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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２回みよし市総合計画審議会 

開 催 日 時 
 平成２９年１１月２８日（火） 

午前１０時３０分から正午まで 

開 催 場 所  みよし市役所３階 研修室３・４・５ 

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）原田俊明、天石惇郎、冨樫佐智子、清田由雅、 

村上雅則、鰐部兼道、時田美由紀、久野恭司、新谷千晶、 

岩田芳信、田中人、小嶋忠光、山下正午、山根隆、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）増岡政策推進部長、佐藤政策推進部参事、 

原田総務部長、柴田市民協働部長、小野田福祉部長、 

近藤子育て健康部長、廣戸環境経済部長、宇野都市建設部長、 

深谷会計管理者、酒井病院事務局長、柴田教育部長、 

吉澤教育部参事、山田監査委員事務局長 

 

【事務局】 

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 

 

【傍聴者】 １人 

次 回 開 催 予 定 日  平成３０年１月２６日(金)午後  

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 

 

１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２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、傍聴を許可しておりますので

ご承知おきください。 

なお、傍聴者の方におきましては、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。 

それでは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します。 
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本日の出席委員は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、櫻井委員、野々山委員、酒井委員、天野委員、近藤委員は、本日 

所用のため欠席されるという連絡をいただいておりますので、あわせて

ご報告させていただきます。 

 

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：皆さんおはようございます。第２回の審議会ということでお忙

しいところお集まりいただきありがとうございます。当初のスケジュー

ルから申しますと１１月のもう少し早い時期を予定しておりましたが、

今年につきましては衆議院選挙、市長選挙がございまして、この下旬に

なってしまいました。 

９月の第１回審議会後、事務局の中でみよし市の現状と動向として、財

政の状況、土地利用、産業の現状等々を調査いたしまして、それを資料

とし、第２次総合計画に向けた人口目標の考え方を今回提出させていた

だいております。また、第１次総合計画の反省点につきましての資料を

用意しまして、それに対する質問等もございますので、今回から担当部

長もこちらに控えさせていただきます。よろしくお願いします。１２月

議会も迫っておりまして、議員の方々も新しい総合計画について深い関

心をお持ちでございます。委員の皆さまから忌憚のないご意見をいただ

いた中で良いものにしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 

事務局（政策推進部次長）：それでは続きまして伊藤会長からご挨拶を

いただきたいと思います。伊藤会長よろしくお願いします。 

 

伊藤会長：おはようございます。本日はお忙しい中お集まりいただきあ

りがとうございます。本審議会は市長の諮問を受けて始まっています。

先ほど副市長からお話がありましたが、本日はみよし市の現状や第１次

総合計画の進捗状況等についての議題になると思います。第２次みよし

市総合計画を具体的に作成していく上での基礎データを皆さんの共通認

識としていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

事務局（政策推進部次長）：ありがとうございました。それではただ今

より議事を始めたいと存じます。議事の取り回しは審議会条例第４条第

２項の規定によりまして会長にお願いします。 

 

伊藤会長：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。「議題（１）みよし市の現状と動向」について、事務局から説

明をお願いします。 

 

３ 議題 

（１） みよし市の現状と動向 

 

事務局（企画政策課長）：おはようございます。企画政策課長の竹内で

す。それでは私の方から「議題（１）みよし市の現状と動向」につい

て、座ったまま説明させていただきます。失礼します。 

第１回審議会では総合計画の策定方針と計画策定までのスケジュール、
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そして市民アンケート調査や地区まちづくり懇談会などの意見のとりま

とめ結果について説明し、皆さんに情報共有させていただきました。本

日の議題としましては、３点予定しております。１点目は「みよし市の

現状と動向」について、２点目として「みよし市の人口見込み」につい

て、３点目としまして「第１次みよし市総合計画の評価結果」を予定し

ております。 

では「議題（１）みよし市の現状と動向」について説明をさせていただ

きます。資料１ページをご覧ください。第２次みよし市総合計画を策定

するにあたりまして、計画の内容に入る前に現在みよし市はどのような

特徴があるまちなのか明示する必要があると思います。総合計画の序論

のまえがきの部分になると思います。そちらを現在の「みよし市の現状

と動向」としてまとめさせていただきました。まず１ページの「１ み

よし市の特徴」として、まず（１）に「まちの立地」についてまとめて

あります。（２）に「歴史と文化」、（３）に「まちの歩み」としまし

て、これまでみよし市が市制施行するまでの変遷についてまとめたもの

を記載しています。内容につきましては、後ほどご覧いただけたらと思

います。事前にお配りしてありますので、詳しい説明は省略させていた

だきます。 

２ページをご覧ください。「２ 人口の現状と動向」としまして、みよ

し市の人口・世帯数の推移を資料に載せさせていただいております。資

料２ページの左側のグラフでは、人口・世帯数・平均世帯人員の推移を

グラフにしたものを載せてあります。三好ヶ丘ニュータウンの入居が始

まりました１９８９年（平成元年）から、棒グラフとして人口、世帯数

の推移を、折れ線グラフとして平均世帯人員の推移を表示しておりま

す。棒グラフを見ていただきますと、人口が１９８９年（平成元年）か

ら三好ヶ丘のまち開きから右肩上がりで伸びてきたところが、グラフで

いうと平成２１年以降その伸びが鈍化してきているのがご覧いただけま

す。また、折れ線グラフの平均世帯人員の推移を見ていきますと核家族

化の進行に伴いまして一世帯あたりの人員数が年々減少しているのがご

覧いただけるかと思います。２ページの右側につきましては「②人口増

加率の推移」を表としてまとめてあります。２００５年（平成１７年）

から２０１０年（平成２２年）までの５年間でみよし市の人口増加率は

６．８％の伸びでした。２０１０年（平成２２年）から２０１５年（平

成２７年）の５年間を見ますと２．８％に伸びが鈍化しております。た

だ愛知県、全国平均と比べますとみよし市は依然として高い数値を維持

できているのがご覧いただけると思います。こちらの資料につきまして

は愛知県と全国の平均と比べる必要があるために資料は国勢調査から抜

粋しております。先ほどの人口の推移につきましては住民記録のデータ

を基に掲載しております。 

３ページをご覧ください。年齢別人口の推移として３世代別の人口の推

移の人口ピラミッドを載せてあります。２００８年（平成２０年）４月

１日、２０１３年（平成２５年）４月１日、２０１７年（平成２９年）

４月１日のデータを掲載しておりますが、５年おきのデータを載せたい

と思いますので、総合計画の冊子を作るときにはここの２０１７年（平

成２９年）のところを２０１８年（平成３０年）４月１日のデータにし

たいと思っております。 

こちらの人口ピラミッドを見ていただきますと、一番左側の２００８年

（平成２０年）では、３５～３９歳が最も人口の多い階層になります。

それが５年経ちますと、そのまま持ち上がりまして４０～４４歳、それ

から５年持ち上がるという形で推移していくのが分かると思います。こ

のままいきますと、２０１７年（平成２９年）において一番人口の多い

階層である４５～４９歳が、２０年後には６５～６９歳を迎えるという

形になります。つまり高齢社会がみよし市に到来するということになり
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ます。これを踏まえて総合計画を策定していきたいと思っております。

