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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７回みよし市総合計画審議会 

開 催 日 時 
 平成３０年１２月１４日（金） 

午後１時３０分から午後２時３０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、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 

 

【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、 

原田総務部長、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、酒井病院事務局長、柴田教育部長、 

山北教育部参事、溝口議会事務局長、竹谷監査委員事務局長 

 

【事務局】 

野々山政策推進部次長、竹内企画政策課長、三浦主任主査、 

鏑木主任主査、一丸主事 

 

【傍聴者】 ３人 

次 回 開 催 予 定 日  － 

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）：本日は師走に入り大変お忙しい中お集まりい

ただき、誠にありがとうございます。 

定刻になりましたので、第７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ます。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にご留意いただきますようお願いい

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野々

山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の出席委員は１８名でございます。みよし市総合計画審議会条例の規

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
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いただきます。 

なお、阿部会長職務代理、深谷委員、小嶋民義委員、伊豆原委員、植松委

員、村上委員、近藤委員からは本日所用のため欠席というご連絡をいただ

いております。 

 

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。 

１２月に入りまして急に寒くなってまいりましたが、身体にはご注意いた

だいていることと思います。本日は本当にお忙しい中お集まりいただきま

してありがとうございます。第７回ということで回数を重ねてまいりまし

た。本当に長い間、皆さんにはお世話になってきたわけですが、パブリッ

クコメントということで、市民の皆さんからご意見をいただいて、５名の

方からのご意見に対する対応について皆さんにお諮りをして、最終の形に

させていただきたいと思います。 

これでいよいよ全員でお集まりいただくのは最後になると思います。最後

にあたってご意見を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。 

 

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

会長にごあいさついただきます。伊藤会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長：こんにちは。 

この審議会につきましては、先ほどお話がありましたが、昨年の９月に第

１回審議会を開催し、前回の審議会までの約１年間をかけて、この総合計

画の案の大枠を決定していただきました。 

今回はパブリックコメントに対する対応について確認していただくこと

になります。最後の確認になると思いますので、ぜひ慎重に審議をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございました。 

 

３ 議題 

（１）第２次みよし市総合計画（案）のパブリックコメントの結果について 

 

事務局（政策推進部次長）：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、審議会条例の規定によりまして会長にお願いい

たします。よろしくお願いいたします。 

 

会長：それでは、お手元の次第に沿って議事を進めていきたいと思います。 

本日の審議会は、午後３時までを予定しております。円滑な進行にご協力

をお願いいたします。 

それでは、議題にあります、第２次みよし市総合計画（案）のパブリック

コメントの結果について、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）：それでは説明を始めさせていただきます。座っ

たまま失礼いたします。 

説明に入ります前に、皆さまにお配りしております資料の確認をお願いし

たいと思います。 
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まずは本日の次第と、Ａ４横の両面印刷した資料１「第２次みよし市総合

計画（案）のパブリックコメント実施結果」、これは今回のパブリックコ

メントの結果の概要と、それぞれの意見とそれに対する市の対応を一覧表

にまとめたものでございます。 

続いて、Ａ４縦１枚の資料２「第２次みよし市総合計画（案）パブリック

コメント対応箇所」は、今回いただきましたご意見によって、総合計画（案）

の内容に反映したものの主な修正箇所を一覧表にまとめたものになりま

す。 

次にＡ３横の両面印刷８０ページの資料３「第２次みよし市総合計画

（案）」で平成３０年１２月１４日現在の最新版になります。これは今回

のパブリックコメントのご意見によって修正を加えた主な箇所に網かけ

をしたものになります。また、パブリックコメントのご意見の他、各担当

部局に文章表現や字句などについて再度確認をして、一部言い回しや書き

ぶりにつきましても分かりやすい表現にするため軽微な修正を加えてお

ります。その点、ご了解をいただきたいと思います。 

また、写真などにつきましては、最終的な印刷原稿の紙面構成の中で余白

部分にイメージ写真を加えていきたいと考えております。今回は、写真は

入っておりませんが、グラフ、図、表などにつきましては資料に入れ込ん

だ形にしておりますので、併せてご確認いただけたらと思います。 

資料１、２、３について不足がございましたらお申し出いただきたいと思

いますがよろしいでしょうか。 

 

