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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６回みよし市総合計画審議会 

開 催 日 時 
 平成３０年９月１４日（金） 

午後２時００分から午後４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 

（職務代理者）阿部亮吾 

（委員）中河基、天石惇郎、冨樫佐智子、清田由雅、 

村上雅則、野々山勝利、西村亜紀子、新谷千晶、田中人、 

小嶋忠光、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）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、 

溝口議会事務局長、竹谷監査委員事務局長 

 

【事務局】 

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】 １人 

次 回 開 催 予 定 日  未定 

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（政策推進部参事）：皆さん、こんにちは。本日は大変お忙しい中

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６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参事の本田

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１９名でございます。みよし市総合計画審議会条例の
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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、近藤委員、鰐部委員、櫻井委員、深谷委員、酒井委員、小嶋民義

委員は本日所用のため欠席されるというご連絡をいただいております。 

 

２ あいさつ 

 

事務局（政策推進部参事）：はじめに、総合計画策定本部長であります鈴

木副市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

副市長：改めまして、皆さん、こんにちは。 

本日は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。 

今年は本当に天候が大変な状況ということで、台風２１号では市内でも

農産物等々の被害がございましたし、また、北海道の地震もかなり大き

な被害が出ており、友好都市の士別市では震度３で、大きな被害は出て

おりませんが、やはり停電が大変だということです。 

また、７月のまちづくりシンポジウムにつきましては、伊藤会長をはじ

め、阿部職務代理、新谷委員、田中委員には、それぞれ事業概要の説明

等々、トークセッションでは色々ご意見をいただきましてありがとうご

ざいます。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。 

今回は第６回ということでございますが、いよいよこの計画の基本構想

と基本計画の案を、この審議会の後、市民の方に意見を問うということ

で、パブリックコメントを１０月１５日から約１カ月間、広報等を通じ

て市民の皆さんに開示させていただいてご意見をいただくというスケ

ジュールになっております。 

今日は忌憚のないご意見をいただき、良いものにしていきたいと思いま

すので、ぜひよろしくお願いします。 

 

事務局（政策推進部参事）：続きまして、伊藤会長にご挨拶いただきたい

と思います。伊藤会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長：改めまして、こんにちは。 

今、副市長からもお話がありましたが、７月７日にまちづくりシンポジ

ウムが開催されまして、そこには多くの参加者がいらっしゃいました。

その後、皆さんのお手元に届いていると思いますが、開催結果報告書が

作られておりまして、実際、そのときの経過や、参加者に記入していた

だいた、さまざまなご意見がまとまったものができております。私も読

ませていただきましたが、やはり非常にご関心が高い方が結構いらっ

しゃいまして、その方々は長年住んでいらっしゃる方が多いと思われま

すが、それをできる限り反映させて、将来のみよし市に役に立つ計画が

立てられれば、と改めて思う次第でございます。 

先ほどお話がありましたように、これからパブリックコメントが行われ

ますが、その際に、具体的に良いものが出せますように、今日もぜひ建

設的なご意見等を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（政策推進部参事）：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基本構想（素案）について 

 

事務局（政策推進部参事）：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
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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２時から４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１、第２次みよし市総合計画基本構想（素案）につい

て、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局（企画政策課長）：企画政策課長の竹内です。 

私の方から議題１、第２次みよし市総合計画基本構想（素案）について

ご説明をいたします。座ったまま失礼いたします。 

前回の第５回審議会でいただきましたご意見や、７月に開催したまちづ

くりシンポジウムでのアンケートのご意見、また、８月に市議会議員の

皆さんと行いました意見交換会におきましてご意見をいただいておりま

す。そういったご意見を踏まえまして、前回の審議会の中でお示ししま

した基本構想（素案）から一部修正した部分がございますので、その修

正箇所についてご説明をいたします。 

資料１、第２次みよし市総合計画基本構想（素案）をご覧ください。 

資料１ページをご覧ください。今回、資料の中で文章に網かけがしてあ

る部分がございます。修正を加えた箇所になります。 

１ページ右側、「３ 計画の期間は何年間なの？」の上から４行目で和暦

と西暦を併記している部分の西暦表示の部分を削除しております。これ

につきましては、すぐ上の３行目に同じ年号が表示されているためでご

ざいまして、このように同じ項目の文章の中で同じ年号が複数回出てく

るときに、何度も同じ年号を和暦と西暦を併記して表記していると、文

章が煩雑で、逆に読みにくくなるのではというご意見をいただいており

ます。整理して表記することにしたものでございます。 

今回の基本構想の中では、和暦と西暦を併記することとしております

が、同じ項目の中で重複して出てくる年号につきましては、２回目以降

は和暦のみの表記としてまいりたいと思います。以降の文章の中で出て

きます年号の表記につきましても同様に、重複する２回目以降の西暦表

記を削除しておりますので、ご了解いただきたいと思います。 

また、今回の資料では、説明の都合上、削除する部分を見え消しにして

いる部分がございます。当然ですが、実際の本冊版の印刷原稿では表示

しない形になりますので、ご了解いただきたいと思います。 

１ページの下の計画期間の表の上の部分にも同様に、和暦、西暦の併記

部分で重複する部分の年号を整理して修正を行っております。 

続いて、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３行目でございます。

「老年人口（６５歳以上）の人口割合」と表記していましたが、２１

ページの年齢３区分人口割合にも出てきますが、６５歳以上の人口を

「老年人口」とは表記せずに「６５歳以上人口」としておりますので、

同様に、２ページにおきましても「６５歳以上の人口割合」と修正させ

ていただきました。 

２ページの右側の「（３）安全・安心に対する意識の高まり」の上から４

行目になります。こちらは、前回までは最近の１０年間が平成１９年か

ら平成２８年として下線が引いてあった部分でございます。以前、基本

構想（素案）の説明の中で、本文中に下線の引いてある部分につきまし

ては、統計等の最新データが確認でき次第、最新のデータに置き換える

ことをご説明させていただきました。その部分で今回、最も新しい平成

２９年のデータが確認できましたので、最近１０年間を平成２０年から

平成２９年として、その次の比較数値につきましても、前回までは約１.
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３倍という表記にしてありましたが、最新のデータに置き換えまして、

