
第２回総合計画審議会　事前質問一覧表

議題１　みよし市の現状と動向
ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

Ｐ５ 山根　隆

２　人口の現状と動向
（４）外国人登録の推移
国は基本的に外国人を受け入れて人口増加を図る
ことはしないという方針のように思われるが、市
の方針も同じか。

みよし市でも年々外国人人口が増加しており、今
後も増加が見込まれますが、外国人登録者数の推
移は、民間企業の雇用状況により大きく影響を受
けると考えられます。施策として積極的に受け入
れる考えは現在のところありません。

政策推進部長

議題２　みよし市の人口見込み
ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

－ － 質問なし － －

議題３　第１次総合計画の評価結果
ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ３

山根　隆

施策名　公園
４ 福谷公園の整備
Ｈ30でも未整備となっているが、いつ開始できる
か検討されているのか。

福谷公園の整備については、現在整備中である三
好公園（東公園）、保田ヶ池公園の整備が完了次
第、着手していきます。予定としては平成３２年
度にワークショップを実施し、順次整備を進めて
いく計画です。
なお、現在でも用地の買取り希望があれば購入
し、公園用地確保に努めています。

都市建設部長

別冊
Ｐ２６

山根　隆

施策名　道路・橋梁
４ 自転車・歩行者専用道路の整備
整備されたという情報がほとんど伝わっていない
のでは。整備の基本方針が知りたい。

自転車・歩行者専用道路の整備は、主に区画整理
事業により整備を進めています。事業主体から移
管を受けた段階で整備済みとしています。
　現在は、三好中部区画整理区域内で、都市計画
道路の歩道を利用し、自転車道の整備を進めてい
ます。

都市建設部長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ３８

山根　隆

施策名　高等教育と地域連携
２ 大学など地域との交流の拡大
公開講座の内容で市民からの要望は出ているの
か。要望を出すとすると市の窓口はどこか。

要望は出ていません。市の担当課は生涯学習課で
す。

教育部長

別冊
Ｐ４１

山根　隆
施策名　男女共同参画
市議会議員や各種委員会等の委員長に女性を増や
す対策などを検討してこられているのか。

市議会議員や各種委員会等の委員長については、
男女を問わず委員会等の性質や意向により選任さ
れています。
女性委員の登用については、「みよし男女共同参
画プランパートナ2014-2018」において、数値目
標（平成30年度35％）を掲げ、女性委員の登用状
況を毎年確認するとともに、職員研修で女性の登
用率の向上を啓発しています。

市民協働部長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ９

新谷　千晶

施策名　地域福祉
ハード系の評価については、指標（量）をもとに
ある程度評価出来ると考えますが、市民の理解、
共有や生活に直結するソフト系の施策について
は、質（内容）の評価が重要であると考えます。
施策の質の評価、特に現状、課題の要因につい
て、紙面を補完する報告を伺いたい。

　「地域福祉」とは、制度による福祉サービスを
利用する（自助）だけでなく、地域の人と人との
つながりを大切にし、お互いに支える関係やその
仕組み（互助・共助）を作っていくことです。
　助ける人材となりうるボランティアや民生児童
委員等の「量」は指標のとおりですが、「質」に
ついては指標にはありません。しかし、平成28年
度に実施した「総合計画の策定に係るアンケー
ト」では、地域福祉推進について「満足」＋「ど
ちらかというと満足」が21.3％、「普通」
65.7％、「不満」＋「どちらかというと不満」
9.9％という結果でした。この不満を少なくし満
足を増やしていくことが課題であり、「今後の展
開方針」としています。
　また、今後、老年人口が増え年少・生産年齢人
口が減ってきます。そこで、子どもや子育て家
庭、高齢者、障がい者などを含むすべての市民が
安心して生活できる地域を目指した「みよし市版
地域包括ケアシステム」の構築を進め、互いに支
えあえる人材の確保や育成、福祉に関わる組織や
団体が活動しやすい環境づくりを進めることが必
要であり、「今後の展開方針」としています。

