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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５回みよし市総合計画審議会 

開 催 日 時 
 平成３０年６月２５日（月） 

午後２時００分から午後５時００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 

（委員）中河基、天石惇郎、櫻井充、冨樫佐智子、清田由雅、 

鰐部兼道、野々山勝利、西村亜紀子、新谷千晶、小嶋民義、 

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、植松良太 

 

【みよし市】 

小野田市長 

【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）山田政策推進部長、本田政策推進部参事、 

村田市民協働部長、小野田福祉部長、林子育て健康部長、 

原田環境経済部長、岡本都市建設部長、深谷会計管理者、 

柴田教育部長、山北教育部参事、溝口議会事務局長 

廣瀬総務部次長 

 

【事務局】 

野々山政策推進部次長、竹内企画政策課長、近藤副主幹、 

三浦主任主査、鏑木主任主査 

 

【傍聴者】 ２人 

次 回 開 催 予 定 日  平成３０年９月１４日（金） 

問 合 せ 先 

 政策推進部 企画政策課（担当：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）：定刻になりましたので、第５回みよし市総合

計画審議会を始めさせていただきます。 

本日は、お忙しい中、また、このような猛暑の中、お集まりいただきまし

て、誠にありがとうございます。 

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。 
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本日、進行を務めさせていただきます政策推進部次長、野々山と申します。

よろしくお願いいたします。 

本日の出席委員につきましては２０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、本日、阿部会長職務代理、近藤委員、村上委員、深谷委員、伊豆原

委員におかれましては、所用のため欠席との連絡をいただいておりますの

で、併せてご報告させていただきます。 

会議に先立ちまして、今回新たに４名の委員の方にご就任いただきまし

た。次第の裏面、１ページ目と２ページ目に条例、３ページ目に委員名簿

を掲載しておりますのでご参照ください。本来であれば皆さまおひとりお

ひとりに委嘱状を交付すべきところですが、時間の都合によりまして、机

上に交付させていただいております。よろしくお願いいたします。 

 

２ 市長あいさつ 

 

事務局（政策推進部次長）：はじめに、小野田市長よりご挨拶を申し上げ

ます。 

 

市長：皆さま、改めまして、こんにちは。みよし市長の小野田賢治でござ

います。 

委員の皆さまにおかれましては、大変ご多用の中、第５回みよし市総合計

画審議会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

年度が変わりまして、各団体の委員の改選に伴い、審議会の委員の皆さま

に交代がございました。今年度、新たに審議会委員をお引き受けいただき

ました皆さまにつきましても１年間よろしくお願い申し上げます。 

平成２８年度から３０年度までの３カ年をかけまして、まちづくりの指針

となる第２次みよし市総合計画の策定を進めてまいりました。本年度はい

よいよ最終年となります。昨年度は伊藤会長をはじめ、審議会委員の皆さ

まには、ご審議を重ね、総合計画基本構想（素案）を作成していただきま

した。今年度は主に基本計画についてのご審議をお願いしたいと思ってお

ります。 

新総合計画策定に向け、委員の皆さまには忌憚のないご意見をいただき、

いろいろな考えや意見が多ければ多いほど良いと私は思っております。そ

して、最終的に本市のまちづくりの指針としてふさわしい総合計画の策定

に向けご協力をお願い申し上げます。簡単ではございますが、挨拶とさせ

ていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

３ 会長あいさつ 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございました。 

続きまして、伊藤会長にご挨拶をいただきます。会長、よろしくお願いい

たします。 

 

会長：こんにちは。本日、５回目の審議会となりますが、本日より総合計

画のビジョンを具現化していきます。その中で根幹的な取り組みである基

本計画について議論してまいります。 

資料は既にお目通しいただいていると思いますが、内容が多岐にわたって

おり、非常に読みごたえのある資料だったと思います。できればもう少し

早く送っていただけるとありがたいかなと思いつつ、関係者の方々にはぎ

りぎりまで調整して、より良い内容にしていただいたと思っております。 

本日は長丁場になりますが、活発な議論をしていただき、議事の進行にも

ご協力いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 
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事務局（政策推進部次長）：ありがとうございました。 

なお、市長は他に公務がございますので、ここで退席をさせていただきま

す。 

 

市長：退席 

 

事務局（政策推進部次長）：それでは、ただ今から議事に入っていきたい

と思います。なお、議事の取り回しにつきましては、本審議会条例第４条

第２項の規定によりまして、伊藤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（素案）の修正について 

 

会長：それでは、お手元の次第に沿って議事を進めたいと思います。 

議題の（１）第２次みよし市総合計画基本構想（素案）の修正について、

まず、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と申します。議題（１）に

つきまして説明をさせていただきます。座ったままで失礼いたします。 

はじめに、資料１をご覧ください。第２次みよし市総合計画の策定スケ

ジュールについてです。今年度、新たに委員になられた方もいらっしゃい

ますので、確認の意味も含めまして、策定スケジュールを説明いたします。 

平成２８年度から３年間をかけまして、第２次みよし市総合計画の策定に

取り組んでまいりました。今年度が最終年となります。スケジュール表の

一番左側、上から２段目に総合計画審議会という記載がございます。今年

度は今回の第５回審議会を含め、全部で４回の審議会の開催を予定してお

ります。ご了解いただきたいと思います。 

資料２の１ページの「１ 総合計画ってなに？」をご覧ください。総合計

画は、市の将来像やその将来像を実現するための基本目標などを定めた総

合計画基本構想と、基本目標を達成するための施策などの取組方針や目標

指標などを定めた総合計画基本計画、また、毎年度実施する具体的な事業

を定める総合計画実施計画、この３つで構成されております。 

資料１のスケジュールに戻っていただきたいと思います。スケジュールの

２段目に今年度行う内容について記載しています。平成２９年度３月に開

催した第４回総合計画審議会において、基本構想（素案）についてご審議

いただき、素案をとりまとめていただきました。 

平成３０年度の内容の欄をご覧ください。主に今年度行う内容は、①基本

構想（素案）のまちづくりシンポジウムの開催、②基本計画（案）の作成、

③基本構想（案）・基本計画（案）のパブリックコメント、④基本構想（案）・

基本計画（案）の審議会から市長への答申、⑤基本構想の議会への上程・

議決です。基本構想部分については、議会の議決を経て初めて認められる

ことになっております。そして、⑥総合計画の公表、以上が今年度行う総

合計画策定作業の主な内容になります。 

昨年の第１回審議会において、第２次みよし市総合計画策定スケジュール

を会議資料として提出させていただきました。そのスケジュールでは、印

刷製本期間の都合を考え、総合計画の基本構想については、議会への上程

を平成３０年度の１２月議会とする予定をしておりました。そして、１２

月議会で議決をいただく予定でしたが、議会への上程は、審議会から市長

へ答申をいただいた案をもって、平成３１年３月議会に上程したいと考え

ております。第１回審議会に提出したスケジュール案から、議会の上程を

１２月議会から３月議会に変更しておりますのでご確認ください。 

それでは、資料２について、前回、３月１６日の第４回審議会からの修正
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箇所の説明をさせていただきます。第４回総合計画審議会では、基本構想

（素案）に対していろいろなご意見をいただきました。審議会終了後にも

委員の皆さんからご意見をいただいております。また、第４回審議会終了

後、市議会の全議員に対して、基本構想（素案）の内容を説明し、意見交

換会を行いました。議員の皆さんからいただいた意見と、庁内の総合計画

策定本部会議での意見などを踏まえて、基本構想（素案）を修正しました。

その内容をここで確認したいと思います。 

資料２の１ページをご覧ください。「３ 計画の期間は何年間なの？」の

部分ですが、第２次総合計画基本構想の計画年を２０年とした理由を詳し

く示した方が良いのではないかというご意見をいただきました。１ページ

左側の「なぜ新しい総合計画が必要なの？」の中でも、２０年後には高齢

化が急速に進展するため、将来的な人口減少や超高齢社会を見据えた対策

を講じ、地域の活力の維持・向上を図る取り組みが必要となると述べてい

ますが、確かに計画期間の設定の考え方についてはより詳しく、より明確

な説明が必要であると考え、１ページの右上の網かけの文章を今回加えさ

せていただきました。この文章は、第１回審議会資料の中で「計画期間の

考え方」という部分でお示しした文章と同じ内容を記載しております。 

なお、文章中に黒い星を２つ並べて「★★何年」という表記をしています

が、前回の審議会でもご説明しましたが、年号の表記については、西暦よ

り和暦表記の方が分かりやすく、新総合計画の計画年がちょうど新元号元

年から２０年間となり、和暦の新元号に合うということもあり、和暦表記

を採用したいと考えております。★★の所には、新元号が発表され次第、

新元号に置きかえて計画書を印刷いたします。 

資料２ページをご覧ください。「４ 市を取り巻く時代の流れは？」の

「（１）人口減少・少子高齢化の進行」の部分です。国の人口推計につい

て、前回の素案では★★４７年（２０６５年）というように、かなり先の

人口推計値まで述べていました。特に国全体の推計値になりますので、国

全体のかなり先の推計値までを本市の基本構想で述べるのは少し違和感

があるのではないかというご意見がありましたので、一部修正をしまし

た。網かけの部分となります。 

「（２）地方創生の推進」については、網かけをしていませんが、３行目

に「自律的で持続的な社会」という語句があります。資料１０ページをご

覧ください。将来像「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」の

下に将来像の基本的な考え方を記載しています。ここの８行目、真ん中辺

りになりますが、「自主自立した持続可能なまちづくり」という語句があ

ります。「自立」の「立」が、２ページとは違う漢字が使われているので

統一した方がよいのではないかというご意見がありました。２ページの

「自律的で持続的な社会」は、国が定めた地方創生に関する取り組みの文

書の言い回しを引用しています。一方、１０ページの自主自立については、

「他に頼らず、自ら物事を行う」の意味で、「自ら立つ」という自立の意

味で使用したいため、現状のまま使い分けていきたいと思っております。 

２ページに戻っていただきまして、「（２）地方創生の推進」の一番下の網

かけ部分になります。元々の文章では、「まちの魅力と活力を高め」など、

形容句が多くて分かりづらいというご指摘をいただきましたので、自主自

立した持続可能なまちづくりが求められるという意図が伝わるように、語

句の整理をさせていただきました。 

２ページ右側、「（３）安全・安心に対する意識の高まり」の文章中に下線

を引いている箇所がございます。この部分については、最新の数値が分か

り次第、更新を予定しております。この後も下線付きの文章が出てきます

が、同様の意味ですのでご了解いただきたいと思います。 

２ページの最後の「（５）情報通信技術の急速な進展」は、新たに１項目

加えさせていただきました。近年のさまざまな情報通信技術の進展が人々

の暮らしに及ぼす影響は軽視できないのではないかというご意見をいた
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だきましたのでこの１項目を追加しました。 