約１.４倍と修正いたしました。 

続いて、資料７ページをご覧いただけますでしょうか。 

「（４）まちの都市機能の状況」の「③交通体系」の２行目です。「東名

三好インターチェンジ」の語句に網かけがしてありますが、基本構想の

中でこれ以降、何回か文章中にこの語句が出てまいります。これまで一

部、「東名三好インター」など、用語が統一されていない部分がございま

したので、今回、統一するために表記の整理を行っております。そのた

めの網かけでございます。 

続いて、８ページをご覧ください。「（６）財政の現状と動向」の「①歳

入・歳出の推移」の１行目、２行目です。こちらも前回までは下線を付

けていた箇所でございます。最新の平成２９年度データが確認できまし

たので、最新データに修正したものです。 

８ページ右側の「②財政力指数・実質公債費比率の推移」の部分でござ

います。こちらは市の財政状況の健全性を測る指標としまして、前回ま

では財政力指数と公債費比率の推移を記載しておりましたが、最近では

公債費比率より実質公債費比率の方が一般的であろうということで、公

債費比率で表記しておりましたものを実質公債費比率のデータに置き換

えて修正を行いました。 

ちなみに、公債費比率と実質公債費比率の違いを端的に説明させていた

だきますと、公債費比率は地方公共団体の一般財源の標準的な規模に占

める公債費の比率で、実質公債費比率は同じように地方公共団体の一般

財源の標準的な規模に占める公債費だけではなくて、さらにその地方公

共団体が加入している一部事務組合が負担する公債費なども算入して求

めたものになります。そういったことで、最近では各自治体の財政健全

性を測る指標としましては、実質公債費比率を用いるケースが一般的だ

ということで、今回改めさせていただきました。 

８ページの右下の用語解説の部分も実質公債費比率の説明に修正をして

おります。ご了解いただきたいと思います。 

資料１４ページをご覧いただけますでしょうか。「第４章 土地利用構

想」の「２ 主な用途別土地利用の考え方」の「（１）住宅地」の１行目

です。前回までは国の推計に基づきまして、「２０４７年まで本市の人口

は伸び続ける見込みである」というように表記がしてありましたが、２

０４７年という推計値があまりにも先の数字になるので、今回の第２次

総合計画の基本構想の計画期間内における人口の見込みの考え方を明ら

かにした方がよいだろうというご意見をいただきました。今回、「本市の

将来人口は、さまざまな施策や取り組みを行うことにより、基本構想の

目標年となる★★２０年」、確認ですが、「★★」と表示がありますの

は、新元号が確認でき次第置き換える予定でおりますので、ご理解いた

だきたいと思います。「★★２０年（２０３８年）までの期間において伸

び続ける見込み」と表記を修正いたしました。 

続いて、１５ページをご覧ください。「３ 土地利用方針」の「拠点」の

項目の中で網かけをしている箇所がございます。こちらは、土地利用方

針はこれまでの土地利用の状況も踏まえて、これからどのような土地利

用を進めていくかという方針を示すものであるという考え方から、これ

までこの部分では「何々の地域だ」という言い方をしていた文末につい

て、「何々を図ります」や「何々を高めます」、「進めます」などの表記に

揃えるように修正を行いました。その部分が網かけになっている部分で

ございます。 

続いて、１６ページをご覧ください。「骨格軸」の「広域幹線軸」のとこ

ろに１つ項目を加筆してございます。これは、７月のまちづくりシンポ

ジウムのアンケート結果や議会との意見交換会などで出ました意見で、

新たな広域交通環境など、将来の市の夢につながるような部分をもう少
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し盛り込んでほしいというご意見がございました。今後、リニアインパ

クトの影響などを考慮しまして、広域幹線軸の将来の発展に向けた可能

性を考えていくということで、この１項目を追加したものでございま

す。 

続いて、１７ページをご覧ください。「第５章 地域別構想」の「１ 基

本的な考え方」の１行目ですが、この部分の網かけにつきましては、言

い回しを修正した字句の修正になります。 

続けて、１８ページをご覧ください。「３ 地域別構想」の「きたよし地

域」の「③まちづくり構想」の「◆整備された良好な居住環境」の部分

でございます。こちらは、隣にあります「おかよし地域」の居住環境の

特性とはっきり区別できるように、「きたよし地域」の特性部分を明らか

に示す表現に修正をしております。 

続きまして、１９ページをご覧ください。「なかよし地域」の「①地域の

特性」の１行目です。「図書館学習交流プラザ」の後ろに「サンライブ」

と愛称を加筆しました。字句の修正になります。 

隣の「みなよし地域」の「①地域の特性」の部分ですが、「みなよし地

域」の書きぶりがこれまでとあまり変わり映えがしないのではないか、

また、他の地域の内容に比べて「みなよし地域」の優位性があまり感じ

られないというご意見がございました。「みなよし地域」は、豊かな自然

環境の中で近居、同居など、多世代による共生が可能な地域という優位

性があるというところをはっきり表記したものでございます。 

また、「③まちづくり構想」の項目では、１行目になりますが、「◆ふる

さと居住機能」としていたものを、「◆多世代が共生できる居住機能」

と、その内容が伝わりやすい表記に修正しました。項目の１つに、「周辺

環境とのバランスを考慮しつつ、幹線道路沿道では生活利便施設が配置

され、」という発展可能性についても加筆を行いました。 

また、一番下の「◆産業基盤」の項目でも、基幹産業の発展したまちと

いう特性と併せまして、もう一項目、「産業や物流を担う幹線道路をはじ

めとした道路網が整ったまち」ということを１項目加筆しております。 

続いて、２０ページをご覧ください。「第６章人口の見通し」の「１ 目

標年次の将来人口」で網かけ部分がございます。将来人口６万５,０００

人というのは、このまま放っておいてもそうなるだろうと、ただ推計し

た人口ではなく、第２次総合計画に定めるさまざまな施策や取り組みを

実施することで実現できる目標とする戦略的将来人口であるという意味

合いをはっきり明記するために加筆しております。 

２０ページの右側の人口ピラミッドの変化の図につきましては、計画策

定時から１０年後、２０年後の変化を１つの図にまとめて表記した方が

経年変化の様子が分かりやすいと考えまして、現在と１０年後を比べた

もの、また、２０年後を比べたものが別々になっていたものを１つにま

とめた図に修正を行いました。 

以上が前回から基本構想に修正を加えた箇所の説明になります。 

 

会長：ありがとうございました。 

では、質疑に入りますが、事前質問がございましたので、事務局よりそ

れにつきましてご回答をお願いいたします。 

 

政策推進部長：本日机上にＡ４の事前質問一覧というのを配付させてい

ただいておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。こちら

の２つ、山根委員からご意見をいただいております。 

１つ目の上段の部分、こちらについて、私からご説明をさせていただき

ます。ご意見につきましては、これからは在宅医療が問題になると思わ

れる、在宅医療にはかかりつけ医とインターネットを利用する遠隔診療

システムの利用が重要である、このことから第２次みよし市総合計画基
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本構想（素案）２ページの（５）情報通信技術の急速な進展に「イン

ターネット弱者をつくらない対策の推進」を加えていただきたいという

ご意見をいただきました。 

事務局が説明しました資料の２ページの（５）をご覧いただきたいと思

います。事務局で検討しましたところ、委員のご意見のとおり、在宅医

療に関するシステムのみならず、情報通信技術の活用には利用する側か

らの対策が必要であるということで、（５）の項目の最後の１文でありま

す、「こうした中で、多様な分野で応用可能な情報通信技術の利活用をし

つつ、」という文言の「こうした中で、」の次に、弱者をつくらないとい

うことでご意見をいただいておりますが、これを一歩前進させた形で、

「誰もが活用でき」を加えていくことを提案させていただきたいと思い

ます。以上、説明とさせていただきます。 

 

会長：今のご回答に対しまして、山根委員、何かございますでしょう

か。 

 

山根委員：考えていただいたことで結構です。ありがとうございます。 

 

会長：それでは、今事務局から説明がございました全体につきまして、

もしご意見、ご質問等ございましたら受け付けをさせていただきます。 

基本的には、今までずっと審議してきておりますし、今回訂正箇所は本

質的な部分の変更はあまりなかったので大丈夫かと思いますが、いかか

でしょうか。よろしいですか。 

 

（全委員了承） 

 

（２）第２次みよし市総合計画基本計画（案）について 

 

会長：それでは、議題２、第２次みよし市総合計画基本計画（案）に入

ります。まず、事務局から全体の説明をしてもらい、その後、基本目標

を２つずつに区切りまして質疑に入りたいと思います。 

それでは、まず事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

 

事務局（副主幹）：事務局から議題２の第２次みよし市総合計画基本計画

（案）について説明をさせていただきます。企画政策課の近藤と申しま

す。座って失礼します。 

お手元にあります資料２を用いて説明をさせていただきます。 

資料３は、第５回審議会と今回の審議会の計画案の変更点を下線で示し

て新旧が分かるようにしてございます。前回の内容を確認する際にお手

元で見ていただければと存じます。 

それでは、資料２を１枚おめくりいただきまして、第２次みよし市総合

計画基本計画の体系表のページになります。ここでは確認の意味で改め

てその体系を示しているとともに、右の主な修正内容の欄では変更のポ

イントを簡潔に記載しています。今回お示しした基本計画（案）では、

主な修正内容以外に変更したポイントとしては、７月７日に開催したま

ちづくりシンポジウムでの基本構想の各基本目標に関する意見や、内容

として、基本計画に考慮することができる事項などについては、それら

を取り込んだ内容としました。このほか、文章などの記載内容の改善を

しています。 

次に、その右側、基本計画の見方のページをご覧いただけますでしょう

か。ここでは、基本計画に掲げる各取組分野について、それぞれに記載

している項目に対して注釈、コメントをしています。確認となります

が、それぞれの取組分野の現状と課題を踏まえ、この分野をどのような
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状態にしていきたいかなどの目指す方向性を「取組分野のねらい」とし