事務局（企画政策課長）：それでは、資料１「第２次みよし市総合計画（案）

のパブリックコメント実施結果」の資料を見ながら説明を進めてまいりま

す。 

まず今回、第２次みよし市総合計画（案）のパブリックコメントを実施し

ました。ご意見の募集期間は、平成３０年１０月１５日（月）から平成３０

年１１月１４日（水）までの１か月間で、募集方法につきましては、電子メー

ル、ファックス、郵便、直接持参による方法でご意見を賜りました。募集の

結果につきましては、提出者数５名の方から資料１にまとめた１６件のご

意見をいただいております。また、その他質問を多数いただいております

が、このご質問に関しましては、今回のパブリックコメントのご意見とし

ては公表いたしませんので、質問に関しましてはご質問いただきましたご

本人様に直接回答をさせていただいております。ご了解いただきたいと思

います。 

では、資料１の１ページ、「寄せられた意見とみよし市の考え方」につい

てです。なお、この表の網かけをしている部分が今回の総合計画（案）に

内容を反映したご意見になります。 

まず、意見番号１「主な取組の中で、具体的な記載や抽象的な記載があり

ますが、これらを実現するには、実際に行う担当部署や団体にしっかり伝

え、情報を共有していくべきと思います。」というご意見でした。こちら

に対応する市の考え方としましては、計画の策定後は、庁内の関係部署、

関係団体へ計画書を配布し周知していきます。また、計画の推進に向けて、

市民と行政のそれぞれが自らができる役割を担い、みんなでまちづくりを

進めることとしていますので、一体となって各取組分野の目標の進ちょく

を管理し目標の実現に向けた取組を進めてまいります。 

資料をおめくりいただき、２ページをご覧ください。意見番号２は網かけ

となっておりますので、今回ご意見に対応して資料を修正した部分がござ

います。「取組分野で、文章中の補足説明や「用語解説」がありますが、

本文でまだ分からない言葉もありますので、できるかぎり分かりやすく用

語解説などをするとよいと思います。（例 いきいきクラブはどんな団体で

すか？）」というご意見でございました。ご指摘を受けまして、分かりや

すい表現に努め、必要に応じて本文中で説明しきれない用語につきまして
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は、主な修正としまして用語解説を１３箇所追記しました。 

