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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１回みよし市総合計画審議会 

開 催 日 時 
 平成２９年９月１９日（火） 

午後１時３０分から午後３時まで 

開 催 場 所  みよし市役所３階 研修室１・２・３ 

出 席 者 

（会長）伊藤久司 （職務代理者）阿部亮吾 

（委員）原田俊明、近藤裕、天石惇郎、櫻井充、冨樫佐智子、清田由雅、

村上雅則、鰐部兼道、野々山勝利、時田美由紀、久野恭司、新谷千晶、 

岩田芳信、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、伊豆原浩二、植松良太 

 

（事務局）小野田市長、鈴木副市長、増岡政策推進部長、 

佐藤政策推進部参事、溝口政策推進部次長、竹内企画政策課長、 

近藤副主幹、三浦主任主査、押領司主査、森下主査 

 

（傍聴者）１名 

次 回 開 催 予 定 日  平成２９年１１月２８日(火)午前  

問 合 せ 先 

 政策推進部 企画政策課（担当：近藤、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 

○開会 

事務局（政策推進部次長）：本日は大変お忙しい中、お集まりいただきま

して誠にありがとうございます。 

定刻になりましたので、第１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、会議を公開しており、傍聴を許可しておりま

すので、ご承知おきいただきますよう、よろしくお願いします。なお、傍

聴席の傍聴者の方は受付時にお渡ししました注意事項を厳守していただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１ 委嘱状交付 

事務局（政策推進部次長）：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溝口と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

本日の出席委員は２５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。まず、会議に先立ちまして、今回委員にご就任いただき

ます皆さまに本審議会委員の委嘱をさせていただきます。資料１ページに

条例、２ページに委員名簿を掲載してありますのでご参照ください。なお、

委員お一人お一人に委嘱状を交付させていただくのが本意ではございま

すが、時間の都合により、机上にて委嘱状を交付させていただいておりま

す。ご了承ください。 
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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：皆さん、こんにちは。みよし市長の小野田賢治と申します。本日は

公私ともご多忙の中、第１回みよし市総合計画審議会にお集まりいただ

き、誠にありがとうございます。 

総合計画は、皆さんご存知の通り、市の計画の中で最上位の計画であり、

本市のまちづくりの指針となっているものでございます。計画案といたし

ましては、基本構想が２０１９年（平成３１年）から２０３８年（平成５

０年）までの２０年間、基本計画が２０１９年から２０２８年（平成４０

年）までの１０年間でございます。今後の本市の発展や住みやすい市民生

活など、この総合計画が大きく、大きく関わってくると強く思っていると

ころでございます。市といたしましても、しっかり取り組んでまいります。

よろしくお願いいたします。第２次総合計画策定に向け、委員の皆さまに

おかれましては、忌悼のないご意見をいただき、本市のまちづくりの指針

となるにふさわしい総合計画となるようご審議をお願い申し上げます。で

きればこちらから提案する計画が真っ白になるぐらいの、白紙になって返

されるというぐらい皆さんのご意見をいただき、もちろん市としても、

しっかり提案させていただく中で、より良いものにしていきたいと努力を

していくつもりであります。第２次総合計画を皆さまと一体となって作成

していきたいと強く考えています。簡単ではございますが、挨拶とさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

３ 会長選出 

事務局（政策推進部次長）：それでは議題の審議に先立ちまして、本審議

会の会長及び職務代理者の選任をお願いいたしたいと思います。はじめに

会長の選任についてですが、みよし市総合計画審議会条例第４条第１項の

規定により、委員の皆さまの互選によりまして会長を選任していただくこ

ととなっております。どなたかご推挙いただけるようでしたらお願いしま

す。 

 

三宅委員：市のことですので、みよし市に勤務地がある、なおかつ市と大

学との包括協定を結んでいる大学の方がいいと思います。伊藤委員でいか

がでしょうか。 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございます。ただいま、会長に伊

藤委員というお声をいただきました。いかがでしょうか。 

 

拍手(異議なし) 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございます。皆さまにご異議なし

との声をいただきましたので、伊藤委員に会長をお引き受け願いたいと思

いますが、伊藤委員よろしいでしょうか。 

 

伊藤委員：はい 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございます。それでは、伊藤委員

は会長席へご移動をお願いいたします。続いて職務代理者の選出ですが、

本審議会条例の第４条第３項の規定により職務代理者は、会長が指名する

こととなっておりますので、伊藤会長からご指名いただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 
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伊藤会長：愛知教育大学の阿部亮吾先生にお願いしたいと思います。 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございます。ただいま職務代理者

に阿部委員をご指名いただきましたが、いかがでしょうか。阿部委員、よ

ろしいですか。 

 

阿部委員：はい。 

 

事務局（政策推進部次長）：それでは、阿部委員は職務代理者席にお移り

ください。 

 

４ 会長あいさつ 

事務局（政策推進部次長）：ここで、伊藤会長よりご挨拶をいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

伊藤会長：ただいま、会長に選任されました、東海学園大学の伊藤久司と

申します。私は平成２４年度に東海学園にお世話になりまして、そのとき

からみよし市と関わりを持つようになりました。みよし市は東洋経済新報

社が毎年公表されています、全国の都市を対象にした住みよさランキング

で２０１０年の市制以降からずっと上位にランキングされている非常に

魅力のあるまちであると感じております。また、大学といたしまして         

色々な形でみよし市と関わりを持つようになりまして、非常に潜在力のあ

る都市だなと感じております。そのみよし市における総合計画であります

ので、先ほど、市長からお話がありましたように、この総合計画は市にお

ける最上位の計画でありますので、今後のまちづくりの基本方針となるよ

う、きちんとした計画を作成してまいりたいと思っております。そのため

にも委員の皆さまには忌憚のないご意見をいただきまして、みよし市に

とって、また市民にとってより良い計画になるようご協力をいただきたい

と思います。第２次総合計画は、平成３０年度末に策定とお伺いしていま

す。計画策定に向けて、審議会の運営に関しまして皆さまのご協力をお願

いいたします。よろしくお願いします。 

 

５ 諮問 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございました。それでは続きまし

て、市長より総合計画審議会に対して、第２次みよし市総合計画の策定に

ついて諮問をさせていただきます。伊藤会長は自席にてご起立願います。

市長、お願いします。 

 

市長：みよし市総合計画審議会長様、みよし市総合計画審議会条例第２条

の規定に基づき、第２次みよし市総合計画の策定について貴審議会の意見

を求めます。よろしくお願いします。(市長から会長へ諮問書を読み上げ

手渡す) 

 

事務局（政策推進部次長）：それでは市長につきましては、他に公務がご

ざいますので、ここで退席させていただきます。 

 