続きまして、資料４ページをご覧ください。「②歴史と文化」の網かけ部

分は、元の文章が少し分かりにくいというご意見があり、一部修正をさせ

ていただきました。 

４ページ、「③まちの歩み」の網かけの部分については、愛知用水の通水

の年号を表記しているのに対し、三好ヶ丘ニュータウン、いわゆる三好ヶ

丘の街びらきの年号が入っていないのはバランスが悪いのではないかと

いうご意見を踏まえて、加筆しています。 

また、その下に「みよし市の変遷」を記載していますが、現在の行政区と

昔、村だった時代の区域の変化を図示するとより分かりやすいのではない

かというご意見をいただきましたので、４ページ右側に図を加えました。 

資料５ページをご覧ください。「（２）人口の現状と動向」についてです。

ここについては、「①人口・世帯数の推移」と「②年齢３区分別人口割合

の推移」のいずれにも網かけの部分がございますが、最新の数値が分かり

ましたので文章を修正しております。併せて、グラフにも平成３０年度の

データを加えています。 

資料７ページをご覧ください。「（４）まちの都市機能の状況」についてで

す。「②都市施設」の網かけの部分は、最新の数値に修正しました。 

「④医療体制」の網かけの部分は、「公立病院」と当初は記載しておりま

したが、本市の場合、公立病院は市民病院ですので、より分かりやすくす

るため、「市民病院」と修正しました。文章も一部修正を加えています。 

７ページの右側、「（５）土地利用の現状と動向」についてです。「①土地

利用の推移」の所に網かけをしていますが、最新の数値に更新し、文章を

修正しています。 

資料８ページをご覧ください。右側の「②財政力指数・公債費比率の推移」

ですが、財政力指数に関する記述について、あまりに財政力に余裕がある

書きぶりになっているので誤解をされるのではないかというご意見をい

ただいたため、文章を修正しました。併せて、用語解説の部分も一部修正

しております。また、財政力指数と公債費比率は１つのグラフとしており

ましたが、２つのグラフに分けて表示するようにしました。 

資料９ページをご覧ください。みよし市の住みやすさについて、市民アン

ケート、中学生アンケートの結果の抜粋を掲載しております。住みやすい

理由について、左側に市民アンケートの結果、右側に中学生アンケートの

結果を掲載していますが、中学生アンケートの方で住みやすい理由の３位

に「買い物や外食が便利」が入っていますが、その下の住みにくい理由の

所にも２位に「買い物や外食が不便」が入っていて、相反する回答が上位

に入っているというご指摘を受けました。おそらく地域性が出ているので

はないかと思われるので、その分析結果について説明を示してほしいとい

うことでしたので、住みやすい理由の３位、買い物や外食が便利という回

答は、なかよし地域に住む中学生の回答率が高かったという分析結果を記

載しました。 

９ページ右側の「（３）市の取り組みに対する満足度・重要度」の説明の

最初の部分に、何に基づいたデータなのかが分かるように、「市民アンケー

ト結果に基づいて」と追記しております。 

資料１０ページをご覧ください。網かけはありませんが、将来像の基本的

な考え方の１行目に元の文章では「立地条件に恵まれ、通勤、通学の利便

性が高く」と表現していました。アンケート結果と矛盾するのではないか

というご意見がありましたので、ここの部分については、本市は立地条件

に恵まれており、豊田や名古屋への通勤、通学に距離的に便が良いという

意図で用いていましたので、「通勤、通学の利便性が高く」という表現に

ついては削除させていただきました。 

１０ページの左下の所に、目標年次の将来人口を記載しました。２０年後、

本市が目指す将来像を示すことと併せて、基本構想の目標年次の目標人口
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を明確に示すことが、総合計画基本構想における将来のみよし市の目指す

姿をはっきりさせる上で重要ではないかというご意見をいただきました

ので追加をしたものです。なお、将来人口については、資料２０ページの

「第６章 人口の見通し」の所で詳しく触れています。 

資料１１ページをご覧ください。「第２章 基本目標」になります。ここ

の部分については網かけをしておりませんが、主に前回の審議会でのご意

見などを踏まえ、幾つか修正を加えた箇所がございます。 

まず、基本目標１の四角い枠の中、「基本目標を達成できたときの姿」の

１つ目について、どこでという場所を加えると当事者意識が生まれるので 

「家庭や学校、地域」を加えてはどうかというご意見をいただきましたの

で、加筆しております。 

同じく、基本目標１の３番目ですが、元々の文章では「文化・芸術に親し

める環境となっています」としていましたが、それだけでは十分ではなく、

将来像の基本的な考え方に示されているように、市民の郷土に対する誇り

や愛着を醸成し、より良いまちにするために積極的に関わろうとする意識

が育まれている、そのような成果の部分まで示した方が良いのではないか

というご意見をいただきましたので、加筆修正をしました。 

また、同じく３番目では、元は「文化・芸術に親しめる環境」としており

ましたが、文化、芸術に加えてスポーツも加えてはどうかというご意見を

いただきました。スポーツは基本目標２の取組分野で主に記載したいと考

え、スポーツとあえて明記せずに、「文化」としました。「文化」には、芸

術もスポーツも包含されるというご意見をいただきましたので、「芸術・

スポーツ」と記載せず、「文化」という記載に改めました。なお、２番目

の文中の「子どもが学べる環境」にも、教室での授業だけでなく、スポー

ツは含まれると考えております。 

基本目標４について、前回の審議会では、「地域の魅力と活力があふれる

まち」としていました。地域というのは地域構想でいう４つの地域（おか

よし、きたよし、なかよし、みなよし）のことと考えてよいのか。また、

その場合には、「基本目標を達成できたときの姿」とは、各地域での実現

を満たすことが求められるのではないか。また、そうでないなら、誤解を

招かないような表現にした方が良いのではないかというご意見をいただ

きました。基本目標４で表記した地域とは、市全体をイメージしています

ので、４つの地域のことを指すという誤解を招かないように基本目標４で

は「地域の」を削除し、「魅力と活力があふれるまち」と修正させていた

だきました。 

資料１２ページをご覧ください。網かけはしていませんが、大きく修正し

た部分がございます。まちづくりの進め方に対する基本的な考え方のう

ち、「（２）透明性の高い開かれた市政」と「（３）効果的・効率的で安定

した行財政運営」、この２つについては、前回までは（２）は「市民に開

かれた効果的・効率的な行政運営」、（３）は「安定した行財政運営」とし

ていました。前回の審議会の中で、市民に開かれたという部分と効果的・

効率的な行財政運営の部分というのは矛盾するのではないか。むしろ、効

果的・効率的な行政運営というのは、（３）の「安定した行財政運営」に

含まれるのではというご意見があり、これを踏まえ、（２）と（３）の内

容に修正を加えております。（２）と（３）につきましては全体的に修正

を加えておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

資料１３ページをご覧ください。基本目標１から６と、まちづくりの考え

方については、今の１１ページ、１２ページの修正内容を反映しています。

取組方針、取組分野の体系については、後ほど基本計画（案）の説明の中

で触れたいと思います。 

資料１４ページをご覧ください。右側の「２ 主な用途別土地利用の考え

方」ですが、網かけの部分は語句や文章表現を修正したもので、基本的な

内容については大きく変わっていません。 
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資料１５ページをご覧ください。土地利用方針ですが、同じ場所であるは

ずの「にぎわい（商業地）ゾーン」と「駅前拠点」の考え方で食い違う部

分があるのではないかというご意見をいただきましたので、調整を図り、

文章を修正しています。「駅前拠点」は、網かけをしている内容で修正を

加えております。 

資料１６ページをご覧ください。土地利用構想図についてです。「駅前拠

点」と「都市中心拠点」を結ぶローカル軸のようなものが骨格軸の１つと

して重要ではないかというご意見を踏まえて、「拠点連携軸」を加えさせ

ていただきました。 

土地利用構想図において、名古屋刑務所の位置付けをどのように考えてい

くのかというご意見もいただきましたが、名古屋刑務所は国有地であり、

市が土地利用について積極的に働きかけていくことはありませんが、これ

までもずっと住宅地の中心に位置しており、土地利用構想図での位置付け

としては、「くらし（住宅地）ゾーン」の一部としていきたいと思います。 

資料１７ページをご覧ください。地域区分において、地域別構想を定める

基本的な考え方を冒頭に記載するべきではないかというご意見をいただ

きました。第１回審議会資料の中の「地域区分の変更の考え方」に記載し

ていた内容を基に加筆しております。 

地域区分については、黒笹を「きたよし地域」にするべきではないかとい

うご意見もいただきました。黒笹行政区については、その中に旧来の行政

区のままの土地と、土地区画整理事業によって開発された土地がございま

すが、地域別構想を考えるときには１つのつながった行政区を別の地域に

分けるのはまちづくりを考えていく上ではあまり好ましくないと考えま

した。地域特性を考えると、従来の行政区のままの土地も含めて、鉄道の

利便性を享受できる地域であり、今後もその可能性を有していると考え、

黒笹については「おかよし地域」としております。 

資料２０ページ、「第６章 人口の見通し」をご覧ください。将来推計人

口のグラフの下に、前回は４地域別の平成２９年度人口と１０年後の人

口、２０年後の基本構想目標年次の人口の表を掲載しておりました。しか

し、市全体の自然増、社会増の予測に基づいて、現況の地域別人口を按分

して算出したものであり、１０年後、２０年後の地域別人口の数を積み上

げたものとしては、それを明確に示す内容のものとは少し違うのではない

か、誤解を招くのではないかというご意見をいただきました。このため、

市全体の人口の推移のみ掲載することとしました。 

資料２２ページをご覧ください。網かけはしていませんが、前回は、計画

における財政運営の考え方を第７章、総合計画の進行管理を第８章と、２

つの章に分けていましたが、「総合計画の推進に向けて」という１つの章

にまとめて、それぞれを見出しで分けるように修正しました。 

以上、第４回審議会以降の基本構想（素案）の主な修正箇所の説明とさせ

ていただきます。説明の中で触れた箇所以外にも、細かな字句や表現を修

正した部分がございますが、ご了解いただきたいと思います。 

また現在、基本計画の作成を進めていますが、作業を進めていく中で、基

本構想（素案）と整合性を図る必要が出てきた場合につきまして、今後も

基本構想（素案）の修正を行う可能性がございます。その点、ご了解いた

だきたいと思います。 

 

会長：ただ今の説明についてご質問などをいただきます。まずは、事前に

提出された質問がございますので、それに関して事務局より説明、回答を

お願いいたします。 

 

環境経済部長：資料２の６ページ、小嶋委員よりご質問のありました件に

ついて回答させていただきます。６ページのデータから生産効率を試算し

てみましたが、平成１２年比で見ると平成２７年は大幅に向上していま
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す。この理由は何でしょうか。農業を頑張るヒントはありませんかという

ご質問に対してお答えさせていただきます。 

平成１２年と比べ平成２７年に大幅に向上している理由については、平成

１７年から平成２７年にかけて、市内の農業者で構成された水稲や野菜を

主体とした農事組合法人と果樹を主体とする農事組合法人が設立された

ことにより、地域農業の担い手として農地の集積を図ることができ、農家

数は減少傾向にありますが、出荷額については増加傾向となっているため

です。農業の担い手の育成と農地の集積の結果が６ページの表で表れてい

ると考えます。このことから引き続き法人に対する支援を行い、農地の集

積化を進めるとともに、個人農家であっても地域の担い手農家には農業用

機械器具の導入に対する補助制度を新設してまいりたいと考えています。 

 

政策推進部長：小嶋委員からの人口関係のご質問です。２１ページの人口

ピラミッドから、幼児・児童の人口を表にまとめていただきました。実際

に今回お送りさせていただいた資料で、２０ページになると思いますが、

こちらの人口ピラミッドの表から目盛りを頼りに推計された数値と考え

ております。このような表の人口になるということで、児童が増える予測

はうれしいが、小学生、中学生の数の減少が大きい。ただ、三好丘小学校、

三好丘中学校では直近でももっと大きな減少率になっている。この予測を

信じてもよいかというお問い合わせです。 

小学校、中学校の減少率については、ここでは表示はしておりませんが、

お答えとしましては、第２次総合計画での人口見込みは、平成２８年３月

に策定しました「みよし市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の将来

人口に対する考え方と推計方法を踏襲し、基準人口については時点修正を

行って算出しています。総合計画に掲げる各種取り組みを実践することに

より、合計特殊出生率１.８１を保ちながら、社会減を抑制するさまざま

な取り組みをしていく形で考えております。 

続きまして、その次の質問も同じようにお答えをさせていただきます。 

２１ページでは高齢化の急速な進展に触れているが、少子化について特に

構成比率ではなく、その数の変化に触れていない。数の変化に対応する行

政の課題はとても大きいはずだが、これに触れていない理由は何かという

ご質問です。２１ページの表では、ご指摘のとおり、市全体の人口に対す

る年少人口、生産年齢人口、６５歳以上人口のそれぞれの割合しか載せて

いません。数的なものに触れていない理由は、第２次総合計画の人口見込

みでは基本構想の目標年次である２０３８年まで人口は伸び続ける見込

みです。その間の０～１４歳の人口割合には大きな変動は見られないた

め、少子化についてはあえて触れていないということでお答えさせていた

だきます。 

 

