計

画の基本となる重要な部分でございますので、皆さんの忌憚のないご意

見をいただいて、良いものにしてまいりたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

事務局（政策推進部次長）：続きまして伊藤会長にご挨拶をいただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

会長：皆さまこんにちは。本日はお寒い中、お集まりいただきありがと

うございます。先ほど副市長からもお話がありましたように、本審議会

は本日で３回目となり、これまではみよし市の現状ですとか第１次総合

計画の評価を行ってまいりましたが、今回は第２次総合計画の本格的な

議論が始まるということですので、ぜひとも建設的なご意見を伺いたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（政策推進部次長）：どうもありがとうございました。それではた

だいまから議事に入りたいと存じます。なお、議事の取り回しは審議会

条例第４条第２項の規定によりまして、会長にお願いいたします。 

 

３ 議題 

（１） 第２次みよし市総合計画基本構想（案） 

 

会長：それでは、お手元の次第にそって議事を進めていきたいと思いま

す。 

本日の議題は、「第２次みよし市総合計画基本構想(案)」についてです。 

まず、「①将来像・基本目標」、「②分野別計画の体系」は関連があります

ので、一括して事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：企画政策課長の竹内でございます。私からご説

明させていただきます。座ったまま失礼します。それでは目次Ⅰ、Ⅱを

続けて説明させていただきます。まずは資料１ページをご覧ください。 

「Ⅰ 将来像・基本目標の検討（案）」の「１ 将来像（案）」についてで

す。第２次みよし市総合計画を推進していくことで、将来みよし市をど

のような姿にしていきたいかを示す、本市が目指す２０年後の将来像の

案を次のように設定したいと考えました。 
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「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」です。この将来像の基

本的な考え方が下に示してありますので読ませていただきます。 

私たちのまち「みよし市」は、都市近郊にあり、立地条件に恵まれ、通

勤・通学の利便性が高く、豊かな自然や快適な住環境が保たれたまちで

す。自動車関連産業をはじめとする数多くの企業の進出により、安定し

た財政基盤を確立し、その財政基盤を生かし、これまで市民ニーズに応

えるため、活気あふれる都市を目指して、さまざまなまちづくりの取組

を行ってきました。それにより市民の多くがバランスのとれた「住みや

すいまち」と評価するまちへと成長しました。 

これからは、先人のたゆまぬ努力により培われた、この「住みやすいま

ち」を将来に向けてさらに発展させ、自主自立した持続可能なまちづく

りを目指します。 

市民や市民活動団体、地域、事業者、行政のそれぞれが主役となり、自

らができる役割を担い、みんなでまちづくりを進めます。 

そして２０年後の未来には、まちには活気があふれ、子どもから高齢者

まで誰もが健康で明るく生き生きと、輝く「笑顔」で暮らすことのでき

る魅力あるまちを目指します。 

市民の誰もが潜在的に持っている郷土に対する誇りや愛着を醸成し、「み

よしを愛し」、「みよしを誇りに思い」、「みよしを育てる」、このまちをよ

り良い場所にするため、積極的に関わろうとする当事者意識をより一層

高め、誰もが「住みやすいまち」からずっと「住み続けたいまち」と思

える持続的に発展するまちを目指し、将来像を「みんなで育む 笑顔輝く 

ずっと住みたいまち」といたします。 

この１ページの右側には将来像を「みんなで育む」と、「笑顔輝く」と、

「ずっと住みたいまち」という３つのキーワードがあり、それぞれの

キーワードには、どのような思いが込められているかを示しています。 

一番上の四角の中には、「みんなで育む」に込められた思いが記載してご

ざいます。この部分には協働の考えが込められておりまして、「みんなで

育む」をキーワードとして、市民や市民活動団体、地域、事業者、行政

が、自らができる役割を担い、みんなでまちづくりを進めていくという

思いが込められております。 

次の四角には「笑顔輝く」に込められた思いが記載してあります。この

中の黄色い四角に掲げてある各分野において、将来市民の皆さんにどの

ようになっていただきたいかという思いを込めて、「笑顔輝く」をキー

ワードとして、まちには活気があふれ、子どもから高齢者まで誰もが健

康で明るく生き生きと、輝く「笑顔」で暮らすことのできる魅力あるま

ちを目指していくという思いが込められております。 

次に「ずっと住みたいまち」ですが、分野としましては都市基盤整備と

定住促進の部分が大きく関わってくると思います。この部分にも市民の

皆さんに市に対してどのように思っていただきたいかという思いを込め

ています。「ずっと住みたいまち」をキーワードとして、誰もが「住みや

すいまち」からずっと「住み続けたいまち」と思える持続的に発展する

まちを目指していくという思いを込めています。 

２ページをご覧ください。２ページには将来像の検討を行った際に、基

礎調査資料の分析結果の一部を検討資料として参考に掲載しておりま

す。２ページの左上から「（１）市民アンケートの結果」「（２）市内中学

２年生のアンケート結果」「（３）市職員を対象に行ったアンケート結

果」「（４）地区まちづくり懇談会での意見」を記載しております。 

２ページの一番左下の四角の中には上記の（１）～（４）までに共通し

た求められるまちづくりの考えをまとめたものを記載しております。 

２ページの中央には各基礎調査の結果からまとめたまちづくりの重点課

題を、その下の四角の中には平成２８年３月に策定しました「みよし市

人口ビジョン・総合戦略」に定めた基本目標を示しております。さらに
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その下には昨年１２月から２期目の任期をスタートしました小野田市長

のまちづくりの公約を参考に示しております。 

２ページで色付けをしてあります部分は、右上の凡例に示してあります

ように１ページに示した将来像を構成している「みんなで育む 笑顔輝く  

ずっと住みたいまち」に関連する各分野の主なキーワードを色分けして

しています。ご覧いただいておわかりいただけると思いますが、基礎調

査やまちづくり懇談会から把握しました市民の皆さんのお考えなど、各

検討結果全体を包括して今後のまちづくりに大切なキーワードを選び、

その中から目指す将来像案を「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたい

まち」といたしました。 

資料３ページをご覧ください。 

「２ 基本目標（案）」についてです。将来像を実現するために次の６つ

の基本目標を掲げてまちづくりに取り組んでまいります。３ページには

６つの基本目標とその基本目標の実現にあたって取組全体にわたって実

践していく３つの「まちづくりの進め方」を記載しております。６つの

各基本目標の下に２０年後の目指す姿を示しています。 

基本目標１は「安心して子どもを産み育て、誰もが豊かな心を育むま

ち」で、主な分野は子育て・教育・文化となります。 

基本目標２は「健康でいきいきと暮らせるまち」で、主な分野は福祉・

医療・介護となります。 

基本目標３は「安全で安心して暮らせるまち」で、主な分野は防災・防

犯となります。 

基本目標４は「地域の魅力と活力があふれるまち」で、主な分野は産

業・観光となります。 

基本目標５は「快適で暮らしやすいまち」で、主な分野は都市基盤・定

住促進となります。 

基本目標６は「自然環境を守り未来へつなぐまち」で、主な分野は自然

環境・環境美化になります。 

次に「基本目標の実現のためまちづくりの進め方」ですが、６つの基本

目標と将来像の実現を支える３つの考え方を定めております。 

「①市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり」は協働の部分で

す。②としまして「市民に開かれた効果的・効率的な行政運営」、③とし

まして「持続可能な安定した財政運営」です。このまちづくりの進め方

につきましては、後ほど６ページで触れさせていただきます。この３つ

のまちづくりの進め方で６つの基本目標の達成を支え、将来像の「みん

なで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」の実現を目指していきます。 

続きまして資料の４ページをご覧ください。 

「Ⅱ 分野別計画の体系（案）」についてです。４ページには「１ 計画

の体系（案）」として第２次総合計画の将来像、６つの基本目標、まちづ

くりの進め方の考え方を体系図にしたものを記載しております。中央部

分の一番左側に６つの基本目標が示してあります。表を順に右の方へご

覧いただきますと、それぞれの基本目標の下に「まちづくりの取組目

標」、さらにその下に「取組分野」の各項目を示しています。この基本目

標以下の部分につきましては、来年度審議を予定しております「基本計

画」の部分にあたりまして、こちらの内容を検討する中で詳細について

検討してまいりたいと思います。従いましてこれらの語句の表記や項目

の割り振りにつきましては、内容の検討を進めていく中で、今後組み換

えや修正を行う可能性がありますのであらかじめご了承していただきた

いと思います。 

続きまして資料５ページをご覧ください。 

第２次総合計画では先にご説明いたしました、市民アンケートや地区ま

ちづくり懇談会などでいただいたご意見を集約した結果を参考に、今回

の計画で目指す「まちづくりの将来像」や「６つの基本目標」の案を考
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えました。従いまして、現行の総合計画の基本目標とは異なりまして、