て、さらにどのような成果を獲得することを目指すのかという視点で、

その下にあります「目標指標」を掲げております。 

目標指標の設定については、どのような状態になったかなどの変化や効

果をもたらしたかを、市民目線で評価を得られるようなアウトカム指標

をできる限り設定し、そうした設定が難しい場合は、行うべき数量など

の結果の観点で指標を設定しています。 

なお、指標の設定で、市民の満足度について、アンケートなどを用いた

成果指標については、前回までは取組分野について、市民アンケートの

中で、「満足」と「どちらかといえば満足」、これに「普通」と答えた回

答の割合を入れているものや入れていないもの、また、得られた結果に

重みづけをしているものなど、さまざまな考え方による目標指標であっ

たため、今回統一させていただきました。その統一した「満足度割合」

の内容については、基本計画の見方のページの左下、目標指標の解説内

に市民満足度割合の算出式にありますように、アンケートの「満足」と

「どちらかといえば満足」の合計を、「満足」、「どちらかといえば満

足」、「どちらかといえば不満」、「不満」の４つの項目の合計で割った割

合と定義づけています。 

この考えについては、「満足」と「どちらかといえば満足」の数を増やし

ていくということは重要なことであり、併せて、「不満」や「どちらかと

いえば不満」という領域の数を減らしていくことも大切と考え、ここに

定義したような市民満足度割合に統一させていただきました。 

ページ右側では、この取組分野における主な取組という項目を掲げて、

総括的な取り組み視点や主な事業等を列記しています。 

なお、取組分野の実現については、行政が取組を進めるとともに、市民

参画によってお互いが支え合って協働のまちづくりを進めるという観点

から「市民の役割」を明示しています。右下には関連計画や用語解説を

しています。 

１ページをご覧ください。このページは新たにお示しをするもので、こ

こでは基本目標を実現するための取組方針を改めて掲げ、その取組方針

に関わる取組分野の視点を述べて、見開きでどのような構成なのかを示

しています。構成は総合計画の体系表と変わりなく、このページの意図

としては、６つの基本目標やまちづくりの進め方の冒頭部で体系を認識

していただくものとして提示してございます。 

基本計画（案）の内容について、前回からの引き続きの内容や、また、

時間的なこともありますので、全ての解説をすることはできませんが、

ここからは前回の審議会の意見を受けての修正点等について、基本目標

ごとに簡潔に説明させていただきます。 

全体的なこととして、先ほど説明した目標指標の考え方の統一、目標数

値についても現状からの誤差の値や消極的な値とならないような目標の

設定、文章の体裁の統一化等を行いました。 

それでは、基本目標１での主な変更点ですが、９ページ、１０ページに

なります。国際交流としての本市の友好都市であるコロンバス市との交

流について、多文化要素の観点から、「広域交流」に位置付けられていた

取組分野を「多文化共生」へと変更しました。 

このほか、基本目標１では、まちづくりシンポジウムのアンケートの意

見を踏まえた点として、「市独自の施策を」という意見に対しては、「子

育て支援」の取組分野におけるみよし市版ネウボラ事業の推進等を掲げ

ています。「自分の子どもが大きくなってもさらに子育てしたいと思われ

るようなまちにしてほしい」という意見から、「子育て支援」や「家庭教

育」、「小中学校教育」や「青少年健全育成」における個別の取組分野を

掲げております。 

基本目標２ですが、１４ページ「高齢者福祉」の取組分野をご覧いただ
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けますでしょうか。前回は、文章の中で「徘回」という言葉を使ってお

りましたが、「言い換えて使用した方がよいのではないかと」いう意見が

前回の審議会の中でございまして、それを踏まえて、「認知症により行方

不明となった高齢者」という表現に改めさせていただきました。 

なお、審議会の意見を受けて修正した箇所は、文章に網かけをしている

部分となります。 

また、１４ページ右上の部分で、「高齢者の災害時における支援について

の重要性を明記すると良い」という意見があり、主な取組の１つ目の２

段落目にあるように、「支援が必要な高齢者の把握」と「支援体制の構

築」について明記させていただきました。 

また、同様の観点で、１６ページ「障がい者福祉」の取組分野の主な取

組の３点目、「災害時の安全確保に関する仕組みの確立」というように表

記を加えた点がございます。 

続いて、１９ページになります。ここは「スポーツ」という取組分野で

すが、目標指標で、「国などの計画値を本市において用いる場合は明記す

るとよいのではないか」という意見を受けて、左下の目標指標にあるよ

うに、※印で「文部科学省のスポーツ基本計画における目標値を使用し

ています」と付け加えさせていただきました。 

このほか、まちづくりシンポジウムでのアンケートの意見を踏まえた点

として、「地域包括ケアシステムの体制づくり」については「地域福祉」

の取組分野に項目を掲げております。この点は、一部委員からもご指摘

をいただいた点になります。 

まちづくりシンポジウムでは、「健康を重視したまち」、「元気な高齢者が

あふれ活気あるまち」、また、「死ぬまで自分の足で歩けるように」と

いった意見が見られました。これらについては、「地域医療」や「健康づ

くり」の取組分野において、皆さんの意見を酌んだ共通認識として、市

民の健康寿命の延伸や、生きがいを持って健康に暮らし続けられる環境

づくりを目指していくよう、それぞれの取組分野で設定をしています。 

続いて、基本目標３、２２ページになります。「防災・減災」の取組分野

になります。網かけをしている部分ですが、自助、共助を含め、その基

盤をいかに厚くしていくかという審議会の意見を受け、「取組分野のねら

い」で、自助、共助としての「地域防災力を高めるとともに、「公助」と

しての総合的な防災・減災対策を進める」という表現に改め、右側の主

な取組の実現によってそれらを目指していくことにします。 

このほか、まちづくりシンポジウムでのアンケートより、「犯罪のないま

ち」や「安全・安心なまちづくり、人づくり」を求める意見が見られ、

審議会の意見の中でもありましたが、防犯カメラの活用と併せた防犯対

策について、この基本目標の中でその実現に向けた取り組みを進めてい

きたいと考えます。 

続いて、基本目標４、３１、３２ページをご覧ください。取組方針の名

称ですが、前回の審議会で取組分野に「農業」とありますが、農業はい

わゆる生業としての要素に加えて、農地には自然環境や防災機能、田園

風景などの多面的機能を有する要素も多分にあるという意見から、その

ことを取組方針の用語に書き加えました。また、その関連として、「農業

や生産物を生かして多角的に経営できるような新たな農産業の育成を」

というようなご意見から、農業の取組分野のうち、主な取組の４番目、

「未来型産業などの支援」と加えさせていただきました。 

このほか、まちづくりシンポジウムでのアンケートの意見を踏まえた点

として、「働ける場の確保」や「子どもが進学してみよしへ戻って活躍で

きるような場があるとよい」という声がありまして、業種の傾向はある

かもしれませんが、工業などの取組分野でそういった産業誘致等を進め

る中で、併せて住み続けられる暮らしの環境などを整備していくという

ことで考えています。 
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続きまして、基本目標５になります。基本目標５では、３３ページ以降