３ページの右上は参考としまして県、全国のそれぞれ年少人口の割合、

老年人口の割合の比較を載せております。これをご覧いただきましても

みよし市が若い市であるのがうかがえるかと思います。 

資料４ページをご覧ください。（３）としまして「地区別人口の推移」

を掲載しております。４ページの左側のグラフになりますが、こちらは

コミュニティ単位で２００８年（平成２０年）から２０１３年（平成２

５年）までの５年間での地区別の人口増加率をグラフにしたものを載せ

てあります。その隣には２０１３年（平成２５年）から２０１７年（平

成２９年）までの４年間になりますが、各地区別に人口増加率をコミュ

ニティ単位でまとめて載せてあります。いずれの地区につきましても人

口増加率は鈍化してきていることが分かると思います。北部地区です

と、根浦の土地区画整理事業がありましたし、２０１３年（平成２５

年）から２０１７年（平成２９年）のところが一番増加率が多かった南

部地区におきましては、南台の住宅開発がありましたので、人口の伸び

た時期ということがここでうかがえます。各８地区のコミュニティの構

成、行政区は下に表でまとめてあります。４ページ右側の図につきまし

ては市内の年少人口、老年人口の各割合でどの地区が市の平均より高い

か、低いかそれを図でまとめたものです。こうして見ていただきます

と、市全体の年少人口の平均値１６.５％に対して、平均未満の地区がど

こになるか、平均より高い地区がどこになるか、こちらの図でお分かり

いただけるかと思います。隣には同じ様に老年人口の割合で市全体の平

均より老年人口が高い地区、それから老年人口の割合が市全体より低い

地区が分かるかと思います。 

続きまして資料５ページをご覧いただきたいと思います。（４）には

「外国人登録の推移」を載せさせていただいております。本市で外国人

登録の推移をまとめておりますが、外国人の方は各企業に勤めている方

が多いので、社会情勢、経済事情によりまして登録者数が増減している

のがこのグラフで分かると思います。（５）には「人口動態の推移」が

載せてあります。本市における人口の増減数、自然増の増減の数と、社

会増の増減の数をそれぞれ棒グラフと折れ線グラフで表示させたもので

あります。これを見ていただいても、みよし市はこれまでも毎年人口は

増え続けているのがよく分かると思います。みよし市の人口増減がトー

タルでマイナスになった年はまだございません。その先も微増ではござ

いますが、増え続けているという推移が出ていますが、ご覧いただきた

いのは折れ線グラフの自然増と社会増で、自然増は産まれた方とその年

に亡くなった方の差し引きで出したものです。社会増は転入者数と転出

者数の差を示したものです。社会増につきましてはマイナスに転じた年

があるのがご覧いただけると思います。 

５ページ右側に移りまして、「３ 産業の現状と動向」についてまとめ

たものです。まず一番初めに「農業の推移」としまして、グラフに農業

産出額を棒グラフ、販売農家数と販売農家の経営耕地面積を折れ線グラ

フでまとめたものを表示しています。農業産出額につきましては２００

５年（平成１７年）と２０１５年（平成２７年）とを比べますと、２０

１５年（平成２７年）の方が若干増えているのが分かると思います。と

ころが、販売農家数と販売農家の経営耕地面積につきましては、 

２０００年（平成１２年）を基準の１としまして、各年を指数で見たも

のを折れ線グラフにしておりますが、明らかに２００５年（平成１７

年）より２０１５年（平成２７年）は減ってきていることが伺えます。

５ページの右下の円グラフにいきますと２０１５年（平成２７年）の農

業産出額の内訳を載せています。市の農業産出額では果実が最も多いの

が分かります。次いで野菜、米となっております。 

資料６ページをご覧ください。（２）「商業の推移」としてグラフを表
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示しております。棒グラフで年間の商品販売額、折れ線グラフでは商店

