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「みよし市まち・ひと・しごと創生総合戦略」意見提案書取りまとめ  

◆提出された意見（６名分） 

１ 第１期まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証についての意見 

頁 項 目 意見の内容 対応 

２ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証１ 

【区長会代表・岡本委員】 

 安全で快適な住環境の満足度が３３％で最低であった

が、これは公共交通対策の満足度がそのまま反映された

のではないかと考える。質の向上が必要である。 

 公共交通については、現状の課題等を踏まえ、路線や

ダイヤの見直しを進めていきます。 

公共交通を始め、住環境の向上につながるよう施策の

展開を進めていきます。 

３ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証１ 

【あいおい・加藤委員】 

②生きがいづくりの支援に関して、生涯学習講座数の

充実に対し、受講者数が減少している要因の１つに、地

域住民への周知・ＰＲ不足が考えられるため、高齢者向

けの情報提供の場（就活フェアなど）を増やしてはどう

か。 

 イベントのＰＲ不足については、通年の課題でありま

す。広報誌やＨＰのみでなく、ＳＮＳなども活用すると

ともに、地域の方々に情報が伝わるよう広く市のＰＲ方

法を検討することを検討します。 

 高齢者向けのイベントにつきましても、地域と連携し

たイベントを推進することで生きがいづくりにつながる

と考えるため、さらなる展開を検討していきたいと思い

ます。 

４ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【区長会代表・岡本委員】 

各基本目標のＲ元年度末の満足度がＨ26基準値をすべ

て下回っている。Ｈ26の基準値がどういうものである

か。それぞれがアンケート調査であるとすると、項目に

大きな違いがあるのか。 

 満足度は毎年12月に市が実施している「行政評価アン

ケート」の数値で確認しています。 

 Ｒ元年度から第２次総合計画に伴う新施策での設問内

容への変更はありましたが、基本的には毎年度大きな違

いはありません。 

満足度については、前年度からの上乗せがないと向上

しないと分析をしています。 

 第２期総合戦略については、基本目標にあった数値目

標を再検討していきたいと考えています。 

 

参 考 
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５ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【あいおい・加藤委員】 

今までにない視点として、働く場が豊富（市内に事業

所も多い）という市の強みを踏まえ、昨今のコロナウイ

ルスを始めとした感染症などへの企業としての対策を含

む「防災」をテーマとした企業向けの取り組み（ＢＣＰ

等）も加えたらどうか。 

企業に対してのＢＣＰ策定につきましては、市から補

助金を交付しています。 

企業のニーズにあった支援策を検討していきたいと思

います。 

５  総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【愛教大・阿部委員】 

「Ⅱ暮らしたいと思える環境づくり」の「安全で快適

な住環境」に関する項目の評価（満足度）が特に低い。

ここをクリアするためには、駅前地区の商業・生活機能

の活性化が欠かせないのではないか。 

三好ケ丘駅は本市の「北の玄関口」と位置づけていま

す。駅前の活性化については積年の課題でありますの

で、活性化の方法について検討を進めていきたいと思い

ます。 

５ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【愛教大・阿部委員】 

みよし市において、目指すべき「交流人口」とは、ど

こから来た人が、誰と交流することを念頭においている

のか。例えば南部地区の農業資源を交流資源として想定

することはありるか。 

交流人口は観光などで本市に訪れる人であると考えて

おり、具体的には市外から３大まつりに来訪した人が、

本市のことを知るきっかけになればと考えています。 

また、総合体育館や三好池カヌー競技場を利用するス

ポーツ関係者が関係人口に位置づけることができると考

えています。 

さんさんの郷などのイベントが、南部地区の農業資源

が交流資源としてなり得るのであれば、施策について検

討していきたいと思います。ただし、現在、具体的なイ

メージは描けていません。 

５ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【東海学園大・丸山委員】 

「AIやSociety5.0の視点」に関連して、東海学園大学経

営学部では経営情報論を専門とした実務経験を有した博

士が2020年4月より在籍しているため、こういった教員

リソースを活かして政策形成などにおいて大学と連携し

てはいかがでしょうか。 

 

AIやSociety5.0については、施策に位置づける必要が

あると考えいます。大学と連携してコミュニティビジネ

スにつなげるような方法があれば、積極的に実施してい

きたいと思います。 
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５ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【学生代表・竹内委員】 