教育部長：同じく、小嶋委員の質問につきまして私からお答えをさせてい

ただきます。 

質問の内容につきましては、小学生、中学生の数の減少から、小中学校の

統廃合が必要になってくるのではないか。そのときに、例えば全寮制の小

中一貫校など、全国に先駆けたモデル学校構想があってもいいように思う

という質問でございます。 

本市の人口推移予測によりますと、児童生徒数の減少は若干見られるもの

の、学校の統廃合までの減少は起こらないものと考えております。ご指摘

のありました小中一貫校につきましては、校地を同一にする一貫校ではな

く、異校種間の学校の連携を深める取り組みが全国各地で行われておりま

す。学級担任制である小学校から教科担任制である中学校への変化は子ど

もに対する影響が大きいことが考えられるため、授業の進め方を小中で統

一したり、小学生と中学生がさまざまな場面で協働する機会を持ったりす

ることは大変重要なことであると考えております。そのため、本市におき
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ましても、中学校区単位での小中連携に取り組んでいます。三好中学校区

では三好中学校を中核として学区の中部小学校、天王小学校、三吉小学校

が連携をしています。教員や児童生徒の交流を盛んに行っています。小中

の他、幼稚園、保育園との連携にも取り組んでいます。これらの成果を参

考にしまして、今後も北中学校区、南中学校区でも小中連携を行うことに

より小学校、中学校の連携を行ってまいります。 

 

会長：ありがとうございます。 

では、まずこの質問は小嶋委員からでしたので、今のご回答に関して何か

ございますでしょうか。 

 

小嶋（忠）委員：１番目の農業の生産効率についてですが、これまでのデー

タでは大体衰退していくような数値が多かったので、多分衰退していく中

にも意地か何かがどこかにあると思い、このような質問をしてみました。 

それから２番目の質問につきましては、先ほど人口が減っていないという

話をされましたが、それは違うだろうと思っています。この表を見ていた

だくと、児童が増えるとありますが、これは間違いで幼児が増えるという

意味ですが、幼児は増えていますので良いことであると思っています。５

～９歳、それから１０～１４歳が減っており、数で見ると４００人の１０

～１４歳が減ります。現実に三好丘小学校でいくと、今年から１年生が３

クラスから２クラスに減りました。その前は多分４クラスぐらいあったと

思いますが、さらに中学校について、校区委員会の話を聞いていると、三

好中学校の生徒数は６００人程度らしいのですが、この２、３年で４００

人ぐらいまでになるそうです。ですから、中学校の方は今クラブ活動もど

んどん削る方向で検討に入っています。そういう現実があるので、この市

の回答というのは少し違うのではないかなと思っています。 

 

会長：現実では中学校、小学校は減っているのではないかというお話です

が、どうでしょうか。 

 

事務局（企画政策課副主幹）：現実的に学校で見ると、子どもの数が減り、

クラスが減っているということだと思います。事実としてそういうことが

あるということですが、今後の見込みにおいては、総合戦略の考えの中で、

これからの総合計画においてもそうですが、さまざまな施策の展開によっ

て何とか歯止めをかけて、合計特殊出生率１.８１を死守していこうとい

う考え方で見込みを算出しています。施策の展開や、外から人を呼び込む

というようなことも加味しています。２０ページの人口ピラミッドのべた

塗り部分で見ると、小嶋委員がおっしゃられるように、少しずつ男性も女

性も細まっていくということですが、施策の展開によって何とかそれを２

０２８年には実線のグラフのような形でキープしていくという考えを含

んだものでございます。 

 

小嶋（忠）委員：細かい話をして申し訳ありませんが、人口ピラミッドの

例えば２０１７年の所で１５歳～１９歳の方が２０３８年になると３５

～３９歳の所になると思いますが、この世代は生まれた人たちではなく

て、新しく入ってきた人たちが増えていくという理解でよろしいですね。 

 

事務局（企画政策課副主幹）：そうです。出生に加えて、当然、社会増な

ども考慮してということになります。 

 

小嶋（忠）委員：そうですよね。新しい産業か何かがあって、魅力がある

から、さまざまな働き手の方たちがここに入ってきて数が増えている。こ

の一番働く世代の数が増えていると理解すればよろしいですね。大変良い
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ことで、そうであれば、児童が増えるという理由がよく分かると思います。 

 

会長：よろしいでしょうか。基本構想に関する事前の質問は以上でしたが、

先ほどの事務局からの説明を含めて質問などがございましたら、よろしく

お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

櫻井委員：細かいことですが、４ページの「まちの歩み」に昭和６３年の

三好ヶ丘の街びらきと書かれていますが、この「三好ヶ丘」は「ヶ」が入っ

てよいのでしょうか。 

 

会長：事務局いかがでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：「三好丘」という地域を指し示す固有名詞には当

時「ヶ」が入っておりました。行政区の名称を決めるときに、「ヶ」は入

れない「三好丘」になりましたので、ここでは「ヶ」を入れた「三好ヶ丘」

と表記させていただいております。 

 

櫻井委員：ありがとうございました。 

 

会長：それでは、よろしいでしょうか。 

 

（２） 第２次みよし市総合計画基本計画（案）について 

 

会長：次の議題「第２次みよし市総合計画基本計画（案）について」に入

ります。分量が多いため、基本目標ごとに進めていきたいと思います。全

体に共通する事項について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局（企画政策課副主幹）：資料３について説明させていただきます。 

初めの表のページをご覧ください。ここでは、先ほどの基本構想の１３

ページを抜粋しています。平成３０年３月に開催しました第４回審議会の

結果を踏まえて、それをもとに計画の内容となる６つの基本目標、それか

ら取組方針を構成する４４の取組分野とまちづくりの進め方を構成する

７つの取組項目について、今年度、庁内の策定本部会議と、基本目標ごと

の専門部会において計画案の中身を作成してきました。作業を進める中

で、取組分野の構成を一部変更した点がございます。 

基本目標１の取組方針「（２）心豊かな子どもを育てよう」の中の「幼児

教育」については、内容が「子育て支援」に密接に関連しているため、取

組分野を統合しました。 

基本目標１の取組方針「（２）心豊かな子どもを育てよう」の中の「高等

教育」については、取組分野には入れず、私学助成などの支援を個別の事

業として着実に進めていくものとしました。このため、体系には入れない

こととしました。 

次に、基本目標２の取組方針「（２）生涯にわたって健康に暮らせるよう

にしよう」の中の「地域医療体制」については、「地域医療」に「体制」

という言葉が加わることで、医療施設や医療機関に関する要素の内容が強

くなるのではないかという内部的な意見があり、ここでは、医療体制や保

険制度のソフト面を含めたキーワードとなるよう、「地域医療」に取組分

野名を変更させていただきました。 

次に、基本目標５の取組方針「（１）緑を守り育て、まちを美しくしよう」

の中の「公園」については、内容がその上にある「緑のまちづくり」に極

めて関連して似ているということで「緑のまちづくり」に統合しました。 

まちづくりの進め方の基本的な考え方「（３）効果的・効率的で安定した

財政運営」の中の「広域行政の推進」については、従来までは、消防やご
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み処理など一部事務組合で進めてきましたが、現在は、またこれからは、

一部事務組合に限らず、近隣の市町と連携して業務に取り組むことが増え

てくるため、そうした動きの活発化によって、取組項目の名称を「広域連

携の推進」に変更させていただきました。 

１ページをご覧ください。ここから順に、同じような形でそれぞれの取組

分野が出てきます。１ページの「子育て支援」を例に、基本計画の内容に

ついて紙面構成などを簡潔に説明させていただきます。 

基本的に、１つの取組分野は、実際でき上がった計画書の冊子をイメージ

して、見開きで構成しています。左上の方には、体系全体のどの位置にあ

るかを示すため、基本目標や取組方針を記載しています。 

取組分野の内容について、「現状と課題」では、現在の状況を簡潔に記す

とともに、現行計画における施策評価に基づく課題などを基に記述してお

ります。 

「取組分野のねらい」では、ここでいうところの「子育て支援」の施策を

展開することで、まちや市民などがどのような状態になるのかについて記

述し、その結果を数値化できるものとして、どのような成果を獲得するこ

とを目指すかという観点で目標指標を示しております。なお、目標指標の

設定については、行うべき数量などの、いわゆる単なる目標量を数値化す

るアウトプット指標ではなく、どのような状態になったのか、どのような

変化、いわゆる効果をもたらしたのかという、市民の目線で評価を得られ

るようなアウトカム指標という考えで極力設定しております。 

「主な取組」では、主要な事業などを列記しております。なお、ここでは、

関連する全ての事業を挙げることは困難であるため、個別の事業を包括す

るような表現を用い、その方向性を示す内容としています。主な取組では

方向性を示し、詳細な内容については少し下にある「関連計画等」でうた

うほか、主な取組の方向性に基づいて、今後、個別計画を見直していく流

れとなります。 

「関連計画等」では、現時点での主な各種個別計画や協定を列記していま

す。 

「主な取組」を進めるにあたっては、行政が主体的に取り組むこと以外に、

市民参画によって進める、支え合って協働のまちづくりの観点から進める

ものがあります。「市民の役割」という項目を設けて、市内で活動したり、

事業を行う個人、団体等を含めた意味での「市民」の取組分野での関わり

や考え方を示しております。 

最後に「用語解説」を設けています。文書全体で極力、行政用語を使わな

いように、また、やむを得ず置きかえることのできない言葉はそのまま使

用して、用語解説するようにしています。 

本文では、なるべく市民目線で分かりやすい表現にするよう努めました

が、委員の皆さまの目から見て、分かりにくい部分や用語解説が必要な所

がありましたらご指摘ください。現状で用語解説が入っていない部分があ

りますが、最終的に解説が必要でない場合はカットする予定です。 

基本計画の中の６つの基本目標の各取組分野の紙面構成の説明は以上に

なります。まちづくりの進め方では、６つの目標を実現するための行政の

観点の要素が強いことから、紙面構成では、「子育て支援」に記載したよ

うな「市民の役割」は記述していません。１ページから４１ページまでは

同じ紙面構成、また、４２ページ以降と最後までが同じ紙面構成になって

います。 

基本計画においては、必要に応じて写真や図表などを用いて、アイキャッ

チになるように、ビジュアル的にも見やすいものにしていきたいと考えて

います。写真や図表を入れる予定の所については、今は言葉で表現させて

いただいております。 

個別の各取組分野の説明はここでは割愛させていただきますが、基本計画

の記載内容については、委員の皆さまからの意見を伺いながら、内容を精
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査し、精度を高めていきたいと考えております。本日の議論や、その後で

もご意見があれば、資料郵送時に意見シートを送っておりますが、その意

見シートでご提案ください。おおよそ８月中旬ぐらいを目途に意見をまと

め上げて、９月ごろの次回の第６回審議会で、基本計画を含めて、第２次

みよし市総合計画全体の案をお示しし、１０月にパブリックコメントを

行っていきたいと考えております。 

資料３の中で、一部修正をいただきたい点が１点ございます。１８ページ

の取組分野「生きがい・働きがい」という項目になります。目標指標が２

つございますが、一部消し忘れということで、「自立高齢者の人数」につ

いては削除していただきますようお願いいたします。基本的に目標指標

は、１つないしは２つを設けるように設定しております。 

以上、議題２の説明とさせていただきます。 

 

会長：それでは、まずは基本目標１、資料１ページから１０ページまでの

質疑に入ります。事前の質問がございますので、まずは事務局より、事前

の質問に対する説明、回答をよろしくお願いいたします。 

 