数、従業者数をそれぞれ載せてあります。毎年の推移を見ますと年間の

商品販売額はこの調査のありましたそれぞれの年、年々状況が変わって

いるというのが分かると思います。商店数、従業者数につきましては２

００７年（平成１９年）から２０１４年（平成２６年）を比べますと減

少傾向にあります。 

（３）には「工業の推移」を載せています。棒グラフで製造品出荷額

等、それから折れ線グラフで事業所数と従業者数を載せています。こち

らにつきましては、それぞれ出荷額、事業所数、従業者数が毎年増減し

ているということがございます。そういったことがこのグラフから伺え

るかと思います。 

７ページをご覧ください。（４）に「産業構造の特徴」をまとめたもの

を載せています。まず①に産業別の従業者数・売上高を帯グラフで表し

ています。１つ目の帯グラフには産業別の従業者数を載せています。み

よし市と愛知県と全国を比較したものです。これを見ていただきますと

みよし市では製造業の従業者数が５０％近く占めていることがうかがえ

ます。続いて卸売業、小売業となっています。その下の帯グラフをご覧

いただきますと産業別の売上高のグラフになります。先ほどみよし市の

従業者数は製造業が１番多かったですが、やはりこちらの産業別売上高

を見ていただきましても、製造業が７割を超える売上高を占めていると

いうことが分かると思います。７ページの右側の②本市の製造業につい

てまとめたものを表示しています。本市の事業所数を製造業の中分類で

まとめています。それぞれの製造業の中でどういった分野の製造業の事

業所が多いのかを見ますと、金属製品製造業が最も多く、次いで輸送用

機械器具製造業、次いで生産用機械器具製造業という順番で円グラフの

方ご覧いただけると思います。その下は、本市の製造品出荷額等になり

ます。圧倒的に輸送用機械器具製造業が多く６割以上を占めているとい

うことが分かると思います。輸送用機械器具といいますと、船舶も含め

ということになりますが、この地域でいいますと専ら自動車関連部品と

いうことになります。 

続いて資料８ページをご覧ください。「４ まちの都市機能の状況」と

しまして、これまでみよし市が行ってきました土地区画整理事業の内容

をまとめた表とグラフを示しております。１９７１年（昭和４６年）か

らの三好第一地区の土地区画整理事業を皮切りにこれまでみよし市で

行ってきました土地区画整理事業をいつから始めたのかが、上の表でご

覧いただけると思います。その下には、市内で行いました主なプロジェ

クト、例えば名鉄豊田線の開通や、東名三好インターチェンジの開通、

三好ヶ丘ニュータウンの入居開始などを時系列で表示してあります。そ

の下でみよし市の人口の推移の変遷もご覧いただけるように棒グラフが

載せてあります。これまで土地区画整備事業を進めている中でみよし市

の人口が増加を続けてきたのがご覧いただけると思います。 

８ページの右側に（２）としまして都市施設（道路、公園、下水道）の

整備の状況をまとめたものを載せてあります。特に特徴的なのは、みよ

し市は下水道の汚水処理普及率が１９９８年（平成１０年）の６２.７％

から２０１６年（平成２８年）には９７.９％まで延びてきているのが大

きな特徴だと思います。 

（３）交通体系としてまとめたものです。さんさんバスの運行開始や、

東名三好インターチェンジの開通、国道バイパスの開通などです。特に

みよし市から西三河の特に豊田市を中心にした地域は、自動車でのモー

タリゼーションの発達を中心に考えられていますので、これまでの交通

体系の整備もこういった中で進められてきた部分でございます。 

（４）医療体制としまして、町立病院でこれまで運営されてきたもの

が、市民病院として２００１年（平成１３年）に現在の場所に移転しま
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した。その市民病院の概要をまとめています。 

資料９ページをご覧ください。「５ 土地利用の現状と動向」を載せて

います。これまでの地目別の土地利用の構成割合の推移を帯グラフで示

しています。（２）土地利用規制の現状として、市内の市街化区域と市

街化調整区域の割合を内側の円グラフでまとめています。 

市街化区域は３２.８％、市街化調整区域は６７.２％の割合です。 

市街化区域の３２.８％の内訳としては、住居系１９.３％、 

工業系１２.５％、商業系１.０％とこのような割合になっています。 

市街化調整区域の内訳の中で農用地が２３.０％を占めているのがこちら

のグラフで分かると思います。 

９ページの右側の図に移りますと、みよし市内でどのような土地利用が

されているかの分布を色分けで示したものです。住居地域、商業地域、

工業地域などが市内のどこに分布しているかをご覧いただけると思いま

す。 

１０ページをご覧ください。「６ 財政の現状と動向」についてまとめ

たものです。（１）歳入・歳出の推移におきましては、上の棒グラフは

一般会計に占めます財源別の歳入決算状況の推移を載せています。その

下は一般会計の財源別の歳出決算状況を載せています。目的別の算出の

決算です。こちらの方を見ていただきますと、本市の特徴でありますよ

うに、法人税が本市の財源の多くの部分を占めていることから、それぞ

れ毎年景気の動向によって歳入歳出の額が増減しているのが棒グラフで

分かると思います。（２）では、財政力指数３か年平均の推移と公債費

比率の推移を折れ線グラフで載せています。この財政力指数の説明が 

１０ページの右下の用語解説で、※印の１番目に載せてあります。財政

力指数は地方公共団体の財政力を測る指数として一般的に用いられてい

る指数で数値が１を超えるほど財政力が強いということになります。本

市におきましては、１を超えていますので、地方交付税が交付されない

不交付団体ということになります。この解説の上のところに表で財政力

指数のそれぞれ都市の規模別町村別の平均の財政力指数が載せてありま

す。そういうところを見ていただいても財政力指数が１を超えるという

のは全国的にも非常に少ないケースでございます。※２のところには公

債費比率の説明が載せてあります。公債費比率は地方公共団体が地方債

を借り入れした際、毎年度の元金の償還と利子の支払いが必要になりま

すが、それらに要する経費これを公債費としまして、一般財源との割合

を示しております。この公債費比率が高くなりますとその他の事業にあ

てられる財源が少なくなるということになります。公債費比率が少なけ

ればそれだけ他の事業にあてられる財源が多くなるということになりま

す。みよし市の公債費比率は全国的に比べると比較的少ない方だと財政

課からも聞いております。以上この１０ページまでが議題の「１ みよ

しの現状と動向」についてまとめたものとなります。説明は以上とさせ

ていただきます。 

 

伊藤会長：ただ今の説明について質問など受け付けますが、資料送付時

に事前にご質問を受け付けました際、１名の委員より提出がございまし

たのでまずはそれにつきまして事務局より説明、回答をよろしくお願い

致します。 

 

事務局（企画政策課長）：委員の皆さまのお手元に第２回総合計画審議会

の事前質問の一覧としまして、Ａ４横の両面印刷で１０ページにわたる

資料をお渡ししています。事前に委員の皆さまからご質問を伺いまして

回答を用意し、まとめたものでございます。まず議題１について山根委

員よりご質問をいただいておりますので、それについてご説明したいと

思います。担当部長から説明させていただきます。 
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政策推進部長：山根委員からのご質問は、５ページの外国人登録の推移

に関するものです。国は基本的に外国人を受け入れて人口増加を図るこ

とはしないという方針のように思われるが、市の方針も同じなのか、と

いうことでございます。 

みよし市に住んでいる外国籍の方は企業活動の動向によって大きく影響

を受けていて、企業の経営回復と共に外国人登録者が増えて、みよし市

に住んでいただいているという現状でございます。みよし市の施策とし

て積極的に外国人を受け入れていくといった展開はございません。今の

状況は、市内の企業の企業活動によって、働き手として外国籍の方もた

くさんいるという状況です。 

 

伊藤会長：山根委員よろしいでしょうか。 

 

山根委員：はい。 

 

伊藤会長：その他ご意見はございますか。 

 