 「ＳＤＧｓの視点」に関連して、みよし市と東海学園

大学の学生や教員とより連携を密にしてＳＤＧｓの普及

活動を推進し、「持続可能なまち」をシビックプライド

に繋げてはいかがでしょうか。 

ＳＤＧｓを推進する上でステークホルダーとの連携は

欠かせないと考えており、また本市単独の取組だけでな

く、大学や企業など様々な分野との連携が必要と考えて

おりますので、連携方法について検討していきたいと思

います。 

５ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【区長会代表・岡本委員】 

 方向性の４つ目 シビックプライドの醸成とは。また

それが長期的な人口の安定とどう結びつくのか。 

シビックプライドとは都市に対する「誇り」や「愛

着」のことで、みよし市に愛着を持ってもらわないと、

最終的には定住しようとは思わないと考えられます。 

例として、大学進学で一旦はみよし市から離れても、

自らのふるさとはみよし市であると思い、将来的にはＵ

ターンしたいと思ってもらう事であると考えています。 

本市ではみよし市で育った人を対象にシティプロモー

ションをすることで、大学などで本市を離れても、就職

する時に本市に帰ってきてもらうことで、最終的に定住

につながると考えています。 

６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【あいおい・加藤委員】 

 コロナウイルスによる一般的な働き方の変化（在宅勤

務等の推進）により、在宅勤務がしづらい子育て家庭や

共働き家庭への、近所のワークスペースの提供や夫婦で

在宅勤務できる住宅設計等がクローズアップされてい

る。みよし市でも同様のことが起きているのであれば、

（空き家の有効活用など）検討できないか。 

 コロナ禍における働き方や事務の進め方などについ

て、考えさせられる状況にあります。 

本市には空き家バンク制度がありますが、実際空き家

としての登録は０でありますが、その理由から検証し、

空き家が活用できると判断される場合については、検討

を進めていきたいと思います。 



4 

 

６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【あいおい・加藤委員】 

 企業向けの施策に関して、テレワーク推進企業の発掘

だけでなく、地域企業を対象にしたテレワークを始めと

する新たな生活様式を踏まえた制度導入に向けた取組を

追加する必要があるのではないか。 

（今までにはない視点として方向性に位置づけしてい

る、新しい生活様式の色を濃くする施策が必要であ

る。） 

 テレワークも含めて新しい生活様式の施策を推進する

ことは、現在の社会情勢を鑑みると重要であると思いま

す。 

 まずは、地域企業のニーズを把握することが必要だと

思いますので、施策実施に向けて検討を進めていきたい

と思います。 

６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【あいおい・加藤委員】 

 ＭａａＳの推進において、具体策の１つとして「さん

さんバス」等のオンデマンド化を検討してはどうか。 

※利用者数は目標以上であるが、満足度が低いため 

※人口流出入によると、県内における転出入が多くあ

り、通勤しやすい等の利便性の向上が理由の１つで

ないかと考えられる。 

※医療・福祉従事者も多く（特に女性）、コロナ対策

としての医療従事者向けオンデマンド等の検討は考

えられないか。 

 現在、さんさんバスと一体となり、バス路線でカバー

できないエリアについては、デマンド型で乗合タクシー

を運行しております。 

 この他のデマンド型の運行は、バス路線再編の中の１

つの方策として考えていきます。 

 将来的な高齢化により、高齢者への対応が必要であ

り、移動手段、移動の確保の点からＭａａＳが貢献でき

る余地は大きく、公共交通について近い将来、情報通信

技術を活用することで、予約から支払など関連するサー

ビスが一体となったＭａａＳを視野にいれたより住みや

いまちづくりを目指していきたいと思います。 

６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【あいおい・加藤委員】 

 安全・安心なまちづくりでは「交通安全」や「安全運

転意識の醸成」に資する取組も幅広い世代に対する検討

施策の１つになり得ると考えられる。 

 ※テレマティクス技術を活用した安全運転推進イベン

ト開催に伴う支援・講習などが可能 

 

 現在も「交通安全」や「安全運転」などの施策を行っ

ていますが、今以上の高齢化を見据えた施策の検討を実

施したいと思います。 
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６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【愛教大・阿部委員】 