子育て健康部長：阿部委員から、総合計画基本計画体系表の「１ 安心し

て子どもを産み育て、誰もが豊かな心を育むまち」について、「（１）安心

して子どもを産み、育てられる環境にしよう」の箇所でご意見をいただい

ております。「子育て支援」や「家庭教育」などが列記されていますが、

昨今、社会問題となっている家庭内児童虐待の問題に行政がいかに対応で

きるかといった観点からの取り組みは何もないのでしょうか。住みやすい

まちづくりとは、支援の場に容易に現れる親子だけでなく、そうした支援

から漏れる家庭や子どもへの素早い対応こそが、これからのまちづくりに

おいてより一層重要な要素になるのではないでしょうか。一見まちづくり

とは関わりがないように見えるかもしれませんが、そうした点が住みたい

まちに大いにつながるように思います。ぜひともご検討いただきたいとい

うご意見をいただきました。 

家庭内児童虐待などに対する取り組みとしましては、１ページの取組分野

「子育て支援」の中で、主な取組の４つ目「相談支援体制の充実」におい

て、「育児の困難な家庭、経済的な困窮、虐待などへの対応は、関係機関

が連携して行います」とさせていただいております。 

取り組みについては、子どもへの虐待の発生予防を図るため、母子保健事

業や健康診査での把握、幼稚園・保育園や小中学校での普段の生活、ある

いは不登校への対応、また、民生児童委員や地域からの通報に適切に対応

していくことにより、虐待の芽の早期発見につなげていきます。 

また、虐待やその疑いがあれば、市役所、幼稚園・保育園、小中学校、児

童相談所、警察、医療機関等の関係機関が連携しながら、その対処や見守

りなど、必要な支援に取り組んでいくよう考えております。 

 

教育部長：続きまして、同じく阿部委員からの質問で、「（２）心豊かな子

どもを育てよう」の箇所で「幼児教育」が削除され、「小中学校教育」と

なっていますが、高校生に対する教育は、計画の中にどのように位置付け

られていますか。また、「高等教育」の項目が削除されておりますが、み

よし市に立地する東海学園大学との連携を計画に取り入れることは、まち

の１つの売りになるのではないでしょうかというご質問をいただいてお

ります。 

市内の幼稚園は私立での運営です。高等学校は県立、大学は私立であるた

め、基本計画におきまして、取組分野としてではなく、個別の事業として

施策を展開します。「小中学校教育」の分野において、三好高等学校のス

ポーツ科学科の生徒による小中学生への部活指導や、愛知教育大学から

は、本市教員に対する合唱などの専門的な技術指導のための講師派遣、東
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海学園大学や近隣の愛知教育大学の学生ボランティアなどを活用するよ

うな連携を現在でも行っております。 

生涯学習の分野においては、東海学園大学や愛知教育大学による公開講座

の開催、スポーツの分野では、東海学園大学と連携した総合型地域スポー

ツクラブの運営など、連携を図る施策を展開することとしています。なお、

これらの項目については、それぞれの取組分野に位置付けられています。 

 

会長：ありがとうございます。本日、阿部委員はご欠席ですので、今の回

答も含め、それ以外のところでも構いませんので、１ページから１０ペー

ジまでの間で、ご質問、ご意見がございましたら受け付けたいと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：事務局から、全体的な話で補足させていただき

ます。先ほど説明の最後で申し上げましたが、今回、これだけの資料を送っ

ておいて、１週間以内のうちに、皆さんにご意見やご質問をくださいとい

うのは本当に時間のない中で大変申し訳なかったと思っております。 

資料１をもう一度ご覧ください。今回、策定スケジュールの中で、次回の

第６回審議会は、パブリックコメントの前を予定しております。このパブ

リックコメントは、基本構想と基本計画がおおかた固まっていないと実施

することができませんので、第６回審議会の時点で、基本構想と基本計画

の内容をとりまとめたいと考えています。その資料をとりまとめるため

に、８月中旬ぐらいまでの間に、皆さまには資料を見ていただき、気づい

たことや意見をお寄せいただけたらと思っておりますので、今日の会議の

中で全てということではないので、ご了承いただきたいと思います。 

 

会長：いかがでしょうか。 

 

新谷委員：気になった点をいくつか質問させていただきたいと思います。 

４ページの「小中学校教育」ですが、豊かな子どもを育てるために小中学

校は大事だと思うのですが、外国籍の子どもたち、多文化共生についての

記述が、９ページには若干あるのですが、学校教育の中でどう向き合うの

かという記述がないのが少し気になっています。外国籍の家庭が少しずつ

増えているという話も伺っているので、そういう部分は良いのだろうかと

感じました。 

続いて、６ページの「生涯学習」ですが、「生涯学習の講座の充実」とい

う記述があります。今回、基本構想の「４ 市を取り巻く時代の流れは？」

の中に新しく項目が追加され、ＡＩやＩＴが進行しているという情報のこ

とが記載されました。このことは、私もどちらかというと苦手なので危機

感があるのですが、そういう時代変化にうまく対応できるような講座の実

施、新しい社会への対応を講座の中で検討するというような記述があって

も良いのではないかと感じました。 

それから、これは事務局で考えていただく方が良いと思いますが、今回、

目標指標はアウトカム指標を目指していくとされています。例えば「子育

て支援」では、非常にさまざまな取り組みに果敢に取り組む計画となって

いますが、現状値が４３％で２０年後の目標値が５０％というのは寂しい

なと思います。例えば２ページの「家庭教育」では目標値が９９％になっ

ていたりするので、すごく大きな差があります。どのように考えられたの

かをお伺いしたいと思いました。 

 

会長：分かりました。３点あったと思いますが、まず４ページの外国籍の

生徒・児童への対応を盛り込むという点について回答をお願いします。 

 

教育部長：４ページの主な取組の３番目の「社会性を養い心が潤う活動」

の２行目に「外国籍児童や発達障がいのある児童生徒への支援を通して、
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子どもの心に潤いを与える活動を計画し実施します」と書かせていただい

ておりますが、これでよろしいでしょうか。 

 

新谷委員：分かりました。 

 

会長：２点目が、６ページの「生涯学習」の所で、情報化や時代の流れに

対応するような講座についてはどうでしょうか。 

 

教育部長：６ページの「生涯学習講座の充実」の所で、「情報・通信の各

分野の悠学カレッジ講座」と記載しています。具体的に何をという所まで

は我々もＡＩやＩＴについていけていない部分がございますので、常に情

報を収集して、タイムリーな講座をやるようにしていきたいと思います。

総合計画としてはこの書きぶりとしつつ、実際の施策としては、常に新し

いものを研究していきたいと考えております。 

 

会長：最後に、目標値の設定の基準について、さまざまな考え方で具体的

な数字を挙げられたと思いますが、最初の１から２ページを見ても、数値

の設定の仕方に差があります。これについて、基本的な策定の考え方など

についてよろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：目標指標については、アウトカム指標としてど

のような指標が良いのかを考えて設定しております。そういった中で、ア

ンケート結果は、アウトカム指標としては代表的な指標になりますので、

それを採用しているケースが多く見られます。それぞれの項目で目標値の

パーセントには差があります。それぞれの分野ごとに、専門部会などで検

証しながら決めてきた部分がございます。 

たまたま１ページ、２ページで見ると、「家庭教育」では「悩みが解消し

た人の割合」で、参加者の満足度調査の割合が９９％と言っているのに対

し、「子育て支援」ではいろいろやっていくと言っておきながら、５０％

という目標は低いのではないかというご指摘でしたが、現状の数値からど

れぐらいの伸びを見込んで目標値にするのかについては、再度、分野ごと

の目標指標について確認し、検証していきたいと思っております。 

 

会長：関連で気になるのですが、例えば指標によっては、目標値が１％ず

つ上がっていますが、アンケートの対象の母集団とサンプルの関係で、統

計学的には誤差は必ず出ます。全数調査でやれば誤差はないのですが、そ

れぞれの調査が全数調査なのか、サンプル調査なのかは分かりませんが、

サンプル調査の場合であれば数％の誤差は出てしまいます。目標指標の設

定値が例えば２％刻みで、中間値と目標値となっているものが散見されま

すが、それらは全て全数調査という前提なのでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：ここでの市民アンケートとは、毎年行っている

行政評価アンケートです。行政評価アンケートは、母数が１,０００人で、

現行の総合計画になりますが、２２の全ての施策大綱について満足度を聞

いています。その結果が、先ほどの資料２の９ページの市民アンケート結

果に基づく満足度・重要度のマトリックスです。 

第２次総合計画を策定して、計画がスタートする来年度以降は、今までは

母数１,０００人でやってきましたが、今回、第２次総合計画策定のため

の市民アンケートと同程度の２,０００人を母数としてアンケートを実施

していきたいと思っております。 

今回はアウトカム指標ということで、市民の満足度を成果指標とする分野

がかなり多いため、アンケート結果のその年々での誤差がなるべく少なく

なるように母数を増やしていく形で対応していきたいと考えています。 
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会長：誤差が少なくなるようにやっていただければ良いと思います。完全

無作為なのか、無作為でもさまざまな統計的な手法があり、数％違うとい

うのは普通にある話なので、１％刻みで目標が設定されると、誤差の範囲

になってしまうことを危惧しているだけです。調べていただければ、母集

団が何名で、サンプルが１,０００とか２,０００で、どういう抽出方法に

すれば、どれぐらいの誤差かというのは分かることなので、誤差に入らな

いような目標の設定をすることに配慮していただければよいと思います。 

 

三宅委員：私も統計調査をよくやっていますが、会長がおっしゃったよう

に、市民の満足度というのは、おそらく目分量でやったのではないかと思

います。もともと決めるのが難しい問題です。だから目標指標が、例えば

５０％ということであれば、これが独り歩きしないように、全数調査なの

か、あるいはサンプリング調査なのか。結局、市民といったときには、小

学生も中学生も高校生も大人も、それから年配者も全部入りますので、だ

からどのグループが何％かというのは非常に難しいと思います。 

このため、ただ目標指標とだけ書いていると、曖昧なものとして独り歩き

するのではないかと非常に心配しています。このような目標を立てるのは

非常に分かりやすくてよいのですが、括弧づけか何かをして、理由や目安

となるものがあった方が分かりやすいと思います。さまざまな条件によっ

て変わってきますし、先のことですから分からないものです。こういった

調査というのは、みんなの意見ですから、なかなか人為的にならないと思

います。それを目標として人為的に定めているので、そこに矛盾が生じる

ため、表の下にこういう意味で数字を目標値として掲げているということ

を簡単に説明してもよいのではないかと思いました。 

 

会長：ありがとうございます。今の意見も含めてご検討いただくというこ

とでよろしくお願いします。 

ここで１時間半経過しましたので、１０分ほど休憩とします。４０分から

再開させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（ 休  憩 ） 

 

会長：引き続き、基本計画について議論をよろしくお願いいたします。 

続きまして、基本目標２です。資料は１１ページから１８ページまでにな

ります。事前の質問がございますので、まずはそれについて事務局より説

明、回答をよろしくお願いいたします。 

 

福祉部長：山根委員から「障がい者福祉」に関して、主な取組として、災

害発生時における障がい者支援が必要ではないかというご質問です。 

回答としまして、災害発生時における障がい者支援については、資料の１

９ページになりますが、「関連計画等」の中の「みよし市地域防災計画」

及び「第３次みよし市大規模地震対策アクションプラン」の中で、障がい

者だけでなく、要介護者等も含めまして「災害時要配慮者対策業務」が定

められておりますので、こちらに沿って適切に対応してまいります。 

 

山根委員：市の対応としては、おそらくそれで良いと思いますが、計画書

は市の内部資料ではなくて、外部の人も見られるものだろうということで

質問しました。つまり、この計画書の中にこの文章があるかないかという

ことはかなり重要なことで、そういう文章があれば、市としても少しは本

気でやってくれるのだろうと評価ができます。なければ、本当にやっても

らえるのかというような気持ちを持ちかねないわけです。「関連計画等」

にありますではなく、重要なことはこの計画書の中に掲載するべきではな
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いかと思います。 

