
第５回総合計画審議会　事前質問一覧表

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

区分 ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

基本構想
資料№2

P6
小嶋　忠光

P6のデータから、生産効率を下表のように試算してみました。H12比でみると、H27は、大幅に向上しています。

この理由は何でしょうか？農業を頑張るヒントがありませんか？

　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

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あり

ます。農業の担い手の育成と農地の集積の結果がＰ６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するとともに、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

新設していきたいと考えています。

環境経済部長

基本構想

資料№2

P20

P21

小嶋　忠光

P21の人口ピラミッドで見ると、幼児、児童の人口は大方下記のようになる。

上の表で見ると、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いいですか？

　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をしており、総合計画に掲げる各種

取り組みを実践することにより、自然増を促進し、社会減を抑

制する内容となっています。

政策推進部長

基本構想

資料№2

P20

P21

小嶋　忠光

P21では、高齢化の急速な進展にふれているが、少子化について、特に構成比率ではなく、その数の変化にふれて

いない。この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、これにふれていない理由はなぜか？

　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あり、その間０～

１４歳の人口割合に大きな変動は見られないため、少子化につ

いては触れていません。

政策推進部長

農業の推移データ（P6)より試算

Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２７

a_農業産出額 1 0.78 0.86
b_販売農家数 1 0.86 0.57
c_販売経営耕地面積 1 0.89 0.6
生産効率(H12比　増減率）

  対農家数　=a/b*100-100　(%) ▲ 9.3 50.9
  対耕作面積 =a/c*100-100　(%) ▲ 12.4 43.3
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区分 ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

基本構想

資料№2

P20

P21

小嶋　忠光

小学生、中学生の数の減少は、早晩、小・中学校の統廃合が必要になってくる。その時に、例えば、公立の全寮制

の小・中一貫校などの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えます。いかがでしょうか？

全寮制の理由は、①通学時の事故からの遮断　②教育の機会均等　③教育環境の確保などです。

　本市の人口推移予測によれば、児童生徒数の減少はあるもの

の、学校の統廃合は起こらないものと考えます。

　ご指摘のあった小・中一貫校については、校地を同一にする

ことなく、異校種の学校の連携を深める取組が全国各地で行わ

れています。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、小学生と中学生が様々な場面で協働す

る機会をもったりすることは大変重要なことと考えます。

　そのため、本市においても、中学校区単位での小中連携に取

り組んでいます。三好中学校区では平成２７年度から三好中学

校を中核とし、学区の中部小学校、天王小学校、三吉小学校が

連携し、教員や児童生徒の交流をさかんに行っています。三好

丘中学校区では小中の他、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、北中学校区、南中学校区

でも小中連携を行っています。

教育部長

議題２　第２次みよし市総合計画基本計画（案）について

区分 ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

基本目標

１
阿部亮吾

　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、誰もが豊かな心をはぐくむまち」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、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のか？といった観点

からの取り組み（ワンストップ・オペレーション等）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」においてよりいっそう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」とはかかわりがないようにみえるかもしれませんが、そうした点が「住みたい街」におお

いにつながるように思いまうす。ぜひともご検討いただきたい。

「家庭内児童虐待」等に対する取組としまして、資料№３、1

ページの「取組分野①　子育て支援」の、主な取組の４項目目

「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、虐待等に対応するため、関係機関が連携して対応し

ます。」としてあげています。

　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

いは不登園・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。

　さらに、虐待やその疑いが出てくれば、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き

ます。

子育て健康

部長
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区分 ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

基本目標

１
阿部亮吾

「（2）心豊かな子どもを育てよう」の箇所で、①幼児教育が削除され、①小中学校教育となっていますが、「高

校生に対する教育（＝中等教育）」は計画の中にどのように位置づけられますでしょうか？また、③高等教育（＝

大学生教育）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

が、ローカルな「まちづくり」の「1つのウリ」になるのではないでしょうか？幼児～初等・中等～高等教育が

「労働者未満」、退職後の高齢者が「労働者以後」の世代だとすると、未満～以後にいたるまで、みよし市が一貫

して「まちづくり」のターゲットにしている、という強い姿を見せることが肝要ではないかと思います。あわせて

ご検討ください。

　市内の幼稚園は私立での運営であり、高等学校は県立、大学

は私立であるため、基本計画におい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いたします。しかし、ご指摘