福祉部長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ１０

新谷　千晶

施策名　高齢者福祉
ハード系の評価については、指標（量）をもとに
ある程度評価出来ると考えますが、市民の理解、
共有や生活に直結するソフト系の施策について
は、質（内容）の評価が重要であると考えます。
施策の質の評価、特に現状、課題の要因につい
て、紙面を補完する報告を伺いたい。

　本市の「まち・ひと・しごと創生【人口ビジョ
ン】」では、高齢者人口（65歳以上）が2015年
（平成27年）9,809人だったの2035年（平成37
年）には15,031人と今後急速な増加を見込まれま
す。それに併せて、介護認定者数、認知症患者数
の増加も懸念されます。
　過去3年間の介護認定者数は、平成26年度1,134
人、27年度1,165人、28年度1,213人と増加。一方
で、要介護認定を受けている人のうち、認知症高
齢者の判断基準で、日常生活に支障をきたす症状
等がみられる人の過去３年間の推移は、平成26年
度は595人、27年度581人、28年度は569人と微減
しています。これは、各種の介護予防事業の成果
であると分析しています。
　今後は、今以上に多くの高齢者が可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしく生きることができる
よう、「医療、介護、予防、住まい、生活支援」
などを地域の高齢者の実情に応じて提供していく
こと、さらには高齢者だけでなく、子どもや子育
て家庭、障がい者などを含むすべての市民が安心
して生活できる地域を目指した「みよし市版地域
包括ケアシステム」の構築を進めることが「今後
の展開方針」としています。

福祉部長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ１３

新谷　千晶

施策名　医療・救急体制
ハード系の評価については、指標（量）をもとに
ある程度評価出来ると考えますが、市民の理解、
共有や生活に直結するソフト系の施策について
は、質（内容）の評価が重要であると考えます。
施策の質の評価、特に現状、課題の要因につい
て、紙面を補完する報告を伺いたい。

　医療を取り巻く環境が大きく変化するなか、限
られた医療資源を有効活用するため、地域医療機
関との連携を推進する必要があり、市民病院は、
地域医療の拠点として、地域の住民が必要なとき
に必要な医療が受けられるよう高度医療機器を設
置し、地域医療機関との連携により病院資源の有
効的な活用を推進しています。
　市民健診については、受診件数を含めて検査項
目についても担当部署と検討し、受診体制の充実
を図り、市民の健康増進に努めます。
　また、今後は、在宅医療の需要は増加すること
が予想されます。在宅でのQOL（生活の質）向上
のためリハビリ機能の強化に努めます。

病院事務局長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ１６

新谷　千晶

施策名　介護保険
ハード系の評価については、指標（量）をもとに
ある程度評価出来ると考えますが、市民の理解、
共有や生活に直結するソフト系の施策について
は、質（内容）の評価が重要であると考えます。
施策の質の評価、特に現状、課題の要因につい
て、紙面を補完する報告を伺いたい。

　本市の高齢化率は、平成29年11月で17.14％ですが
2035年（平成37年）には23％を超えると推計していま
す。今後急速に高齢者が増加してきます。これらの高
齢者への介護予防対策は大きな課題です。

※以下、１０ページの「施策名 高齢者福祉」と同じ
　過去3年間の介護認定者数は、平成26年度1,134人、
27年度1,165人、28年度1,213人と増加。一方で、要介
護認定を受けている人のうち、認知症高齢者の判断基
準で、日常生活に支障をきたす症状等がみられる人の
過去３年間の推移は、平成26年度は595人、27年度581
人、28年度は569人と微減しています。これは、各種
の介護予防事業の成果であると分析しています。
　今後は、今以上に多くの高齢者が可能な限り住み慣
れた地域で、自分らしく生きることができるよう、
「医療、介護、予防、住まい、生活支援」などを地域
の高齢者の実情に応じて提供していくこと、さらには
高齢者だけでなく、子どもや子育て家庭、障がい者な
どを含むすべての市民が安心して生活できる地域を目
指した「みよし市版地域包括ケアシステム」の構築を
進めることが「今後の展開方針」としています。
　今後は、今以上に多くの高齢者が可能な限り住み慣
れた地域で、自分らしく生きることができるよう、
「医療、介護、予防、住まい、生活支援」などを地域
の高齢者の実情に応じて提供していくこと、さらには
高齢者だけでなく、子どもや子育て家庭、障がい者な
どを含むすべての市民が安心して生活できる地域を目
指した「みよし市版地域包括ケアシステム」の構築を
進めることが「今後の展開方針」としています。