「障がい者福祉」の所に必要だと考えたのは、防災と、実際に災害が起こっ

たときとでは違うと解釈したためです。そういう意味で、「障がい者福祉」

を見れば、災害が起こってもそれなりの支援はしてもらえることが分かる

ようにしておいた方がよいのではないかということでコメントさせてい

ただきました。今の市の回答については、これが市の１００％内部資料で

あればそれで良いのですが、そうでなければ少し考えていただきたいと思

います。 

 

福祉部長：１４ページにつきましては障がい者になりますし、高齢者につ

きましては１２ページになります。避難行動の要支援者となると、主に高

齢者、障がい者になりますので、こちらの方にそれぞれそのような取り組

みを記載していくということで一度検討させていただきたいと思います。 

 

会長：その方向で検討していただきたいと思います。 

 

天石委員：１つお願いですが、１２ページの「高齢者福祉」の主な取組の

２番です。そこに「徘回」という言葉を相変わらず使っていますが、本当

に「徘回」のままで良いのだろうかと思います。これを見ていますと、徘

回者というのは、困った人を保護するという意味合いに受け取れますが、

そうではなくて、別に徘回したくてしているのではなく、迷ってしまって

いる人です。そういう人をみんなで支え合うという風土が必要なのではな

いかと思います。 

聞くところによりますと、大府市は「徘回」という言葉を使っておりませ

ん。これは市の中で決めまして、「一人歩き」という言い方をしています。

特に困った人というわけではなく、みんなで支え合うという言葉を使って

いるということを聞いています。今、愛知県の中でもそのような議論がな

されていると聞いています。「徘回」という言葉について、今後どのよう

に考えていただけるのか、お聞かせいただけないでしょうか。 

 

福祉部長：確かに「徘回」という言葉は不適切用語ということで使わない

動きもあるようです。早急に県、近隣自治体の動向を含めて検討して、適

切な用語は何か検討させていただきたいと思います。 

 

天石委員：ぜひよろしくお願いしたいと思います。言葉を変えたから解決

するかどうかは分かりませんが、今まで「痴呆」あるいは「呆け」と言っ

ていた言葉が、「認知症」という言葉に定着してきたと思っていますので、

その延長で「徘回」という言葉はご検討いただければと思います。 

 

会長：ご検討いただくということでよろしくお願いいたします。 

それ以外に何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、次の基本目標３に入りたいと思います。資料の１９ページから

２２ページまでになります。これに関しましても事前の質問がございます

ので、事務局より説明、回答をよろしくお願いいたします。 

 

政策推進部長：山根委員から１９ページの「防災・減災」について、主な

取組で４つの施策が述べられているが、その施策の進行状況などは広報み

よしなどで市民に周知することなどを明示してほしいといったご意見を

いただいております。全般的な話になりますので、私、政策推進部からお

答えさせていただきます。 

総合計画に掲げる主な取組などの進行状況については、事務事業評価の結

果によりホームページなどでの公表を現在も行っておりますが、防災、減

災などの市民生活に特に直結する取り組みについては、広報などで特集を
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組むなど、さまざまな方法でＰＲしてまいりたいと考えております。 

 

山根委員：どうもありがとうございます。特に防災関係については、市民

にとっては非常に関心が高いことです。市がどのような対策を取られたか

ということは、他の分野も全て市としては積極的に公表されるとは思いま

すが、特に防災に関しては、やはり周知体制を整えて積極的に我々に連絡

するようにしていただきたいというのが実のところ本心であります。だか

ら、配布資料の文章にあるように「機会をとらえてＰＲする」というのは

非常に不満でして、必ずとにかくやるというぐらいの意味で、文章に入れ

ていただきたいと思っています。市長としては「機会をとらえて」ぐらい

の気持ちなのかなというのが私の思うところであり、１週間ほど前に大阪

でも地震がありましたが、特に防災に関しては、市としてどういう対策を

取っているかを周知することは、機会をとらえてではなく、積極的にやっ

ていただきたいと思います。 

 

政策推進部長：市全体を通しまして、防災訓練などがございます。現在、

コミュニティ単位で防災訓練を実施していただいておりますので、その中

でこういったことも含めてＰＲしてまいりたいとも考えております。 

 

会長：他にございますでしょうか。 

 

田中委員：先ほどの福祉の領域とも関係しますが、近年はみよし市を含め

て多くの自治体で地域の住民同士で支え合う、助け合うという意味での

「共助」について議論しています。最優先は「自助（セルフヘルプ）」で

あり、それができない場合は「共助」、それもだめなら「公助」が最後に

来るわけです。ただ、広域的な災害になると、「公助」というのはどうし

ても時間がかかります。その間、自分で何とかするか、あるいは周辺地域

の住民同士で支え合うという、これが防災の現場ではよく見られているこ

とであり、特に東日本大震災に続いて、今後、南海トラフのようなことを

考えたときに、「共助」の力を、その基盤をどこまで厚みを増したものに

しておくかが重要となります。それができないと、「共助」に頼るといっ

ても、なかなか現実問題としては非常に難しく、ある種では弱者の切り捨

てにつながっていく要素があるわけです。 

問題は、「共助」というのはコミュニティの力、強さを前提としているの

で、教育の面でも、福祉の面でも出てきましたが、人と人のつながり、地

域住民のつながりのことを社会関係資本（ソーシャルキャピタル）と言い

ますが、その地域のコミュニティの強さというのは、ソーシャルキャピタ

ルが、どれだけの人を知っているか、つながりがあるかということなりま

す。みよし市の場合は、先ほどの話にもあったように小学生、中学生が減っ

ており、社会減である。つまり同時に、そのお父さんたちが減っているわ

けです。お父さん、お母さんが転出する。特に３０代以上ではっきりと転

出が増えて、社会減となる。そうすると、子どもが勝手に消えているので

はなく、子どもはお父さん、お母さんと一緒になって転出しているので、

その３０代～５０代ぐらいの層も転出します。そのような市の流動性が高

い性格からすると、コミュニティというのは、すごく限定された人々に

よって成り立っているのであって、子どもたちを抱えている家族がなかな

か入っていけないような現実があると思います。 

気になっているのは、１９ページもそうですが、この目標値が、共助をう

たうわりには、現状として１７.４％しか防災訓練に参加しておらず、目

標値も２５％です。そうすると、参加率からいくと、４人に１人ぐらいな

ので、おそらく同じ人が毎回参加していて、それ以外は全く入って来られ

ないというような壁があるとすると、先ほどの「徘回」については、言葉

を考えなくてはならないでしょうが、そういった人の見守りや福祉の問題
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も、それから、防災、減災に関しても、絵に描いた餅になりかねない。現

実としてのソーシャルキャピタルが機能しないと、実際にディザスター

（災害）がヒットした場合に大きな被害が出てくるのではないでしょう

か。だから、そのような強みをもっとクリアな形で打ち出していくことが、

より多くの人をこの地域に引きつけるようなあり方になっていくと思い

ます。 

審議会は、コンピューターでいえばＯＳを作っているようなものですが、

実際に市民が期待するのは、アプリケーションのような、一つ一つの具体

的な所での魅力だと思うので、もっと丁寧に、目標値も２５％というのは

仕方がない部分もあるのでしょうが、これに対して、公助の面ではこうい

うことをやっていくとか、あるいは市としてはもっとこれを高めていくた

めのさまざまな形の仕組みを作っていくとか、共助、自助の言葉だけで終

わるのではなく、公の側からそこにどのような支援をして、共助のパワー

を高め、それをブーストしていくことを示すべきだと思います。そういっ

たことは全部に言えることだと思うので、そこは丁寧にやっていければ良

いと思います。 

１つの要望ですが、防災訓練への参加率の目標が２５％と言われると、弱

いと思います。共助の仕組みとしては、また、地域防災力を高めるにして

はちょっと不十分だと思います。そこが気になった点です。 

 

会長：今のご指摘を踏まえながら考えていただければと思います。 

 

酒井委員：関連でお願いします。今、田中委員が言われたようなことは、

先日２２日の区長会で私が言ったことと関連しております。要するに、い

かに共助をできるように市がバックアップしてくれるかということです。

例えば、いわゆる個人情報があって難しい部分はあるでしょうが、実際に、

元気な人が要支援者の名簿に載っていて、元気でない人が名簿に載ってい

ないという事実があります。それは要介護３で切った、それ以上増やすと

行政区の事務量が増えるから大変になるでしょうと言われましたが、そう

ではなく、行政区の事務量が増えたとしても、どうしたら私たちがやって

いけるかについてご支援をいただきたい。私たちの地域は、どこの高齢者

がどこで寝ているかとか、誰がいるかなどよく分かっています。それでも

やはり、新しい人や昼間働いている若い人たちのことは分からないので、

どういう形でやっていくかという部分をもう少し真剣に考えていただき

たいと思います。なぜこういうことを言うかというと、私は現職のときに、

危機管理講習を３泊４日で勉強させてもらいました。なかなかそれを伝達

する機会を設けてもらえなかったので少しひがんでおりますが、どうした

ら想定外を少なくできるかということをもっと考えてほしいと思います。 

 

会長：今の意見は全般にわたることだと思いますので、そういう視点を持

ちながら見直せる所は見直していただくということで、よろしくお願いし

ます。 

それでは、続きまして、基本目標４になります。２３ページから２８ペー

ジになります。ここに関しましても事前の質問がございますので、まずは

事務局から説明と回答をよろしくお願いいたします。 

 

環境経済部長：資料２７ページ「農業」をご覧ください。小嶋委員からの

ご質問です。地上での農地拡大と併せて、地下メリット（自然災害に強い、

恒温、セキュリティ対策が容易）などを生かした地下食料生産施設、植物

工場やその肥料生産、食品研究などの複合施設のような未来型の産業も構

想に入れてほしいという内容でございました。 

お答えといたしまして、未来型の産業といった新しい産業が本市の発展の

ために、また、地域の活性化につながるものであれば、市として支援して
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いく考えがございます。総合計画での書き方については、基本計画に盛り

込むよう、一度検討させていただきたいと思います。 

 

小嶋（忠）委員：市民が２０年先のことで心配しているのは、今はトヨタ

自動車でもっているところがあるかもしれませんが、ＥＶ化されたときに

どうなるのだろうということだと思います。そのときに、本当に今ある工

場がそのまま生き延びるのかをみんな心配されていると思います。そのと

きのことを考えながら、もっと違う産業をやっていかないといけないので

はないかと思うのですが、ここに書いているように、市として支援してい

く考えということで、誰かが何かをやったら支援していきますということ

をやっていたら、多分手遅れになるのではないかと思います。だから、市

が知恵を絞って、こんな大きなことをやっていこう、こんな大きな利益が

出るものを作ろうじゃないかということが必要だと思います。それが何か

というのは分かりませんが、そういう意味で書かせていただきました。 

地下というのは、さまざまな利権が絡まないので、その気になってやれば、

用地買収などの問題もないと思います。例えば、地下何十メートル以下と

いうのは多分規制があると思いますが、そういうことも含めて、できるだ

け速やかに、スムーズにやっていくべきだと思います。しかも、コストが

かかるかもしれませんが、何十年先のことを考えたときに、このみよし市

が本当にそれで食べていける、あるいは子どもたちがそれで育まれるのな

らそれはとても良いことだと思います。そういう新しいことは、おそらく

早い者勝ちだと思います。だから、他市町村がやったから見ているみたい

なことをやっていると、おそらく手遅れになると思います。手遅れになら

ないように、市として、せっかく総合計画を策定しているので、ぜひ新し

い視点で何か考えてほしいと思います。 

 

副市長：企業経営のそういった農業が最近出てきておりまして、近隣の豊

田市でも事例がございます。そうした部分への支援などについて書きぶり

を考えて、新しいことへの対応もできるような形を一度検討させていただ

きたいと思います。 

 

会長：それ以外にご意見、ご質問はございますか。 

 