６ 議題 

（１）第２次みよし市総合計画の策定方針 

事務局（政策推進部次長）：議題の審議に移ります。審議会条例第４条第

２項の規定により、会長は会務を総理するとありますので、審議会の進行

をお願いいたしたいと思います。伊藤会長よろしくお願いいたします。 
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伊藤会長：それではよろしくお願いします。限られた時間の中ですので、

委員の皆さまも十分ご協力いただきたいと思いますのでお願いします。議

事に入ります前に、今回、第１回目の総合計画審議会ですので、各委員の

皆さま同士、初めての顔合わせとなります。そこで、最初にお一人ずつ簡

単に自己紹介をお願いしたいと思います。 

まず、私から改めまして、本審議会の会長を務めさせていただきます、東

海学園大学の伊藤でございます。委員の皆さんのご協力によりスムーズな

議事進行に努めたいと考えております。ご協力をお願いします。それでは、

職務代理者の阿部先生から、続いて原田委員の順で、お一人ずつ自己紹介

をお願いしたいと思います。 

 

阿部委員：先ほど、伊藤会長から職務代理者にご指名いただきました、愛

知教育大学の阿部と申します。このたびは審議会の委員に任命いただき、

身に余る光栄でございます。私は愛知教育大学では５年目でございます

が、みよし市のまちづくりに関わるのはこれが初めてございますので、皆

さまから色々ご意見を頂戴しながら進めてまいりたいと思います。私は、

住まいは日進市、生まれも育ちも日進市でございまして、イオンには大変

お世話になっております。昨日もおむつを買いにベビーザらスに行かせて

いただきました。そういう意味では非常に近しい立場となっています。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

原田委員：みよし市の区長会代表できました原田と申します。 

 

近藤委員：愛知中央青年会議所みよし支部長の近藤と申します。本日はよ

ろしくお願いいたします。 

 

天石委員：社会福祉協議会から参りました天石と申します。よろしくお願

いいたします。 

 

櫻井委員：みよし市保健対策推進協議会会長をやらせていただいておりま

す櫻井です。よろしくお願いします。 

 

冨樫委員：こんにちは。みよし市文化協会の会長をやらせていただいてお

ります冨樫佐智子と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 

清田委員：みよし市体育協会の会長をやっております清田です。よろしく

お願いします。 

 

村上委員：みよし市工業経済会会長の村上と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

 

鰐部委員：みよし商工会の代表の鰐部と申します。よろしくお願いします。 

 

野々山委員：民生児童委員代表の野々山です。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

時田委員：みよし市子育てクラブ連絡協議会会長の時田です。よろしくお

願いします。 

 

久野委員：みよし市ＰＴＡ連絡協議会代表の久野です。 

 

新谷委員：こんにちは。ＮＰＯの代表ということで参りました新谷千晶と

申します。よろしくお願いします。 
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岩田（芳）委員：皆さんこんにちは。私は果樹会代表となっておりますが、

果樹会すなわち、かき・なし・ぶどう等を作っている栽培農家代表でござ

います。よろしくお願いします。 

 

田中委員：愛知学泉大学の田中と申します。長い間、東京の大学で教えて

いまして、現在も慶応義塾大学の講師とこちらの講師を兼任しておりま

す。資料の市民アンケート等を見させていただきますと、交通環境に関す

る不満等とありますが、私は一般社団法人交通環境整備ネットワークの理

事を長い間務めさせてもらっています。さまざまなバスや地方鉄道、そう

いったものの交通支援をやっております。そういう経験を生かせれば良い

と思っています。まあ人間ですから心、体、それから環境。３つのバラン

スがないと人間らしく暮らせません。それから時間ですね、人間はエージ

ング、歳をとっていくものですから、みよし市の現在は若い人もいますし、

合計特殊出生率も高い。しかし、やはり２０年後を見据えた場合の環境、

心、体、それから時間の４つのファクターが大事と申し上げたい。よろし

くお願いします。 

 

小嶋委員：みよし市の１番大きな問題にさんさんバスの問題があります

が、今、田中先生の話を聞いて、ずいぶん良くなると感じました。一般公

募の小嶋です。よろしくお願いします。 

 

酒井委員：一般公募の酒井孝芳と言います。生まれてから小学校、中学校

とずっとみよしに住んでおります。現在はスポーツ関係の陸上連盟の会

長、三好走ろう会の会長等をやっております。よろしくお願いします。 

 

山下委員：公募市民の山下正午でございます。みよしに住んで２０数年に

なります。前職は建築関係です。その知識を生かしていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

山根委員：公募の山根隆と申します。みよし市に参りましたのは２４年前

です。実際みよし市というところを身近に感じるようになったのは、仕事

を辞めてからの７年間ぐらいです。よろしくお願いします。 

 

天野委員：みよし市教育委員会から来ました天野博道と言います。私が教

育委員をやらせていただいてもう２年が経ち、今度３年生になります。教

育委員の任期は４年間ですので、もう２年あります。頑張ってやっていき

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 

岩田（信）委員：失礼します。みよし市農業委員会会長の岩田信男と申し

ます。よろしくお願いします。 

 

三宅委員：三宅章介です。東海学園大学を３年前に卒業しています。名誉

教授です。よろしくお願いします。 

 

伊豆原委員：伊豆原浩二と申します。地域公共交通会議の会長をしていま

す。生まれは莇生で、小さい頃暮らしておりました。今は尾張旭市に住ん

でおります。先ほど、さんさんバスという話がございましたが、地域の公

共交通会議で公共交通をどうするかということをいつも考えております。

都市交通計画が専門でございます。皆さんよろしくお願いします。 

 

植松委員：植松と申します。よろしくお願いします。この地に工場をいく

つか構えさせていただいておりますトヨタ自動車でございます。よろしく

お願いいたします。 
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伊藤会長：ありがとうございました。それでは議事の方に入らせていただ

きます。議題（１）ですが、「第２次みよし市総合計画の策定方針」につ

いて事務局の方より説明お願いいたします。 

 

事務局（企画政策課長）： 資料の説明をさせていただきます。企画政策課

長の竹内と申します。どうぞよろしくお願いします。失礼して座ったまま

説明の方をさせていただきます。 

では、議題（１）第２次みよし市総合計画の策定方針について説明いたし

ます。資料３ページをご覧ください。第２次みよし市総合計画の策定方針

は、新総合計画の策定を進めるにあたり、その基本的な考え方を示したも

のとなります。 

「１ 新総合計画策定の背景」ですが、平成２２年３月に現行の総合計画

が策定されてから、今年で７年が経過し、この間、本市を取り巻く環境は、

刻々と変化をしています。まだしばらく人口は微増が続くことが予想され

ている本市ではありますが、およそ２０年後には高齢化が急速に進展し、

将来的には人口減少に転じます。これからは、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・向上を図る取組が必要に