福祉部長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ１７

新谷　千晶

施策名　福祉事務所
ハード系の評価については、指標（量）をもとに
ある程度評価出来ると考えますが、市民の理解、
共有や生活に直結するソフト系の施策について
は、質（内容）の評価が重要であると考えます。
施策の質の評価、特に現状、課題の要因につい
て、紙面を補完する報告を伺いたい。

　福祉事務所は、生活保護、児童福祉、障がい者
福祉、老人福祉等の福祉事務を行っており、その
中で多くを占めるのが生活困窮者を支援する生活
保護です。
　「質」を指標化するならば、”対象者がいかに
健康で文化的な最低限度の生活を送れているか”
ですが、対象者の声を集約すること大変難しいこ
とです。また、対象者の現状は「基本事業の評
価」にもあるように高齢者の割合が年々増加し、
障がい者や傷病者の世帯も多い状況で、なかなか
自立（就労）に繋げにくい状況です。さらに、困
窮に至る要因も様々で、その要因が複雑に絡み
合っています。対応には、関係機関と連携を取り
ながら、いかに対象者の身に寄り添った支援がで
きるかが課題となります。こうしたことからも、
職員の知識や資質の向上が重要となり、「今後の
展開方針」としています。

福祉部長

別冊
Ｐ１７

新谷　千晶
施策名　生涯学習
質問は同上

生涯学習講座受講者の伸び悩む要因としては、講
座の対象者を初心者とし、より専門的な内容につ
いて学ぶ場合には民間の講座を受講することとし
ていることが挙げられます。
さらに、夜間休日の講座がまだ少ないことも要因
の一つだと考えています。

教育部長

別冊
Ｐ２３

新谷　千晶
施策名　建築物の耐震化
質問は同上

耐震化事業については、毎年行政区単位で対象建
物を所有する市民に対し、戸別訪問による制度の
説明を行い、耐震化の重要性をPRしています。ま
た、イベント等に合せ普及啓発活動を実施してお
り、H28年度は防災訓練、H29年度は産業フェスタ
の開催に合わせ行いました。

都市建設部長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ２３

新谷　千晶

施策名　防災拠点整備
ハード系の評価については、指標（量）をもとに
ある程度評価出来ると考えますが、市民の理解、
共有や生活に直結するソフト系の施策について
は、質（内容）の評価が重要であると考えます。
施策の質の評価、特に現状、課題の要因につい
て、紙面を補完する報告を伺いたい。

防災拠点整備については、新庁舎整備や各施設の
耐震化の推進などハード系の評価が主なものに
なっており、いずれの成果指標も達成度は100％
となっております。
大規模地震の発生に備え、防災・災害復興の拠点
として庁舎を活用していくとともに、防災の基本
である「自分の身は自分で守る」ということを、
市民に対してより一層の啓発を行っていきます。

総務部長

別冊
Ｐ２５

新谷　千晶
施策名　公共交通
質問は同上

成果指標による評価では、目標をほぼ達成できて
いますが、市民アンケートでは、公共交通に対す
る市民の重要度は高く、満足度は低いという結果
がでており、指標による成果と市民の思いの間
で、かい離が生じているのが現状です。
今後の超高齢化社会の到来といった時代の流れを
見ると、ますます公共交通に対する重要度は増し
てきます。
今後、本市の望ましい公共交通のすがたとなる
「地域公共交通網形成計画」の策定に向けた市民
アンケートや利用状況調査で実態を把握し、費用
対効果も考慮したうえで公共交通の利便性の向上
に努めます。