今回新たな将来像、新たな基本目標を定めてまいります。しかし、この

目標達成のために取り組んでいく実際の取組などは、現行の総合計画の

評価結果に基づきまして、引き続き推進していくべき取組が数多くござ

います。基本目標を新たなものとしたことで、現行計画の体系も新たな

基本目標に従って、各取組や施策分野を組み替える必要が出てまいりま

す。５ページの表は先ほど４ページで見ていただきました、新たな計画

の体系を作る際の検討資料として作成した、現行計画と第２次総合計画

案の体系を照らし合わせて比較したものになります。５ページの右側が

第２次総合計画の体系になりますが、現行計画と比較しやすいように記

載してありますので、４ページの体系表とは基本目標と並び順が異なっ

ています。５ページは現行計画のものがベースになっていますので、第

２次総合計画の並び順としましては４ページのものを案としたいと思い

ます。また第２次総合計画の５ページの右側の右上の凡例のように、文

字に色分けをしてあります。緑色の文字は、平成２８年３月に策定しま

したみよし市総合戦略において、今後重要な施策として定めた取組のう

ち、現行総合計画の施策分野に項目として表記がなかったものについ

て、今回新たな項目として緑色で表記しています。事業などの実際の取

組としては、現行の総合計画の中で既に取り組んでいる事業もございま

す。今回、初めて行う事業という意味ではなく、初めて項目立てしたも

のということで緑色表記してありますので、その点ご了解していただき

たいと思います。 

続きまして６ページをご覧ください。 

「２ 総合計画の推進に向けて」についてです。ここではまず先ほどの

３ページ、４ページで出ました、「まちづくりの進め方に対する基本的な

考え方」について説明したものになります。 

第２次総合計画の推進にあたっては、全ての取組分野に共通する行政の

基本的な姿勢として次の３つの考え方を実践することにより、６つの基

本目標の達成と将来像の実現を目指していきます。 

「（１）市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり」、この部分は

協働の考え方を取り入れております。 

次に行政運営の考え方としまして、「（２）市民に開かれた効果的・効率

的な行政運営」となります。 

次に財政運営の考え方としまして、「（３）持続可能な安定した財政運

営」となります。それぞれで取り組んでいく考え方を記載しています。 

まずは（１）の部分ですが、６つの基本目標の達成と将来像の実現を目

指すため、自治基本条例の考え方も踏まえて、市民（市民活動団体、地

域、事業者を含む）と行政が、それぞれの役割を理解し、協働によりみ

んなでまちづくりを進めます。まちづくりの進め方における目標を以下

の四角の中のとおり示しています。ご確認いただけたらと思います。 

次に「（２）市民に開かれた効果的・効率的な行政運営」の部分です。効

率よく、効果的に、また市民との協働によりまちづくりを進めていくた

めには、事業効果についての評価・見直しや行政組織の効率化を図るこ

と、市民に分かりやすく情報を提供することなどが必要となります。ま

ちづくりの進め方における目標は四角の中に示しています。 

最後に、「（３）持続可能な安定した財政運営」の部分です。６つの基本

目標の達成と将来像の実現を目指すため、まちづくりを財政面から支

え、健全で自立・安定した財政運営を目指します。まちづくりの進め方

における目標は四角の中に示しています。 

６ページの右下には、３つのまちづくりの進め方の基本的な考え方で、

６つの基本目標の達成を支え、そして将来像である「みんなで育む 笑顔

輝く ずっと住みたいまち」を実現していくイメージ図を載せています。 

資料の７ページをご覧ください。 
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７ページには「総合計画の進行管理」の記載があります。 

第２次みよし市総合計画では、市民や市民活動団体、地域、事業者、行

政のそれぞれが主役として、自らができる役割を担い、みんなでまちづ

くりを進めます。そのためには市民（市民活動団体などを含む）と行政

が、互いに共有した認識を持ち、目標を確認してまちづくりを進めるこ

とが重要となるため、第２次みよし市総合計画では、本市が目指す方向

性を明らかにし、達成水準を示すため、総合計画の基本計画において取

組分野に対応した目標指標（数値目標）を設定します。 

成果としての目標指標は、具体的な施策を計画的に進めていく上で、毎

年進ちょく状況を管理するため、その達成状況や成果（事業効果）につ

いて、評価・検証を行い、この結果を公表していくことで市民と情報を

共有していきます。  

まちづくりを進めるための取組に対する評価・検証に当たっては、事務

事業評価のＰＤＣＡサイクルによる行政評価（内部・外部評価）を基本

に、総合計画基本計画に示された施策の実施内容について、各年度の取

組を具体化した実施計画を作成（Ｐｌａｎ）し、取組の実施（Ｄｏ）、成

果の評価・検証（Ｃｈｅｃｋ）、継続的な改善（Ａｃｔｉｏｎ）を行って

いきます。  

なお、総合計画基本計画は、社会経済情勢の変化など本市を取り巻く経

済や社会環境の変化に対し、より柔軟に対応するため、総合計画基本計

画の計画期間の中間（５年）で見直しを行います。 

実施計画については、具体的な事業内容を明らかにし、目標指標と行政

評価を連動させることにより、毎年度進行管理を行い、これをもって各

年度の予算編成の指針としてまいります。実施計画の計画期間は、３年

間とし、毎年度ローリング方式で見直しを行います。 

７ページの図につきましてはＰＤＣＡサイクルのイメージ図でございま

す。資料Ⅰ、Ⅱの説明は以上です。 

 

会長：ありがとうございます。それではただ今の説明につきまして何か

ご不明な点や質問などございましたらよろしくお願いします。 

 

天石委員：本題に入る前に、昨年の年末２６日の日付で補足資料をいた

だきました。それによると前に質問したかもしれませんが、ひとり暮ら

しのお年寄りで体が弱い方と推測される方が増えている中で、笑顔があ

ふれているまちをつくろう、そういう方に笑顔を持ち続けていただくと

いうことは難しいことだと思います。頑張りたいとは思いますが、難し

いことだと思います。 

言いたかったことは、総合計画の推進においてさかんに「効果的・効率

的な行政運営」と記載されているところが気になります。年末いただい

た資料は、Ａ４の送付文１枚とＡ３資料２枚となっています。見てくだ

さい。Ａ３資料の裏が白紙です。これは紙代が倍かかる。それからもう

１つ、カラーコピーが随分使われています。本当にこれはカラーコピー

すべき事項なのでしょうか。カラーコピーが１枚いくらで、白黒コピー

だったら１枚いくらで済むのか、そういうことに対する原価意識を持っ

ているのですか。笑い声が出ましたが、紙が倍になることによって重量

が増えています。定型封筒で済むところが、Ａ３が２枚になることに

よって定型外になることになる。定型の封筒と非定型の封筒でどれだけ

郵便コストが違うのかを意識しているのですか。そういう原価意識は市

全体でどうなっているのでしょうか。その辺のことが飛んでしまって、

高尚な議論から入っていますが、今申し上げたことで、この資料１つ

とってもなぜＡ３両面にしないのか、カラーコピーが必要なのでしょう

か。なぜ定型の封筒を使わずに、非定型の封筒を、郵便料金を倍にして

使っているのでしょうか。そういう点について市全体でどのように進め
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ているのでしょうか。 

本文の方を見ていただくと、「効率的、効果的、安定的な財政」とありま

す。その辺のところはどうなっているかご説明いただきたいと思いま

す。どういう考え方で審議会の資料をお作りになっているのですか。 

 

事務局（企画政策課長）：ご意見ありがとうございます。カラーコピーに

した件につきましては、より分かりやすい資料をと思いまして、カラー

コピーにさせていただきました。なるべくカラーコピーを使わなくて済

むような資料の作成方法に努めていきたいと思います。 

 

天石委員：あなたは、カラーコピーが１枚いくらで、白黒コピーにした

らいくらだと認識されていますか。Ａ３の用紙が１枚いくらで、倍の量

を使っていますが、その辺の原価意識をお持ちでなんでしょうか。定型

と非定型の封筒がいくらか認識されていますか。あなたがＯＫして送付

されたのでしょう。その際に「ちょっと待て」、「こういう無駄なことを

していいのか」という指導はしないのですか。これは常識ではないので

すか。非常識が常識になっていることを大変心配しています。本日は幹

部の職員が集まっておりますが、他の部署ではこんなことはないと思い

ます。 

 

会長：大変難しい話だと思いますので、先に進めたいと思いますが、お

そらくカラーコピーは間違いなく高いのですが、ただＡ３資料をＡ４資

料２枚にすれば安くなるということではないと思います。 

 

天石委員：私の言っていることは、そういうことではなく、Ａ３の両面

になぜしないのかということです。 

 

会長：印刷代は片面でも両面でも同じです。 

 

天石委員：紙代は倍でしょう。重量が倍になります。 

 

小嶋委員：前に進まないので、これは次回にしましょう。 

 

会長：今のご指摘については、今後考えるとおっしゃっているので、確

かに現場の意識ですとか、それを改めた上で効率化を考えないといけな

いとご指摘の通りだと思います。事務局もご理解されていると思います

ので、このご意見につきましてはここまでとさせていただきます。 

 