ここで資料２をご覧いただきたいと思います。今回のパブリックコメント

で総合計画（案）に反映させていただいた箇所をまとめたものでございま

すが、パブリックコメントの意見番号２の対応としまして、用語解説を追

記したものを一覧表にまとめてございます。 

あわせて資料３の８ページをご覧ください。左下の部分が網かけとなって

おります。「リーマンショック」について用語解説を加えております。ま

た、基本計画の中の資料３の２８ページをご覧ください。取組分野の「地

域で子育てを支える環境」になりますが、２８ページの右下部分で、「放

課後児童クラブ」の用語解説を加えております。以下、２９ページにも網

かけ部分がありますが、全部で１３箇所の用語解説を追記しておりますの

で、ご確認いただければと思います。 

もう一度資料１に戻っていただいて、２ページの意見番号３から８まで

は、農業に関連したご意見になります。まず、意見番号３「行政がもっと

農業の発展に資する計画を立てるべきであって農業そのものをあきらめ

るような計画をたてるべきでない。」というご意見でした。こちらに関し

まして、資料３の５５ページの取組分野①「農業」の中で、農業に関する

取組を掲げ、農業支援を行うこととして記載しておりますので、ご意見が

ありましたがこちらにつきましては基本計画の中で記載がされている、と

いうことを市の対応とさせていただきます。 

同じく、意見番号４「この地域と環境を考慮し自給力を高める為、どのよ

うな農作物を出荷していくか次世代のことも考える。」というご意見でし

た。これに対する市の考え方としまして、具体的に推奨作物等の明記はし

ていませんが、都市近郊農業として、資料３の５６ページ取組分野②「地

産地消」の主な取組１「地産地消の推進」で、地元産の新鮮な農畜産物を

直接消費者に販売する「産地直売」を推進することとしています。 

続いて、意見番号５になります。「担い手や跡継ぎのない農家は個別の地

権者を集め小規模な営農団体を組織して収益の上がる農業が大切であ

る。」というご意見でした。こちらに対する市の対応としましては、資料

３の５５ページの取組分野①「農業」の主な取組１「農業支援の推進」で

担い手農家の育成、主な取組２「農業経営基盤の強化」で地域農業の担い

手に対する遊休農地などの集積・集約化を行うこととしています。 

そして、意見番号６は「農地の借地料は農水費、固定資産税の他に借地礼

金を地権者に払うべき。」というご意見でした。こちらに対しましては、

農地の借地料については、契約行為を行う当事者間での内容となるため回

答はいたしかねます、として回答させていただいております。 

意見番号７になります。「地域行政（みよし市）は政府に関係なく営農団

体に補助金を惜しまない、これらを「みよし」で考えていただきたい。」

というご意見でした。こちらに対しましても同じく、資料３の５５ページ

の取組分野①「農業」の主な取組１「農業支援の推進」で、担い手農家の

育成や農業機械の購入などの支援をすることとしています。 

続いて、意見番号８です。「最近注目されているハイテクビニールハウス

栽培、総合果樹園ハウスなど研鑽を積むべき。」というご意見でした。こ

ちらも同じく、資料３の５５ページの取組分野①「農業」の主な取組４「未

来型産業などの支援」という項目で、６次産業化などの農業を生かした新

しい経営形態に対応した支援を推進することと記載しています。 

続いて、３ページをご覧いただきたいと思います。意見番号９につきまし

ては、高齢化の問題についてのご意見となっております。「介護や認知症

予防、健康寿命の延伸に対する対策が必要」というご意見でした。その考

え方としましては、第２次みよし市総合計画では、将来像「みんなで育む

 笑顔輝く ずっと住みたいまち」の実現に向け、６つの基本目標を掲げ

ています。資料３の１３ページ「計画の体系」をご覧いただけますでしょ

うか。基本目標２では「健康で生き生きと暮らせるまち」という目標を定
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めております。その下に、「豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう」