になりますが、大きな修正点等はございませんでした。まちづくりシン

ポジウムの中では、「豊かな自然環境を活用してウオーキングができると

よい」、「公園と共存できるまち」という意見があり、緑のまちづくりな

どの取組分野においてその実現を目指していくこととします。 

続いて、基本目標６、４２ページをご覧いただけますでしょうか。取組

分野は「公共交通」ということで、「現状と課題」の記載について、従来

まではさんさんバスを中心とした書き方になっていました。「公共交通」

という取組分野なので、「バス以外にも電車などを含めた記載内容にする

ことが適切である」という委員のご意見を踏まえて、このような表記に

改めさせていただきました。 

また、まちづくりシンポジウムでのアンケートの意見では、「安全に歩く

ことのできる仕組みづくり」や「市内外の産業へのアクセス」といった

意見から、４３ページですが、「道路」の取組分野でこれらの実現を目指

していくことを考えます。 

最後に、まちづくりの進め方です。４９ページをご覧いただけますで

しょうか。「市民の参画と協働によるまちづくり」の取組分野では、「現

状と課題」の記載の中で、審議会の意見を踏まえて、網かけ部分につい

て適切な表現になるように修正をさせていただきました。 

このほか、まちづくりシンポジウムでのアンケートの意見では、「コミュ

ニティと行政の協働が重要である」、「市民活動を活発にしていけたらす

ばらしい」というような意見がございました。４９ページの主な取組に

掲げるようなことを進めていくとともに、基本計画全般に関わることと

して、基本目標の１から６の各取組分野の中で市民の役割をそれぞれ明

示してこれらを実践していくことで、市民が参画し、ともに支え合う協

働のまちづくりを目指していきたいと考えております。 

簡単ではございますが、基本計画（案）についての説明とさせていただ

きます。ご審議よろしくお願いします。 

 

会長：ありがとうございました。 

では、ここで基本目標１と２、資料で申し上げますと１ページから２０

ページまでの範囲で質疑に入りたいと思います。先ほどと同様で、ここ

に関しましても事前の質問がございましたので、まずはそれにつきまし

て、事務局より説明、回答をお願いいたします。 

 

子育て健康部長：先ほどの事前質問一覧表の２番目の項目になります。 

基本目標２に関しまして、「これからは在宅医療が問題になると思われま

す。在宅医療にはかかりつけ医とインターネットを利用する遠隔診療シ

ステムの利用が重要です。このことから第２次みよし市総合計画基本計

画（案）１７ページの取組分野１『地域医療』に『遠隔診療システムの

利用環境の整備』を加えていただきたい」とのご提案をいただきまし

た。 

遠隔診療システムに関しましては、将来に向けての計画として必要な項

目と考えまして、総務省、厚生労働省の動向などを踏まえて、主な取組

の項目の「医療保険制度の健全な運営と健康寿命の延伸の推進」の中に

遠隔医療システムやＡＩなどのＩＣＴを活用した新しい医療保険制度に

対応するというような旨の内容を追加していくよう検討いたしました。 

 

会長：ありがとうございます。今のご回答に関しまして、山根委員、何

かございますでしょうか。 

 

山根委員：ありがとうございます。やはりこういう方向に行くのは間違

いないと思うのですが、きちんと書いてあるかどうかで印象が大分変
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わってくると思いますので、もし、このように追記していただければ非

常にありがたいです。 

 

会長：では、ご検討よろしくお願いいたします。 

では、それ以外の項目に関しまして、先ほど申しましたように、１ペー

ジから２０ページで何かご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願

いいたします。 

 

天石委員：１４ページの高齢者福祉についてお尋ねしたいのですが、 

１４ページの左側の上に「現状と課題」の網かけ部分において、「徘回」

という言葉をやめるということは大変ありがたい話で、福祉関係として

は「徘回」というのはあまり好ましくないと思っていましたから、それ

は大変良いと思います。 

その後に、これを読んでみますと、「認知症により行方不明となった高齢

者を早期に発見できるように」と書いてあります。これを素直に読みま

すと、行方不明になる前に手を打たないのか、行方不明になってから騒

ぐのかとか、探すのかという感じがしないでもありません。今、地域包

括とか地域の協力という意味になりますと、そうではなくて、道に迷っ

た高齢の方がいたら、その人に「どうされましたか」と声を掛けて、う

まいこと家に連れて帰ってもらうというような、行方不明にならない、

言ってみれば予防ですね。そういうようなことが何かもう一言入るとさ

らにありがたいなと思います。地域の助け合いとして。 

 

会長：今のご質問に対して、どうでしょうか。よろしくお願いします。 

 

福祉部長：おっしゃるように、認知症により行方不明となるおそれのあ

る方に対して、声掛けなどの見守りが非常に重要でありますので、主な

取組の中に入れるか、市民の役割の中に入れるか、検討して盛り込みた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

会長：よろしいでしょうか。 

 

天石委員：よろしくお願いします。 

 

会長：では、ご意見等はございますでしょうか。 

 

冨樫委員：２点お願いいたします。 

８ページの「現状と課題」の文章の中で、下から３行目に「資料館」と

だけ書いてあります。サンライブとかサンアートは、図書館学習交流プ

ラザ「サンライブ」ときちんと書いてあるので、資料館の正式名称は

「歴史民俗資料館」ではないかと思いますので、明記した方がいいので

はないかと思います。これは私の意見です。ご検討いただきたいと思い

ます。 

もう１点は９ページの文化協会に関係することで、主な取組の「士別市

との交流の推進」ですが、ここには現在実施されている子どもたちの交

流が書いてあります。文化協会も文芸部会を通じて毎年相互交流をやっ

ておりますので、スポーツだけでなく、文芸の交流も進めていきたいと

いう気持ちを込めて、入れていただくことができないでしょうか。 

 

会長：２点ございましたが、事務局、よろしくお願いします。 

 

教育部長：今ご指摘のありました８ページの資料館は、確かにその他が

正式名称になっておりますので、ここは「歴史民俗資料館」と変更させ
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ていただきます。 

それから、９ページの士別市との交流でございますが、文化協会の方々

も交流をしていらっしゃいますので、その記述も加えさせていただきた

いと思います。 

 

会長：では、それ以外にご質問等はございますでしょうか。 

 

新谷委員：２点質問をさせていただきたいと思います。 

まず１つは、７ページの「生涯学習」ですが、先ほど山根委員の意見に

対応して、今後のさまざまな情報等の事柄に、弱者をつくらないような

誰もが活用できる体制をつくっていくというのが基本構想にあります

が、それに応える基本計画というのがちょっと読み取りにくくなってい

ます。取組分野としては「生涯学習」に入ると考えると、主な取組の１

に「生涯学習講座の充実」がありまして、文章中に「情報・通信」とい

う言葉はあるのですが、この記述だけで基本構想に盛り込んだ部分がカ

バーできるのかということと、もし形としてしっかりと取り組むのであ

れば、「現状と課題」にこういったことが今後課題として考えられて、と

いう文面が入るとよいのではないかなということが１つです。 

それから、もう１点は、「青少年健全育成」ですが、私も今回、通して読

ませていただいて、小中学生や子育てはあるのですが、高校生がありま

せん。みよし市は、子育てを１８歳までと捉えていますし、いろいろな

ところで子どもの問題の話になると、中学校までは義務教育なのでカ

バーができていますが、高校に行くとそれが途切れるという話もよく伺

います。やはり高校まで見ていくことは必要です。「青少年健全育成」の

対象年齢をどう考えているのかという部分が気になりました。 

 

会長：ありがとうございます。 

２点ございましたので、事務局、よろしくお願いします。 

 

教育部長：まず、最初の７ページにつきましては、入れるとすれば「現

状と課題」になろうかと思いますので、こちらは少し検討して加えさせ

ていただきたいと思います。 

それから、「青少年健全育成」でございますが、当然、高校生も青少年健

全育成事業の対象になっております。文言としては高校生というのはど

こにも出てこないわけですが、記載方法につきまして、もう少し検討さ

せていただきたいと思います。 

 

会長：よろしいでしょうか。 

 

野々山委員：４ページの「地域で子育てを支える環境」の中に入ること

だと思いますが、主な取組の中で、１番目に「放課後児童クラブの環境

整備」があります。それからずっと見ていきまして、４番目には「子ど

も会」や「子育てクラブ」等がありますが、「児童館の役割」ということ

も「地域で子育てを支える環境」の中に入ってくるだろうと思います。

私がまだ読み足らなかったかもしれませんが、それが触れられている箇

所が見つからなかったので、それも入れていただきたいと思います。 

それから、もう一つ、最近新聞などで、愛知県でも力を入れているよう

ですが、「子ども食堂」もおそらく「地域で子育てを支える環境」の中に

入るのか、少し念頭に置いた取り組みが何らかの形でできるのでしょう

か。入れていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

会長：２点ございました。よろしくお願いします。 
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子育て健康部長：まず１点目の「児童館の役割」は、子ども会活動の拠