 みよし市に暮らしたいと思える環境整備のために、例

えば駅前地区にアグリパーク（農産物直売所）を設立し

て地産地消体制を構築するとともに、保育所を作って電

車で通勤する人の保育機能を向上させる。また、ＩＴ環

境を整えたコワーキングスペースを設置してテレワーク

環境やＮＰＯ法人・新規起業家のインキュベーター施設

を提供したり、高齢者や子どものフリースペースを作る

など健康と子育ての機能の充実を図る。自由に使える駐

車場をつくり、駅と直結させることでパーク・アンド・

ライド機能を持たせる。特に、将来的によりいっそう高

齢化が進んだ場合、徒歩５００ｍ圏内で新鮮な食材が手

に入らない「フードデザート問題」が発生する可能性が

ある。そうした問題を解決するための多機能施設を駅連

動させるという発想が必要ではないか。 

 保育所整備に関しては、女性活躍に欠かせないと考え

ております。 

 カリヨンハウスの利活用をすることで、コワーキング

スペースなどと子育て支援が一体化された機能の充実を

図ることができる可能性がありますので、検討をしてい

きたいと思います。 

 ご指摘のとおり、子育てや健康・起業支援などは今後

の施策の中で重要な施策と考えておりますので、そうし

た視点を含めて施策などを検討していきます。 

６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【愛教大・阿部委員】 

 転入人口の向上に資するために、大学生の居住機能を

高める目的で、三好丘団地内の空き部屋を安く提供する

なども考えたらどうか。 

 三好丘団地の空き部屋の利活用については、空き家と

も絡めて、今後の可能性を含めて検討をしていきたいと

思います。 

６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【東海学園大・丸山委員】 

 「地域スポーツ振興事業」に関連して、東海学園大学

経営学部ではスポーツ政策論・スポーツ経営論を専門と

した地方公共団体での実務経験を有した教員が2020年4

月より在籍しているため、こういった教員リソースを活

かして政策形成などにおいて大学と連携してはいかがで

しょうか。 

 大学と連携してコミュニティビジネスにつながるよう

な事業があれば、実施していきたいと思います。 

６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【東海学園大・丸山委員】 

 「健康アプリ」の開発などに関連して、例えばアプリ

と連動したウォーキングイベントを行い、東海学園大学

からも参加して、地域コミュニティの形成を促進しては

いかがでしょうか。 

 健康アプリについては、令和２年度に試験的に導入

し、令和３年度から本格的な導入を検討しています。こ

のアプリを使ってマイレージの活用により、地域活性化

につながるような施策を検討していきたいと思います。 
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６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【ひまわり・岡澤委員】 

 合計特殊出生率の向上について、子どもが多いほど

「得」する施策が必要ではないか。 

 本市の合計特殊出生率は1.81と全国的にも高水準であ

りますが、年々出生数も減少傾向となっています。 

 子どもが多いほど得になる施策については、今後検討

していきたいと思います。 

６ 総合戦略数値目標ＫＰＩの

検証２ 

【ひまわり・岡澤委員】 

 市内教育施設（学校）の魅力向上を追加 

 三好高校や東海学園大学への支援 

 市内の教育施設との連携は必要不可欠であると考えて

いますので、今まで以上に連携を深める施策の展開を検

討していきたいと思います。 
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２ 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についての意見 

頁 項 目 意見の内容 対応 

１ 人口ビジョン 

【ひまわり・岡澤委員】 

みよし市の居住可能人数は何人か。 

2038年65,000人に到達した際の世代別割合は。 

長期的に人口減が見込まれるのであれば、出生率2.07

を目指すべきではないか。 

 令和２年７月１日現在の年少人口は９，２６２人、生

産年齢人口は４０，８０１人、老年人口は１１，０６７

人です。 

合計特殊出生率は1.81であり、全国的にも高い数値で

あると考えています。（最新数値は1.80） 

 この数値を2.07にすることがベストでありますが、現

実的に子どもを産むことができる人数が減っているとい

う現状を踏まえ1.81を維持することを目標としていま

す。 

全

般 

ＳＤＧｓ全般 

【あいおい・加藤委員】 

ＳＤＧｓの視点の盛り込み方については、資料のとお

り、自治体が実施する施策の紐づけも重要である。一方

で地域企業のＳＤＧｓへの意識付け（ＳＤＧｓ宣言等）

やＳＤＧｓ教育の普及など、広く発信していくことが必

要である。基本目標の施策にこのような要素を入れ込む

ことも検討できるのではないか。 

 ＳＤＧｓは様々なステークホルダーとのパートナーシ

ップにより推進していく方が、より効果的であると考え

ていますので、方法を含めて検討をしていきたいと思い

ます。 

５ 「2030年までに達成すべ

き17の目標」と「第２期総

合戦略基本目標」との関係 

【区長会代表・岡本委員】 

「2030年までに達成すべき17の目標」と「第２期総

合戦略基本目標」との関係が示されているが、「海の豊

かさも守ろう」がどうかかわるのか。他の項目もグロー

バルすぎて、３つの基本目標に分けるのは難しいので

は。 

 施策を実施する上でＳＤＧｓの考え方を取り入れるこ

とが、求められています。 

 本市は海がありませんが、リサイクル活動を推進する

ことで、プラスチックが減少し海洋ゴミを減らせると思

いますので、そのような施策を進めることで、環境問題

にも積極的に取り組んでいることをＰＲすることが住み

よいまちであるということにつながると考えています。 

 また、ＳＤＧｓ推進については、様々な相関性がある

ので、それを整理することで３つの基本目標に位置づけ

をしていきたいと思っています。 

 