「生涯にわたって健康に暮らせるようにしよう」の２つの取組方針、また

その中において「地域福祉」、「高齢者福祉」、「健康づくり」など各種の取

組分野を設定しています。その各種取組分野の中で、みよし市版地域包括

ケアシステムの構築やひとり暮らしの高齢者などの見守りの充実、介護

サービスの充実、市民の健康づくりに対する動機づけなどさまざまな取組

を示し、推進することとしています。それら事業を推進する際の具体的な

目標指標については、各事業の個別計画の中で定めています。 

続いて、資料１の３ページ、意見番号１０になります。このご意見では

「フィンテック」という言葉が使われておりますが、これは「Finance（金

融）」と「Technology（技術）」を合わせた造語になります。このご意見

についてはもっと広い意味で、フィンテック社会という言葉を「情報通信

技術が発達した社会」という意味で使われていると思われます。「情報通

信技術が発達した社会への対応が必要」というご意見だと思います。これ

に対する市の対応は、ＡＩなどの情報通信技術などの急速な進展への対応

としては、資料３の２ページ「市を取り巻く時代の流れは？」の項目の中

で触れており、その重要性を認識しております。こういった社会情勢を踏

まえ第２次総合計画を策定しております。ＡＩなどの情報通信技術につい

ては、行政として取り入れることができる有効なものかどうかや、費用対

効果も含め調査・研究しながら、対応していくこととなります。 

続いて、資料１の３ページ、意見番号１１です。少し長いご意見になりま

すが、いろいろな例を挙げて「三好ケ丘駅周辺の活性化が重要である。」

というご意見だと思われます。それについての市の考え方としましては、

資料３の１４ページから１６ページまでの土地利用構想の中で、黒笹駅、

三好ケ丘駅周辺を「駅前拠点」として位置づけ、公共交通の結節点として

の利便性を高めるとともに、交通結節点の機能を生かし、暮らしを支える

生活機能の整備・充実により、人々が交流する活気ある駅前拠点の形成を

図るエリアとしています。また、その駅前拠点の周辺の区域を「にぎわい

（商業地）ゾーン」として位置づけ、駅前拠点の周辺で、人が集い、にぎ

わいの拠点となる商業空間の維持や促進を図るとともに、日常生活に必要

なサービスが身近に享受できる暮らしを支えるための施設の立地誘導を

図るゾーンとしており、将来、商業施設など民間事業者による開発の可能

性について想定をしています。 

続きまして、資料１の５ページになります。意見番号１２から１５につい

ては、主に「里山」や「自然環境」の内容になります。意見番号１２につ

いては、「「里山」に関連する内容記述を深め、分かりやすくはっきりさせ

ていただきたい。」というご意見です。意見番号１３は「「人と自然の共生」

「生物多様性」等、自然環境の保全・推進に当たっては欠かすことのでき

ない重要な概念（ことば）が盛り込まれることを望む。」、意見番号１４は

「早急な緑地指定を強く望む。」、意見番号１５は「「水と緑を守り とも

につくる 環境共生都市・みよし」は、みよし市の観光資源である。」と

いうご意見でした。この意見番号１２から１５につきましては関連する事

項になりますので、合わせて市の考え方を示しております。ご指摘の内容

は、総合計画に即し策定している「みどりと景観計画」の中で定めていま

す。第２次総合計画と「みどりと景観計画」の関連が分かるように、資料

３の５８ページの取組分野①「緑のまちづくり」の取組分野のねらいの中

に「みどりと景観計画に基づき事業を進め、」を追記しました。また、主

な取組２「緑地の保全」の中に「緑化指定地区」などに指定する旨を記載

するとともに、「緑化施設」、「緑化指定地区」の用語解説を追記しており

ます。 

続いて、資料１の５ページの意見番号１６です。「広報みよし「Ｈｏｔ 

Ｌｉｎｅ」１０月１５日号に「第２次みよし市総合計画（案）」の意見募

集に、計画案の概要が示されました。市政初めての計画に対する意見募集
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であれば、広報掲載の計画（案）は、ページ制約があるとはいえ、もっと

丁寧な説明が必要ではありませんか。」というご意見でした。市の考え方

としまして、広報掲載は、パブリックコメントを実施する旨の周知が主な

目的となっています。限られた紙面の中でございますので、その中でもで

きる限りの説明を掲載するように努めています。総合計画（案）の内容は、

市役所情報プラザ、サンネット、ホームページで計画（案）全文を確認し

ていただけるようにしています。 

以上が今回のパブリックコメントの結果の概要と、そのご意見に対する市

の考え方についてご説明させていただきました。以上です。 

 

会長：では、質疑に入ります。今ご説明していただきましたように、パブ

リックコメントに対する市の考え方や対応につきましてご質問があれば

お願いいたします。 

 

鰐部委員：今ご説明いただいたパブリックコメントの意見番号１１は大変

良い内容がたくさん書いてあると思います。それに対する市のご返答が非

常に簡素で、「将来、商業施設など民間事業者による開発の可能性につい

て想定をしています。」としていますが、具体性に乏しいと思います。も

う少し具体的な対応策を考えているのかを伺いたいと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：今現在、このご意見の中にある地域につきまし

ては具体的な計画があるわけではございませんので、お示しすることがで

きません。あくまで土地利用構想の中で、将来の可能性について対応でき

る形で示しているものでございますので、そういったことを回答とさせて

いただいております。 

 