天石委員：ぜひ今度の会議ではよろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：今後の会議資料の作成につきましては、費用対

効果を考えまして気をつけてまいります。かえって安くすませようとし

て、人件費が逆にかかってしまうことがありますので、その点を考えな

がら気をつけて資料を作成していきます。 

 

会長：今後よろしくお願いいたします。 

 

山下委員：「１ 将来像（案）」の中で知りたいことがあります。「定住促

進」という言葉がありますが、これを具体的に展開した基本目標は、基

本目標５がこれにあたると思います。 

 

会長：何ページですか。 
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山下委員：１ページの「ずっと住みたいまち」のところにある、「定住促

進や雇用対策」というところです。 

 

会長：１ページ右側の四角の枠の真ん中あたりですね。 

 

山下委員：３ページの基本目標において、その具体的な目標が「基本目

標５ 快適で暮らしやすいまち」にあたると思いますが、この中に「雇

用対策」というようなことが見当たらないのですが、この中でそういっ

た対策は含まれていると考えてよろしいのでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：４ページの体系図をご覧ください。「基本目標

５ 快適で暮らしやすいまち」の部分に「（３）多様な世代の定住・移住

を促進しよう」とあり、取組分野で「①住まい、②雇用対策」を行って

いくことになっております。 

３ページの２０年後に目指す姿の中には、全てが網羅されていなくて雇

用対策の部分が入っていなかったと思いますが、この基本目標５の中で

取り組んでいく項目として認識しております。 

 

山下委員：はい。分かりました。 

 

山根委員：４ページの基本目標２の取組分野で「地域福祉」、その下に

「地域医療体制」とあり、それからその下の「基本目標３ 安全で安心

して暮らせるまち」において「地域で支え合い、災害に強いまちをつく

ろう」とあります。また、６ページの「まちづくりの進め方の目標」の

真ん中で、「市民同士や地域間の連帯感を高めながら」とありますが、

「地域」というところでピンとこないところがあります。どのように考

えていらっしゃるかお聞きしたいと思います。 

 

会長：分かりました。そこで使っている「地域」の定義あるいは意味で

すね。 

 

事務局（企画政策課長）：４ページの基本目標２「健康でいきいきと暮ら

せるまち」の取組分野におきまして、「地域福祉」、「地域医療体制」につ

いての「地域」についてのご指摘がありました。６ページのところでは

「（１）市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり」におきまし

て、四角の中の「まちづくりの進め方の目標」の２つ目の白丸の中に

「地域間の連帯感を高めながら」とあり、ここにも「地域」とあるの

で、その「地域」とはどのように考えていくかということですね。この

「地域」については、県域全体の中のみよし市という捉え方をする「地

域」もありますし、この後でまた出てまいりますが、市域の中で４つの

地域を定めて地域別構想を作っていくわけですが、こういった「地域」

の捉え方もございます。「地域」という表記に決まった定義があるという

わけではありません。一概にこの「地域」はここを指しているというよ

うに、全てが同じではないという形になります。 

 

会長：よろしいでしょうか。他に何かございますか。 

 

伊豆原委員：３つほどあります。 

「市民」という言葉がいくつか出てきますが、６ページでは括弧付き

で、（市民活動団体、地域、事業者を含む）とあり、６ページの上の方の

「市民」とそこから下は全部この「市民」という言葉と解釈していくこ

とになるのでしょうが、そうすると前段の「市民」というのはどういう

ことかよく分からなくなってしまいます。だからここは少し整理をされ
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た方が良いのではないかと思います。「市民」という言葉が多数あります

ので、「ここでの市民はこういう意味ですよ」、とした方が良いのではな

いかと思います。７ページにも「市民」という言葉が出てきて、「以下同

じ」とされています。もう少し整理しておかないと分からなくなってし

まうということが１点目です。 

それから、非常に気になっていたのは、「持続可能」という言葉が１ペー

ジの「将来像（案）」の真ん中あたりに１回、「持続可能な安定した財政

運営」のところにも１回、計２回使われていますが、同じ意味に取れな

いと思います。財政の方は効率性を言っていると思いますが、前の方は

違うと思います。同じ言葉を使うのであれば意味を間違えてしまう可能

性があるので、整理された方が良いのではないかと思います。 

３点目は、「まちづくりの進め方の目標」と、「目標」もたくさん出てき

ますが、「進め方の目標」とはどういうことかを教えていただきたいで

す。「こういうことをやります、進めます。」と書いてありますが、これ

が目標になってしまうと、今はやってないような形になってしまいま

す。これがどういう意味合いなのかを整理をしていただきたいと思いま

す。 

 

事務局（企画政策課長）：伊豆原委員からご指摘がありましたように、「市

民」の使い方、「持続可能な」という同じ言葉が使ってあるが意味合いが

違うということで、表記の仕方については整理して使いたいと思っており

ます。 

６ページの四角の中におきまして「まちづくりの進め方の目標」という表

現ですが、委員のご指摘のとおり、どのように進めていきたいかを示して

おります。それを指し示す言葉としては、「進め方の目標」というのは適

切でないかもしれませんので、この部分も合わせて整理させていただきた

いと思います。 

 

会長：さまざまな言葉の使い方等を整理していただくということでよろ

しいでしょうか。 

 

三宅委員：先ほど話がありました４ページの「快適で暮らしやすいま

ち」ということころの取組分野で「雇用対策」がありますが、「雇用対

策」となると具体的に担当部署はどこなのか、確認させていただきたい

と思いました。ハローワークが中心になっていると思いますが、他の行

政との関係が出てくるかと思いますので、もう少し詳しくあってもいい

かなと思いました。 

それから、「持続可能な財政運営」とはよく分かるのですが、みよしは特

に問題ないとは思うのですが、「持続可能」というのは「収支のバランス

がとれた」というのが合理的と書いてありますので、どういう状況のこ

とを「持続可能」としているのか、後でご説明があると思いますが、前

もって確認しておきたいと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：雇用対策の担当の件が、聞き取れなかったので

もう一度お願いします。 

 

三宅委員：雇用対策を直接的に実施しているのはハローワークであり、労

働局ですが、市としてはどのような対策をされるのでしょうか。ハロー

ワークや県の対策の支援なのか、または直接的な応援をするのか。市立の

高等学校があるなら、学校教育を通じた雇用対策なども考えられますが、

学校はありませんので、どのようにお考えなのでしょうか。 

 

会長：今後の具体的な取組は次回以降出てくると思うのですが、今の時点
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で決まっているものがあればお答えいただければと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：「雇用対策」の部分で、市で考えていることは

「就労支援雇用安定事業」という部分で市が行っているところを想定し

ています。これについては、基本計画の中で議論をお願いしたいと思い

ます。 

 

三宅委員：はい。 

 

会長：もう１点の「持続可能」という言葉については先ほどのご意見と

同様で整理することでよろしくお願いします。 

 

小嶋委員：３点ほどお聞きします。 

資料はすごく見やすくて良いのですが、２ページの「市長公約」のとこ

ろで一番気になるのは、「成熟」という言い方です。これから国力が落ち

てくると言われている中で、「成熟」という言葉は右肩上がりをイメージ

する言葉ではないかなと思います。もう少し危機感がある、もっと身近

な言葉が良いのではないかと思います。 

２点目は、３ページの「基本目標１から６」ですが、例えば「基本目標

１」の「子育て・教育・文化」とありますが、この６つの言い方は市役

所の部署の単位で言っているのではないかという感じがします。１つ１

つの部署の目標になっているような気がしますので、全体の大きなまと

まりの中で、その部署が入り組んだ格好で新しい切り口での取組もある

のではないかと思います。 

３点目は６ページですが、これまで「市民参画」と言われていますが、

この資料を作る時にも大変ご苦労だったのではないかと思います。市民

参画を目指すのであれば、もっと刺激的なものがいるのではないかと思

います。そういうものが、１つ、２つ、柱として必要なのではないかな

という気がします。この資料を作る時におそらくこの10倍、100倍の中か

ら資料はできていると思いますが、その中で多分もう少しこういうこと

を書きたかった、こういう刺激的なことを言いたかったということがあ

れば教えていただきたいです。 

 

会長：３点ありましたが、１点目は市長公約の話になりますので、２つ

目の基本目標のくくりの話で、こういう部署縦割りのような考え方をお

持ちなのかどうかについてと、市民参画を促すために何か具体的なプラ

ンがあるのかないのかというところを具体的にお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：まず２点目の基本目標のところで示している分

野につきましては、市の組織から拾ったものではなく、基本目標として

達成するのに必要な取組としてはどういうものだろうかということで挙

げたものです。ここに挙げられた以外のものもあるということが確かに

あると思います。大きく捉えてこのような考え方で定めたところがござ

います。 

「市民参画」に関する表現は、これではまだ表現の仕方が弱いというこ

とでしょうか。 

 