天石委員：事前に質問書を送っておけばよかったのですが、福祉を担当

しておりまして気になることがございます。人口増加について説明があ

りましたが、世帯動向に対する説明がありませんでした。ダイバーシ

ティ（多様性）という言葉がありますが、単独世帯がどんどん増えてい

ると実感しています。中でも一番多いのが独居老人。これは連れ添いが

亡くなられたり、あるいはお独りでずっときて歳をとってしまったり、

そういう方がすごく多いのではないかと思います。そういう状況の中

で、ふと思ったのですが、この資料の背表紙に事務局がみよしの市民憲

章を付けています。この中で以前から引っかかっていたのが、２番に

「しあわせな家庭をつくり」とあり、ここに引っかかります。つまり、

単独世帯の割合を調べてほしいのですが、連れ添いに亡くなられてし

まった人や結婚の機会なく歳をとった人の比率はすごく増えています。

今や子持ちの世帯より単独世帯の方が全国的には多いという話を聞いて

います。先ほど言いましたが、価値観の多様化により結婚しない人も増

えている中で、「家庭をつくる」ということを全市的にやっていいもの

かと感じます。家庭とはどういうことかと、ここに来る前に広辞苑を見

てきました。家庭とは、親子、夫婦などが生活を共にする社会最小の集

団です。そうすると、今の独居老人は場違いとなるのでしょうか。そう

いう方がすごく比率が少ないなら、「幸せな家庭をつくる」ことはすご

く良いことです。そうでないなら、そういう方を仲間に入れていないの

ではないか、という誤解を招きませんか。もう１つ市民憲章の中でいえ

るのは、もっと支え合いとか、関心を持つというような言葉が入ってき

ても良いのではないかと思います。そういったことを論議するのは総合

計画の審議会ではないかと思ったのですが、その辺のことについてご検

討いただきたい。社会環境の変化について、さまざまなことが改善され

ていかなければなりません。その１つには市民憲章もあるのではないか

と思います。一度作ってしまったら、神聖にして侵すべからずではない

のではないかと思いまして、この辺のことについて福祉の担当として

引っかかるところがございます。本当に独居老人の数はすごく増えてい

ます。そういう方に集まっていただいてボランティアをやるのですが、

その中で切実な声が挙がっています。私は毎日独りだ、誰も相手にして

くれない、口を利く機会もない、ご飯を独りで作って食べるとわびし

い、こういう集まりを作ってくれ、皆さんとお話できるだけですごくう

れしい、楽しい、そういった声です。それは家庭ではありません。家庭

のような広いつながり、そういったこともどこかで検討する必要がある
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のではないかと思います。長くなってしまいましたが、ご検討をよろし

くお願いします。 

 

伊藤会長：事務局いかがでしょうか。 

 

副市長：ご意見ありがとうございます。ブータンでは国民総幸福量（Ｇ

ＮＨ）という指標を打ち出しており、日本でもそういった指標を取り

扱っている自治体はありますが、幸せな部分というのは家庭と限られて

しまってはいけない、というご意見をいただきました。この市民憲章に

つきましては推進協議会というものがあり、今現在は活動していないわ

けですが、時代に合った市民憲章の改変は必要だと思いますので、総合

計画とはまた別にそれはやらせていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

天石委員：ぜひその時に、特に老人の独居世帯の推移、子持ち世帯と単

独世帯の比率の推移についてみよし市の分析をしていただきたいと思い

ます。 

 

伊藤会長：事務局は今のご質問にあった資料は用意していただけます

か。２ページ、３ページはご指摘の世帯に関する資料がないということ

ですが。 

 

福祉部長：みよし市の高齢者の単独世帯につきまして、過去３年分でし

たらすぐに出せると思います。 

 

伊藤会長：では次回以降資料を提示していただくようお願いします。総

合計画の基礎資料として見ていただけたらと思います。他に何かご質問

はございますか。 

 

原田委員：今ご説明していただいた資料は第２次総合計画の序論の部分

になると言われましたので、細かく教えていただきたいです。よろしく

お願いします。５ページですが、私も農家ですので、現況の報告の中で

販売農家数が特に減少が見られますが、逆に言えば農業算出額は大きく

は下がっていません。あえて言うならば２００５年（平成１７年）から

２０１５年（平成２７年）は上がっています。この動向を踏まえて少し

文言を足していただきたいと思います。多分ここは農家や農業法人が一

生懸命努力しているということだと思います。この動向について少し文

言を足していただくと、頑張っている方には見ていただけるかなと思い

ます。農家としても農業人口が減っているのは重々承知しております

が、生産額は増えている。面積も大きくは減っていないといえるのでよ

ろしくお願いします。 

７ページの本市の事業所数の輸送用機械器具製造業の大半を占めるのは

自動車と説明があったので分かりましたが、それ以外の分類についても

おそらく全部自動車関連だと思いますが、教えていただきたいです。 

 

伊藤会長：事務局よろしいでしょうか。５ページの農業の現状につい

て、視点として生産額自体は減ってないことに関してお願いします。 

 

政策推進部長：最初のご意見では、農業産出額については２００５年

（平成１７年）から２０１５年（平成２７年）の間に増えているという

ことと、この要因をここに追記したらどうかというご意見をいただきま

した。 
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伊藤会長：要因もそうですが、事実をということだと思います。例えば

農業の推移と書かれている所にその事実を記載してほしいということだ

と思います。 

 

原田委員：多分農業法人が頑張ったからだと思いますので、そういった

要因を書き加えていただきたいです。 

 

政策推進部長：今全体の記載の仕方としては現況の結果を述べておりま

すので、先ほど言っていただいたように、農業法人についてはこの１０

年間で増えている。こういう結果を追記するような出し方でよろしいで

しょうか。 

 

原田委員：お任せします。よろしいです。 

 

政策推進部長：きちんとそのように追記したいと思います。よろしくお

願いします。 

 

伊藤会長：もう１点の方について、７ページの製造業の分類項目につい

て説明お願いします。 

 

事務局：７ページの円グラフで、輸送用機械器具製造業は自動車関連部

品がほとんどである、という説明をしましたが、その他のそれぞれの項

目にはどんなものがあるかというご質問でよろしかったでしょうか。 

 

原田委員：円グラフの中に個々の項目がありますが、大雑把に何が含ま

れるのかを教えていただきたいです。市内にはさまざまな企業があるの

で分かりますが、一般的に何を指すかの例示でよいです。 

 

事務局：こちらの方につきましては、お調べした後、改めて資料をご提

出したいと思います。 

 

伊藤会長：分かりました。よろしくお願いします。その他にご質問はあ

りますでしょうか。 

 