鰐部委員：そういうことであれば、土地を利用するために市街化にすると

か、今の状況では民間も活躍する場所を作るスペースがありません。そう

いう面では早く切り替えて活躍する場所を作っていただけると大変良い

と思いますので、この辺りをにぎわいにするのなら、この辺りは市街化に

しよう、そういうことを示していただけるとありがたいと思います。 

 

副市長：土地利用に関しましては、あまり具体性を加えますと、その土地

について開発業者さんなど、いろいろなところから火がついてしまったり

するので、方向性は示しますが、具体的なことにつきましては関係者との

協議も必要となります。この方のご意見もごもっともだとは思いますが、

方向性を踏まえて、特に高齢者のマンションなどそういった需要があるこ

とは承知しております。ただ、「ここ」としてしまうと難しいこともあり

ますので、方向性についてはできる形での記載をさせていただいているこ

とをご理解いただければと思います。 

 

鰐部委員：ありがとうございました。 

 

会長：それ以外に何かございますか。 

パブリックコメントに対する市の考え方の部分について、大きくは説明が

ありましたように、用語の追記と農業のところに対する追記となります。

もしくは、他のパブリックコメントに対する対応として、修正した方が良

いというご指摘も含めてありますでしょうか。 

 

酒井委員：農業についていろいろと意見が出ていると思います。意見番号

４から７は農業を行っている方のご意見かと思いますが、みよしの農業が

発展していったのは、高度成長で名古屋市が大きくなりそこへ愛知用水の

水があってたくさんの生産物が出せた、その優位性です。その後、高速道
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路網ができて、日本国中から集まるようになり、そうすると優位性がなく

なります。気候的に涼しいところからレタスが来る、温かいところから

ピーマンが来るとか、今までは交通が不便だったゆえにみよしに優位性が

高く、私たちが小学校から高校、大学のころまではそうでした。高速道路

が日本中にできて、運搬が日本中からできるようになって、みよしの優位

性がなくなった。みよしの優位性をどのようにとっていくのか。地域に近

いということはまだある。大規模でやるのではなく、どのような考え方で

やっていくのかというのは、このパブリックコメントを書かれた人が、自

分たちがどのように生きていきたいのか真剣に考えていないと思う。実際

には地産地消のことなど、前回欠席させていただいたので会議録も見まし

たが、地産地消についての議論もあったようですが、よその生産物が入っ

ていようがいまいが、お客さんがたくさん来てたくさん買ってくれること

がみよしが栄えるもとになるのではないでしょうか。刈谷のハイウェイオ

アシスが日本で一番ということであり、そこでは例えば信州のネギやリン

ゴが入っていたり、愛知県だけではありません。そういうことを考えた上

での地産地消だとか、地域がどれだけ頑張れて、そこに足りないものをど

う集めるか、そういった農業経営が必要です。みよしに何が太刀打ちでき

て、できないところはどのようにやるか、そういったことが大事なのでは

ないかと思います。市の回答があっさりしすぎているので、市もそういう

イニシアティブを取っていただきたいと思います。 

 

会長：今のご発言は、どのパブリックコメントに対するご意見でしょうか。 

 

酒井委員：意見番号４、５、７、８の農業の振興です。これはパブリック

コメントの質問事項に対する答えだけですが、市としてはもう少し、地産

地消などについてもっと深く考えてほしいと前回も思いました。 

 

会長：今のお話は、直接は訂正されていませんが、総合計画でもっと踏み

込んだ方が良い、ということでしょうか。 

 

酒井委員：できればそうした方が良いと思います。 

 

環境経済部長：市の考え方としましては、やる気のある農業者、新規就農

者、担い手農家の育成を第一と考えています。農産物につきましては都市

近郊ということで市でもあらゆるものを作っています。ただ、特産品とし

て柿・ナシ・ブドウはまだまだブランド力が弱いという現状がございます

ので、特産品のブランド力が高まるような施策に結び付けたいと考えてお

ります。 

 