小嶋委員：そうです。議論を起こすと言いますか、みんなが「はい、は

い」と理解できてしまうような表現ではなく、もっとこんな新しいこと

をやるよということが大事だと思います。本当は私も案を出そうと思い

ましたが、ありません。 

 

事務局（企画政策課長）：「市民参画」という部分で申し上げますと、こ
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れまでもありました市民の皆さんに参画いただいて、行政と一緒になっ

て施策など進めていくという協働の部分も考えられますし、さらに一歩

前に進んだ形で、自分たちでできる部分は行政に頼らず自分たちでやっ

ていくという意識を皆さんが持っていただけるといいかなという思いも

あります。この部分は考えています。 

 

会長：ご提案があるのであれば言っていただいた方が良いと思います。 

 

小嶋委員：次回にします。 

 

会長：では、よろしくお願いします。 

 

新谷委員：今後の将来像を「住みやすいまち」を「ずっと住みたいま

ち」へとしたところは共感できると感じました。 

４、５ページに関する部分で語句の表記とか、項目の組み換えは今後具

体的な内容を検討する中で行いますということでしたので、若干私も

引っかかる部分がありますが、その議論の時に一緒に検討させていただ

きたいと思います。 

今回提案があった基本目標と４、５ページに分かれている言葉を読みま

して、進めていくポイントとして「協働」が挙げられていて、市民と一

緒に作っていこうという意思表示をしているにしては、わりあいここに

書かれているものは行政のやることという読み取り方がされます。では

市民のやることは何なのか。元気に学んだり色々なものに親しんだりし

た市民が、どのようにまちづくりに関与していくのかという部分が読み

取れなくて、市民としては少し寂しい感じがあります。 

また具体的な部分で少し気になったのが、３ページの「基本目標３」の

ところで２つ目の「地域における「自助」「共助」の取組が進み」という

文章ですが、今ここでおそらくイメージされている「共助」という言葉

は、ご近所であるとか地域の助け合いだと思います。そうだとすると、

今福祉でよく言われているのは、「自助」に続く部分で「互助」、お互い

に助けるという部分があって、「共助」と言うと「介護保険」や、「医療

保険」を指すようなことが多いので、ここはおそらく「互助」の方が、

読む市民の方もお互い様で助け合っていこうねと、と言うのも通りが良

いし、こういう言葉の方が伝わりやすいと感じましたので、ご検討いた

だければと思います。 

それからもう１点だけですが、６ページにある今後の進め方というとこ

ろで、「協働」、「行政運営」、「財政運営」の３点は大きなポイントだと思

いますが、そのうちの「協働」と「行政運営」について、できればこう

いう記述を入れていただければよいという意見です。「協働」は言われて

久しいですが、なかなか進んでいません。やはり難しいです。なぜ難し

いかというと、やはり違った組織が一緒になるから難しいわけで、そこ

をクリアする上でも、最後の丸に「行政は市民がまちづくりに参画しや

すい環境を整える」と一文で書いてしまうのは簡単ですが、みよし市に

おける協働の意味を確認して、課題と目標を共有することを経て、本当

に意義がある協働になると思いますので分かりやすい表記にもう少し配

慮する必要があると思います。 

２番目の「行政運営」のところで書かれていることも総括的だなと思い

ます。私が行政の方たちと色んなお話をしていて感じる部分として、施

策に関連する情報が有効に活用されきれていないという点です。課が違

うと、例えば同じ子育てに関しても、子育ての情報全部が子育て支援課

に集中しているわけではなくて、部分によっては色んな課にあるわけで

す。テーマによって必要になる情報が課を越えて共有されると、効率的

な事業施策になっていくのではないかと思います。 
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会長：ありがとうございます。ただいまご指摘いただいた点は、ぜひ事

務局の方でご検討いただいて、次回以降よろしくお願いします。 

 

野々山委員：２点お願いをします。 

１点目は２ページ左側の一番下におきまして、「（１）から（４）に共通

していた」というところで丸が７つありますが、もう１つ付け加えてい

ただきたいと思います。市長公約の方には「人と自然が共生する」とあ

りますが、「自然環境」の言葉が抜けています。（１）の場合は下から４

番目の丸に、「自然環境を中心に」とあり、（２）の④に「自然（緑）を

守る」とあります。また（４）の一番上には「市民憲章にある「緑あふ

れるまち」」とあります。それをまとめて共通するものの中に、「自然環

境」や「人と自然」という言葉がないので、これはぜひ「自然や人とふ

れあい」について記載していただきたいと思います。 

２点目は、１ページ左側の「将来像（案）」の５行目、「さまざまなまち

づくりの取り組み」というところで「取組」という言葉が使われていま

すが、次の３ページ左側の「基本目標３」の２つ目の丸印の「地域にお

ける「自助」「共助」の取組が進み」では、漢字２字の「取組」となって

います。私たちの世代では取組は漢字２字なのですが、統一していただ

きたいと思います。４ページの方の「まちづくり取組分野」は漢字２字

になっていますので、漢字２字でよろしいかと思います。 

 

会長：ありがとうございます。今のご指摘についても検討をお願いしま

す。 

 

事務局（企画政策課長）：野々山委員がおっしゃっていただいた漢字や語

句の表記については、最終的にこの総合計画を印刷物にする時に、市の

行政文書のルールとは別に広報等で記載しております、広く一般の方に

読みやすいとされるルールで、いわゆる「記者ハンドブック」を基本に

表記の方法を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

会長：１点目の「（１）から（４）に共通していた」の部分もお願いしま

す。 

 

事務局（企画政策課長）：ご指摘ありがとうございます。検討してまいり

ます。 

 

酒井委員：前回都合により欠席しましたが、資料を拝見させていただい

て、委員からの質問や意見にきちんと回答されていてありがたいと思い

ました。それも全部読ませていただきました。 

今色々意見が出ていると思いますが、細かい具体的なことは事務局の方

で検討されると思います。私と隣の小嶋委員とでは生活基盤は全然違い

ます。地域として、三好丘と一番南の方では全然違います。私は、今の

生活のほとんどが、子どもたちにみよし市に住み続けてほしいと思って

さまざまな活動を行っています。その中でそれぞれ基盤は違うわけです

が、市の職員に一番伺いたいのは、その地区でどのような活動が行われ

ているか収集されているかということです。地域の住民が一生懸命行っ

ていることを、市の職員はご存知なのだろうかといつも思います。時々

私もある公職の立場として意見を出すわけですが、何を思ったかと言う

と、今回のようにきちんとした委員になって質問すると回答していただ

けますが、それ以外の機会に出した意見は通ったか通らないか分からな

いこともありますし、私の考え方と違うようになってしまったこともか
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なりあります。また駅伝大会を例に挙げますが、駅伝大会の運営上、非

常に困るような施設の作り方をされていますが、今さらもう直らない、

そういう話があり、そういうことをどういう形で吸い上げていただける

のでしょうか。こういう場は非常にありがたのですが、基盤が違うとこ

ろと、それぞれ良いところを吸い上げていただきたいと思います。 

もう１つ、教員としてお願いします。最近、文部科学省が部活動の外部

指導員の制度化に対する方針を出しましたが、こういう問題が突然国か

ら出ると学校は慌てるわけですが、ほとぼりが冷めるとまた元に戻るわ

けです。市としてきちんとビジョンを持っていただきたいと思います。

大きな問題ですので、そういうビジョンをきちんと持っていただいて、

市としてどういう対応をされるのか、こういう審議会の中できちんと明

らかにしていただきたいと思います。 

 

会長：１つ目の地区別については後ほどの議題の中で議論します。 

情報を吸い上げるという点につきましては、先ほどの議論にありまし

た、「協働」というキーワードにつながります。具体的な方法はまたこれ

から考えると事務局はおっしゃっているので、そのように対応していた

だきます。 

また、教育の議論につきましては、「教育」という言葉が施策の中にあり

ます。そこの中で今後、先ほど申し上げたように、具体的な取り組みを

含めて適切な方法が出てくると思いますので、その時にまたご意見をい

ただけたらと思います。 

 

鰐部委員：様々な内容を見させていただいておりますが、「市民、市民団

体、地域、行政が協働で」という記述があります。市民団体などは協働

でどんなことができるのか。市民との協働とはどういう組織として行っ

ていくのか。「市民と協働」という言葉が頻繁に出てきます。この計画は

方針ですか、それとも計画ですか。これから作っていくような内容が数

多く書いてあります。市民と皆さんと協働でこれを作っていきましょ

う、というような内容になっています。私はこの中身は、方針のような

ものだと感じますが、そうなるともう少し具体的な内容を入れた計画が

毎年作られて進行していくのかをお聞きしたいと思います。 

 

会長：「協働」の話は先ほどから出ていますように、今ご指摘のとおり、

次回以降の会議で徐々に具体的な計画は出てくる予定になっています。

その時にまたご意見いただければと思います。 

 