植松委員：資料ありがとうございます。今の農業の話のデータをどう読

み解くかということにも関わると思いますが、現況と動向を整理すると

それをどう評価するかという段階が間違いなく入ってくると思います。

私も農業の所で疑問に思ったのですが、戸数とか販売農家とか数字は落

ちていますが、売上げは下がっていないという点などを、どのように評

価してプラスなのかマイナスなのか、総合計画上はこれをよしとして扱

うのか、改善すべきはどこか。そういう発想で見るために現状が整理さ

れているのだろうと思います。そういう意味ではまず現状はこういうこ

とだというのはあると思いますが、もう少しプラス、マイナスは数字的

にも難しいと推察しますが、それぞれの評価のようなものをどこかにま

とめて整理をしないと、せっかく整理していただいても読み解く部分を

逃してしまうのではないかと思います。これは商業も同じですし、先ほ

どの世帯の考え方も世帯あたりの人数が減っているという問題も、それ

をどう咀嚼するのか、それを総合計画上はどういうもので手当てするの

か、しないのかという辺りが流れとして見えてくるようにすると、全体

として外れないものになりますし、周りの方にもよく見えるものになる

のではないかと思います。今日どこまでという話は難しいと思います

が、全体としてこれを整理するにあたって、現状から課題を整理される

とよいと思います。 
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事務局（企画政策課長）：ありがとうございました。今、植松委員からご

意見をいただきました農業の部分は、原田委員のご意見と重なる部分が

あると思います。どうしても全国的に農家数が減少傾向にあるというの

は全国的な流れで、これは皆さんご存知の通りです。それを止めること

は難しく、これからもますますそういう傾向は続いていくと思います。

そういうこともありまして、現在の総合計画の中で本市の担い手農家、

農家ができなくなった方の農地を預かってそれを耕作する受け皿になっ

てくれる担い手農家を増やしていきたいということで事業を進めていま

す。今日の資料の別冊「施策評価シート」の２９ページの農業の施策評

価シートが載せてありますが、ご覧いただけますでしょうか。上から大

きな２列目にめざそう値がありますが、担い手農家数は１番上にありま

す。次に担い手農家の経営耕地面積があります。これが初年度から増加

傾向にあるのが分かると思います。どうしても農家を続けられなくなる

農家が増えてきている現状の中で、担い手農家数を増やしていこう、担

い手農家が耕作する面積を集約して増やしていこうという形で事業を

行ってきており、今回伸びてきているのがこちらの指標からもうかがえ

ると思います。先ほどの資料の５ページで、２００５年（平成１７年）

から２０１５年（平成２７年）にかけて農家数は減ってきていますが、

農業産出額は減らず、むしろ増えているということにつながってくると

思います。そういった部分をこの産業の現況と動向の推移の部分で、も

う少し詳しく表記するように努めてきたいと思います。 

 

事務局（政策推進部長）：植松委員がおっしゃったとおり、当然現状を

掴んだ上で、どう評価するか、これからのみよしのまちづくりに反映し

ていくか。これは一番基本でございますので、今日の資料としては現在

までの事実を提示させていただいており、この後に評価というものが必

ず出てまいります。それを一括で評価するのか、これから基本施策を

作っていく中で基本施策ごとに課題を出していくのか。これから計画づ

くりをしていく中でつなげていきたいと思っております。 

 

伊藤会長：よろしくお願いします。ではよろしいでしょうか。 

 

三宅委員：現況ということでデータ的には良いと思うのですが、確かに

福祉の方で話が挙がったことは本当にそのとおりだと思いますので、そ

ういったデータはしっかり出してほしいと思います。 

気になる問題で、総合計画はこれからのことですので、データに現れな

いものも出てくると思います。今、自動車のＥＶ（電気自動車）化が喫

緊の課題ですので、私も知り合いのみよし市の人に聞くとどうしてよい

か分からないという不安を持っていらっしゃるようです。現況は確かに

数字から見ると達成しているかもしれませんが、一人一人の心の問題も

あり、特に経営者は不安を感じて、なるようになると話をする人もい

らっしゃいます。これがまさに現況です。特にみよしの場合は７割が製

造業であり、おそらくプラスチックなど名目上分かれているものも車関

係だと思います。こういった市民の不安を総合計画の中で緩和できるよ

うな書き方も必要だと思います。ＥＶ（電気自動車）化すると１/３の部

品がなくなってしまう。今の不安というのは、私も自動車産業に携わっ

てきたので、特に中小企業の気持ちは分かります。だから現況のデータ

は確かによくできていると思います。ですから、ただ不安を抱えてこれ

からの総合計画を立てていくということではなく、総合計画は先のこと

ですので、市民や中小企業の不安が、「なるほど市はこういう風にいく

のだな」というのがあれば、もう少し気が楽になるのではないかと思い

ます。 
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伊藤会長：その点は加味されながら計画されると思います。将来予測の

所でも確かな部分と近々の課題は見分けがつくと思いますので、その辺

を考慮しながら今後作っていただきたい。 

 

事務局（政策推進部次長）：先ほど７ページで原田委員からご質問をい

ただいた産業分類についてお答えさせていただきます。この分類につき

ましては工業統計というものを国が行っており、その中に詳しく決めら

れておりまして、例えば輸送用機械器具製造業という分類では、もちろ

ん自動車を作るというのはもちろんですが、それに伴う部品やそういっ

たものを組み立てる産業も含まれております。それから生産用機械器具

製造業という分類では、ご指摘の通り自動車部分も入っているのではな

いかということですが、その通りでありまして、例えば農業用器具や金

属加工の機械器具など、自動車産業と縁があるというようなものであり

ます。それから金属製品製造業という分類がありますが、こちらについ

ては、ブリキ缶やメッキといった金属製の板を作る金属製品製造業とい

うことになります。それからプラスチック製品という分類があります

が、こちらは発泡剤ですとかそういった材料です。車で言うとバンパー

などそういったものが入ってくると思いますが、発泡強化プラスチック

の製品を作るのがプラスチック製品製造業となります。電気機械は字に

書いてある通りですが、電気の機械器具の物を作るということでありま

す。それから鉄鋼業では鋼材や製鉄あるいは表面処理をするような金属

も入るという分類がされています。それから化学工業は化学肥料、医薬

品、化粧品などが入ることになっておりますので、この点について参考

にしていただければと思います。いずれにしても自動車産業と関連のあ

る分野であることは間違いないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

伊藤会長：では議題の２に入らせてもらいます。「みよし市の人口見込

み」について事務局から説明をよろしくお願いします。 

 

（２） みよし市の人口見込み 

 