山下委員：２６ページ「地域活力」の目標指標と、その右側の「三好ケ丘

駅前の再整備」について２点お聞きします。 

私は、コミュニティにも少し関わっているので、目標指標で少し気になる

部分があります。基本計画なので具体的な話はなかなか出てこないと思い

ますが、「地区コミュニティ活動への参加者数」の現状値７,１８６人とあ

りますが、これはどういう活動を足した数字なのでしょうか。また、これ

を９,０００人にするということは、それなりに活動を考えなければなら

ないということもありますので教えていただきたいです。 

また、主な取組の「４ 三好ケ丘駅前の再整備」に「カリヨンハウスを核

としたにぎわいを創出し」とありますが、３０年間、にぎわいができなかっ

たのですが、ある程度具体的な構想といったものはあるのでしょうか。 

 

市民協働部長：目標指標の現状値７,１８６人については、全コミュニティ

の、基本は防災訓練となりますが、夏祭り、それから研修会、その他事業

から集まってくる報告書による人数を合算したものです。今はそのような

事業をやっていますが、そこへどういうものをシフトしていくかを考えた

ときに、子どもたちが同一小学校区で親も一緒に参加する事業を踏まえ、

８,０００人、９,０００人を目標にしていくということでございます。 

カリヨンハウスを核にしたにぎわいについては、今は、東海学園大学の学

生たちと一緒になってどういうことがやれるか、やりたいのか、どういう
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ことをやっていくべきなのかを集まりながら検討しております。また、そ

こにも福祉の視点などさまざまな切り口を入れて、何をやれるかを模索し

ています。まずは見守っていただきたいと思います。 

 

都市建設部長：カリヨンハウスを核としたにぎわいに関して、今現在、カ

リヨンハウスの利用については不振が続いておりますが、人の流れをカリ

ヨンハウスの方向に向けた取り組みをこの駅前広場の再整備というテー

マで１つ挙げさせていただいております。駅から出た人が、カリヨンハウ

ス前を中心としたバスターミナルや、さんさんバスのバス停を集約した所

に流れて、カリヨンハウス前を１つの核とすることができないかを検討し

ております。 

 

山下委員：豊田高専の学生も、今、活動中だということを我々の方でも了

解しており、中間報告を聞いています。一縷の望みがあるようなのでそれ

には期待をしております。 

 

会長：他の項目でも構いませんが、どうでしょうか。 

 

天野委員：土地の有効活用ということで、先ほどの話とは変わるかもしれ

ませんが、みよし市が今抱えている問題として、農業を守るとか、緑豊か

なみよしとか、そういった話がよく出てきますが、今、みよしの農業を支

えている人というのは、ほぼ７５歳以上の高齢の方が多く、５年、１０年

経つと、農業は、農地の維持管理が大変難しい時代に今から入っていくと

思います。だから、農業をどのように継続して農地を守っていくかを行政

区側と一緒に考えるべき時期に入っているのではないかと思います。 

問題は、農業をやる人が減っていくということです。農業をやる人が減っ

ていくのであれば、今の農地を工業用地に切り替えたり、宅地開発をした

り、土地の有効活用を進めていくべきだと思います。土地利用構想や地域

別構想などが出ていましたが、そういう構想を立ててもらうのは非常に結

構なことで、その地域によって工業地域や住宅地域など、そういう地域を

決めてやっていくのは良いと思いますが、今、みよしで何が欠けているか

というと、道路計画だと思います。私は、明知下で南部地区に住んでいま

すが、トヨタの工場が、高岡工場、明知工場、下山工場、三好工場と、近

隣に４つもあり、そうするとどうなるかというと、もちろん物流の納品の

車も多くなりますが、やはり通勤車両もぐっと増えます。特に朝夕のラッ

シュアワーになるとどうなるかというと、生活道路に通勤車両がどんどん

入り込んで、生活道路の中が満杯になってくると、今度は農道の細い道路

でも通勤車両が入ってきます。それから日中や夜はどうなるかというと、

農地の土地改良で道路を広げると、大体、農道というのが、工場に納品す

るトラックの待機場になってしまいます。１０トントラックが１０台、２

０台並んでしまいます。交通の便が非常に危なくなってきます。 

道路をもう少し計画立ててやっていかないと、その地域を工業化すると

いっても、付近の住民の人たちに迷惑をかけることになります。道路を

しっかり計画していかないと、せっかく工業都市にしようと思っても、宅

地開発しようと思っても、有効にそこの工場地域が伸びていかないと思い

ますし、住宅もいずれは行き詰まってしまうと思います。 

みよしの場合は、東西には国道１５３号の片側２車線の道路があります

が、南北にはほとんど片側２車線道路がありません。南北に長いまちなの

で、２本ぐらい片側２車線の大きい道路があって、各工場間だとか、その

工場に通勤する車両の流れをよくすることを考えていかないと、産業も伸

びていかないし、そこに住む人たちにとってもかえって産業が発達すると

住みにくいまちになってしまうと思います。もう少し道路計画をしっかり

立ててもらいたいと思います。 
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会長：ご意見は「農業」のことでしょうか。それとも「道路」がメインで

あれば、その記述は３７ページの「道路」が該当します。 

 

天野委員：「農業」です。土地の有効活用を考えてほしいということです。 

 

会長：「農業」に土地の有効活用について記述を加えていただきたいとい

うことでしょうか。 

 

天野委員：はい。 

 

会長：ご趣旨としては、高齢化が進む中での今後の土地利用ということで

よろしいでしょうか。 

 

天野委員：はい。 

 

環境経済部長：農業の立場でまずお答えさせていただきます。現在、みよ

し市では、担い手育成のためにあらゆる研修や講座を開催しています。一

例ですが、緑と花のセンター、援農ネットみよしでは、農業ふれあいコー

ス、就農者育成コースなど５つの講座により、新規就農者を増やすための

講座を開催しています。農業の立場から言いますと、耕作放棄地の解消や

農地を集積するために、今後みよし市としては担い手を育成し、支援して

まいりたいと考えております。 

 

会長：今のお答えですと、２７ページの主な取組の１番目ですか。 

 

環境経済部長：そうです。 

 

会長：主な取組の１行目、２行目に今のことが書かれているとは思います

が、これではちょっと不十分ということでしょうか。 

 

天野委員：要は農業の後継者を育成する、教育をやるとかそういったこと

は良いことだと思うのですが、現実問題として、今、農業を担っている人

が高齢な人が多く、若い人が少ないということですので、今から若い人が

勉強して、確かにやる人もいるかもしれませんが、今のみよし市の農地を

維持するというのが今のままでは非常に難しいのではないかと危惧して

います。 

 

環境経済部長：そういった問題もあるということをお聞きしておりまし

て、「関連計画等」に予定で挙げさせていただきましたが、「地域農業ビジョ

ン」を本年度から策定します。地域の農業者、また、農業委員会をはじめ

とする適正化委員で地域の方に集まっていただき、５年、１０年先、この

地域をどのような地域にしていくか、農業をどうしていくかというビジョ

ンを策定します。今後、これをもとに地域の農業をどうしていくか、あり

方を検討していきたいと考えております。 

 

会長：今のご意見の趣旨でこれから具体的なビジョンを作られるというこ

とだと思いますので、よろしいでしょうか。 

 

天野委員：はい。 

 

鰐部委員：「商業」についてですが、アイ・モール・イオン三好店が開店

したのは約１８年前ということですので年数も経っています。その当時は
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すばらしい企画でありまして、本当に良かったと思います。しかしながら、

時代がもう１８年も経ちますと、二昔前ということでありますので、これ

からは新しいまちづくり、そういうものを含めた総合的な開発が必要では

ないかと思います。 

例えば、昔よく言われた道の駅などで言いますと、地場産業をただ売るだ

けの道の駅であれば、すぐ破綻して、あまりうまくいっていないというの

が現状でありますが、それだけでなく、複合的な商業施設もあり、地場産

業、農業の特産がそこで販売できる場所もあり、もう一つプラスアルファ

をすれば、今、みよしには宿泊設備がありません。松葉旅館さんがありま

すが、集客力というのがゼロに近いような状況であります。お客さんが来

ても、全て豊田か名古屋の方へ行く状況であります。そういうものも含め

て、総合的なまちづくりの基本的な構想を作っていかないと、まちの中心

があるのか、ないのか。我々が商業の店を作ろうとしても、活躍する場所

がない。これが現状ではないかと思います。例えば隣のまちでいえば、大

きな総合的なまちづくりを計画されていると聞いておりますが、みよし

も、ある程度、市になりましたので、市の総合的なまちづくりを作ってい

かないといけないのではないかと思います。 

総合計画の素案を見ますと、何もまちのイメージが浮かんでこないという

のが私の現状であります。その辺を踏まえて、総合的になりますので、副

市長さんからご回答いただければ幸いかなと思います。 

 

副市長：今、アイ・モールのお話が出ました。現状として、近隣市町で大

規模な商業施設などが計画されているということで、その点を苦慮という

か心配をされていることと思います。ただ、商業の拠点としては、やはり

あの位置に、土地利用としても商業地域としての指定をしてございます。

また今後、アイ・モールの建て替えなどの計画があると聞いております。

地域のコミュニティ部分も入れていきたいという意向もあるようです。そ

ういった中に地域の商業者の入る場所についても配慮していただくとい

うことで市として調整しております。 

鰐部委員が言われるような新しい総合的なまちづくりは、今のところは考

えておりません。今の中島地区からアイ・モールの所にかけての部分をさ

らに土地利用の用途を上げて、しっかりにぎわいができるようにすること

を考えております。 

 

鰐部委員：副市長さんが言われたアイ・モールの所は、第三セクターを解

消して独自でやられるということになっておりますので、これからは市か

らの意見が全然入らなくなってしまいますので、何かまた次の手を打って

いただけるでしょうか。 

 

副市長：具体的な内容なので皆さんの前でお話しするのは難しい部分があ

りますが、第三セクターの解消については、まだもう一社の方は第三セク

ターとして存在しておりますので、市としても出資して、イオンとの連携

については解消しておりません。アイ・モールとの連携の仕方についてイ

オンに投げかけながら、地域の商業者の方がぜひそちらに入れるように、

具体的に市からもお願いしていくという予定で協定も結んでいきたいと

考えております。 

 

鰐部委員：ありがとうございました。総合的にはまだまだ難しいというこ

とで、もう少し幅を広げて計画を作っていただけると我々商工会の活躍の

場があると思いますので、盛り込みをしていただきたいと思います。 

 

副市長：土地利用に関しましては、駅前周辺で商業系に広がりを持たせて

いく予定であり、土地利用構想図に載せさせていただいております。総合
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計画の構想としましては具体的な記述はしていませんが、そういった方向

性を出していきながら、皆さんが活性化し、商業者の方も参加ができるよ

う検討しております。 

 

鰐部委員：ありがとうございました。 

 

酒井委員：先ほど天野委員が言われた道路のことを少し言わせていただき

ます。先ほど、天野委員が南北の道路は２車線道路がないとおっしゃいま

した。私は今、福田の区長をやっております。以前、国道１号、２３号の

取りつけから北へ来て、豊明から来る道まで道路ができました。それが

井ヶ谷を通って福田を境川沿いに上がってきて、西一色を通って、今の三

五の方面、森曽公園あたりへ行く道路の計画があったということを聞いて

おりましたが、最近の話ではいつの間にか計画がなくなってしまいまし

た。県の計画ではありますが、現実的に福田の道は南北に走る車が渋滞し

ている状況です。 

 

会長：「道路」に関してでしょうか。 

 

酒井委員：はい。 

 

会長：「道路」については、次でお願いします。 

 

酒井委員：ではそのときに発言します。 

 

会長：基本目標４に関しましてはよろしいでしょうか。 

 