酒井委員：やる気のある人はあまりいないと思います。どうしたら若い人

がやる気を持ってくれるか、というイニシアティブを取るべきだと思いま

す。工業でも何でもそうです。子どもたちがこのまちに残ってくれて、や

る気が出るようにするにはどのような施策を取ったらよいか、という問題

であって、話し合う場や支援する場を作らないと、やる気のある農業者と

いうのはなかなか出てこないと思います。 

 

副市長：貴重なご意見をいただきました。資料３の５５ページで、先ほど

申し上げましたように、担い手農家の弱体化に対する方策や、６次産業化

や未来型産業の支援など、基本計画として掲載しております。それに携

わっていく担当部局の補助金などもあるとは思いますが、そこまではここ

には記載できませんので、そういったものは基本計画の中で事業展開でき

るものと考えております。具体的な回答という形ではなく抽象的なものに

なるとは思いますが、そういった形で対応できるということでよろしくお



 8 / 11 

 

願いいたします。 

 

酒井委員：補助金を出せばよいというわけではなく、方向性というのは関

係者と市でビジョンを持ってきちんと作っていくものだと思います。あり

がとうございました。 

 

会長：他にはどうでしょうか。 

基本的には本日の審議会につきましては、パブリックコメント及びそれに

対する市の考え方について議論いただく場ですが、本日が最後の議論をす

る場なので、他のご意見があればと思います。 

 

天石委員：資料３の３４ページの「多文化共生」のところで私が気になっ

ているのが、昨今の外国人労働者の問題についてです。日本もそうですが、

みよし市でも外国人労働者抜きでは非常に厳しい状態になると思ってい

ます。その中で、これは意見ではなく確認ですが、現在みよし市内に外国

人籍の労働者は何名おられるのですか。またその中で、今問題になってい

ます技能実習生という方はおられるのでしょうか。それから、「市民の役

割」ということで「外国人も地域社会の一員である」と記載されておりま

すが、そういう技能実習生の相談、あるいはそこの企業や団体に対する指

導というのは、行政としてどのようにお考えなのか。それから、ここには

書いてありませんが、このような問題は、この総合計画は長年続くわけで

すから、みよし市における外国人の状況、抱えている問題、将来的に手を

打っていく方策など情報の公開がもっと必要なのではないのでしょうか。

３４ページを修正するという話ではないのですが、そういう観点からぜひ

取り組んでいただきたいと思っています。 

 

会長：今お話があったように、文言を修正するという話ではないというこ

とですが、今のご指摘に対してお考えをお答えください。 

 

市民協働部長：多文化共生に関連して、１２月１日現在で２，０９９人の

外国人労働者の方がみよしにおられます。天石委員がおっしゃった技能実

習生は、全てを把握しているわけではありませんが、企業に入っている方

は確認しております。市の日本語教室に休みを取って参加してみえたり、

日本語教室でやっている相談等を受けておられる方もいらっしゃるので、

間違いなく人は増えております。外国人の方は日本に初めて来て何も日本

語が話せない状況から、みよしで最初のステップを踏む場合には、市の日

本語教室が中心になってやっております。社会保障という中で「多文化共

生」という言葉で置き換えて、やさしく、良い言葉になっていますが、実

際には市の方に丸投げされているというのが現状であります。その部分

が、市の問題提起ということを天石委員も言われたと思いますが、市とし

ても公益的な活動をしている団体などの力を借りて、それから有償ボラン

ティアの力を借りてやっていますので、この資料３の３４ページの主な取

組１「多文化共生の推進」の中で、特に「日本語指導を必要とする児童」

については教育委員会も絡んでおり、いろいろな形でやっています。この

中で反映している部分はあると思います。今後、国の施策が展開していく

中で、見えていない部分がありますが、資料３の３４ページの右側の「多

文化共生の推進」、「外国人児童生徒への適応支援」というところが市でで

きる社会保障の重要な部分だと思いますので、この部分で反映していくと

いうことで考えています。 

企業に関しては、やはり企業の経営側の責任もあるのではないかと思いま

す。 

 