山下委員：希望ですので回答いただかなくて結構です。 

７ページの「総合計画進行管理」で数値目標とありますが、現行計画の

評価結果が第２回の審議会であり、その時ほぼ１００％達成していると

いうことで、これは大変良いことだと思っていましたが、その中で１

つ、２つ疑問に思うことがありました。ループバス（さんさんバス）の

件ですが、これも達成度が１００％になっていたと思います。その目標

は２０年前に立てられたので、２０年経って達成できたということで１

００％だと思いますが、今現在、使い勝手が良いかというと、そんなこ

とはないのではないかと思います。正直非常に違和感があります。２０

年間の目標設定なのでそういうことになったのではないかと思います。

今回目標を作って、これが２０年後には１００％達成するかもしれませ

んが、その目標設定について２０年後を真剣に考えて、ハードルを高く

して作っていただきたいという希望です。 

 

会長：ハードル自体を上げるということもございますし、評価の視点を

多面的にという意味もあるとは思いますので、また具体的に数値目標の
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計画が出てきたときにご意見いただけたらと思います。 

 

会長：ほかにご意見はよろしいでしょうか。ないようですので、次に移

ります。Ⅲの土地利用構想、Ⅳの地域別構想の検討は関連がございます

ので、事務局から説明をよろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課副主幹）：企画政策課の近藤から「土地利用構想」

と「地域別構想」の案についてご説明させていただきます。 

はじめに「土地利用構想（案）」についてご説明いたします。「土地利用

構想の基本的な考え方」としましては、本市の限られた土地の中で、土

地を貴重な資源、財産としてとらえて活用するということによって先ほ

どの将来像を踏まえたまちづくりの取組目標を実現していかなければな

りません。このため今後を見据えて、持続可能なまちの発展と市民の豊

かな暮らしの実現を目指して、調和のとれた土地利用を推進し、市全体

の活力のある今後の土地利用を図っていくこととします。 

右側のところに「主な用途別土地利用の検討」において、主な土地構成

要素として土地の区分を大きく４つに分けました。まず住宅地の基本的

な考え方ですが、第２回審議会で人口の見込みをお示ししたように、本

市の人口はおよそ３０年後の２０４７年頃まで増え続けると見込んでい

ることから、住宅地の確保・誘導を今後も図るとともに、既存の市街化

区域内で周辺の土地利用と比較し利用用途が低いところ、低未利用地の

活用促進を進めていきます。 

工業地ですが、今後工業や産業用地を確保し、産業振興を進めることは

そこから生じる雇用環境や居住、そして安定した財源の確保につながる

ことから、積極的に企業、産業の誘致を進めるための用地の確保を進め

ていきます。そのため新たな用地は既存工場の隣接地、物流の強みを生

かしたインターチェンジ周辺、幹線道路の隣接などを候補地としていま

す。 

商業地についてですが、現在市役所周辺、アイモール・イオン・三好、

三好ヶ丘や黒笹の駅周辺がその位置づけをされていますが、既にそれぞ

れの土地利用がされているため、交通の結節点となるような駅周辺につ

いては、コンパクトやネットワークという観点から新たに商業地を設定

して、その確保・誘導を進めていきます。 

農業地については、その他の用地の土地利用との兼ね合いを考慮して、

一団の優良農地について農業の振興地域として計画的に保全していくこ

ととします。 

続きまして、９ページの「土地利用方針」をご覧ください。 

この土地利用の方針の中では、市内で一団のまとまりとしての６つの

「ゾーン」（面）として土地の区域をとらえています。市内で核となる場

所について点でとらえたのが５つの「拠点」、そして地域を広域的観点で

通る線を「骨格軸」としてその方向性を大きく捉えています。 

関連がありますので、１０ページの「土地利用構想図（案）」と合わせて

それぞれのゾーンを簡単に説明させていただきます。黄色に塗ったゾー

ンの「くらしゾーン」では、既存集落が区画整理によって整理された宅

地など、居住環境の維持、形成を図っていきます。また都市中心拠点で

ある黒笹や三好ヶ丘の駅前拠点では、その都市機能を有効に活用できる

よう、低未利用地の活用とともに、駅前拠点では居住誘導が図られるよ

うにしていきます。 

ピンク色の「にぎわいゾーン」においては、都市中心拠点や駅前拠点で

商業の維持促進と、三好ヶ丘などの駅前拠点では日々の暮らしを支える

ための都市機能施設の誘導を行っていきます。 

青色の「ものづくりゾーン」においては、既存工場や産業の維持・保全

とともに、物流の強みを生かしたインターチェンジ周辺や既存工場の隣
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接地において、新たな産業立地の促進を進めていきます。 

黄緑色の「田園環境ゾーン」では、優良な既存の農地を保全し、田園環

境の維持を図っていく区域とします。 

オレンジ色の「ふるさと居住地ゾーン」においては、市の西部、南部に

ついて市街化調整区域の既存住宅地に隣接するような区域について、田

園環境ゾーンと一体化した一団の住宅環境の誘導を図る区域とします。 

濃い緑色の「自然保全・レクリエーションゾーン」では、樹林地や河

川、池沼など水環境、公園などについて、暮らしの中での憩いの場所と

して重要な要素であることから、その保全とその機能の向上を図ってい

く区域とします。 

続いて５つの拠点です。赤の点線で囲った「都市中心拠点」では、市役

所周辺、アイモール・イオン・三好を包含する市の中心拠点として、人

が行き交うエリアであり、暮らしの中での都市機能の集積とともに、魅

力のある都市空間としてのみよしの顔づくりとなる都市環境の形成を進

めることとします。 

黒点線の「駅前拠点」では、電車、バス、タクシーなどの交通の結節点

としての機能を深め、人々が交流する活気ある駅前拠点の形成を図りま

す。駅に近いという利便性を生かして、暮らしを支える店舗や施設など

の都市機能の誘導と多様な世代の居住できる環境と定住促進を図る拠点

とします。 

紫の点線の「健康・文化・交流拠点」では、三好公園や保田ヶ池公園を

はじめとする公園施設、図書館学習交流プラザ、文化センターサンアー

トなどの施設、緑と花のセンター「さんさんの郷」などの施設について

は、市民のスポーツなどに親しむことができる施設であるとともに、

人々の交流の場でもあることから、今後もその機能を果たす拠点として

活用を図っていきます。 

オレンジ色の点線の「福祉・医療・介護拠点」は、市民病院を核とし

て、市民の健康寿命の延伸につなげられるような拠点としての位置づけ

を担います。 

青色の点線の「産業・流通拠点」では、インターチェンジという人や物

が行き交う自動車交通の結節点として、利便性を生かした地域としての

ものづくりゾーンの位置づけとともに、産業の流通拠点の形成を図りま

す。 

骨格軸についてです。みよし市を斜めに矢印が通っている東名高速道

路、真横に横切る国道153号の豊田西バイパスは「広域幹線道路軸」とし

ての位置づけで、産業や経済、社会活動を支えるとともに、災害時にお

ける第１次緊急輸送道路としての役割を果たすものです。 

緑の丸い点線で結ばれた「水と緑のネットワーク基幹軸」では、市内を

縦断する境川の河川空間を緑地として整備推進し、また愛知用水の上部

利用を活用した緑道の整備、前田緑道や三吉緑道に関連し、ネットワー

ク化することで、自然に親しむこともできる環境づくりや散策道として

交流の空間となるような環境の創出を推進します。 

こうしたゾーン、拠点、骨格軸、それぞれが相乗的に相まってバランス

のとれた秩序ある土地利用を推進、誘導すべきものとして１０ページに

掲げる土地利用構想（案）を示しました。 

続きまして、１１ページ、「Ⅳ地域別構想の検討（案）」についてご説明

申し上げます。 

「１ 地域区分（案）」として、第１回審議会において、第２次みよし市

総合計画では、市内の地域について従来のきたよし地区のうち、黒笹、

三好丘あおば、三好丘旭、ひばりヶ丘、三好丘緑、三好丘桜は、鉄道駅

を核とする土地区画整理事業によって開発が進められ、他のきたよし地

区である莇生、福谷、高嶺、あみだ堂とは別の地域特性があるというこ

とで、きたよし地区の一部を「（仮称）えきよし地区」として市内の区域
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を３つから、４つの区分にすると説明させていただきました。今回の仮