のとおり、小中学校における高校や大学との連携はとても重要

であると考えます。本市では小中学校教育の分野において、三

好高等学校の体育スポーツ課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等の専門的な技

術指導のための講師派遣、市内にある東海学園大学や近隣の愛

知教育大学の学生ボランティアの活用などの連携を行っていま

す。生涯学習の分野では、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、これらの連携については、それ

ぞれの取組分野に位置づけられております。

教育部長

基本目標

２

資料№3

P14
山根　隆

２－（１）－④　障がい者福祉

主な取り組みに「災害発生時における障がい者支援」が必要ではないかと思います。

　「災害発生時における障がい者支援」につきましては、資料

19ページになりますが、「防災・減災」の右下段にあります

「関連計画」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、要介護者等も含めて「災害時要配慮者対策業務」が

定められており、適切に対応してまいります。

福祉部長

基本目標

３

資料№3

P19
山根　隆

３－（１）－①　防災・減災

主な取り組みで4つの施策が述べられているが、その施策の進行具合などは広報みよしなどで市民に周知するな

ど、明示してほしい。

総合計画に掲げる主な取り組みなどの進行具合については、事

務事業評価の結果によりホームページなどで公表をしますが、

防災・減災などの市民生活に直結する取り組みについては、広

報などで機会をとらえてＰＲしてまいります。

政策推進部長

基本目標

４

資料№3

P27
小嶋　忠光

４－（３）－①　農業

地上での農地拡大と合わせて、地下のメリット（自然災害に強い、恒温、セキュリテイ対策が容易など）を活かし

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

欲しい。

　未来型の産業についてですが、そう言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、市として支援していく考えではあります。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。

環境経済部長

基本目標

６

資料№3

P36
小嶋　忠光

６－（１）－③　公共交通

この「総合計画」で取り上げるべき「公共交通」（資料３のＰ３６）のテーマは、もっと未来型の交通手段ではな

いでしょうか？

　電車や名鉄バス、さんさんバスなどの公共交通について、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こ

うとするものです。総合計画の中では、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、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ます。

政策推進部長
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区分 ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

政策推進部長
基本目標

６

６－（１）－③　公共交通

さんさんバスについて特に改良要望の強い「例えば、三好ケ丘駅から市役所、イオンに行くのに時間がかかり過ぎ

る」という問題に対する、「ハブとルート変更による時間短縮案」を下記に示します。ご検討をお願いします。

　・仮定

① さんさんバスの台数は６台（運行ダイヤから推定）　（くろまつくん、さつきちゃん各3台）

② 主要な行先は、市役所、駅、イオンモール、ベイシアの４か所　（市役所と買い物を中心とした用途が主と想

定）

③ 主要な中継点、目的地は次ページの現ルートの１０カ所（〇）

　・時間短縮案　６台のルートを下記のように設定。

① 三好ケ丘駅と市役所の短縮ルートのピストン運転

　三好ケ丘駅～三好丘６丁目（厚生病院のルート省略）～イオンモール（ベーシアのルートは省略）～市役所

② 北部地区のベーシア（＆メグリア）への短縮ルートのピストン運転

　黒笹駅～三好ケ丘駅～厚生病院～三好丘緑～ベーシア

③ なかよし地区中心の環状ルートの循環（左周り）

　市役所～イオンモール～ベーシア～しおみの丘～みよし市民病院～市役所

④ なかよし地区中心の環状ルートの循環（上記の右周り）

⑤ 福田とイオンモール/市役所間のピストン運転

　福田～イオンモール～市役所

⑥ 明知下とイオンモール/市役所間のピストン運転

　明知下公民館～打越～市民病院～イオンモール～市役所

図。さんさんバスの現運行ルートと主要目的地（〇印の１０ケ所）

＊上記の各ルート間で、主要な目的地、中継地（１０ケ所）で乗り換え時間も考慮した運行ダイヤにすれば、希望

目的地への移動時間が短縮できる。

　＊乗車料金は、乗り換え毎の清算ではなく、移動目的地に合わせて乗車時に清算。

資料№3

P36
小嶋　忠光

　本市では、平成３０年度、３１年度の２カ年をかけて「公共

交通網形成計画」の策定を進めています。計画策定にあたり、

市民アンケートやバス乗降調査などの各種調査やワークショッ

プの実施も予定していますので、その結果を踏まえ、バス路線

のあり方について検討してまいりますが、その参考とさせてい

ただきます。
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区分 ページ 委員名 意見・質問内容 回答 回答者

資料№3

P36
小嶋　忠光

基本目標

６
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