天石委員：ありがとうございます。今のお話で、既に２，０００人を超え
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る外国人の方がみよし市で働いており、まだ足りないので法律を変えてで

もさらに増やそうという状況です。今問題になっているのは、どこかで蒸

発した、いなくなってしまったという技能実習生が大きな問題になってお

ります。その人たちがみよしにいるのであれば、その存在をまず確認して、

その人たちはどこへ相談に行けば良いのですか。地域包括支援センターに

相談に来られたら、その時どのような対応をしたらよいのでしょうか。「企

業にお任せしていますから、私どもはその問題にはアンタッチャブルで

す」というのは、本当に良いのだろうかと思います。 

それから、昨今の新聞を見ていますと、一番足りないのは介護職です。み

よし市として、外国人籍の介護職を使うということになったら、はっきり

言って今のところノウハウはあるのでしょうか。私どもでもデイサービス

を持っていますが、各施設に、勝手にやれと下駄を預けられましても、本

当にやっていけるのかなと思います。そういう点については、やはり行政

の指導を仰がないことにはやっていけないのではないかと思います。既に

６万人のうちの２千人が外国人です。私の経験からいっても、今みよし市

の企業で外国人の労働者がいなくなったら回りません。それが今度は介護

の部分だとか、あるいは商売の部分だとかに回ってくるわけですから、

もっともっと、それは国がやることだ、県がやることだ、企業がやること

だというのではなく、市で検討いただく必要があるのではないかと思いま

す。 

 

会長：今ご指摘いただいた点は、先ほどからありますように、ある意味、

実際の現場といいますか、詳細なシーンになりますので、ここでの総合計

画（案）としては先ほど事務局の方からありましたように、資料３の３４

ページで方向性は示されていると思いますので、その中で一つ下の計画、

個別計画のところで具体策は出てくると思います。そのようにご理解いた

だきたいと思います。 

 

天石委員：一つ下と言われると困るのですが、原則として共生というのは

外国人と一緒になってやっていくという基本政策がいるのではないで

しょうか。 

 

会長：資料３の３４ページの主な取組に「多文化共生の推進」とあります。

ここで方向性は示されていると思います。 

 

天石委員：その中にもう少し産業のあり方だとか、あるいは新たに参入す

る施設ですとか、分野を入れるとか、ここの文章を直すというわけではな

いのですが、そういう指針を示していただく必要があるのではないでしょ

うか。それを下かと言われると違うと思います。 

 

会長：すみません。下と言いますか、大きな方針を立てるのが総合計画で

すので、その大きな方針としてここにありますのが「多文化共生の推進」

です。 

 

天石委員：大きな方針とは、もっと外国人労働者を使わないとできないの

でもっと増やしましょうというのが基本の政策ではないのでしょうか。そ

の辺は小さいことなのでしょうか。 

 

会長：そうではなく、先ほどおっしゃったような、どこに相談に行くのか、

などはここに記載するような内容ではないですよね。そういうものは別の

ところで具体的に議論するのではないかということです。 

 

天石委員：そこまでは分かりました。 
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しかし、外国人をもっと入れないと今のままではみよしの産業は成り立ち

ませんよね。そういうことは市がお考えになることではないのでしょう

か。 

 

会長：では、ここの基本計画に入れてほしいということでしょうか。 

 

天石委員：そうではなく、市が基本的なこととしてやればよいと思います。 

 

酒井委員：天石委員はそう言われますが、企業がどれだけ欲しいかという

のがあっての話で、産業構造もどんどん変わっていくことなのでそこまで

は市でやることではないと思います。 

それよりも問題なのは、２，０９９人と言われている外国人は公式の人数

ですよね。公式でない外国人がどれだけいるかが問題だと思います。天石

委員が相談に行くとおっしゃいましたが、技能実習生は逃げていくので隠

れているのです。先日の北海道でもそうですが、観光ビザで入ってきて何

十人も隠れているわけです。そういう問題は国に対処してもらうしかない

と思います。そこまでここで議論するのではなくて、実は仕事がない人の

人数には引きこもりは入っていません。同じ税金を使うのなら、引きこも

りの人を働くことに使った方が良いと思います。これは私見です。 

 