なると考えます。また、現行のみよし市総合計画後期基本計画は、２０１

８年（平成３０年)度に目標年次を迎えます。こうした状況を踏まえ、平

成２８年度から平成３０年度まで３カ年をかけまして、新たな総合計画と

なります「第２次みよし市総合計画」を策定してまいります。 

「２ 計画の構成及び期間」ですが、第２次みよし市総合計画の構成は、

現行の総合計画と同様、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３層構

成といたします。 

まず「基本構想」は、本市の市政運営の指針となるもので、市が目指す「ま

ちの将来像」とそれを実現するための目標を掲げ、その達成に向けて、土

地利用構想・地区別構想等を設定するものでございます。計画期間は、２

０１９年（平成３１年）度から２０３８年（平成５０年）度までの２０年

間といたします。 

次に「基本計画」ですが、基本構想を実現するために必要な施策や目標を

分野別に示したものになります。計画期間は、２０１９年（平成３１年）

度から２０２８年（平成４０年）度までの１０年間といたします。 

最後に「実施計画」ですが、基本計画に示した施策の内容を具体化し、ど

のような事業を行っていくのかを明らかにしたものです。実施計画は、毎

年度の予算編成の指針ともなります。実施計画の計画期間は３年間で、毎

年度見直しを行うローリング方式で見直しを行ってまいります。 

基本構想の計画期間を２０年間とした考え方については、３ぺージ右下の

人ロピラミッドのグラフがあります四角い枠の中に示してあります。現在

の本市の人口構成比において最も多い４０歳代半ばの人が、２０年後には

社会の第一線を退く６０歳代半ばとなることから、高齢化率が上昇する２

０年後の２０３８年度を見据えて、市のあるべき姿を描いていくことが重

要となるため、第２次みよし市総合計画基本構想の目標年次を計画策定か

ら２０年後の２０３８年度といたします。なお、基本計画につきましては、

今後の社会情勢、経済情勢の移り変わりに対応していくため、計画期間を

２０２８年度までの１０年間といたします。 

３ページの右上には、三好町時代から、過去の総合計画の計画期間や将来

像を一覧にして示してございますので、参考にご確認いただければと思い

ます。 

続きまして、４ページをご覧ください。「３ 計画策定の基本的な考え方」

についてですが、新総合計画は、次の考え方に基づいて策定してまいりま

す。 

１点目としまして、将来的な人ロ減少や超高齢社会を見据えた計画にした

いと考えております。将来訪れる人口減少や超高齢社会を見据えた対策を
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講じ、地域の活力の維持・向上を図る取組が重要であることを認識し、将

来にわたって市民が幸せに、安全・安心に暮らせる活力のあるまちづくり

を目指した計画とします。 

２点目としまして、協働のまちづくりをさらに進める計画にしたいと考え

ています。総合計画は、本市の市政運営の指針であるとともに、市民、事

業者、市民活動団体等のまちづくり活動の指針となるものでございます。

それぞれの活動主体に期待される役割を明確にし、協働のまちづくりを促

進する計画としてまいります。 

３点目として、市民にとって分かりやすい計画にしたいと考えておりま

す。本市が目指す将来像や取組の方向性、目標等を行政だけではなく、市

民や事業者、市民活動団体等の各主体が共有できるよう、市民の目線に

立って、より分かりやすい計画としてまいります。 

「４ 策定体制について」ですが、審議機関としまして本総合計画審議会

を設置し、市長の諮問に対し、総合的に調査審議を行い、答申を行います。

「みよし市総合計画審議会条例」と「委員名簿」については、資料１ペー

ジ、２ページに掲載してございますので、参考としていただければと思い

ます。 

計画策定の庁内体制につきましては、総合計画策定本部を設置し、その下

に専門部会、作業部会を設置して新総合計画の調査研究、資料作りなどの

作業を進めてまいります。また、職員全員による計画策定の取組としまし

て、昨年度、総合計画策定のための職員説明会と職員ニーズ調査を実施し

ました。若手職員も含め全職員が主体的に総合計画策定に取り組んでまい

ります。 

「５ 市民参画手法」についてですが、総合計画の策定を進めるにあたり

まして、幅広く市民の皆さんの意見を聴取し、できる限り計画に反映させ

ていきたいと考えています。昨年度、１８歳以上の市民２，５００人を対

象に実施しました「市民アンケート調査」、市内の中学２年生全員を対象

にした「若年層意識調査アンケート」、今年度の６月から７月にかけて市

内８コミュニティ地区で実施した「地区まちづくり懇談会」、来年度は「ま

ちづくりシンポジウム」とパブリックコメントを行い、市民の皆さんの意

見を伺う機会を設けてまいります。 

４ページの右下には、新総合計画の策定体制のイメージ図を掲載してござ

います。 

続いて、５ページをご覧ください。「６ 地区別構想の地区区分」になり

ます。現行計画と同様に、第２次みよし市総合計画の基本構想においても、

地区別に将来像とまちづくり構想を示す「地区別構想」を設けてまいりま

す。新総合計画では、地区別構想の地区区分を現行計画の３地区から４地

区に変更したいと考えております。ただし、土地利用構想等を検討してい

く中で、地区区分につきましては変更する可能性もございますので、ご了

解いただきたいと思います。 

５ぺージの左側の四角い枠の中に「地区区分の変更の考え方」が示してご

ざいます。第２次総合計画では、中学校区をベースとした生活圏域を地区

区分の基本として考え、一部分、緑丘地区コミュニティの３行政区につい

ては、中学校区とは異なる分けとなっておりますが、三好ヶ丘地区区画整

理事業の開発に伴う地域の特性を加味した形で地区区分を考えています。

それを踏まえまして、それぞれの地区の将来像やまちづくり構想等を検討

してまいりたいと思います。従来は、大きく３つの区分に分けてまいりま

したが、これまでの「きたよし地区」のうち、黒笹、三好丘あおば、三好

丘、三好丘旭、ひばりヶ丘、三好丘緑、三好丘桜は、鉄道駅を核とする土

地区画整理事業により開発が進められてきました住宅地として成熟が進

んできた地区であり、今後も、鉄道駅を拠点としたまちづくりが期待され

ております。そのため、莇生、福谷、高嶺、あみだ堂とは地域の特性が異

なってきていると考えます。 
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よって、従来の３地区を見直しまして、「(仮称)えきよし地区」・「(仮称)

きたよし地区」・「(仮称)なかよし地区」・「(仮称)みなよし地区」の４地区

を提案してまいります。名称につきましては、現時点であくまで仮称でご

ざいます。第２次みよし市総合計画の策定方針についての説明は以上にな

ります。 

 

伊藤会長：それでは今の説明について、何かご不明な点や質問などござい

ましたら、よろしくお願いします。 

 