点でもありますので、下の方に少し考えさせていただきます。 

それから「子ども食堂」について、１３ページに「地域福祉」という項

目と併せて検討させていただきます。 

 

会長：では、ここの範囲につきましてはとりあえずここまでにさせてい

ただきまして、次に、基本目標の３と４、資料で申し上げますと２１

ページから３２ページまでについて質疑に入りたいと思います。何かご

質問、ご意見等がございましたらよろしくお願いいたします。 

 

天石委員：２２ページの「取組分野のねらい」では、自助と共助と公助

の３つだけになっています。私も関わりましたが、福祉ではここに互助

が入っています。 

共助と互助を分けたというのは、例えば隣の老老夫婦がごみ出しすると

きに重たくて仕方がないから助けてあげようかといって持っていってあ

げるというのは、これは共助というよりも互助じゃないかと。そういう

助け合いが必要だということで、互助に分けて、４つになっておりま

す。ところがここは、防災の方は、互助という言葉が出てきません。例

えば、防犯にしてみても、「うちは旅行に行くから留守にするけど頼む

ね」と隣の人に言って行くではありませんか。それは互助だと思うので

すが、この点についてご検討いただきたいと思います。自治基本条例も

３つにするのか４つにするのか、互助を入れるか入れないということで

検討しておりますが、同じ市の中でダブルスタンダードみたいになって

しまうと、見ている人の混乱を招きますので、整合性というのはできた

ら考えていただきたいと思います。 

 

会長：どうでしょうか。事務局、よろしくお願いします。 

 

総務部長：天石委員からご指摘のありました互助の考え方ですが、基本

構想の１１ページで、基本目標３、「安全で安心して暮らせるまち」の枠

の黒ひし形のところの２つ目に「自助、共助（互助）」と記載しておりま

すので、こちらの方にも同様な表記をさせていただくかどうか、また検

討させていただきます。よろしくお願いします。 

 

天石委員：１１ページを拝見していきますと、「（互助）」というのは何と

なく隠したようになっていますよね。順番としても、「自助、互助、共

助」となるはずです。互助に私がこだわるのは、要するに地域共生で、

同じ地域でやっていこうじゃないかということがあるものですから、こ

だわって、やはり互助というのを横並びで見ていただきたいと思ってい

ます。ご検討をお願いします。 

 

総務部長：ありがとうございます。一度検討させていただきます。 

 

会長：ご意見等はございますでしょうか。 

 

阿部委員：ちょうど「防災・減災」の話が出たので、基本目標１の「多文

化共生」と関わる部分もあるかもしれませんが、災害時の外国人住民、労

働者の方の災害時の対応や、多言語支援センターの立ち上げのようなこと

が、「多文化共生」との絡みでどちらかに出てきてもいいのかなという気

がします。表現としては入っていないようですので、どのようにお考えで

しょうか。 

 

会長：事務局、よろしくお願いします。 
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総務部長：今のご提案につきましては、一度、協働の方の絡みもあります

が、どのように表記したらいいのか検討させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

会長：こ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。 

 

天石委員：質問ではありませんが、先生が来ているものですからお聞きし

たいのですが、最近、コンパクトシティやスマートシュリンクなど、小さ

いごとで集まって、その地域でうまいことをやろうじゃないかという動き

があります。その辺についての動きというのはあるのでしょうか。 

それからもう一つ考えていますのは、よその地域へ出ていってしまう、例

えば地産地消や産直だといって売っていますが、よく見てみるとみよしで

作っているものより、分野によっては豊田市だとか安城から来ているもの

の方が多いということがありますが、これは穴のあいたバケツではないか

と思います。ジャスコがあって、地元の企業だと言いますが、行ってみる

と、ジャスコはみよし市の会社ではなく、本部の方へ行ってしまうという

ことになると、もう少し地域の中で経済がうまく循環するとか、そういう

動きというのはどんなものなのでしょうか。コンパクトシティとかスマー

トシュリンクという意味で。 

 

阿部委員：どんなものかというのを、どのように答えればいいのかなと思

いますけれども、政策的にやっていてすごく有名なのは、失敗したとか言

われていますが、青森や富山です。でも富山の場合は、路面電車をなるべ

く中心部と外部を放射状につなぐような形で循環させて、中心部に高齢者

の方が大分戻って来られて少し居住率が上がっているようで、そういう意

味では交通機関の再編と同時にコンパクト化を政策的にやっているとい

うのは富山が非常に有名です。あとは、自然に縮んでいってしまうという

話はたくさんあって、なかなか難しいのですが、自然に縮む場合は、虫食

い状に空き家が郊外の方にできてしまって、それで空いているところに高

齢者の方が住んで、防犯上もよくないとか、そういう事例は各地にいっぱ

いあると思います。 

それから、もっと詳しい方が発言されればいいかなと思いますが、地産地

消の話はなかなか難しくて、多分理想は、全て自分の地域、みよし市のと

いうことであれば、例えば給食でみんなみよし市産を食べれば地産地消が

理想的には完結しますが、ただ、栄養素を見たときに、実は案外、少し離

れたところから買った方が栄養素的にも実はいいという場合もあります

ので、必ずしも全てが、自分のところで賄うことが地産地消にとって本当

にいいことではないという議論もたくさんあります。 

 

会長：何かありますでしょうか。 

 

野々山委員：２２ページの「防災・減災」のところでありますが、このみ

よしという地域性は、いわゆる「災害」が非常に、特に少ないということ

で、境川の流域の水の関係とか、山のがけ崩れというのはあるかもしれま

せんが、地震や洪水などの想定外の災害が、みよしで起こってもおかしく

ないという状況を念頭に置いた捉え方をしていくことが必要だと思いま

した。防災訓練の参加率が現状値では１７.４％とありますが、どうでしょ

うか、今、こんなに高いのかなと思いました。 

それから、４番目の「公共施設の耐震化」等の中で、登校中にブロック塀

が倒壊する事故がありましたが、これも念頭に、不適格な建築物の調査を

定期的にされていくことと思います。ブロック塀についても、教育委員会

の方からそういう指示があって調査をされたということも聞いてはおり
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ますが、これ以外でもまだそういう不適格な建造物の耐震化や、チェック

も必要だろうと思います。 

次に、防災訓練の取り組みについて、私は民生委員をやっておりますが、

主な取組の中には、災害時の避難行動の要支援者に対する取り組みはある

のでしょうか。自主防災会の方たちが、障がい者の方やひとり暮らしの高

齢者などに呼びかけ等をしていますが、そういうことをほとんど知らない

という方が非常に多いのではないかと思います。具体的に自主防災会や民

生委員といった組織もあるということなり、それから、そういう人たちも

含めて防災訓練への参加に少し前向きに取り組むような、現実感のある取

り組みも、やはり想定外のことが起こることを想定して、主な取組の中で

少し取り入れていただきたいと思っております。 

 

会長：事務局はよろしくお願いします。 

 

都市建設部長：ブロック塀のことについてご説明をさせていただきます。 

６月の大阪北部地震の折に、ブロック塀が転倒してお子さんが亡くなられ

たという事例がありまして、市内の通学路、またブロック塀の所有者の方

には、広報等でお知らせをしております。その中で市としましても、ブロッ

ク塀の撤去についての補助制度も設けております。また、耐震というお話

もありまして、昭和５６年以前の旧建築基準法でできました建物につきま

しても、耐震の補助制度を設けております。第２次総合計画においても、

そういった事業を活用していただいて、耐震化を進めていくという考えで

ございます。 

 