会長：では、他に意見はございますか。 

先ほどから申し上げておりますように、前回までに基本的には大枠は認め

ていただいておりますので、そこの変更というのは基本的には大きくする

ことはできないと思いますが、軽微な修正というのはまだできる段階だと

思います。いかがでしょうか。 

 

会長：それでは、ご意見がございませんようですので、以上で本日の議事

は終了いたします。ありがとうございました。 

昨年度から２年間にわたり本審議会を開催し、第２次総合計画の審議を重

ねてまいりましたが、今回の審議で総合計画の内容については固まったも

のと認識しております。本日の審議の内容の総合計画への反映や軽微な変

更は会長への一任でお願いしたいと考えております。 

今回皆さまにご審議いただいたこの計画（案）を最終的な審議会からの計

画（案）として市長に答申してまいります。答申につきましては、会長で

ある私のみの出席としたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

長期間にわたるご審議にご協力いただき、誠に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（企画政策課長）：ありがとうございました。 

パブリックコメントのご意見の関係で、説明の中で申し忘れたことがござ

います。資料１の５ページの網かけの下になります。１２、１３、１４、

１５のご意見につきましては、このご意見をご提出いただいた方には、か

なり長文で書いていただいて、ご本人の希望としまして意見全文を審議会

の委員の皆さまに読んでいただきたいとのことでした。内容の中に個人情

報に関わることがいくつか含まれておりましたので、その部分を伏せた形

の原文をこちらで用意しておりますので、ご希望があれば事務局まで申し

出ていただければ、このご意見の全文をご覧いただけるよう用意しており

ますので、ご案内させていただきます。 

 

 

４ その他 
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事務局（政策推進部次長）：それでは、今回が総合計画審議会といたしま

しては、皆さまにお集まりいただくのは最後となりますので、本部長であ

ります鈴木副市長からお礼の挨拶をさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

 

副市長：委員の皆さま、本当に長い間ありがとうございました。 

昨年の９月から、シンポジウムと７回の会議などに出席していただき、２

年にわたりまして本当にありがとうございました。 

おかげを持ちまして、良いものができたのではないかと思います。先ほど

ご意見にありましたように、具体性にやや欠けるものにつきましては、そ

れぞれの実施計画の中で毎年どのような事業を行っていくかを担当部局

から挙げさせますので、そこの中で皆さんのご意見を参考にさせていただ

きながら、事業実施をしていきたいと思います。 

伊藤会長から先ほどお話がありましたように、この案で市長に答申をいた

だくということになります。その後、来年３月に議会に上程させていただ

き、議員からの承認が得られましたら、４月からスタートしていくという

ことになりますが、まだ新元号が決まっておりませんので印刷は少し遅れ

ることになるかと思います。この★★の新元号表記でホームページの方で

公開させていただき、その後、新元号が決まりましたら印刷物を出して皆

さんや市民の皆さんにもお伝えしていきたいと考えております。 

最近の気候にしても急に暑くなったり、先ほどお話がありましたように外

国人が増えたり、ＡＩが進展して、道路交通もＩＴＳが進んでいろいろな

対応が必要になってくるようでしたら、またこれも見直しが必要になって

きます。基本構想についてはそのままでいきたいと思いますが、基本計画

につきましては５年後に見直し、現状に合ったものにさせていただきたい

と考えております。行政としては対応がまた難しいところがございます

が、この将来像にあります「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいま

ち」と市民の皆さまから言っていただけるように、市民の役割、行政の役

割をそれぞれご理解いただきながら進めてまいりたいと思います。 

伊藤会長はじめ、皆さま本当にありがとうございました。素晴らしい第２

次みよし市総合計画の案ができたと思います。心からお礼を申し上げま

す。 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございます。 

以上をもちまして、第７回みよし市総合計画審議会を終了します。本当に

ありがとうございました。 

 

 