事務局（企画政策課主任主査）：企画政策課の三浦と申します。それで

は「議題（２）みよし市の人口見込み」についてご説明いたします。資

料は１１ページをご覧ください。 

計画、施策等の立案に際しましては、それらの前提となる人口の規模そ

れから構造に関する基礎資料が必要不可欠でございます。第２次みよし

市総合計画策定に際しての基礎資料とするために、人口の見込みをたて

させていただきます。 

今回たてました人口の見込みに触れる前に現在公表されている人口の推

計について簡単に触れさせていただきます。まず(１)現行計画における

人口の推計でございます。２０１５年（平成２７年）に現行の総合計画

の見直しを行いまして後期基本計画では目標年次であります２０１８年

（平成３０年）の人口を６２,０００人と設定しました。しかし、その後

本市の人口は伸び続けてきましたが、人口の増加が鈍化しつつあるとい

う現状がございます。 

続きまして、（２）人口ビジョンによる推計でございます。人口ビジョ

ンというのは、２０１４年（平成２６年）に国が人口減少に歯止めをか

け、東京一極集中の是正を目指すため、「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定しました。それを受けまして、しばらくは人口増加を続け

るみよし市ではございますが、本市におきましても将来的な人口減少や

超高齢社会を見据えた対策を講じるため、２０１６年（平成２８年）３

月にみよし市版の「まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」
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を策定しました。その中ではさまざまな施策を打つことにより、合計特

殊出生率（女性が生涯のうちに産む子どもの数）と移動率の維持を目指

して持続可能なまちづくりを推進することとしています。人口ビジョン

に掲げている目標人口ですが、１１ページ下段に記載しています。 

２０４５年(平成５７年)に６６,０００人のピーク人口を迎えまして、 

２０６０年(平成７２年)に６４,０００人を維持しようという見込みをし

ております。それをグラフ化したものが、１１ページの右上のグラフに

なります。 

それでは第２次みよし総合計画における人口見込みについてですが、

（３）をご覧ください。第２次みよし市総合計画策定における人ロ見込

みにつきましては、人ロビジョン策定時の将来人口の考え方、それから

推計方法を踏襲することを基本としました。基準人口については、 

２０１７年（平成２９年）４月１日現在とし、人口見込みを算出してお

ります。それでは将来人口見込みの結果ですが、１２ページをご覧くだ

さい。 

基準人口の時点修正をした結果の人口推計でございます。灰色の部分を

見ていただきますと、第２次みよし市総合計画の基本計画の目標年次で

ある２０２８年（平成４０年）では６３,７００人、基本構想の目標年次

である２０３８年（平成５０年）では６５,０００人を見込んでおりま

す。詳しい数値につきましては下段の表１をご覧ください。えきよし地

区、きたよし地区、なかよし地区、みなよし地区の４区分で掲載してお

ります。１番下の段には市の総人口として数値が書かれています。表の

見方としまして、上段の数値が実数値、下段の括弧書きの数値は１０の

位で端数処理をしたものになります。表を見ていただきますと基本計画

の目標年次である２０２８年（平成４０年）に市の総人口が６３,７００

人、基本構想の目標年次である２０３８年（平成５０年）に６５,０００

人となっています。第２次総合計画の計画期間では人口の伸びが継続さ

れていくという見込みとなります。それから２０４７年（平成５９年）

まで人口が増加し、それ以降徐々に人口が減少していくのが読み取れる

と思います。こちらの表をグラフ化したものが１３ページです。青色の

グラフが２０１６年（平成２８年）に推計した人口のグラフ、赤色のグ

ラフが今回の推定によるグラフなります。人口ビジョンの作成時よりも

若干人口が目減りしているのが分かると思います。 

それでは１４ページをご覧ください。今回の推計の人口の構成となりま

す。表の見方としましては、上からえきよし地区、きたよし地区、なか

よし地区、みなよし地区そして市全体という順で人口割合を掲載してお

ります。市全体では、２０２８年（平成４０年）の基本計画の目標年次

の所を見ていただきますと、老年人口の割合が２０％になり、５人に１

人は老年人口となります。基本構想の目標年次となる２０３８年（平成

５０年）には、市全体の老年人口の割合が２５％となり、４人に１人が

老年人口ということになっております。人口は伸び続けているのです

が、高齢化が進展していくのが分かると思います。 

１５ページをご覧ください。左のグラフは市全体のグラフ、それから右

側のグラフは各地区のグラフとなっております。特徴的なのは右上のえ

きよし地区のグラフです。２０１７年（平成２９年）には老年人口が１

０％で若い地区となっておりますが、２０３７年（平成４９年）には一

気に高齢化が進行していくのが見てとれると思います。人口の見込みに

ついての説明は以上です。 

 

伊藤会長：議題（２）につきましては事前の質問がございませんでし

た。この場で何かご意見、質問はございませんでしょうか。よろしいで

すか。２０１６年（平成２８年）に作られました人口ビジョンの考え方

を基にして、現在の人口を基準にしてもう一度再計算したものが１３
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ページの赤の方のラインになります。これを今後の総合計画の基礎資料

としていくということでよろしいでしょうか。 

では、ご意見などございませんので、「議題（３）第１次みよし市総合

計画の評価結果」についての説明を事務局よろしくお願いします。 

 

（３） 第１次みよし市総合計画の評価結果 

 