福祉部長：最後におっしゃった要支援者の名簿等の対応につきましては、

１４ページで、高齢者に対する主な取組の中で、「災害時における支援体

制の構築」というところと、それから、１６ページで障がい者に対する主

な取組で３番、「災害時の安全確保に関する仕組みの確立」というところ

に要支援者名簿等の取り組みも含まれておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 

都市建設部長：１つ説明不足がありました。先ほどの建物の耐震化促進等

につきましては、資料の４６ページの「住まい」の主な取組の１番目の「建

築物の耐震化促進」の事業で載せております。 

 

会長：その他で何かございますか。 

 

山根委員：「防災・減災」で関連してお聞きしたいのですが、主な取組の

３で、「災害発生時に備えた対策の推進」ということで２行ほど書いてあ

りますが、最近の地震や水害を見ていて思いますが、何が問題かというと、

家が壊れなくても、とにかくすごい量のごみが出てきます。そのことにつ

いても書いてあるとよいと思います。 

また、避難所の機能の向上を図ることを求めるとありますが、避難所とい

うのは基本的に学校ということになると、教育の再開という点で問題にも

なるかと思います。そういうところも考えていらっしゃるのかということ

が気になっているものですから、ご意見をお伺いしたい。 

 

会長：事務局、よろしくお願いします。 

 

総務部長：確かに災害時に発生するごみというのは非常に課題であると思

いますが、ここの「防災・減災」のところで、ご提案あったような記述を

どうしていったらいいのか、一度検討させていただきたいと思います。 

また、学校の再開とともに、実際、避難所の生活ということは、非常に難
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しい問題であろうかと思いますが、その辺についてどう記述できるかとい

うのを今即答ができないので申し訳ないですが、一度検討させていただき

たいと思います。 

 

村上委員：２７ページの「工業」という取組分野についてお尋ねしたいと

思います。インフラの整備をずっとやってきたことと、トヨタ自動車をは

じめとした製造業で支えられているまちということが言及してあって、右

側の主な取組を見ると、非常に短い文言でサラッと書いてあるので、産業

分野に関しては引き続き安泰かと捉えられるのですが、もう少し具体的に

記述していただけるといいかなと思って発言をさせていただきます。 

２番の「中小企業・小規模企業を支援する環境づくり」とありますが、少

し分かりにくいのが、この１行目から２行目にわたって、「中小企業と小

規模企業に対する支援環境を促進し」とあるのですが、「支援環境を促進

する」という日本語がどうも私自身はよく理解できなくて、例えば「支援

環境の整備を促進する」だとか、もう少し分かりやすく日本語を表現して

いただきたいと思います。 

また、３番目を見ても金融的な支援ぐらいのことしか書いていないので、

今、各企業にさまざまなサプライチェーンがある中で、北海道の地震でも

そうですけれども、１つ工場が止まるとさまざまな影響を全国に与えると

いうことも自明です。例えば市内の企業のＢＣＰやＢＣＭに積極的に行政

の方が取り組んでいただけると、取引先は市外にあっても拠点はこのまち

にあるとすると、やはりそこで災害に遭ったときに素早く立ち上げて事業

を再開するなどの支援もやっていただけると、引き続き産業が振興してい

くのではないかと思いますので、配慮いただければと思います。 

 

会長：今のご質問についていかがでしょうか。よろしくお願いします。 

 

環境経済部長：主な取組の２番の「中小企業・小規模企業を支援する環境

づくり」ということで、１行目の最後の方にあるくだりですが、言い回し

を「支援を促進し工業の活性化に努めます」と変えていきたいと思います。 

３番の、災害時における市内の企業のＢＣＰなど、行政としてできる取り

組みにつきましては、追加できるかどうか検討させていただきたいと思い

ます。 

 

会長：それ以外にございますか。よろしいでしょうか。では、ここの範囲

につきましてはここまでにさせていただきまして、次に、基本目標の５と

６、資料の３３ページから４７ページの中でご質問等ございましたら、よ

ろしくお願いいたします。 

 

伊豆原委員：４２ページの「公共交通」についての記述を随分足していた

だきましてありがとうございます。さんさんバスだけの話だったのが、大

変よく分かるようになったと思います。それを踏まえて、少し文章的なこ

とを申し上げておきます。 

上から、網がけの下、「高齢化が進むなか、」の３行目、「さらなる公共交

通の利便性向上が求められています」と書いてありますが、「利便性」と

いう言葉は具体的な話であって、総合計画にはふさわしくなくて、利便性

をもしやるなら形成計画の中でちゃんと書くべきことではないかと思い

ます。「さらなる公共交通のサービス向上」ぐらいにされておいた方がい

いかなという気がします。 

それから、その下、網がけはしていませんが、下から３行目に、「鉄道、

路線バス、タクシーなどの公共交通や」ということを追加していただいて

いますよね。ここは「や」という並列になっていますので、後ろの文章、

「近隣市町を含めた公共交通ネットワークの構築」という言葉とリンクし
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ているとするならば、「公共交通相互の連携や」などにしないと、文章的

にはどうもおかしくなりそうだなということです。 

それから、その段落のところですが、「今後は」という言葉が最初に出て

きますので、最後のところに、「サービスの向上が求められています。」で

はちょっとおかしいですので、「サービスの向上を図ることが重要です」

など、「現状と課題」という言葉でいくならば、そのようにされた方がよ

いのではないかなと思います。 

あと１つ、関連計画等に「みよし市地域公共交通網形成計画（★★２年度

から★★１１年度まで）」と書いてありますが、まだ策定されていなくて、

これも国へ出す計画ですので、ここでもう決めてかかって、２年度からの

１０年計画であると決めて形成計画の会議に出されるつもりなのでしょ

うか。総合計画でこれを決めてしまうと、形成計画では１０年計画を作ら

なければならないことになります。こういう表現をされた方がいいのか、

もし形成計画という計画をこれから策定するのであれば、ここは、括弧内

は必要ないとされた方が自由度は高くなると思います。 

 

会長：事務局、よろしくお願いします。 

 

政策推進部長：今ご提案いただいた文章の表現、こちらの方は、今お聞か

せいただいた内容で検討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。 

それから、交通網形成計画でございますが、おっしゃるとおり、これから

作っていくということでありますので、他の計画が全て年度を入れてお

り、同じような形で入れておりますので、それについても検討させていた

だきます。ありがとうございます。 

 

会長：ありがとうございます。では、この範囲でご質問等はございますで

しょうか。よろしいですか。 

それでは、ここまでとさせていただいて、次に、まちづくりの進め方、資

料の４８ページから５５ページまでの間でご質問を受け付けたいと思い

ますが、どうでしょうか。 

 

伊豆原委員：これは提案ですので、直してと言う気はさらさらありません

が、４９ページの網がけの、「今後、市民への『協働』に対する意識をよ

り高めていく必要があり、」という表現は、私は上から目線のような文章

だと思います。むしろ市民自らがという、自らが高めていってほしいと、

こういう文章にされた方がよいのではないかなという気がします。市民の

参画や協働というのは、市民自らが参画し、自らが意識を高めていくとい

う、みよし市の市民を格調高い方向へ持っていっていただいた方が、何か

「市民への」という、「市民に意識を高める必要がある」という言葉より

は、「自ら」の方が私はよいような気がします。 

 

会長：ご検討ください。 

 

市民協働部長：伊豆原委員の言われるところ、同じような部分を感じると

ころがありましたので検討させてもらいます。 

 

三宅委員：４７ページの「雇用対策」についてですが、今、障がい者の雇

用問題が大変問題になっております。ここを見ると、健常者だけのことの

ように思います。ですから、健常者も障がい者も、項目はありますからそ

こでもいいかと思いますが、雇用対策の場合になると、やはり障がい者も

ここに入れた方がいいのかなと思います。できれば、障がいを持った方の

就職支援もしていくというのがあった方がいいと思います。 
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福祉部長：障がい者雇用を取り組みの中にということでしょうか。 

 

三宅委員：はい。障がい者のことも入れておいた方がよいのか。今、割合

が高くなっているとありましたから。来年度からまた雇用率は上がります

が。 

 