田中委員：補足ですが、基本目標４「魅力と活力があふれるまち」の「（３）

地域の農業を守り、次代につなげよう」という取組方針について、取組方

針ですから簡素化して表現するのは分かりますが、農業とまちづくりとい

うのは、ここの基本目標は「魅力と活力あふれるまち」なので、農業の経

営面だけではないと思います。「現状と課題」の最後のパラグラフに書か

れている「多面的機能」という一言を取組方針に入れた方が、単に経営上、

経済上の意味で農地を守るのではなく、環境保全や景観保全の魅力などの

視点が必要であり、この「魅力と活力があふれるまち」につながります。

「農業のさまざまな多面的機能を守り、次代につなげよう」などの方が、

取組方針としてはもっと広くて、あるいはまちづくりの魅力、活力ともつ

ながってくるのではないでしょうか。細かいことですが、その方が良いの

ではないかと思います。ここは経営面ばかり強調しているので、そういう

意味で守るのではなく、多面的機能で守るということです。 

 

会長：今のご意見はご検討いただいてよろしいでしょうか。 

 

環境経済部長：主な取組につきまして、どういった内容が盛り込めるかを

一度検討させていただきます。 

 

会長：そうではなく、取組方針のところの文言ですね。 

 

田中委員：はい。このままだとシンプル過ぎます。 

 

会長：「地域の農業を守り、次世代につなげよう」という取組方針は、「農

業を守り」しか書いていませんが、そこを「現状と課題」で「多面的な機

能がある」と言っているので、そこを強調した形の取り組みであることが

分かるテーマにしてくださいということです。その方向で検討していただ
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けますでしょうか。 

 

副市長：おっしゃるように、農地には多面的な機能がありますので、取組

方針の表題にうたわせていただくように検討させていただきます。 

 

清田委員：お尋ねしますが、空き家対策というのは何かありますでしょう

か。核家族が非常に多くなっています。要するに、子どもたちも自立して

出ていってしまい、そういった状況の中で、空き家対策というのを教えて

いただきたいと思います。 

 

都市建設部長：基本目標６の４０ページ、「住まい」という分野でござい

ますが、ここの主な取組の２番「空き家の活用」ということで挙げさせて

いただいております。 

 

会長：後でまた何かあれば、そこでご発言いただければと思います。 

それでは、基本目標５に入ります。２９ページから３２ページになります。

ここに関しましては事前のご質問はございませんので、ご出席の方々の中

からご質問やご意見を伺いたいと思います。 

 

酒井委員：私は現職のころ、自然保護のことをやっておりました。計画の

中に「緑を守る」とか「自然を守る」という言葉がとても多いのですが、

実際に住んでいる場所によって守り方が違うと思います。私が赴任してい

た山の方では、里山でのやり方でした。ここも昔は里山で自然がありまし

た。守るというと本当に開発ができないということです。三好丘はその最

たるもので、東海丘陵要素の植物群をみんな潰してまちを作ったので、自

然を守っていなくて自然を破壊したわけです。それは事実です。「自然を

守る」というとそういうことはできません。だから、いかに人間と自然、

緑をバランスよくやっていくかということです。 

私は「三好走ろう会」をやっております。三好池での桜マラソンについて

も、桜が枯れてきています。もともとあそこはブルドーザーで全部壊して、

そこに桜を植えました。私が小学校２年生の春に植えましたが、それがも

う６０年経っていますので枯れて当たり前です。それを財産としてどうし

ていくとか、そういうことがあるわけです。 

人間が生活しやすいように自然とどう共存して快適な生活、先ほど田中委

員が言われたように、暮らしやすい環境ということを考えた計画を立てて

いただかないと、ただ「緑を守る」、「自然を守る」と簡単に書いてありま

すが、私は、人間が自然といかにバランスよく生きるかが重要であると考

えます。ある部分では、安全のために木を切ることも必要でしょうし、一

方では、これは大事な自然だから多少人間が辛抱しても、ここのシラタマ

ホシクサは残す所だからこれは開発を止めるとか、そういう市としての

しっかりした判断基準を作っていただけたらありがたいと思います。 

 

会長：今のご発言は、多分、ここの全てにわたる考え方だと思います。 

 

都市建設部長：ありがたいご意見をいただき、ありがとうございます。確

かに、土地区画整理事業などでかなり大きな面積の森林や林がなくなった

というのも事実です。また、その後できた公園や既存の神社周辺の鎮守の

森などもありますので、それらは後世に残す資産だと思っています。そう

いった考えも取り入れながら緑を増やしていきたいと考えております。 

 

会長：おそらく思想というか考え方で、単純に「守る」という所だけが入っ

ているので、考え方として「バランスの取れた」という視点を入れて、文

言が変わる箇所は変えてほしいというご指摘だと思います。「守る」とい
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うのを全てなくすという意味ではないと思いますので、「バランスの取れ

た」という視点を考えながら、もう一度見ていただいて、直せる部分は直

してくださいというご指摘だと思います。そのようにこの２９ページから

３２ページを見ていただければと思います。 

 

天石委員：３２ページの「循環型社会」ですが、全部見ていないので見落

としているかもしれませんが、社会福祉協議会の利用者の意見を聞いてみ

ますと、ごみ出し難民が非常に増えてきています。ごみが重くてごみ出し

場所まで持っていけない、あるいはごみ出し場所が坂の上にあるなどの理

由です。高齢夫婦世帯や高齢単独世帯では対応できないという声が挙がっ

ています。「介護」や「高齢者福祉」の所に書かれているかもしれません

が、「循環型社会」において、資源回収の拠点づくりとしてリサイクルス

テーションを増やしたなどと書いてありますが、例えば、ごみの収集車の

ルートを変えるとか、頻度を変えるとか、ポイントを増やすとか、そのよ

うなことも検討できるのではないかと思います。買い出し難民と並んで、

高齢者の方はごみ出しに大変困っています。民生委員の意見を聞いてみて

も、困っている人に対して、「置いておいて。私がついでに持っていって

あげる」という人がだんだん増えてきています。今はそうやって私的なこ

とに助けられていますが、そうではなくて、システムも変えなくてはなら

ないと思いますのでぜひ検討をお願いします。 

 

環境経済部長：ごみの集積所に関しまして、区長さんをはじめ、お困りの

方の意見をお聞きしながら検討してまいりたいと思います。 

 

天石委員：現状で私は困っています。そう長い時間をかけられませんので、

ポイント数を増やしたり、ルートを変えたり、考えてやってください。 

 

会長：ご検討いただくということでよろしくお願いします。 

 

環境経済部長：具体的に教えていただければと思いますのでお願いいたし

ます。 

 

山根委員：基本目標５では、一般家庭だけではなくて、工場であるとか、

大学とかともかなり関係してくるのですが、今この文章を見た限りでは、

工場あるいは大学などがどのようなことを期待されるのかということが

何も見えてきません。それでよろしいでしょうかというのが率直な疑問で

すのでお尋ねしたい。 

 

環境経済部長：資料の３１ページに目標指標がございます。これはＣＯ２

の総排出量の削減ですが、こういったところに、市内全体でということで、

ＣＯ２の排出量を削減していく目標は立てております。 

 

会長：おそらく工場や大学を含めてというのは、総合計画では個別の所ま

ではなかなか入れにくいということだと思います。具体的な部分は協議を

しながらになると思います。 

それでは基本目標６に入ります。３３ページから４１ページまでになりま

す。事前のご質問がありますので、まずは事務局より説明と回答をよろし

くお願いいたします。 

 

政策推進部長：小嶋委員から３６ページ「公共交通」の関係でご質問をい

ただいております。総合計画で取り上げるべき公共交通のテーマは、もっ

と未来型の交通手段ではないかということであります。 

３６ページの主な取組の２つ目に位置付けております。電車や名鉄バス、
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さんさんバスなどの公共交通につきまして、道路や新たな住宅地の形成な

どのまちの発展や基盤整備と関連させながら、本市にとって望ましい公共

交通網を作り上げていくため、地域公共交通網形成計画を策定してまいり

ます。特に、市民の移動手段となるさんさんバスの運行については、市民

の声を生かしつつ、より利用しやすくなるように、現実的な交通手段につ

いてその充実に向けた取り組みを進めていきたいと考えています。おそら

く未来型というと、自動運転などの話になろうかと思いますが、そういっ

たものはまだ見えてこないということもありますので、交通網の中で取り

込むことができるならば、取り組んでいくことになると思います。実証実

験も進んでおりまして、みよし市も実証実験の候補として手を挙げてはお

りますが、他の所に決定されたという経緯があります。市としても自動運

転については協力という形になるのかは分かりませんが、進めていける部

分は進めていきたいと考えていますのでよろしくお願いします。 

それから、同じ３６ページの「公共交通」で、小嶋委員から経路図も含め

た形でご提案をいただいております。また、さんさんバスの６台をどうい

う形で有効に活用できるかということでご検討いただいています。 

回答としましては、本市では今年度と来年度の２カ年をかけ、先ほども少

し申し上げましたが、地域公共交通網形成計画の策定を進めてまいりま

す。この計画策定にあたりまして、市民アンケートやバスの乗降調査など

の各種調査やワークショップの実施も予定をしています。その結果を踏ま

えて、バス路線のあり方について検討してまいりますので、今回ご提案い

ただいたものは貴重なご意見として、その議論の場に出させていただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

小嶋（忠）委員：事前質問一覧表の最後のページは、さんさんバスの問題

についていろいろ書いていたのですが省略されていますので、もう一度繰

り返します。やはりさんさんバスの便が悪いというのは、これは７割の方

がほとんど言っています。また、去年、市長と語ろうということで地区ま

ちづくり懇談会が８地区で行われましたが、私は一応全部聞いてきまし

た。そのうちの６地区で、必ずこの「さんさんバスの便が悪い」、「何とか

早くしてほしい」という話が挙がっていました。それはほとんどの人が多

分理解できると思いますが、今のままの運行ルートでいくと、地図を載せ

ましたが、三好ケ丘駅から、例えば、みよし市役所まで行きたいというと

きにものすごく迂回しながら、病院に行ったり、ベイシアに寄ったりしな

がら行くので１時間ほどかかります。車で走ったら１５分ぐらいで行ける

のに、それだけかかってしまうので、みんな使いにくいと言っています。

先ほど市から説明がありましたが、せめて拠点連携軸ぐらいはストレート

に走らせるようなことをまず早くやらなければならないのではないかと

いう気がしています。なぜかというと、この問題というのは、先ほどの市

民の意見にもありましたが、２年前のアンケートでも同じようなことを

言っているので着手するのをもう少し早くした方が良いのではないかと

思います。それほど難しいことでもなさそうだと思います。市では公共交

通網形成計画を平成３０年度と３１年度の２カ年をかけて策定するとし

ていますが、これは２カ年で計画を作って、それから実行という意味で

しょうか。それとも実行まで終わっているということでしょうか。 

 

政策推進部長：計画を作って、３２年度に、例えばさんさんバス６台を８

台にするとか１０台にするとか、そういったこともこの計画でできれば、

早ければ３２年度から対応できるのではないかと考えております。 

 

小嶋（忠）委員：ありがとうございます。なぜこういう話をするかという

と、地区まちづくり懇談会でも出ていましたが、鰐部委員がおっしゃった

ように、イオンに買い物に行く人がだんだん最近少なくなってきていま
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す。高齢者の方が免許を返上しているので足がなくなってきているからで

す。そういうこともあるものですから、きちんとした交通手段を早く準備

しないといけないと思います。地区によっては、例えば、三好丘の人たち

は、お酒を飲むと帰りに足がないので電車で豊田に行ってお酒を飲むそう

です。要するに、みよし市にお金が落ちないのです。近年、長久手や赤池

に大型商業施設ができている影響もあると思いますが、イオンへの足がだ

んだん遠のいてきています。しかし、我々みよし市民にしてみれば、やは

りアイ・モールに頑張ってもらわなくてはならないと思います。みよし市

民がこのまちにお金を落とすというのがとても大事だと思います。そのた

めに何をやらないといけないのかということを真剣に考えてほしいと思

います。市民がとにかくみよし市のイオンを使うことが重要です。私の妻

は、長久手へよく行きますが、やめて、みよし市にお金を落とすようにと

言っています。みんなが一体になって、お金はみよし市に落とそうという

ことを徹底するために、市とイオンと一緒になって何かをやっていかなけ

ればなりません。そのためには、さんさんバスもそうで、とにかく今すぐ

にでもやらなければならない話だと思います。これを２年かけて議論する

と言いますが、何を議論するのかといつも思います。今のみよし市の市役

所の方たちはフットワークが良いと思われるように、頑張らなければなら

ないと思います。 

 