事務局（企画政策課副主幹）：「議題（３）第１次みよし総合計画の評

価結果」について企画政策課近藤から説明させていただきます。資料に

つきましては１７ページ以降、それから別冊でＡ３横の冊子がございま

す。個別評価をしたものが別冊になっております。説明については審議

会資料（本編）でさせていただきます。 

まず基本的な所ですが、評価にあたっては現行の総合計画自体に６つの

基本目標があり、その下に２２の施策の大綱、そのさらに下に５７の施

策がございます。さらに細かくしていくと、１２０の基本事業、個別事

業があります。あくまでここでの評価は基本目標などの施策の実現を目

指して、２０１５年（平成２７年）３月に策定しました現行の総合計画

後期基本計画で立てた目標値が冊子の方についていますが、めざそう値

をベースに現時点での見込みの評価を振り返って行ったものでありま

す。評価の方法については、基本事業ごとの内容について１７ページの

左の中央にありますが、評価基準ということで成果指標(めざそう値)の

達成度がどの程度だったかについて、上から完全にできたものが 

１００％はＡ、８０～１００％はＢ、というような形でランク付けを

行っていきました。こういったことを検討して今後の展開方針としまし

た。右の評価シートの見方をご覧ください。例として挙げているのが、

施策名「まちの顔づくり」で、これが５７ある施策の中の１つとなりま

す。「基本事業の評価」の部分に「１ 中心市街地の整備」という基本

事業、そして「２ 魅力ある駅前づくり」という基本事業がございま

す。「中心拠点の整備」の基本事業はもう少し上の指標、めざそう値の

動きを見てみますと「基本事業１、１、１」と書いてございます。ここ

では基本事業「１ 中心市街地の整備」の中で「図書館学習交流プラザ

の整備」が全体の６０％、「内環状道路の整備」が３０％、「中心市街

地基本構想の策定」が１０％、全体で１００％になるようなウェイト付

けをしています。「図書館学習交流プラザの整備」はウェイトが６０％

で達成度が１００％なので６０％、「内環状道路の整備」はウェイトが

３０％で達成度が７０％なので２１％、「中心市街地基本構想の策定」

のウェイトが１０％で達成度が１００％なので１０％で、合計９１％に

なります。評価基準でどこに該当するかを見ると、８０～１００％（未

満）に当てはまるということでＢという評価になります。 

１８ページでは、現行の総合計画の評価結果を総括として示していま

す。Ａ評価が６０事業、Ｂ評価が４９事業です。Ａ評価とＢ評価で１０

９事業ということで、ここの中では約９０％の事業がＡ評価ないしＢ評

価となっています。Ｃ評価につきましては９つの事業が該当します。ま

たＤ評価、Ｅ評価につきましては１事業ずつございます。Ｄ評価の事業

を見ると、施策としては「緑に包まれ、水に親しむ、快適で美しいま

ち」ですが、その中で「愛知用水の上部利用」という事業が該当しま

す。これは愛知県との関わりがあるため、一部市の方で整備しきれな

かったという状況によるものになります。またＥ評価については、先ほ

どと同じ施策の大綱になりますが、「公園」の中で具体的には福谷公園

について着手することができませんでした。山根委員からも事前の質問

でありましたが、先に三好公園、保田ヶ池公園の整備を着手しており、

こちらまで着手できなかったということです。振り返ると全体的には平

均点９割強という結果にはなっていますが、できていなかった事業の振
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り返りをしております。 

資料の１９ページにさらにこれを細かくして施策の分野、基本事業の達

成度の内訳を示しています。右の方には、関連して市民アンケート調査

結果による満足度、重要度も参考に付けさせていただいております。先

ほどの例えば公園や愛知用水の上部利用は、市民満足度の順位は４位と

いう極めて高いわけですが、重要度も高くなっています。 

２０ページ以降は基本目標ごとに各事業のめざそう値の実績と見込みを

一覧にしております。 

現行計画の評価結果については、第２次総合計画の施策の体系や基本計

画を作る上での基礎的資料として、今後の方向性をしっかり踏まえた中

で、先ほど植松委員も言われたことも含めて、今後につなげていく振り

返りとさせていただきたいと考えています。 

 

伊藤会長：ただ今の説明につきまして事前の質問・意見が２名の委員か

らございましたので、それにつきまして引き続き事務局より質問・意見

の回答をしていただきたいと思います。 

 

事務局（企画政策課長）：それでは第２回総合計画審議会の事前質問一

覧表の資料をご確認ください。「議題（３）第１次総合計画の評価結

果」につきまして、山根委員と新谷委員からご質問、ご意見をいただい

ております。ます山根委員のご意見について、それぞれ各部長の方から

回答していただきたいと思います。 

 

都市建設部長：都市建設部長の宇野と申します。山根委員のご質問につ

きまして、まず別冊P.３施策名「公園」基本事業４番、福谷公園の整備

でございます。「２０１８年（平成３０年）でも未整備となっている

が、いつ改修できるか検討されているのか」というご質問でございま

す。これに対しまして、福谷公園は約３haございますが、この整備につ

いては、現在整備中の三好公園、保田ヶ池公園の整備が完了次第、着手

していきたいと考えております。予定といたしましては２０２０年（平

成３２年）度にワークショップを実施し、順次整備を進めていく計画を

しております。なお現在でも公有地の拡大の推進に関する法律がござい

まして、これに基づいて用地の買取り希望があれば随時購入し、公園用

地の確保に努めている状態です。 

次に２６ページ施策名「道路・橋梁」の基本事業４番の自転車・歩行者

専用道路の整備でございまして、「整備されたという情報がほとんど伝

わっていないのでは」ということですが、おっしゃる通りです。「整備

の基本方針が知りたい」ということですが、基本的には面整備で行って

いる状況で、自転車・歩行者専用道路の整備は主に区画整備事業により

整備を進めております。事業主体から依頼を受けた段階で整備をしてい

る状況です。現在はアイ・モール北側のみよし中部の土地区画整理区域

内で都市計画道路の幅、歩道幅員が５.５ｍございまして、この歩道を利

用しまして自転車道の整備をしております。 

 

教育部長：教育部長の柴田と言います。３８ページ「高等教育と地域連

携」という項目で「公開講座の内容で市民からの要望は出ているのか。

要望を出すとすると市の窓口はどこか。」というご質問をいただいてお

ります。現在、愛知教育大学が実施しております。講座内容の要望につ

きましては具体的にいただいてはおりません。市の担当窓口がおります

担当課は生涯学習推進課となります。 

 

市民協働部長：市民協働部長の柴田です。４１ページ「男女共同参画」

というところでご質問いただいております。質問としましては、「市議
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会議員や各種委員会等の委員長に女性を増やす対策などを検討してこら

れているのか。」ということで市議会議員や各種委員会等の委員長につ

いては、男女を問わず委員会等の性質や意向により選任されているとい

うことでございます。女性委員の登用については、「みよし男女共同参

画プランパートナ２０１４-２０１８」において、数値目標(２０１８年

（平成３０年）度まで３５％)を掲げ、女性委員の登用状況を毎年確認す

るとともに、職員研修では今年４月に全職員を対象に女性の登用につい

ての向上を啓発しています。 

 

伊藤会長：ありがとうございました。山根委員よろしいでしょうか。 

 

山根委員：はい。ただ、こういう質問が出るということは、ほとんどの

人はやはり知らないということなので、できましたらここにあるよう

な、公園の整備時期や自転車専用道の完成時期などは頻繁に「広報みよ

し」などで紹介するなど、情報が伝わるようにしていただくとありがた

いと思います。どうもご検討いただきましてありがとうございました。 

 

事務局（企画政策課長）：事前質問一覧の３ページ以降になりますが、

あらかじめ新谷委員からご意見、ご質問をいただいております。この別

冊の施策評価シートのそれぞれの施策ごとにご質問いただいております

が、内容は同じであります。新谷委員からのご意見は「ハード系の評価

については、指標(量)をもとにある程度評価できると考えますが、市民

の理解、共有や生活に直結するソフト系の施策については、質(内容)の

評価が重要であると考えます。施策の質の評価、特に現状、課題の要因

について、紙面を補完する報告を伺いたい。」ということでご意見をい

ただいております。今回新谷委員からいただいております、それぞれ施

策に対する質問をこの事前質問一覧の３ページ以降１０ページまでまと

めてございます。この施策評価シートを補完する内容を回答の方でまと

めさせていただきました。今回こちらの資料のご提示をもちまして個々

の説明を省略させていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと

思います。 

 