田中委員：確認ですが、「きたよし地区」のうちの鉄道駅のあるエリアを

「えきよし地区」として仮称で構想していらっしゃる。理由としては、鉄

道駅があるということで、「きたよし地区」は他の地区と地域特性が異な

るということがここに書いてあります。コミュニティ特性ということで置

き換えてよいと思いますが、具体的な説明のようなものはありますでしょ

うか。ここの「えきよし地区」と仮に他の「きたよし地区」と分ける場合

の双方のコミュニティ地域特性を具体的にどのように捉えているか確認

させていただきたいと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：今回、「えきよし地区」としました地域は、先ほ

ど説明の中にも示しましたように、鉄道駅を中心としました土地区画整備

事業によって整備された住宅地が中心となる地域となります。その住宅地

については整備を進めてから年数も経った、成熟した住宅地と考えていま

す。その辺で旧来の福谷、莇生、高嶺、あみだ堂の区域とは性質が異なる

区域になると判断しております。 

 

田中委員：その成熟という概念の捉え方をお聞きしたかったのですが、そ

れ以外はそうでないというなら、何をもって成熟とするのかというところ

は大きな意味合いを持つと思いますが、今の説明で分かりました。 

 

事務局（政策推進部参事）：付け加えさせてもらってもよろしいでしょう

か。政策推進部参事の佐藤です。先ほど、地域の特性ということでお話を

させていただきましたが、この地区は、鉄道駅を中心として区画整理を実

施したということでございますが、そういうことで多くの方が同時期にそ

の地域にお住まいになったということで、今後一斉に、高齢化が急速に進

む地域となります。資料４ページの３で示すとおり、将来的な人口の減少

や超高齢社会を見据えた計画にしたいということを今回の計画の基本的

な考え方にしています。今申し上げましたように、ここの地区が２０年後

には一気に高齢化、６５歳を迎える形になります。今後福祉、介護を考え

ていかざるを得ない事態でありますので、そういう地域特性であるという

こともあります。これが「きたよし地区」を２つに分けたいと考える要因

の１つでございます。 

 

伊藤会長：よろしいでしょうか。 

 

田中委員：わかりました。とにかくゾーニングする、分けるというときに

はもっと誰でも分かりやすいようなコンセプトになさってきたわけです

から、ここで鉄道という単位で物理的な環境だけで区分するのではなく、

今おっしゃったような高齢化の中で特に目立つエリアがある。特にコミュ

ニティ地域特性は、やはり住民からすると、なぜここでこう切られたのか

というのは必ずあるわけで、それは説明できるように、納得できるように、

この成熟をどう捉えているのか、そういったところは説明していただけれ

ばありがたいと思います。今の説明で十分分かりました。 
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伊藤会長：では他の方お願いします。 

 

鰐部委員：このまちに住んで７４年でございます。みよしを愛してずっと

住んでいます。これからもずっと住んでいきたいと思います。みよしが発

展して、希望のある、夢のあるみよしにしたいということで、皆さん方が

一生懸命総合計画を作っていただいて非常に素晴らしい教科書であると

思います。これを見ると、人口が減り、高齢者が増える。非常に南無阿弥

陀仏。気持ちが落ちるばっかりで全然夢がない。そんな気がいたします。

その辺をもっと基本方針に。１番には人口が減ってこういう状況になって

いくから、こういう基本計画ができるのではなく、もっともっと夢と希望

を作るための基本方針にならないかなと思います。私はそんな気持ちがい

たします。野暮なことかもしれませんが、専門的な知識はございませんの

で、博識ある先生方の意見をいただいて良いものにしていけたらよいと思

います。 

 

伊藤会長：今のご意見に対していかがでしょうか。今のご意見について事

務局は何かありますか。 

 

事務局（政策推進部長）： 政策推進部部長の増岡と申します。よろしくお

願いします。鰐部委員からとても良い意見をいただきました。ここに基本

的な考え方はありますが、みよしが先々直面することが明らかである問題

ですね、人口減少、超高齢化の問題は確実におこってきます。それに向け

てみよしのまちをこれから計画する中で、高齢者が生きがいをもって健康

で生活できる将来展望と、こういう現実があるから、次に向けてどういう

まちづくりをしていこう。そこに向けて何をしていこう。ということにな

りますので、この基本方針は、まず、みよしの現状を把握した上で、どう

いうまちをこれから１０年後、２０年後作っていこうと計画を作っていき

ますので、みよしの現状を踏まえた上で、輝く明るい未来をどうやって築

くかという思いがあります。 

 

伊藤会長：よろしいでしょうか。 

 

鰐部委員：ぜひとも明るいみよしにお願いしたいと思います。 

 

伊藤会長： 資料の３ページのところを見ていただきますと、過去の総合

計画の沿革が分かると思いますが、将来像は割と明るい感じのキャッチフ

レーズが並んでいると思います。最終的にはこういうものが出てくるとい

うことでご認識いただければと思います。今、ご説明がありましたように

現状を踏まえつつ考えていきしょうというように捉えていただければと

思います。よろしくお願いします。 

 

山下委員：先ほど、地区区分の区分けの変更ということで、私は三好丘に

住んでおりますが、住民の感覚として、妥当な区域分けだと思います。地

図を見ていただくと、街区を見ると歴然と分かるというところで妥当であ

ります。この中で、「えきよし地区」に福谷が食い込んでいる形になって

います。将来には福谷の北側の部分は「えきよし地区」に取り込んでいく

ことが、「えきよし地区」をより発展させる要素になるかと思います。こ

こに地区区分が変更になることがありますと書いてありますが、この部分

を生かしつつ、ぜひこれも含めて審議会の中で提案をしていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

伊藤会長：今のご意見に対して何かありますか。 
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事務局（政策推進部長）：ありがとうございます。地区区分の考え方は、

基本的にみよしの１番小さい行政区という単位、その次に小学校区単位の

コミュニティの単位。その次に中学校区という単位というように考えても

らい、今回ご提案させてもらったのは、先ほど中学校区をベースにと言い

ましたが、中学校区と行政区が必ずしも一致しないということもありまし

て、中学校区という言い方に限定しなくて、中学校区をベースにこれから

地域づくりをしていって、最終的にみよし市全体のまちづくりにつなげる

という考え方でやっております。先ほど、課長から説明があったように、

元々中学校区の中でこの地区だと黒笹、三好丘あおば、三好丘、三好丘旭、

それから北の福谷の地域が三好丘中学校区です。ひばりヶ丘、三好丘桜、

三好丘緑の３つの行政区は北中学校区で、中学校区が変わってきますが、

三好ヶ丘のまちのでき方から考えると、この３つの行政区は三好ヶ丘で一

体に考えるべき地域だという考え方でございます。行政区という単位は、

三好丘あおばと三好丘の上に、飛び地で福谷行政区があるわけですが、行

政区は将来変えるつもりはありません。ただ土地利用ですとか、そういっ

たものでは当然行政区を越えた土地利用があってもおかしくはないと思

います。そういった考え方で今回、地区分けをご提案させていただいてい

ます。 

 