政策推進部長

別冊
Ｐ２７

新谷　千晶
施策名　交通安全、防犯
質問は同上

交通安全、防犯について、人身事故件数や交通事
故死傷者数、犯罪件数は減少傾向となっておりま
すが、地区自主防犯パトロール隊の人員確保及び
高齢化が課題の一つとして挙げられます。
これは、昼間働いている現役世代の参加が難しい
ことや地域コミュニティの希薄化が要因であると
考えます。

総務部長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ２８

新谷　千晶

施策名　防災・消防
ハード系の評価については、指標（量）をもとに
ある程度評価出来ると考えますが、市民の理解、
共有や生活に直結するソフト系の施策について
は、質（内容）の評価が重要であると考えます。
施策の質の評価、特に現状、課題の要因につい
て、紙面を補完する報告を伺いたい。

防災・消防について、災害が少ないという安心感
から、自発的な防災活動の醸成につながっていな
い面があることから、自主防災組織の充実が課題
として挙げられます。
「自主防災組織の効率的な組織化」において組織
化や育成に向けた支援充実の具体策を定める必要
があります。
また、消防団員の確保については、地域コミュニ
ティの希薄化が要因の一つとして挙げられるもの
と考えております。

総務部長

別冊
Ｐ３３

新谷　千晶
施策名　国際交流と多文化共生
質問は同上

市民アンケートによると、この施策の重要度は高
くありませんが、特に「多文化共生の推進」につ
いては、在住外国人が学校や地域において抱える
困難の軽減を図る施策であり、施策の対象が在住
外国人であるため、アンケート結果に評価が反映
されにくい状況であると考えています。
今後も、市民の国際理解を深める施策と、在住外
国人が日本に対する理解を深める施策を同時に展
開し、誰もが住みよいまちづくりを進めていきま
す。

政策推進部長

別冊
Ｐ４０

新谷　千晶
施策名　市民の参画と協働によるまちづくり
質問は同上

市民の評価として、重要度は低いが、満足度は平
均値となっています。
まちづくりの主役である市民の方々の行政への参
画や協働によるまちづくりは、今後の行政運営で
重要な取組みであり、市民への理解を深めていく
ための啓発などを行うことが必要であると考えて
います。

市民協働部長
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ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

別冊
Ｐ４１

新谷　千晶

施策名　男女共同参画
ハード系の評価については、指標（量）をもとに
ある程度評価出来ると考えますが、市民の理解、
共有や生活に直結するソフト系の施策について
は、質（内容）の評価が重要であると考えます。
施策の質の評価、特に現状、課題の要因につい
て、紙面を補完する報告を伺いたい。

基本事業の目標達成状況は高いものの、市民の評
価として、重要度が低く、満足度は平均値となっ
ています。
次期みよし男女共同参画プランの策定に伴う市民
アンケートの結果もふまえ、男女共同参画社会の
必要性を高めるための意識啓発などが必要である
と考えています。

市民協働部長

別冊
Ｐ４３

新谷　千晶

施策名　行政組織
中間評価で追加された計画についての確認。
複数の課が関係する社会問題への対応が出てきて
いることから、行政内の協働・連携を促進してい
く内容が加わったと思っていたのですが、どこに
も記載がないので、確認をします。

職員には研修や会議を通して行政内の協働、連携
や、住民と行政の協働の重要性を伝えています。
たとえば、本市の健康寿命の延伸を図るための施
策として、部局間の横断的な連携、協力により生
涯に通じた切れ目のない効果的な健康づくりを推
進するためにみよし市元気推進事業推進プロジェ
クト会議を開催するなどし、協力連携を図ってお
ります。

総務部長
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