伊藤会長：新谷委員よろしいでしょうか。 

 

新谷委員：丁寧に答えていただき感謝しております。質問にも書いたと

おり、めざそう値というのは数値ですので、１つの事業がきちんと成立

するには場所も大事ですが、なにより人だと思います。人があって場所

があって費用がかかって１つの事業が完結するので、人の部分、内容の

部分が数値だけだと読み取れないので、今後これを基に第２次総合計画

を考えていくわけですから、そういった意味で何をみないといけないか

を教えていただきたいと思います。一つ一つリクエストにきちんと答え

ていただいて、どういった問題意識があるのかが分かりましたので感謝

いたします。 

 

伊藤会長：それでは他にご意見ご質問はありますか。 

 

伊豆原委員：質問というよりも次に向けてですが、個々の評価シートを

やっていただいてやり方そのものはよいかと思います。ただし、あくま

でもこれは自己評価で外からの評価をされたものではない。先ほど新谷

委員が言われましたが、自己評価をどうみるかというのはどこかで検討

するのでしょうか。施策の総合評価に成果と課題、それから今後の展開

が述べられていますが、これからこれをどう生かしていくかが私には見

えませんでした。ぜひ次の審議会でそういう話が出てくると思いますの
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で、先ほど現状と動向の話がありましたが現状と動向を踏まえていくと

評価とどう整合するのかという辺りを整理していく必要があるかと思い

ます。 

それともう１つ、前回の総合計画に携わった者としては、前回の評価プ

ラス新たな課題という話がこれから出てくるだろうと思います。しか

し、前回の評価をしたからといって新たな課題が見えてくるとは思えな

い。だからその辺りをどう深めていくかということがこれからの次のス

テップになると思います。 

３点ほど言いました。この自己評価をどう使うか、外のいわゆる外部評

価が、できればこのメンバーで評価をしたいがそこまでやれるかどう

か。物理的に時間の問題もあるでしょうから、少しこの辺りも踏まえて

次のステップを考えていったらよいのではないかと思います。 

 

伊藤会長：今のご意見を踏まえて、事務局からございますでしょうか。 

 

伊豆原委員：答弁を求めたわけでなく意見なので結構です 

 

伊藤会長：では他に何かございますか。 

 

田中委員：本日はこのような非常に細かい資料をお渡しいただいて、基

本となる本市が抱える課題などを理解したと思います。ただ今日数人の

方からだいたい同じ質問があったと思いますが、数字の背後の意味につ

いて考えたいということです。数値として現状は浮かんでくるが、先ほ

ども出ましたが、将来構想としてこの変化の先に何を読み取って、どう

対処するか。例えば今回最初に出てきた人口の変化ですが、みよし市に

関していえば、愛知県全体の人口増加率が１.０であるのに対して、みよ

し市は２.８であり、こういうストロングポイントは我々の目に付きます

が、同時に２００５年（平成１７年）から２０１０年（平成２２年）ま

でのみよしの増加率は６.８％であったのが２０１０年（平成２２年）か

ら２０１７年（平成２９年）までに２.８％となっており、マイナス４％

となっています。愛知県の方はこの間２.２％つまり１％しか落ちていま

せん。そうすると、この市は変化が激しいのです。急激に平均以上に落

ちてきているものが非常にたくさんあるということです。それに先ほど

出ました単独世帯の増加についてですが、２００７年（平成１９年）ぐ

らいから日本は単独世帯が最多です。いわゆるパパ、ママ、子どもとい

う標準世帯が標準ではありません。そのこともやはり先ほど出てきまし

たが、それもかなり変化の増減率として考えると、１９８９年（平成元

年）に３.３８だった平均世帯人数が、２０１６年（平成２８年）には

２.５９ですから１ポイント近く落ちているような変化の意味も我々は共

有していかないといけないと思います。またそれによってどう対処して

いくか。今回３つの議題がありましたが、（１）と（２）が非常に重要

であり、土台として共有して考えていく非常に重要な課題であったのに

対して、（３）の「第１次みよし市総合計画の評価結果」も今回やって

しまった。簡単に言うと時間が足りないし、議論する時間も足りない。

貴重なデータをみんなで共有し吟味する時間がなかったのではないかと

思います。今日いくつか重要な指摘がありましたので、自動車産業の問

題もそうです。あきらかにリーマンショックの２００８年（平成２０

年）からガラっと落ちています。みよしの産業構造から考えても世界経

済、グローバル経済とも非常に激しくリンクしています。他のどの地域

よりも強い形でリンクしているので、非常に生産が落ちている。そうす

ると当然法人税が落ちてきて、行政のさまざまな運用に支障が生じま

す。グローバル経済ともリンクしているし、経済社会の変化で単独世帯

の増加、それから人口の見込みも本当は合計特殊出生率をきちんと出し
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て、示してこの市の女性が生涯何人産んでいるのか、変化を示さないと

見込みはできないはずです。この地域の女性の生涯合計特殊出生率とし

て何名ということを考えないといけないし、女性の人数ですね。結婚さ

れる人数の変化も把握しないといけない。先ほどの単独世帯もそうです

し、ダイバーシティということですから、ＬＧＢＴなどさまざまな問題

が出てくると思います。せっかくお集まりになっているので、さまざま

なご意見やお考えを持っているので、時間的余裕を持たせてもらえれ

ば、なおありがたいというのが正直な感想です。この（１）、（２）の

議題がかなり重要だったと思います。 

 

伊藤会長：他に何かご意見などございませんか。よろしいでしょうか。 

田中委員からお話がありましたが、今回は皆さんと共有すべき非常に重

要な案件だったと思いますが、時間が少し足りなかったようです。皆さ

んで見ていただきながら、今後また機会があるときにご意見をいただけ

たらと思います。では、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）：：どうもありがとうございました。 

 

４ その他 

 

事務局（政策推進部次長）：次に４のその他として、次回の審議会の開催

予定日ですが、１月２６日(金)午後を予定したいと思います。詳細な日

時につきましては、伊藤会長とご相談させていただき、できるだけ早い

時期にご通知申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。長

時間にわたるご審議どうもありがとうございました。以上をもちまし

て、第２回みよし市総合計画審議会を閉会いたします。どうも本日はあ

りがとうございました。 

 