伊藤会長：よろしいでしょうか。では、質問は他にありますか。 

 

天石委員：偉そうなことは言えないですが、私この会場に入りまして思っ

たのは女性委員が非常に少ないと。市の総合計画を作る会議に人口の半分

を占める女性の委員がこんなに少なくてよいのか。各団体の関係もあるの

でしょうが、いずれにしてもちょっと少ないなというのが第一印象でござ

います。当市も男女共同参画委員会があると思いますが、その意見をよく

聞くとよいと思います。今日参加されている３人の女性委員からの意見も

聞いていただきたいですが、その他にも女性の意見が足りないということ

がないように積極的にその辺の意見を求めていただいと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：ありがとうございます。天石委員の方から女性

委員が少ないのではないかとご指摘がありました。審議会を設置するにあ

たり、各団体からご推薦をお願いして皆さま委員に就任していただいてい

るわけですが、当然頭の中には女性委員の割合を考えています。しかし、

どうしても各団体の皆さまからのご推薦という形で構成をしている関係

でこちらの方でここの部署は女性でというお願いもなかなかできないの

が現状です。ただし、内容の審議に関しましては、当然女性の皆さんの意

見も十分お聞きした形で内容の検討をしてまいりたいと思いますし、市民

アンケートの方につきましても女性の回答をたくさんいただいておりま

すので、そちらの方の意見も参考にしながら計画の作成に取り組んでいき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

天石委員：わかりました。よろしくお願いします。いずれにしても女性が

輝く世界、男女共同参画という掛け声だけで終わらないように、ぜひ女性

の参加、共同参画をお願いします。今、私は社協をやっていますが、福祉

の中核は女性ですよ。男性なんてそんなに役に立っていません。女性の力

を前に出していかないと進んでいかないです。そういうことを考えます

と、これからもっともっと高齢社会になると、女性の意見を積極的に聞い

ていかないとできないのではないかなと思います。それにしてもこの体制

はちょっとまずいという感じがいたします。以上です。よろしくお願いし

ます。 

 

伊藤会長：ありがとうございました。 
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新谷委員：策定方針を拝見しまして、文言の中にはこれからの超高齢社会

への対応と書かれていますが、今前にお並びいただいているお二人の先生

方の専門を存じ上げないのですが、先ほど、天石委員が女性がとおっしゃ

いましたが、この中に福祉の専門家がいらっしゃらないかなと感じまし

た。これから高齢化が進展していく中で介護予防も含め、高齢者の活躍の

場も含めて色々な福祉的な活動プランというのも考えないといけないと

思います。こういった福祉の専門性の弱い部分を何か良いかたちで事務局

の方で補完していただいて、情報提供いただくと、ここの議論に生かせる

と思います。 

２０年先の基本構想と１０年後の基本計画、正直なところ２０年後どんな

社会になるのか分かりません。やっぱりある程度みよしの現状もそうです

が、社会がどう動き、その時にどんな状況が起きているかということを全

く身の外において考えるわけにはいきませんので、そういった社会の変

化、２０年後の社会はどうなっているかという予測などをの情報を揃えて

いただいて、提供いただきたいなと思います。 

あともう１点ですが、考え方の２点目にありましたが、協働のまちづくり

をさらにと書いてありますが、協働とはどういうことなのか。平成１８年

に総務省で一定の定義が出ていますが、それが今どのくらい皆さんの中に

浸透して生きているのかということが疑問だと思っています。やはり協働

する相手がそれぞれどういう役割を担って、どう向き合っていくかが整理

されていかないと本当に実行には移せないと思います。そこをみよし独自

でも結構なので、定義とか、位置付け、プロセスを確認していくことで３

番目にある市民にとって分かりやすい計画につながると思います。その辺

を事務局のフォローをいただきながらこの場で検討できたらよいと思い

ます。 

 

伊藤会長：ありがとうございます。先ほど、女性のメンバーが少ないとい

うように言われまして、福祉の専門家もというご意見もあったと思います

が、事務局からご説明がありましたが、さまざまな理由から委員のメン

バーは選出されています。このため、その部分は事前の情報収集ですとか、

事前の案の作成の場においてできる限りこういう専門、もしくは女性の

方々の意見を取り入れていただくということを事務局には努力していた

だくということでお願いできればと思っております。 

２０年後の話ですとか、その辺は今回出されたのは本当に発表されている

客観的な人口です。簡単に調べればすぐ分かるものです。それ以外のもう

少し具体的な姿をということだと思うのですが、その辺は確かに前提とし

て１０年後を見据えることがあれば、色んな状況を提供していただかない

と議論の元にはなりませんので、その辺も事務局にお願いしたいと思いま

す。 

協働につきましても同じように事務局にお願いしたいと思っております。

よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

三宅委員：これから計画を作る上で、今までは３つありましたが、今回、

「えきよし」と４つになっています。ではそれをどうするのかとなります

から、全体計画と４つの地域の相互連携、そこのところをしっかりできる

ように計画してほしい。地域の特色は違いますが、良いところは伸ばす、

相互連携ですから、そういうところをしっかり計画してほしいと思ってお

ります。 

 

伊藤会長：ありがとうございました。現行の総合計画について拝見させて

いただきました。基本的には全体の構想がありまして、それぞれの地区に

対して特徴的なものが出されていて、そこが連携することによって全体の
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目標を達成しましょうという構成になっています。今回もそのような方針

で多分作っていくと思います。それと、いただいた意見を基に作っていく

と思います。 

 

伊豆原委員：今のお話に尽きると思いますが、先ほど、新谷委員がおっ

しゃったように２０年後を私たちが想定するのは大変難しいと思います。

総合計画ということですから、構想をどこまで私たちが議論できるのか、

ちょっと分かりにくいですよね。具体的な話であれば、話しやすいと思い

ますが、構想というのをどこまで議論しておかないといけないのか、しっ

かり押さえておくべきかと私は思います。その中で、色んなお立場の委員

がお見えになるわけですから、それぞれのお立場から考えて、構想という

ものをどう見るか、それからそれに基づく目標に対してどうプランニング

するかだと思います。そこはしっかり議論の場を作っていただけたらと思

います。よろしくお願いします。 

 

伊藤会長：ありがとうございます。 

 

（２）第２次みよし市総合計画の策定スケジュール 

伊藤会長：議題の２ですが、第２次みよし市総合計画の策定スケジュール

についてでございます。事務局から説明をよろしくお願いします。 

 

事務局（企画政策課長）：それでは、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ございます。資料６ページをご覧いただけますでしょ