会長：総合計画としてはそこまで具体的に踏み込むのは難しく、別の計画

になるということですので、小嶋（忠）委員のご意見や資料はきちんとそ

ちらの計画の委員会へ提示していただくということでよろしいですか。 

 

小嶋（忠）委員：総合計画で取り上げるべき公共交通機関のテーマという

のは、もう既にここは解決しておいて、次のステップだろうと思います。

だから、先ほど道路を作るとかいろいろなことがあると思いますが、道路

もおそらく、ＥＶ化が進んでしまえば、道路は表を走る必要はなく、地下

で走ればいいと思います。だから、地面はとにかく道路をなくして農地に

してしまうぐらいの発想があってもよいと思います。そういう大胆なこと

を常に考えていかないと、２０年、３０年先の計画はおそらくできないと

思います。馬鹿じゃないかと思うようなことをぜひ入れて、他のまちが絶

対やっていない、着いて来られないことを入れてほしいと思っています。 

 

会長：他にございますか。先ほどの「道路」でも結構ですのであればお願

いします。 

 

酒井委員：先ほども言いましたが、計画があったのになくなってしまった

道路について、子どもたちの通学路が渋滞していますので、今、本当に私

たちの所も困っています。「計画がなくなった」ではなく、市としてこう

いう道路は必要だから、県にきちんと言うとか、実際に交通量などを調べ

るなどしてほしいと思います。これは県がやるべき道路だから、県が調べ

るではなく、市として交通量を調べ、道路についてもっとやっていくべき

ではないでしょうか。 

みよしの道路を空から見て一番分かるのは、工場と工場をつなぐ道路は

しっかりできているのに、住民が移動する道路はなかなかできていませ

ん。国道１５３号はできましたが、平針街道は、私が小学校のときから同

じです。本当に同じです。このことについて、市が県に要望するなり、国

に要望するなり、実際の交通の流れを調査して早く対応していかなければ

なりません。本当はもう遅いと思っていますが、お願いしたいと思います。 

 

会長：事務局いかがでしょうか。 
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都市建設部長：道路整備は遅々として進まない所がありますが、関係機関

に働きかけながら道路計画を積極的に進めていきたいと思っています。 

 

会長：主な取組の所には書かれないということでしょうか。 

 

都市建設部長：主な取組の中では、「幹線道路の整備」ということで、こ

れは都市計画道路の扱いですが、今、酒井委員が言われたものにつきまし

ても、同じく都市計画道路の部類に入ります。こちらに該当するものとし

て整備を促進していきたいということでございます。 

 

新谷委員：今、「道路」の話になっていますが、市民の見方からすると、

実は問題は、２１ページの「交通安全」ではないかと感じられます。結局、

道路が十分整備されていないことによって、交通安全が図られていないと

いうことになります。交通安全の取り組みとしては、一人一人が加害者に

ならないよう、意識を高めて、ルールを守ってということですが、それだ

けでは現実問題として交通安全は図られないということがあります。やは

り道路が、ある程度、歩行者の部分と、自転車の部分と、車の部分とをしっ

かり分けていかないと、安全に走行できないということがあるように、現

実、今までの行政だと、防災安全課がやる部分、道路河川課がやる部分と

いうように分かれているので、どのように相互に協力してやっていくのか

については検討いただきたいと思います。テーマによっては庁内で話し合

いをして、共同で問題に向き合っていただく必要があることだろうと思い

ます。どう整理していただいても結構ですが、これから道路について考え

ていく上で、道路部分に交通安全を盛り込むのか、交通安全の部分に意識

啓発とともに道路改善を盛り込むのか、どちらにするかこだわりはありま

せんが、何か１つ解決策を作っていただけるとありがたいと思います。 

 

会長：今のご意見は非常に大事だと思います。その視点を持ちながら、ど

ちらかの取組分野で、もしくは両方の取組分野に書いても構わないと思い

ますが、ご検討いただくということでよろしいでしょうか。 

 

都市建設部長：２１ページにつきましても、道路の交通安全や歩車道分離

を主とした交通安全、３７ページにつきましても、生活道路や安全施設な

どの整備ということで、両方で検討させていただきます。 

 

会長：よろしくお願いします。 

それ以外にございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、最後になりますが、「まちづくりの進め方」として、４２ペー

ジから４８ページでご質問やご意見がございましたらお願いします。 

 

天石委員：「行政組織」と「行政改革・行政評価」の所で、４５、４６ペー

ジになりますが、例えば、財務省ではいつの間にか資料改ざんが起こった

という問題がありますが、みよし市はそういうことはどう防止するのかと

いうようなコンプライアンスの観点やガバナンスの観点というのは、どこ

かにあるのでしょうか。要するに、そういう間違った行政運営はしないと

いうことです。透明性というようなことは書かれていましたが、財務省で

起こっているようなことがもう起きないようなコンプライアンスの面や

ガバナンスの面というのはどこで展開されるのでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：コンプライアンスの関係は、本当に重要なこと

でそもそもやるのが当然のことですので、４３ページの基本的な考え方２

の「透明性の高い開かれた市政」の中で、特に、「行政情報の提供と共有

化」、「情報の公開と透明性の確保」でそういった部分について対応してい
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きたいと考えております。 

 

天石委員：ここに載せなくても、どこかで職員の教育というのか、これは

やってはいけないというようなことはあるわけですね。 

 

政策推進部長：総合計画というより、その上の段階といいますか、みよし

市自治基本条例があり、その中に、「職員の責務」という形で規定をして

おります。職員は、市民全体のために働く者として誠実かつ公正に職務を

遂行します。職員は、職務の遂行に必要な専門的な知識の修得及び能力の

向上に努めます、としています。第１項の「誠実かつ公正に」の解説を読

み上げますと、職員は、地方公務員法第３０条に、「すべて職員は、全体

の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、

全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されています。ま

た、法令の順守、信用失墜行為の禁止、守秘義務などが規定されています。

このように、最高規範である自治基本条例で規定させていただいていると

いうことでご理解いただければと思います。 

 

会長：他に何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

田中委員：４２ページの「市民の参画と協働によるまちづくり」に関して、

これ自体は当然どこの行政もそうですし、みよし市も進めていかなければ

なりませんが、その「現状と課題」の最後のパラグラフに、「しかし、現

状では市民の「協働」に対する意識は決して高いとはいえず、協働のパー

トナーとなるボランティア団体やＮＰＯをはじめとした市民団体などの

増加を図り、活動を充実させていくことが望まれます」と書かれています。

私は市民ではありませんが、市民からすれば少し聞き捨てならないという

か、こういうことは思っていても、あまりそれは行政の資料で書くべき文

言ではないと思います。というのは、ＮＰＯやボランティア団体というの

は、そもそも市民の自発性から生まれてこなければならないものを、行政

の側が増加を図って、活動を充実させていくとなると、それはやはり官製

のボランティアとかということはあり得ません。これはＮＰＯも同様で

す。そういう認識だと誤解されかねないので、これは表現を変えた方が良

いのではないかと思います。ボランティア団体、ＮＰＯということを考え

た場合には、文章として、細かいことですが、一事が万事で全体が破綻し

てしまうようなことがあるといけないので、そこだけ気をつけたいと思い

ます。 

目標指標も、団体を増やすことを目標にしておてり、これは便宜上仕方が

ないのですが、本来は団体数を増やすことが目的ではなくて、その成果で

す。バックアップした市民活動の成果がどれぐらいのものなのか。これは

なかなか数値にできないのでこれは仕方がないのですが、団体数ばかり増

やしていけば良いというものでもないと思います。「現状と課題」の最後

のパラグラフの工夫だけお願いできればよいと思います。 

 

市民協働部長：社会保障制度の関係で出てくると思いますが、切り口とし

て、協働の切り口を使うという視点だとか、そういう部分についてここを

表現したつもりでしたが、少し考えさせてもらいます。 

 

田中委員：そのように受け取れないと思います。やはりこれはかなり誤解

を招きかねないと思います。 

 

市民協働部長：目標指標につきましては、前回の指標はＮＰＯ法人の数と

していました。これを今回、団体の数に変えたのは、実際に市で公益的な

活動を非営利で行っているグループの人たちが登録したものが活動につ
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ながっているということで、まだこちらの方が良いのではないかというこ

とで採用しました。 

 

田中委員：認証とか関係なく、活動団体としてですね。 

 

市民協働部長：そうです。 

 

田中委員：分かりました。 

 

会長：よろしいでしょうか。長時間にわたりましてありがとうございまし

た。基本計画に関する議論はここまでにさせていただきたいと思います。 

 

（３） みよし市の将来をみんなで考える「まちづくりシンポジウム」の

開催について 

 

会長：最後になりますが、３番目の議題としまして、「みよしの将来をみ

んなで考える まちづくりシンポジウムの開催」について事務局から説明

をお願いいたします。 

 

事務局（企画政策課長）：「将来のみよしをみんなで考える まちづくりシ

ンポジウム」の開催を予定しております。お手元の資料に白黒刷りのチラ

シがあると思います。開催日は７月７日土曜日、午後１時半から４時まで。

会場は文化センターサンアート、小ホールです。このシンポジウムは、第

２次総合計画の基本構想につきまして、市民の皆さんとその内容を共有し

て、将来みよし市をどんなまちにしていくか、そういったことを市民、関

係団体、行政が一緒になって考え、ともにまちづくりを進めていく契機、

きっかけとしたいということで開催します。 

内容としましては、第１部で将来のみよし市への思いということで、第２

次みよし市総合計画の基本構想の素案の内容につきまして、本審議会の会

長であります伊藤会長からご説明していただきます。その後、トークセッ

ション「２０年後のみよし市の展望」としまして、コーディネーターは、

同じく伊藤会長にお願いしまして、出席者として、職務代理者の阿部先生、

それから、同じく本審議会委員の田中先生、新谷委員の３名に出席者とし

てご出席いただくトークセッションを予定しております。 

第２部としましては、まちづくり講演会として、「これからのみよし市に

求められるまちづくり」と題しまして、講演者は藻谷浩介さんで、株式会

社日本総合研究所の主席研究員でございます。この方は年間で４００講演

ほどされる方で、評判の良い講演者でございます。ぜひこの機会にまちづ

くりについての講演会を聞いていただけると良いのではないかと思いま

す。本審議会委員の伊藤先生、田中先生、阿部先生、それから新谷さんに

出席していただいてのトークセッションも予定しておりますので、ぜひ総

合計画審議会の委員の皆さまにつきましては、大変お忙しいとは思います

が、ご出席、ご参加いただけると大変光栄でございます。 

以上、まちづくりシンポジウムのご案内の説明をさせていただきました。 

 

会長：ありがとうございました。 

それでは、本日説明がありました議題全般についてご質問やご意見がござ

いましたら、最後にお伺いいたします。よろしいでしょうか。 

以上で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（政策推進部次長）：長時間にわたりまして誠にありがとうござい

ました。今日いただきましたご意見につきまして、またこちらの方で検討
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をした中で、次回の審議会でお示しをさせていただきたいと思います。次

回の審議会につきましては９月ごろを予定しておりますが、詳細につきま

してはまたご案内申し上げます。また、次回の審議会は、パブリックコメ

ントの前にお示しする案をご提示することを考えておりますので、この点

についてもご了承いただきたいと思います。 

それでは、以上をもちまして、第５回、本日のみよし市総合計画審議会を

閉会いたします。ありがとうございました。 

 