福祉部長：障がい者福祉の方に入れるか、こちらに入れるか、一度検討さ

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。 

 

村上委員：質問というか、私の認識不足かもしれませんので教えていただ

きたいです。４９ページの主な取組の４番に、本文中にもあるのですが、

「職員力の向上」とは何となく概念として非常に分かるのですが、「職員

力」というテクニカルタームなのか、これは一般的に通用するのかを教え

ていただきたいということが１点です。というのは、少し戻りますが、「放

課後児童支援員の資質向上」とありますが、放課後児童支援員という方が

みえるとして、その資質を上げるというのは、何か上から目線かなと思い

ます。一方で、こちらでは「職員力の向上」とサラッと書いてありますの

で、「職員力」というのはまず一般的かどうかというのをご教示いただき

たいと思います。 

 

会長：事務局、よろしくお願いいたします。 

 

市民協働部長：確かに言われるとおりに今感じておりますが、私共として

は、ここの中では職員の総合的な能力の向上というようなことで使わせて

もらっております。一度今言われたことを文献等、それから一般的である

かないかの部分も交えて確認をしながら、皆さんに出す総合計画の中で恥

ずかしくないような形の言葉に訂正をするなり、このままでいくならば、

こういうことですとご説明できるようにしておきます。 

 

会長：もう１点はよろしいですか。 

 

村上委員：もう１点はいいです。もう１点の方は資質向上とあったので、

分かりやすかったという意味です。 

 

会長：分かりました。他に何かございますでしょうか。 

それでは、ここまで区切ってご質問を受けてまいりましたが、最後に、全

般を通してもう一度、ご意見、ご質問等ございましたら受け付けたいと思

います。本日議論いたしました資料の中で、何かご確認したいことがあれ

ば、この場でよろしくお願いいたします。 

 

田中委員：今日、言葉の問題が色々出ていますので、簡単にこちらで、で

きる範囲で今気がついたことを申し上げます。 

例えば今４９ページで「職員力」という言葉でしたが、確かにあまり一般

的な言葉ではありません。そうしますと、例えば職員の、目的は何かとい

うと市民協働に関する職員のマネジメント能力の向上ということですよ

ね。そういったちょっとした言葉を変えることで、伝わりやすくなります。

それを言うとキリがないので私は黙っていました。 

あともう一つ、先ほどの「工業」のところでも少し変えればすごく分かり

やすくなるのですが、２７ページの「中小企業・小規模企業を支援する環

境づくり」の「支援環境を促進」というのはやはり日本語になっていませ

んよね。そうしますと、もっとこれを簡単にしますと、「支援体制を整備

し、地域の工業の活性化に寄与する環境づくりに努めます」とか、そうい
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うことですよね。そういうようなことがちょっと入ると、大分すっと入っ

てくるのかなと思います。 

あと１点は、先ほど委員の方からあった、公、共、私の位置付けですが、

私は、互助という言葉は、福祉の方は使いますが、社会学全般や最近の都

市整備、まちづくり、地域創造の分野では、やはり共助です。共助という

のは、コミュニティセクターのことです。自助というのは市場、一般には

自由市場の中での、自分の力で稼いでいく、自分がよければそれで伸びる

し、だめだったら落ちていく。ただ、それだけでは本当に弱肉強食の世界

ですから、そこに公助があって、それはパブリックセクターです。行政が

バックアップしていく。従来は、自由か平等かですよね。自助は自由原理、

公助は平等原理です。それしかなかったのですが、フランスの国旗でもそ

うですが、そこに博愛という、友愛という要素、これは共助、共生セクター、

つまりコミュニティセクターというのは、お金でもない、自由競争でもな

い、かといって税金や、あるいは自治体のさまざまな法に支配されるよう

なそういった助け合いでもないと、もっと言葉によってお互い助け合う。

だから、さっき委員が言った、互助というのは、あくまでもきっちりとし

た深い共同体が、つまりゲマインシャフト、共同性が強いところでは成り

立ちますが、現状の社会というのはその共同性がどんどん解体されていっ

て、シングル化、個人化している中では、互助というのがなかなか成立し

づらくなっています。成り立てば一番いいのでしょうが、「昨日醤油を借

りたね、では私は今日お味噌を貸しますよ」とか、「昨日雨の中で私の洗

濯を取り込んでくれたね、では今日は私があなたの子どもの面倒を見ます

よ」とかというのは、沖縄の離島などではまだ成り立つので、ああいうと

ころでは子育てはすごく円滑にいっているのだろうと思います。こういう

都市部では、やはり特に北部の方ですよね、きたよしとなかよしの方では

やっぱり「共」という言葉の方が、というのは前提とする共同性とか、昔

からの地縁血縁がないですから、よそから入ってくる人がいる。すると、

それはコミュニティセクター、同じ地域の中での助け合いということ。た

だ、農業基盤の地域へ行くと、互助というのは成り立つかもしれないです。 

これはすごく難しいので、あまり公助か互助かというところではなくて、

これは「共」の中に入っても上下ではなくて、強いところでは、共助の中

でも互助はあるだろうけれども、現状では都市型の地域を考えたときには

共助というのが一般的に使われているのではないかなと思います。その位

置付けのご判断はお任せしたいと思いますが、こういう言葉を突き詰めて

いくとすごく時間がかかるので、思いついたところだけ３つ、お話ししま

した。 

 

会長：分かりました。全般を通して何かございますか。 

 

天石委員：この場では言いませんが、やはり私は、共助というのは制度化

しているもの、例えば介護保険制度だとかヘルパー派遣などです。しかし、

先ほど言いましたように、地域みんなでやっていこうねといったら、先生

はさっき、北部では全部だめだと言いますけど、そんなことありません。 

 

田中委員：だめとは言っていないです。むしろ相対で見ると弱い感じにな

るということです。 

 

天石委員：そんなことはありません。先生がお住まいではないからです。 

 

田中委員：お住まいでないとおっしゃると、私は何も言いませんが。 

 

天石委員：私たちが感じているのは、築後４０年ぐらい経つと、人間関係

というのができていまして、「隣は老老夫婦だから、重たいごみは持てな
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いから持っていってあげよう」というのは、これは素直な気持ちで、そう

いうのがもっともっと、いろんなところで広がったらいいなと思っていま

す。そういうふうになりつつあります。 

だから、そういうこともやろうと言っている中で、それは先生のお考えで

すし、また事務局に考えてほしいのですが、そういうことをやはり入れて

いかないと、地域福祉あるいは地域包括ということになってくると、そう

いうことは大事なのではないかと思って発言しました。 

 

田中委員：それは大いに結構で、私はそれを反対していませんし、そこの

地域の互助感が弱いということは一言も言っていないです。だけれども、

こういう計画書を作って、広くみんなが分かる、理解できる、そういう概

念とかコンセプト、そのときに、互助という言葉か、共助という言葉のどっ

ちかということで揉めるのではなくて、その位置付けをはっきりさせて、

並列するなら並列してもいいですし、上か下かなんていうことはないと私

は思います。 

おっしゃるとおり、互助関係が非常に強いところはたくさんあります。私

もたくさん知っていますし、それは地域によって、エリアごとによって全

然違ってきます。しかし、今、一般に通りがいいのは、おそらく共助とい

う言葉であり、自助、公助、共助という言葉です。だから、共助の横に、

互助というのは、私は反対しませんし、それでどっちかを選べということ

は思いません。 

互助という言葉の「互」は、もともと「互酬性」（贈答・交換が成立する

こと）の「互」で、これは文化人類学的な話になりますが、例えば昔の白

川郷は、今は観光地化しましたが、「結い」と「講」があって、それはま

さに互助の世界であるし、やはり我々の伝統的な地縁血縁のある共同体の

中ではそれはしっかり根づいているし、この地域にももちろんあるだろう

と思います。しかし、今私たちがこういう大きな市レベルの空間で議論を

していくときに、エリアごとの偏差にこだわっていくとなかなか難しい。

互助が強いところもあれば、共助も強いところがあるというのではなく

て、全体としては、共助というコンセプトの中に収まっていく話ではない

のかなと思っています。 

 