うか。計画策定までの大まかな流れを掲載しましたので、こちらのスケ

ジュールをご参考にしていただけたらと思います。表の１番上の行には毎

年度行う計画策定作業の内容が記載してございます。今年度は、基本構想

の素案の作成が主な内容になります。来年度につきましては、基本計画の

案の内容を作成してまいります。総合計画審議会につきましては、今年度、

あと３回程度の開催を予定しております。その中で総合計画の基本構想の

素案も審議を進めてまいりたいと思っております。来年度としましては、

４回ほどの開催を予定しております。ただし、あくまで現時点の予定でご

ざいます。会議の開催回数や開催時期につきましては変更になる可能性も

ございます。ご了承いただきたいと思います。この６ページの表につきま

しては、委員の皆さんに計画策定までの大まかなスケジュールについて、

ご理解いただくために参考に提出させていただいております。簡単ではあ

りますが、スケジュールの説明は以上とします。 

 

伊藤会長：では今の説明で何かご不明な点、質問はありますでしょうか。 

 

山下委員：それぞれ部会がありますが、審議会委員はこの中に入りますか。 

 

事務局（企画政策課長）：審議会委員の皆さんは各専門部会、作業部会の

メンバーには入っておりません。審議会の皆さんはこの審議会の場でのみ

審議をお願いしてまいります。資料の４ページの策定体制の説明をさせて

いただいたところがございます。４ページの右下には策定体制のイメージ

図、左側には策定の審議機関としまして、総合計画審議会がございまして、

それとは別で庁内体制があります。市役所内の職員で構成していく体制に

なります。総合計画の策定本部、専門部会、作業部会という体制で内容の

検討を行ってまいります。 

 

小嶋委員：このスケジュールを見ると、先ほどから２０年後がどうという

話がありますが、具体的にどんなイメージのまちをつくりましょうという

絵は、今年度９月に我々の方に提示してもらえるというイメージでしょう
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か。１つ注目したいのは、先ほど２０年先というのがなかなか見えないと

いうことですが、本当はこういう計画は１００年先を見ないといけないと

思います。１００年ぐらい先を見て、その前の一歩、二歩の１０年、２０

年。そうしないと１個１個アンケートを取って色んな話がありますが、１

個１個潰しても、これを潰したところで、まちが変わったと誰も思わない

のではないかと思います。だから思い切ってまちを変える。こんなに変

わったのだという、相当長いスパンで考えながら、一歩一歩、１０年、２

０年と考えていかないと、ちまちま手を打っていくと問題が起きると思い

ます。申し訳ないですが、よろしくお願いします。 

 

酒井委員：ずっとみよしに住んでいる人間としてですね、今の小嶋委員の

話もそうですが、過去の歴史があって、現在があって、現在の土台があっ

て未来があるわけです。私は、みよしの中で１番過去の歴史が非常にぞん

ざいに扱われていると思います。貧しかった頃のみよし。原田委員もよく

分かっていると思いますが、子ども時代は本当に貧しかったですね。そこ

で三好ケ丘駅ができて、市が発展していった現実があるわけですが、耳の

痛い話をいたしますが、愛知用水の水を農業用に使えるのはこの地域でみ

よしだけです。日進も東郷も長久手も流れていますが使えません。これは

初代の久野源蔵町長が偉かったということです。将来的な展望があったと

いうことです。そういう展望をしっかり持って作っていかないといけませ

ん。議員さんでも知らないということ自体、過去の歴史を馬鹿にしている

と思います。先生方もみよしの経験は少ないですので、過去の土台の中で

現実がある。みよしが住みやすいのは、三好池ができたというのが非常に

大きいと思います。その辺を考えて、私は審議にあたりたいと考えていま

す。 

 

伊藤会長：ありがとうございます。 

 

村上委員：ちょっとお聞きしたいのですが、この分厚い資料を見ていたら、

たまたま目につきましたが、今回の第２次みよし市総合計画の基本計画を

作成するにあたって、第１次計画の進捗だとか、計画に対してどれだけ達

成したか、あるいは乖離しているのか、そんな振り返りを発表する場がこ

の会議でどこかあるのでしょうか。なければ別のそういった場を設けて反

省をしっかりするということ。それを第一にするという流れがあるのかと

いうことが不明なので事務局に確認したいと思います。 

 

伊藤会長：今のスケジュールの中で、平成２９年度の内容のところを見て

いただきますと、素案の作成の３番目に「現行計画の評価分析」というも

のがありますので、その中の会議でやっていくことになっております。 

 

事務局（企画政策課長）：今、村上委員からありました現行計画の評価で

すが、こちらにつきましては現在、庁内の専門部会、作業部会で作業を進

めております。次回の審議会で、現在の現行計画の進捗状況につきまして

資料をお示しできると考えております。 

 

伊藤会長：その他、ございますでしょうか。 

 

（３）市民意向調査・地区まちづくり懇談会等の結果 

伊藤会長：議題の３に移りたいと思います。市民意向調査・地区まちづく

り懇談会等の結果についてでございます。事務局はよろしくお願いいたし

ます。 

 

事務局（企画政策課長）：資料７ページをご覧ください。「５ 市民意向調

http://az-machiken.seesaa.net/article/449051179.html
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査・地区まちづくり懇談会等の結果について」でございます。昨年度実施