称の変更について、きたよし、なかよし、みなよしは、地区の呼び方が

現行総合計画と同じ言い方をしており、第２次総合計画では第１次と混

同しないよう、また新たな計画として４つの地域に分けるということか

ら、仮称ですが「三好丘地域、北地域、三好地域、南地域」という区分

を提案させていただきたいと思います。この４つの区分は、おおよそ中

学校区を基本とした分け方になっておりまして、各学校の名称と合致し

た地域名称となっております。なお、「地区」と「地域」の使い分けにつ

いては、一般に、「地区」は比較的小さい範囲を示すものとして使われ、

「地域」は全体のうちの一部のまとまりを示す時に使われることが多い

ということから、今回はみよし市の中の一部のエリアとしての考えで、

「地域」とさせていただきました。 

続きまして、１２ページから４つの地域のそれぞれの構想についてで

す。資料の作り方は、どの地域も同様に、右側で検討の際に考慮した、

人口動向、開発動向を「地域の特性」として列記しており、地区まちづ

くり懇談会の意見などは「まちづくり構想」の項目として列記しており

ます。これらの右側にある事項を加味しまして、各地域のページの左側

で地域ごとの構想を示しております。 

「（仮称）三好丘地域」です。この地域は駅を生かした利便性の高い地域

で土地区画整理事業より、閑静な住宅地、良好な住環境が整っておりま

す。三好ヶ丘駅近くには東海学園大学が立地していることから、学生が

集まるなど、人口の構成も若い世代が多い反面、三好丘のまちびらき直

後に入居した世代の方々が現在高齢者になるなど、今後高齢化が進行し

ていく面もあります。こうした要素を踏まえて、今後のこの地域の将来

像を「人々をひきつける交流のまち 三好丘地域」としました。その要

素となるまちづくり構想として、「北の玄関口としての機能」、「整備され

た良好な居住環境」、「地域活動」、「大学との交流・連携」を挙げており

ます。特に駅周辺では、既存の商業、住宅地と別に、駅からの徒歩圏を

想定して、生活利便施設の立地や介護施設などの誘導を視野に入れた都

市機能の充実や、人々が交流するための市の交通の結節点としての機能

を高めるなど北の玄関口としてふさわしいまちとします。子どもから高

齢者まで暮らしやすい居住環境を形成したまちとし、今後、地区拠点施

設を有効に活用することによって、市民の交流や市民活動が活発なまち

とします。このほか東海学園大学との連携を有効に活用した中でまちづ

くりを進めていきます。 

続いて１３ページの「（仮称）北地域」です。本地域の特性は、昔からの

自然が残された場所でもあり、古窯や福谷城など歴史的資源もある地域

です。また東名三好インター周辺は工場や商業施設の立地や、住宅地が

形成されております。こうした要素を踏まえて、今後のこの地域の将来

像を「緑と史跡・文化を大切にするまち 北地域」としました。その要

素となるまちづくり構想として、「交通の結節点・整備された良好な居住

環境」、「史跡・文化の活用」、「自然との調和」、「大学との交流・連携」

を挙げております。その中でも特に、インターチェンジの持つ機能を有

効に活用して東名三好インターチェンジ周辺に産業の集積を図ることと

して、駅に近い区域においては、先ほど三好丘地域で述べた内容の、本

地域内での生活利便施設の立地など、都市機能の充実を図ることとしま

す。地域の特性である自然や歴史的資産を守り、都市空間との調和を大

切にするまちとしております。 

続きまして１４ページ、「（仮称）三好地域」です。三好地域の特性は市

役所や図書館学習交流プラザなどの公共施設、郵便局などの公益施設、

福祉・医療施設、その他アイモールなどの商業施設があるということか

ら、都市機能が集積・充実した地域であります。こうした要素を踏まえ

て、今後この地域の将来像を「みよしの顔となる機能的なまち 三好地
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域」としました。このまちづくり構想として、「みよしの顔にふさわしい

都市中心拠点」、「居住機能」、「水と緑を活かした遊歩道のネットワー

ク」、「果樹産地」、「産業基盤」を挙げております。この中で、都市中心

拠点があるこの地域は、公共施設等の都市機能が適正に配置され、公共

交通のネットワークが整備された交通環境が整ったまちとし、中心市街

地や国道１５３号沿線での店舗の立地促進によって、生活利便施設が立

ち並び、にぎわいと人びとの交流があるまちとします。この他、居住機

能では「ふるさと居住地ゾーン」の区域において多世代の居住が可能な

住環境の創出につなげ、地域を縦断する境川の緑道、三好公園、保田ヶ

池公園をネットワーク化して散策できる憩いの空間があるまちとしま

す。さらに本市の特産である果樹の産地としての環境や、工場、企業な

どの産業基盤が整った活力あるまちとします。 

最後は１５ページの「（仮称）南地域」です。南地域の特性は既存集落と

農地が広がる中にいくつかの大規模工場が立地しており、市民の就労の

場となっていると同時に本市の財政基盤を支えています。また地域住民

の団結力が高く、地域力が高いなどが特徴ということで、この地域の将

来像を「地域力を生かした元気なまち 南地域」としました。その要素

となるまちづくり構想に、「ふるさと居住機能」、「地域力」、「優良農地の

保全・地産地消」、「自然との調和」、「産業基盤」を挙げております。こ

の中で「ふるさと居住機能」では、一団の区域においてを多世代の居住

が可能な住環境の創出によって、人の環境や世代間の活性化につなげて

この地域の特徴である地域力が今後も盛んなまちとします。また一団の

優良農地の保全によって、本市の特産でもあります、かき、なし、ぶど

う等の果樹の生産環境を保全し、地産地消が図られるまちとします。自

然環境では細口公園や周辺の河川空間を活かした散策空間のネットワー

ク、産業基盤としての強みを生かし、さらに産業の高度化・付加価値化

が図られるまちとします。 

以上、「地域別構想（案）」の説明とさせていただきます。 

 

会長：それではただ今の説明に対しまして、ご意見ご質問等などござい

ますか。 

 

山根委員：「Ⅲ 土地利用構想の検討（案）」については、今後２０年は

実質的にはあまり変わりないので、皆さん安心して住んでください、と

いうことであまり変わり映えがしない案ですが、それは仕方がないと思

います。ただ、「Ⅳ 地域別構想の検討（案）」については、送っていた

だいた資料にもありますが、これから１０年、２０年後に高齢者が増

え、しかも単身世帯が増えるという、それに対してのアイデアがあまり

にも乏しいのではないかという感想を持ちました。例えば、三好丘地域

の構想で、私も三好丘に住んでおりますが、「高齢化が急速に進行する」

とありますが、ただ本当にそれだけでいいのか、という印象を受けま

す。具体的には、「土地利用構想図（案）」では「福祉・医療・介護拠

点」とありますが、これは結局、市民病院に限定されています。本当は

このようなものをもう１つ、三好丘地域でも作る必要があるのではない

かと、そういうことを考えます。 

１２ページの「地域活動」で、「地区拠点施設に地域住民が集まり」とあ

りますが、「地区拠点施設」というものが具体的に出てきませんので分か

りませんが、私としては、福祉センターであるとか、あるいは病院の分

院であるとか、そういったものが、２０年後、３０年後のみよしを考え

ると必要なのではないかと思います。 

 

会長：今、高齢化というキーワードがありましたが、特に三好丘の高齢

化という説明の中で、その視点が足りないのではないかというご指摘と
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具体的なご提案があり、そういった点を考えていただきたいということ

でした。 

 

事務局（企画政策課副主幹）：確かにそういった要素があるということ

で、表現等を工夫したいと考えております。なかなか表現の仕方で悩ん

だところもあるのですが、福祉・医療・介護拠点ということで市民病院

を中心とした、ということがあったのですが、確かにおっしゃるように

市全体に関わることだと思います。 

具体的には特に北地域については、駅の南西の辺りの土地利用として、

もう少し駅を生かした特性がある区域にという要望がまちづくり懇談会

においてもありました。そうしたことも踏まえた中で、そういったエリ

アについて、今後の可能性として、１０ページのところで、概念図です

ので分かりにくいかもしれませんが、三好ケ丘駅の南辺りについては、

「にぎわいゾーン」、「くらしゾーン」という位置づけをした中で、民間

の立地促進にもなるかもしれませんが、福祉・医療等の施設の誘導がで

きたらという思いを持って土地利用構想を提案させていただきました。

表記についてはご指摘の内容も踏まえて検討させていただきたいと思い

ます。 

 

山下委員：三好丘に住んでいるものですので、三好丘についてお話をさ

せていただきたいと思います。 

地域別構想の中で、三好丘地域の「人々をひきつける交流のまち」と位

置づけされていて、「③まちづくり構想」で「北の玄関口としての機能」

とありますが、三好丘の５０年後を見据えて「みよし市の玄関」となる

べきまちにしていただかなければならないと思います。市は駅前に立っ

て「これがみよし市か」と思えるようなまちにしていくべきと思いま

す。 

１０ページの「土地利用構想図」では、赤丸が都市中心拠点とされてい

ますが、これを三好ケ丘駅の方へ当然持って行くべきだろうと思いま

す。三好ケ丘駅の前はまだ開発されていない土地もあります。ウェイト

をぜひこちらの方に持ってきて、５０年後を見据えてまちづくりをして

いただきたいという思いがあります。かつて三好丘の団地を造った時

は、かなりすごいプロジェクトだったと思いますが、あれを超える構想

力を持ってまちづくりをしていただきたいと希望しております。 

 

会長：今のご意見は、さまざまなご意見があると思いますので、１つの

意見ということでよろしいでしょうか。 

 