天石委員：その辺は見解の相違ですね。 

 

田中委員：それは大いに結構で、また別の機会があったら一緒にお話しで

きればいいなと思います。 

 

会長：ありがとうございます。 

 

天野委員：土地のことで質問をしたいのですが、２７ページで、工業用地

が今４０３ｈａで、１０年後に４２０ｈａ、それと農地が今、２５７ｈａ

で１０年後に２８０ｈａ、両方増える計画になっていますよね。 

４４ページでは、市街地整備済面積も５４２ｈａから６３３ｈａで、ここ

では９０ｈａぐらい増えるようになっておりますが、住宅区域、工業区域、

商業区域にしても、宅地開発というのはこれから先、進んでいくとは思い

ますが、農業用地も増える計画になっています。みよしの中で、限られた

土地の活用を変えていこうと思うと、やはり農地が減ると考えるのが自然

だと思うのですが、なぜ市街化整備をやって、なおかつ農地も増えていく

かということをお聞きしたいと思います。 

それともう一つ、農地に工場を造ったり、住宅を造ったり、商業区域を整

備すると、どうしても今、ネックになるのか排水です。みよしの場合は、

ご存知のように田畑が多いので、どこへ工場を造っても、どこへ家を造っ

ても、流れる水はみんな土地改良の排水路へ出ていきます。土地改良の排
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水路へ出ていって、あちこちにあるため池にたまります。やはり土地改良

は嫌がりますよね、汚い水が流れてくるから。 

豊田市では、ここ２年ぐらい前から、もう排水は一切土地改良の排水路へ

流してはいけないという、これが大前提となっています。だから、土地開

発をやろうと思うと、農振除外や農転をやろうと思うと、まずその水をど

こへ流すかというのが一番ネックになります。みよしでも、今のところ、

まだそういう問題は出ていないとは思いますが、やはり今後出る可能性と

いうのは非常に高いと思います。だから、今後はやはり行政が、工業団地

を造成していくとか、商業区域や住宅を造ってその排水をどうするかとい

うことから考えていかないと、都市計画というのは絶対に進まないと思い

ます。 

これをみよし市はどのように考えているかをお尋ねしたいです。 

 

会長：事務局、どうでしょうか。よろしくお願いします。 

 

環境経済部長：２７ページの工業系用途地域の面積につきましては、中間

値、目標値でございますが、今、市として考えておりますのは、既存工場

地に隣接する区域を計画として工業系用途地域としたいということと、東

名三好インターチェンジ周辺を考えております。それでこのような数値を

載せさせていただきました。 

それと、３１ページの担い手農家の経営耕地面積は、全農地面積ではなく

て、指標が認定農業者の経営面積ということで、農家台帳により把握して

おりまして、優良農地の保全を行うため、耕作放棄地の遊休農地の解消を

行う必要があります。そうした農地の受け手である担い手や新規就農者、

農家の法人化を進めるために必要があり、認定農業者の方の集積を積極的

に進めていきたいということで、その面積が載せてございます。 

 

都市建設部長：開発に伴います、例えば排水のことのお話がありまして、

今回の総合計画とはまた違うかと思いますけれども、お答えをさせていた

だきたいと思います。 

今、豊田市の例を出されましたが、まだみよし市の方では、土地改良もし

くは河川、ため池に水を流してはいけないということはありませんが、こ

ういったものは必ず開発に伴う流出規制は行っておりますので、もとの状

態と同じ水の量ということで規制がかかります。 

それと、農地を転用した場合には、当然、人の使った悪水というものが出

ますので、そういったものについては積極的に、公共下水道ですとか通常

の排水路、河川には戻らないという区分けをして、汚水と雨水の分流とい

うことで開発指導を行っております。 

 

会長：よろしいでしょうか。 

 

阿部委員：基本目標６の「快適で暮らしやすいまち」の「便利で快適な住

環境をつくろう」というところで、基本計画の上位の、先ほど皆さんとご

確認させていただいた基本構想の部分とどうやってリンクしているのか

というのが分かりづらいところがあるので、質問させていただきます。 

土地利用の方針で、基本構想の部分では、拠点と、それからゾーンという、

２つのにぎわいの、まちの活性化の土地利用方針が出ていますが、これを

基本計画に落としたときにゾーンとか拠点という言葉が出てきません。例

えば、市街地整備のところに書いてあるかと思い、眺めておりますが、中

心市街地という言葉は出てきて、それは市役所の周りと書いてあります。

しかし、上位の方針のゾーンや拠点では、駅前拠点というのもあって、い

わゆる市街地整備の対象だと書いてあります。公共交通のところにも、交

通が書いてありますが、駅前をどうするという意味での駅前拠点という言
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葉は一言も出てきません。 

取組分野「土地利用」に、愛知大学の跡地をどうするかということが書い

てありますが、そこでも、駅前拠点の活性化という記載はないですし、一

方で、田園ゾーンであるとか、ふるさと居住地ゾーンという言葉があり、

南の方の居住地区になるのかなと思いますが、その辺のことも、暮らしや

すいまちの中には位置付けが出てきません。 

上位の方針と具体的な計画というのは、当然ですがピラミッド状に有機的

にリンクして、使われている言葉も同じというか統一されているべきかと

思うのですが、計画の段階になると、今度は別の縦割り的な表示項目に

なっていて、大きな方針が一体どうやって計画に落とし込まれていくのか

ということは、一個一個見るとそれぞれ書いてあって、多分納得はすると

思いますが、同時に見る人がどのぐらいいるか分かりませんが、見ると結

構混乱をしてしまう部分があります。今さらそれを言うのも後出しじゃん

けんとなって申し訳ないのですが、多分パブリックコメントは両方掲載さ

れると思うので、穴があくほど見る人は、両方並べたときに、ちょっと理

解に苦しむ部分がひょっとしたらあるかもしれません。その辺を解消する

のも作られている側の使命かなと思いますので、ご検討いただければと思

います。 

 

会長：今のご意見に対して、事務局から何かございますか。よろしくお願

いします。 

 

事務局（副主幹）：今のご意見、参考にさせてもらう部分は十分あるかな

と思っています。 

基本的な考え方として、まず、作り方については構想を当然先に考えて、

この審議会の中でも検討していただきました。それを根本にした中で、基

本計画に落とし込んで、庁内の中でも根本の、上位の構想を見ながら個別

の取組分野などに落としていくという作り方をしています。確かに土地利

用構想の部分を基本計画と並行して見ると、なかなか理解に苦しまれると

思われる部分もあるかもしれませんが、考え方としては順序立てて、要は

構想のことは基本計画の中では逸脱しないということを基本に考えて、関

連性を持たせた中で、基本構想を踏まえているということを申し添えさせ

ていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

会長：その関連性が見える形だとより良いかなというご意見だったと思う

ので、ご考慮いただければと思います。 

それでは、意見も出たようですので、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。 

以後の進行を事務局にお返しいたします。 

 

４ その他 

 

事務局（政策推進部参事）：ありがとうございました。 

次に、次第４のその他といたしまして、パブリックコメントの開催時期に

ついてでございますが、記載のとおり、広報みよしの１０月１５日号に、

お知らせを掲載しまして、１０月１５日から１１月１４日までの１カ月間

で実施をいたします。 

本日の審議会での審議内容を踏まえまして、委員の皆さまにいただいたご

意見を基本構想、基本計画に反映できるものは反映してまいりますが、修

正内容につきましては、会長と事務局にご一任していただくということで

ご了承いただきますようお願いいたします。修正したものでパブリックコ

メントの募集を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、次回の審議会の開催日時につきましては、パブリックコメント終
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了後に会長と調整させていただいて決定してまいります。また決まり次第

ご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして第６回みよし市総合計画審議会を閉会いた

します。長時間にわたるご審議、どうもありがとうございました。 

 