しました、第２次総合計画策定に伴う市民アンケート調査、また中学生ア

ンケート調査、職員ニーズ調査、今年度実施しました、地区まちづくり懇

談会で得られました皆さまからの意見を取りまとめたものでございます。 

７ページの左上の四角の枠の中に示してありますように、このあと資料の

中に登場してまいりますが、四角く「市民」という表示がありますものは

市民アンケート調査の結果から得られたものでございます。「中学生」と

表記がありますものは、中学生アンケート調査の結果から、「職員」とあ

りますのは市役所職員ニーズ調査の結果から、「懇談会」とありますのは

地区まちづくり懇談会の中で出た意見のものから、というもので示してご

ざいます。それらの調査結果から得られました、皆さんが本市についてど

のようなことを考え、思ってみえるのか、そういったものをまとめました

のが、この資料７ページから９ページまでにございます。ポイント１から

ポイント７まで、７つのポイントになっております。順にご説明を申し上

げます。 

まずは、ポイントの１ですね。これは、「みよし市の住みやすさ、今後の

居住意向」の内容の部分になりますが、ポイント１では、８割以上の市民

の皆さんが、「みよし市は住みやすいまち」だというように考えていると

いうことです。これは、市民アンケート、中学生アンケートの結果から、

「あなたはみよし市が住みやすい市だと思いますか」という設問に対して、

「大変住みやすい」または「どちらかといえば住みやすい」と答えた皆さ

んが、市民アンケートでは８５．８％、中学生アンケートでは８３．２％

の方が、「大変住みやすい」「どちらかといえば住みやすい」と答えていま

す。 

ポイントの２「住みやすいと思う理由は何ですか」という設問に対してで

ございます。住みやすい理由は、一番は「自然環境が良い」、市民アンケー

トの第１位では「住みやすい理由は何ですか」という設問に対して「自然

環境が良い」、中学生アンケートでも同じく第１位は「自然環境が良い」、

その他には、「住環境が良い」また「住みなれて愛着がある」、中学生の回

答の中には「買い物や外食が便利」という回答もございました。 

また、この後にございますが、外食や買い物については、反対意見も多く

寄せられております。 

ポイントの３「住みにくい理由は何ですか」とお聞きした設問に対して、

１番は「公共交通の便が悪い」で、電車やバスなどの交通の便が悪いとい

うお答えが第１位でした。２番目は「買い物や外食が不便」そういったご

意見を多くいただいておりました。その他、「医療・福祉サービスが充実

していない」、「働きたいと思う場所が少ない」というようなことが、市民

アンケート、中学生アンケートの結果から得られております。 

ポイント４として、市民の８割超が「今後もみよし市で住み続けたい」、

中学生の場合は６割超が「今後も住み続けたい」と回答しております。市

民アンケート、中学生アンケートの中で、「あなたは今後もみよし市に住

み続けたいと思いますか」という設問に対して、「今後も住み続けたい」

あるいは「どちらかといえば住み続けたい」と答えた方が、市民アンケー

トでは８７．６％、中学生アンケートでは６６．３％の方がおみえになり

ます。 

資料８ページをご覧ください。ポイント５として、「みよし市の強み」に

ついてですが、全体的に多く皆さんから寄せられました意見の中で、みよ

し市の強みについては何かということに対してですが、「自然が豊か」ま

た「快適な住環境」「豊田・名古屋市に近い」。上記以外の全体に多い意見

としまして、市民アンケート、中学生アンケートの中では、「人が優しい」

ですとか「地域のつながりが深い」また「都会すぎず田舎すぎない」そう

いったご意見も多くありました。また、市民アンケートや職員ニーズ調査

の中では、「若い人口構成」ですとか「市の規模がコンパクト」「ＩＣが近
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い」「働く場所が多い」「自然災害が少ない」「財政が豊か」。「輸送用機械

器具製造業の発達」というのがこちらで言うと、自動車関連産業が発展し

ているというところでございます。また「人口が増えている、増え続けて

いる」というのが、みよし市の強みというようなご意見が寄せられており

ます。それぞれ、中学生アンケート、市民アンケート、職員ニーズ調査で

は実際に示しましたようなご意見がありました。 

では、「強みをどう生かしていくべきか」という部分に関しまして、地区

まちづくり懇談会の中で、「２０年後に向けて、弱み、脅威を全て克服し

ていくことは難しいと思う。まずは強みを伸ばしていくべきではないか。

若い人口構成や全国上位の住みよさがウリとなっていると思うので、強み

を伸ばしていかないと魅力的な市になっていかないと思う。」というよう

なご意見がございました。 

ポイントの６です。こちらは「みよし市の弱み」についてです。「公共交

通が不便、買い物や外食の利便性が低い」こういった意見が全体的に多く

みられました。上記以外の全体的に多かった意見の中には、市民アンケー

ト、中学生アンケートでは「交通事故が多いなど危険」「道路整備・公園

整備が不十分」、職員ニーズ調査では「観光資源、まちのシンボルが少な

い」、中学生アンケートでは「遊べる場所が少ない」、職員ニーズ調査では

「自動車関連産業に依存した財政構造になっている」というような意見が

多くみられました。それぞれのアンケート調査等でみられた意見はここに

示してございます。 

では「弱みをどうしていくべきか」ということに対して懇談会の中でご意

見がございました。「強みやチャンスはもちろん生かしていただくが、弱

みは一つ一つ解決していただき、強みや良さに変えることが大事である。」

と先ほどと逆の意見です。ポイント５でありました意見とまた別の意見も

ございました。 

９ページをご覧ください。では、「これからのみよし市に求められるまち

づくり」としてどういったものが挙げられるかというところですが、ポイ

ントの７として「公共交通の利便性の向上や商業・観光の振興などが必要」

となっています。市民アンケートの中で、総合計画後期基本計画に掲げて

います５７の施策に対して、それぞれ市民の皆さんの満足度、それから、

重要度をお聞きしております。この満足度、重要度から算出しました満足

度指数、重要度指数を、それぞれ５７の施策で出しております。資料の１

５ページをご覧いただけますでしょうか。こちらは、市民アンケート調査

結果の概要版の一部でございます。先ほど言いましたように、５７の施策

について、それぞれ重要度、満足度が指数で表わされております。１５ペー

ジの左側、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのマトリックスの図がございます。この図の右

上、Ｂが満足度が高い、それから左上、こちらは満足度が小さい。この図

の横軸には満足度が小さいものから大きいものが順々に並べてあって、縦

軸では、上の方にありますのが重要度が高い、下の方は重要度が低い。そ

れぞれの重要度指数、満足度指数がありますので、それぞれ５７の施策が

どこに位置するのかを割り振って配置したのがこちらのマトリックス図

になります。１５ページの右側の一覧表は、それぞれのゾーン、Ａのゾー

ン、Ｂのゾーン、Ｃのゾーン、Ｄのゾーンそれぞれ４つのゾーンにどんな

施策が含まれているのかを一覧表にしたものでございます。５７の施策が

割り振られております。それぞれの満足度、重要度の指数も書いてありま

す。この中で、Ａゾーンに含まれているものが、いわゆる市民の皆さんの

満足度が低く、それでいて、市民の皆さんが重要だと思う重要度の割合が

高い施策になります。 

資料９ページにまた戻っていただけますでしょうか、この９ページの左上

の一覧表は先ほどの、資料１５ページのＡゾーンの部分を切り取った表に

なります。満足度が低く、重要度が高い１６施策がこのゾーンに入ってい

ます。やはり満足度が一番低かったのは「公共交通の充実」という部分で
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ございます。企画政策課が担当でもございますので、非常に耳が痛いとこ