天石委員：先ほどはきついことを申し上げましたが、予算執行にあたっ

ては大切に進めていただきたいので、よろしくお願い申し上げます。 

それからこれからが質問ですが、それぞれの地域に与える権限ですとか

義務ですとかは考えていらっしゃるのでしょうか。例えば地域会議のよ

うな、委員を集めてそこで地域で決めていただくとか、あるいはスポー

ツですとか、福祉の相談センターは、今は３箇所ですが４箇所にするの

でしょうか。整合性をとっておかなければなりません。 

それからもう１つ、行政区と地域の人をしっかり分けて考えていかない

と、無駄が発生してしまうようなことになります。地域を作ると言いま

すが、「地域」の定義がもう少しはっきりしないと論議が進まないという

感じがします。 

 

会長：どうでしょうか。３つを４つにというところで、今まで進められ

てきたものとの違いをどう調整するのかという点と、地域に対する権限

をどのように考えていらっしゃるのか、というところは重要だと思いま
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す。 

 

事務局（企画政策課長）：第２次総合計画の中で地域別構想を考える場

合、地域の区分を現行総合計画の中で３地区だったものを、４地区に分

けて考えていきたいということと、地区特性において将来像を描いてい

きたいということで、今回４地区で計画を進めています。 

 

会長：その地域に与えられる役割ですとか、それをどのようにやってい

くかの権限というか、決定できるもの、できないものが何か想定されて

いるのか、という意味です。よろしくお願いします。 

 

事務局（副市長）：地域協議会という形で権限を持たせて、ある程度の予

算を配分してやっている自治体もあります。今のみよしで想定される地

域の単位としては、各行政区とコミュニティ、コミュニティというのは

小学校単位です。さらに今回の総合計画で提案させていただいた４つの

地域が該当すると思います。今後、地域協議会等で行政の権限を持たせ

たものが必要かどうかは、行政として議論を進めていくべきことだと思

います。他の自治体の事例を見させてもらい、その方がよりうまくいく

という状況であれば進めていくべきと思いますので、検討させていただ

きたいと思います。 

 

会長：今まで出てきた協働という視点も含めてというところで、ご検討

していただきたいと思います。 

 

伊豆原委員：私が気になるのは、道路が「広域幹線軸」とされているの

に対し、鉄道は鉄道としか表示されていないことです。これはどういう

意味があるのでしょうか。道路は、例えば東名高速道路はインターチェ

ンジがなければ障害物になってしまう。インターチェンジがあるから初

めて機能する、という話で、鉄道も今、「北の玄関にする」と言っていま

すが、この鉄道が、生活の中で大きな要素があるから「北の玄関」とさ

れているのだと思います。そうすると鉄道という表現でいいのか、これ

も広域の交流軸の１つであろうと思います。鉄道をこういう形で書いて

しまうと非常に分かりにくくなってしまうと思います。 

もう１つ、先ほど地域を４つに分けるとされましたが、そうすると、地

域間をどう結ぶのか、という辺りがこの構想のところで議論したらよい

のか、もう少し他のところで議論されるのかを教えてください。緑の軸

は川があるので分からないことはないですが、各拠点が独立した拠点な

のか、拠点同士は連絡・連動してみよしのまちは全体が機能していくの

かというイメージが沸いてきません。独立したものであれば、このまま

でよいと思います。互いに連動して交流するというのであれば、それが

連絡してないとイメージが沸かないと思います。どちらなのか教えてい

ただきたい。 

鉄道については提案です。 

 

事務局（企画政策課長）：伊豆原委員がおっしゃる地域間の交流について

は必要になってくる重要な課題だと思っております。その点について

は、伊豆原委員は公共交通会議を代表して出てきていただいています

が、そちらの方でも合わせて、ご相談させていただきたいと思っており

ます。 

 

会長：その点はキーワードになっている協働というところから、大事な

ことだと思いますが、先ほどご指摘いただいたように６ページのところ

に「市民同士や地域間の連携感を高めながら」というところが市として
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のお考えではないかと思います。 

 

酒井委員：１０ページの「土地利用構想図」は、私は７０年近く暮らし

ていますが、本当に分かりにくい図です。東名高速道路と国道１５３号

バイパスが入っていますが、皆さんちょっと覚えていただきたいのは、

みよしが村から三好町になった時、知立から今の大井橋までの県道豊田

知立線ができました。東名三好インターチェンジが通ったことにより、

非常に南北の県道豊田知立線が大変混みます。そのために道路も、県が

整備していると思いますが、その沿線には車両基地となって、トヨタの

工場に部品を供給する組立のところがたくさんできています。それが豊

田や刈谷方面の国道２３号に結ぶ道だとか、知立に行く道だとか本当の

幹線ですね。そういうことも市の方で考えてほしいと思います。はっき

り言うと、駅が１つあってもだめだと思います。三好ケ丘駅と知立駅を

結ぶ電車が走ると一番良いと思います。そこを結ぶ公共交通機関があれ

ば、すごく活性化すると思います。そういうことも民間にお任せではな

く、イニシアティブをとっていただきたいです。そのためにもう少し構

想図は分かりやすい図にしてほしい。緑の点々が何を表しているのか分

かりません。どこにどういう池があるか、どういう水路があるから、こ

ういう緑の回路があるのか、これを見ても分かりません。きつい話をし

て申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 

 

会長：ご意見として、見やすくしてくださいということだと思います。

色々工夫をよろしくお願いいたします。 

 

小嶋委員：基本的には何も変わっていないイメージだと思っています

が、この中で少し分からないところがあるのですが、茶色の印がついた

「ふるさと居住地ゾーン」とは何ですか。教えてください。 

 

事務局（企画政策課副主幹）：９ページでは抽象的な書き方をして、分

かりにくいかもしれませんが、市街化区域は三好丘の方ですとすぐに新

しい家が建てやすいというのがよく分かると思います。南の方では市街

化調整区域のところに、オレンジ色の「ふるさと居住地ゾーン」を設定

しています。その意図としては、まちづくり懇談会でも意見がございま

したが、今回でいう南地域については、市街化区域の変更や人をもっと

呼び込めるような、という声がございました。色んなやり方があると思

いますが、こういった位置づけをした中で、市街化調整区域の中で、三

好丘での住宅の敷地よりもう少し広い敷地になるかもしれませんが、そ

うした敷地において２世帯住宅などが建設できるようになることによっ

て、南地域の人口の活性化を目指していくという狙いから、「ふるさと居

住地ゾーン」としています。 

 

小嶋委員：新たにつくるということですか。 

 

事務局（企画政策課副主幹）：今までの総合計画でも、これと似たよう

な位置づけはされてはいましたが、今回の中でもこういったところを積

極的に打ち出して人口の増加、活性化をしたいという思いです。 

 

小嶋委員：「土地利用構想（案）」は、何年ぐらいを目途にされているの

でしょうか。２０年とか、３０年、４０年構想のもとにされているので

しょうか。 

 

事務局（企画政策課副主幹）：構想という観点でおおよそ２０年ぐらい

を目途で考えております。 
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小嶋委員：ありがとうございます。２０年、３０年先のことを考えるな

らもっと大きく、みよしを全て変えるくらいの構想を作ったらいいので

はないかと思います。私の空想でございますが、意見として聞いていた

だければ幸いだと思います。 

真ん中に大きな中心拠点を作ると構想されていますが、おそらく２０年

先、３０年先には消滅しますね。三好ケ丘駅周辺、黒笹駅周辺がこの大

きな市街化の中心になると私は思います。みよしの真ん中を市街化した

いのなら、このバイパスの上に鉄道を引っ張ってきて、みよしの中心に

駅をつくるというぐらいの構想がないとこの真ん中の都市の中心はうま

くできないのではないかと思います。三好ケ丘駅に小さなピンク色の丸

があり、どのくらいを考えていらっしゃるのかと思いますが、この辺を

本当に市街化のことを考えるなら真ん中の丸い大きな円ぐらいの大きさ

を三好ケ丘駅と黒笹駅につくるぐらいの構想にしないと、みよしの大き

な発展はないのだろうと思います。将来的に考えると、もう少し夢のあ

る大きな構想を作って、もっと、みんながわくわくするような構想が出

るといいと私は思いました。参考にしてください。 

 

会長：ありがとうございました。それぞれ皆さんの思いがありますの

で、考えていただけたらと思います。 

 

原田委員：第１回審議会の時から４地区なるとということで、みよしの

「よし」を付けて「えきよし」、「きたよし」、「なかよし」、「みなよし」

とお話があったと思います。呼称は、親しみやすい読み方がいいと思っ

ています。新しい名前にするなら、それはそれでいいのですが、どのよ

うな検討があったのかを教えていただきたいです。新しい総合計画だか

ら、三好丘地域、北地域、中地域、南地域にするということでしたが、

賛否両論あると思います。呼称について色々な意見が出たと思います

が、その過程を教えていただけたらと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：現行総合計画の中では、「きたよし」、「なかよ