ろではございます。その他、この１６の施策、満足度指数が低い順に並べ

てございます。満足度が低く、重要度が高いという判断を皆さんがされて

いる施策がこの１６施策であるということになります。 

その下、中学生アンケートから「１０年後、みよし市をより良いまちにす

るには、これからどんなことが必要だと思いますか」という設問に対して

の回答になります。一番多かった回答としまして、「公園や遊歩道などを

整備したらいいのではないか」という意見が一番多く寄せられました。そ

の次に「大型店など店舗数を増やす」また「交通の便を良くする」「自然

（緑）を守る、増やす、管理する」そういったご意見が多くみられます。

順に多い順に並べてございます。 

９ページ右上にまいりまして、地区まちづくり懇談会で、将来のまちづく

りに対するご意見、ご提言をいただいております。その中で多くみられた

キーワードをこちらの方にまとめさせていただきました。まちづくりに関

して、皆さんの関心が高かったキーワード、多くみられたキーワードとし

まして、「道路」「魅力ある駅前づくり」「公共交通」「土地利用」「商業・

観光」こういった部分に関して、皆さんの関心が非常に高く、ご提言が多

く寄せられました。 

また、その次ですね、職員ニーズ調査の中で、「今後１０年後に向けて、

市のまちづくりの重点目標としてどのようなものを重点におくべきか」と

いう設問に関して多く寄せられたのが、「交通利便性の向上」「子育て環境

の充実」「少子高齢化対策」「若い世代の定住人口の拡大・定住化の促進」

等、多い順に並べてございます。こういった意見が多くみられました。 

これら、市民アンケート、中学生アンケート、まちづくり懇談会、職員ニー

ズ調査等から今後求められるまちづくりの方針としまして、どういうもの

が求められるのかをまとめたものが右下にございます。共通意見としまし

ては、「交通利便性の向上（公共交通の充実）」「商業の活性化」「観光の振

興」「医療・福祉の充実」「子育て支援の充実」「公共施設の整備（スポー

ツ施設等）」「高齢者・障がい者にやさしいまちづくり」こういったものが

共通して多くみられた意見になります。上記以外でみられました意見もそ

の下に示してございます。参考にご覧いただけたらと思います。 

１１ページ以降には、それぞれのアンケート調査のさらに詳細な概要版を

載せさせていただいています。１１ページから２０ページまでが市民アン

ケート調査の結果の概要版であります。２１ページから２８ページまで

が、中学生アンケート調査の結果の概要版です。また、資料２９ページか

ら３４ページまでが、市の職員対象の職員ニーズ調査の結果になります。

資料の３５ページから４８ページにかけましては、本年度６月、７月に地

区で開催しました、地区まちづくり懇談会の開催結果をまとめました概要

版になります。また、皆さんのお手元には、まちづくり懇談会の会場でお

配りしました、まちづくり懇談会の資料も参考にお配りしております。ま

た参考にご覧いただけたらと思います。 

「市民意向調査・地区まちづくり懇談会等の結果」についての説明は以上

になります。 

 

伊藤会長：ありがとうございます。今後審議していく上で、現在みよしに

関わっている方々の意識がどうであるかというところの調査、かつ調査の

まとめをしていただいております。何かご不明な点ですとか、ご質問があ

りましたらお願いします。 

 

田中委員：最初の集まりですので、まず簡単に申し上げたいと思います。

１５ページのマトリックス表ですが、先ほど、重要度が高くて、満足度が

一番低いのが「公共交通の充実」だということが出て、これは非常に緊急

の課題だということですが、私どものこの集まりは２０年というタイムス
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パンを先ほど提示されていますので、将来ということも踏まえますと、あ

くまでも「公共交通の充実」は現在、ただ今の課題です。実は下のＣです

よね、そこに将来を踏まえた場合に、アンケートでは重要度が小さくなっ

ていますが、いくつか気になるのは「国際交流と多文化共生の推進」や「男

女共同参画の推進」です。これは実はこれから２０年後を踏まえますと、

少子化、労働者人口の不足がまぎれもなく起こりますので、外国人労働者

というのはますます増えてくるでしょう。これはもちろん豊田市で、私は

豊田の住民ですが、増えてくると思います。そうしますと、重要度が小さ

くなっていますが、今はそうかもしれませんが、２０年後、我々の意識の

中で国際交流、多文化化ですね。私の専門は、コミュニティ論、まちづく

り論で、先ほど女性の委員が少ないとか、福祉の専門家が少ないという意

見が出ていましたが、やはりもう一つ多文化化ということで、例えば横須

賀や横浜、川崎がそうですが、私はもともと関東の方で、ずっと武蔵野や

調布のまちづくりの審議会の委員等を経験していますので、外国人の代表

者、市民代表をこれから入れていくことを考えていかなければいけないと

いうのが一つあります。 

それから、市民参画と協働ですね。この審議会ももちろんそういうテーマ

でやっているわけですが、何をもって、市民の協働なのか、何をもって市

民の参画なのか。こういうときに市民というのは、やはりそれぞれ一人一

人、皆、性格も個性も利害、関心も違いますが、そういうときにみよし市

民全員がこれに向けてやっていこうというときに、シンボリックな理念で

すね。私どもはそういった大きな、誰もが、それは我々皆、関わっていか

なければならない、意識を共有しよう。きたよしでも、なかよしでも、み

なよしでも皆同じだと。「オールみよし」なんだと。小さな市ですから、

そのメリットを生かしていくためには、「市民参画と協働」は、重要度が

大変小さいところにありますが、２０年後を考えると、アンケート上はこ

うですが、我々審議会の委員として、この中にはちょっと重要なのがいく

つかあるぞ、例えば将来を見越したときに交流の問題があるぞ、多文化共

生があるぞ、それから広域行政の推進もますます重要性が増していくのは

間違いありません。このまちの性格上、どうしてもゴミ問題にしても、災

害対応にしてもそうなっていく。そこだけ気になりました。この表で分け

てしまうと、今、急いでやらなければいけないのは、満足度が小さくて、

重要度が一番高い「公共交通」となります。それももちろん大事ですが、

Ｃの部分にもいくつか注目して、我々がピックアップしていくのもあるな

と思います。いくつか例に挙げましたが、その辺を皆さんご留意いただけ

れば、これから進める議論の中でも有意義な、もっと大きな市民に向けて

の提案や理念の提示ができるのではないかなと思いました。失礼しまし

た。 

 

伊藤会長：ありがとうございます。先生がご指摘いただいたように、あく

まで市民がどう思っているかというご報告でしたので、先生がおっしゃる

ように、審議会としてさまざまな視点、さまざまなお立場からご意見を

言っていただきながら、重要度等を考えていけばいいかなというように

思っております。他に何かございますでしょうか。 

 

原田委員：田中委員から将来像について聞きましたけれど、みよしの元々

の物の考え方は、正直な話、どうしても中学生でも地域の者も一番の喫緊

の問題は公共交通です。ですから、正直２０年と申しますけれども、先生

から貴重な意見をいただきまして、早く公共交通が良くなるようにご指導

いただければ助かりますのでよろしくお願いします。 

 

小嶋委員：とりあえずこの中に全部出しましたが、まちぐるみで１年か２

年で解決する問題だと思います。 
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原田委員：ありがとうございます。 

 

伊藤会長：ありがとうございます。他に何かご意見等ございますでしょう

か。 

では、本日事務局から準備されました議題は以上でございます。全体を通

して何かご意見、ご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょ

うか。それでは事務局に進行をお返しします。 

 

事務局（政策推進部次長）：長時間にわたるご審議どうもありがとうござ

いました。これをもちまして第１回みよし市総合計画審議会を閉会させて

いただきます。どうもありがとうございました。 

 

 