し」、「みなよし」というように３地区で分けていました。そもそも「き

たよし」、「なかよし」、「みなよし」ができた時に、「北部」「中部」「南

部」の「部」というのがあまりやさしくない感じがする、ということか

ら、新たな呼び方が、「きたよし」、「なかよし」、「みなよし」の３つの

「よし」で、ちょうど３地区で語呂が良かったので決まりました。今回

審議会の中でもお話してまいりましたように、三好丘の部分がきたよし

地区の中でも少し地域特性が変わってきている部分があり、住宅地の成

熟が進んできているということで、分けた方が今後の地域の構想を考え

ていくときには良いのではないかと考え、４地区になりました。 

その時「きたよし」から出して、本当は「きたよし」という名称も現行

のものと混同するところがありますので、どうしようかというところも

あったのですが、本当に苦し紛れで駅を中心とした、住宅地の開発が進

んだ地域ということで「えきよし」という名称を付けたのが最初でし

た。一方で、この「よし」が４つになってしまうと、「３つのよし」で 

みよしという当初の「よし」を付けた１番のところのコンセプトもずれ

てしまうというところがありまして、何か良い案はないかということ

で、色々意見が出たのですが、この４地区をどう４地域に分けたのかと

いう辺りで、ベースが中学校区をベースにしているところに行き着きま

した。ただし、三好丘の地域特性を考慮した上で地域区分を設定した都

合上、中学校区とイコールにならない部分はどうしてもありますが、今

回中学校の頭の部分を取りまして、「三好丘地域」、「北地域」、「三好地

域」、「南地域」という形で案を出させていただきました。地区を地域に
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変えたところも先ほどあったように、またコミュニティより大きなエリ

アということで、「地域」にさせていただきました。そういうような形で

今回はこういう案を出させていただきました。 

 

冨樫委員：私も原田委員と同じようなことをずっと考えておりまして、

確か「きたよし」、「なかよし」、「みなよし」は公募で決まったのではな

いかと思います。私は募集があった時にいい案が浮かばなくて応募はし

ませんでしたが、すごくいい案を出す人がいるものだと感じた覚えがあ

ります。そういう公募で決まったものを簡単に変えて良いのかと思いま

す。ただ「みよし」でなくなるというのはこじつけのような気がします

ので、女性的観点から、みよしの中には女性はたくさんおりますし、子

どももたくさんおりますので、やはりあたたかい言葉遣いの方が私は良

いのではないかと思います。公募だったというのを知らないで変えられ

たということではないでしょうか。さんさんバスの名前と同じように、

さんさんバスの名前より前に地区の名前の公募があったと思います。調

べていただけたらと思います。 

 

会長：事務局の方はどうでしょうか。仮称については今、決定しないと

いけないのでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：まだ大丈夫ですが、もし委員の皆さんからこれ

はどうかというご意見があればお願いしたいです。 

 

原田委員：この総合計画の提出が平成３１年３月ですよね。そうすると

そこからもう決まった地域の名称になりますよね。再来年の３月から、

だから今そもそも論として少し気になっています。 

 

事務局（企画政策課長）：そうですね。現行総合計画が今挙げる「きたよ

し」、「なかよし」、「みなよし」という名称が、次の第２次総合計画で

は、それを４地区に区切って、新たな地域に分けますので、新しい名称

が必要になります。ただし「きたよし」、「なかよし」、「みなよし」を絶

対に変えようということではないですが、それを使った良い案が浮かば

なかったところもあります。同じままでいくと新たにできたところと、

現行計画の「きたよし」として考えていた部分と混同してしまう可能性

もあったので、新たな名称というところで考えたところであります。 

 

会長：今ちょっとここで議論しても決まらないと思いますので、ここの

名称につきましては事務局でどうするか、募集の面も含め委員に聞く

か、本当に公募にするのか等も含め、検討していただくということでよ

ろしいでしょうか。時間が過ぎてしまいましたが、他に何かございます

か。 

 

田中委員：今日の一番のポイントになるのは「みんなで育む 笑顔輝く 

ずっと住みたいまち」だと思います。この「みんなで」の中身を色々聞

いていましたが、市民の場合もあれば、行政、企業、商工会などの場合

もあり、この「みんなで」というのは、抽象的化された人間集団のこと

なのでこの辺りは「みんなで育む」とするのは仕方ないと思います。

キャッチフレーズだとどこの自治体でもこのようになります。ただ、み

よし市が１つの成熟した、これだけ勢いがある市として、この議論をす

るという意味では、これだけカラーの色分けができるわけですから、そ

の「みんな」の中には市民セクターはこういう役割を果たす、行政セク

ターはこういう役割を果たす、それから企業セクターはこういう役割を

果たす。そして市民だけではできないことは共助、共助だけではできな
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いことを公助がバックアップする、あるいは自助だけではできないこと

を地域がバックアップしていくという、そういう関係が出てきます。Ｅ

Ｕでは補完性の原則と言って、自分でできないことは町内会で、町内会

でできないことは市やまちでと補完しています。そのような市民の主体

性をもっと促すような見取り図やコンセプトみたいなものを、この「み

んなで」の中に示せれば、もっと市民の主体性を促すことができると思

います。 

また、土地利用のところですが、やはり高齢化という問題が引っかかっ

てくると思います。そのときに病院などネガティブな話が出てきます

が、今の高齢化はそういうのだけではなくて、何を求めているかという

とアクティビティです。例えば市のほとんどの幹線道路に自転車道路を

取り付けただけでも全然違います。具体的なプラットホームを示してい

かないと、何をもって市民協働なのか分かりませんし、他のゾーニング

のところでも、「こういうところに自転車道を作る」とか、先ほど鉄道の

話が出て私は非常に嬉しかったのですが、私もそう思っており、ＬＲＴ

を通せば、低床の車椅子でもベビーカーでも入れるものを通せれば一番

良いのですが、それが無理なら、コミュニティバスをどれだけ充実させ

ていくということなど、このようなダイナミックな構想を示せるとなお

良いと思います。 

最後に１点気になったのは、「みんなで育む 笑顔輝く」ここまでは良い

として、「ずっと住みたい」の部分です。ここがウィークポイントではな

いかと思います。というのは２ページのアンケートにおいて、ここは何

度も見返すべきだと思いますが、例えば１８歳以上の市民アンケートで

もこれらは「こうしてほしい」という要望です。例えば住み続けたいな

ら「面白さが必要だよ」とか、「人が集まる魅力を作ってくれ」だとかそ

ういうことが書いてあります。あと中学生は「もっと楽しめる、遊べる

場所」を求めている。だから市民参画の協働というのではなく、「こうし

てほしい」という要望ばかりです。行政側は、職員のアンケート結果を

とると、「まちづくりの主体は市民」とし、温度差があります。市民側は

「自分はこうしたい」と言っているわけではない、一方で行政側は「市

民で主体性を持って取り組むのが必要」だとしています。温度差があり

ます。 

やはりこれだけ小さいまちなので、このコンパクトさを生かして、どれ

だけ先進的でよそから見た時に魅力で、あそこに住もうと思ってもらえ

るか。中学生がよそに行かなくて帰ってこようと思えるか。その魅力が

必要で、これがないとずっと住みたいとはなりません。 

実際、民間のデータパックの調査（東洋経済新報社の最新版17年版）

で、みよし市は昨年住みよさで15位、今年は21位になっています。なぜ

ちょっとずつ落ちているのか。全国約800の市区のうちの21位なので良い

位置にはありますが、消費の部分で少しダウンしています。アイモー

ル・イオン・三好頼みが背景にあると思います。 

みよし市は、ＰＲの部分、都市プロモーションの部分がまだまだ足りな

い印象があります。みよしのＰＲをうまくすれば、もっと今の中学生た

ちは、将来またここに戻って、子どもを持とうとか、家族を持とうとな

ると思います。構造上、若い男性の配偶者率が低いことは気になってい

ます。 

「ずっと住みたいまち」として青い色で塗られたところや、魅力やプロ

モーションというところと、ゾーニングのところをトータルで絡めて、

みよしのプランニングについて、大胆な意見を含めて議論できたことは

今日の収穫であると思います。 

「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」を受け入れて、それぞ

れの言葉を分けた時、１つ１つ、実際にそのようになっているか、その

ためにはどうしたらよいかについて次回以降議論できれば、非常に有意
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義になると思います。長くなりましたが、以上です。 

 

会長：ありがとうございます。私の進行により時間を超過し申し訳あり

ません。本日の議事を終了いたします。ありがとうございました。以後

の進行を事務局にお返しいたします。 

 

事務局：どうもありがとうございました。 

次回の審議会の開催予定日ですが、3月16日（金）午前9時30分からを予

定しております。よろしくお願いします。また、本日は長時間に渡るご

審議どうもありがとうございました。 

以上をもちまして、第3回みよし市総合計画審議会を閉会させていただき

ます。ありがとうございました。 

 

 


