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令和３年度 第１回 高砂市総合政策審議会 全体会 

議事録 

開催日時 令和３年７月８日（木）1０：00～1０：４５ 

開催場所 高砂市役所南庁舎 ５階大会議室 

会長 

副会長 

山口 隆英 会長 

田端 和彦 副会長 

委員 

（名簿順） 

出席 

２８人 

出席 中尾 進委員 出席 増田 賢藏委員 出席 松井 藍委員 

出席 松本 克英委員 出席 見上 恵美子委員 出席 和田 泰樹委員 

出席 清水 美代子委員 出席 眞榮 和紘委員 出席 寺延 順市委員 

出席 西牟田 和子委員 出席 濱中 美佐子委員 出席 春下 充代委員 

出席 藤本 翼委員 出席 藤原 英修委員 出席 村松 眞由佳委員 

出席 山里 護委員 出席 田端 和彦委員 － 東野 アドリアナ委員 

出席 山口 隆英委員 出席 稲垣  稔委員 出席 大西 正起委員 

出席 福島 孝一委員 － 増田 章吾委員 出席 松下 尚平委員 

出席 竹田 潔委員 出席 破魔 淳司委員 出席 山口 光一委員 

出席 坂本 竜之介委員 出席 小林 誠委員 出席 小川 佳宏委員 

議事 

協議事項 

（１） 会長、副会長の選出について 

（２） 審議会の運営に関する規程について 

（３） 審議会の公開について 

（４） 高砂市総合計画について 

（５） 部会の設置について 

資 料 

事前配付資料 

高砂市総合政策審議会委員名簿 

高砂市総合政策に関する条例 

高砂市総合政策審議会規則 

高砂市総合政策審議会の運営に関する規程（案） 

高砂市情報公開条例（抜粋） 

高砂市総合政策審議会の公開について（案） 

第５次高砂市総合計画実施計画（行政経営プラン） 

当日配布資料 

第５次高砂市総合計画について 

高砂市総合政策審議会委員名簿部会案 

高砂市×ＳＤＧｓ 
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議事の経過 

開 会  

＜本日の資料の確認＞ 

＜本日の進行について説明＞ 

＜事務局・オブザーバー紹介＞ 

＜会議の成立＞ 

 

高砂市長 挨拶 

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、また朝からの警報が出ている中でござい

ますが、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。この高砂市総合政策審議会は、平

成 27 年に設置をし、２年ごとに委員をお願いをさせていただきまして、今年度で 7 年目、4

回目の委員改選となります。委員の皆様には、今年度と令和 4 年度までの委員をお願いいた

しましてよろしくお願いを申し上げます。さて、令和元年度から 2 年間、総合政策審議会の皆

様には、ご審議をいただき、第 5次高砂市総合計画を今年度 4月から計画期間としてスター

トさせていただいております。10 年後の将来像、暮らしイキイキ未来ワクワク、笑顔と思いや

り育むまち高砂として、令和 3 年度から、皆様とともに、住みたいまち高砂を目指して取り組

んで参りたいと考えております。その取り組みにつきましては、各委員の皆様方が活動されて

いる中で、もっと住みたいまち高砂のため、ご提案をいただける審議会にしたいと考えており

ますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。また、高砂市の未来のため、環境経

済社会の持続可能な成長を目指すために SDGｓの考えを取り入れました。それから 2050

年、温室効果ガス排出量全体としてゼロにするカーボンニュートラルに向けても高砂市も取り

組んで参りたいと考えております。今年度から、高砂市が主催をする会議におきまして、ペッ

トボトルのお茶をお配りすることを廃止させていただきました。石油由来のプラスチックを使

わない行動の一つとして、皆様にはご不便をお願いすることとなりますが、環境に配慮した行

動にともに取り組んでいただきますようご理解とご協力をお願い申し上げます。結びになり

ますが、コロナ禍を乗り越えたウィズコロナポストコロナの新たな時代に向けて、みんなのあ

りたい未来が叶えられるよう、今後の高砂市が、さらによりよいまちになるよう、2 年間よろ

しくお願い申し上げます。簡単でございますがご挨拶とさせていただきます。 

 

＜委員委嘱＞ 

 

協議事項 １ 会長、副会長の選出について 

（事務局） 

事前配付資料の4ページ、規則第５条、審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこ

れを定めると規定しています。会長副会長を定めることについて、特にご意見等がございま

せんでしたら、前任期でも、会長副会長お願いいたしました、兵庫県立大学の山口委員を会長

に、兵庫大学の田端委員を副会長にご提案いたしたいと存じますがいかがでしょうか。 

拍手で承認 

それでは山口委員と田端委員には、会長副会長の席にお移りいただき、一言ずつお願いしま
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す。 

 

（会長） 

兵庫県立大学の山口と申します。引き続き会長職を務めさせていただきます。できる限り、

皆様のご意見をお伺いできるような形で進めさせていただければというふうに思います。そ

うなると長くなるというところもありますが、あまりちょっと今日は言えんかったわというよ

うなことがないように、進めさせていただきたいと思います。それと市の説明はかなり内容が

専門的になることも多くて分かりにくいこともあると思いますので、今日言えんかった、分か

らんかったということなく、進めたいと思いますので、活発に議論いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

（副会長） 

ご紹介賜りました兵庫大学の田端でございます。どうぞよろしくお願いいたします。山口会長

を助けながら会を進めさせていただきたいというふうに思っております。先ほど山口会長か

らですが、意見をできるだけ多く寄せていただきたいというような発言がございました。これ

はやはりこの、委員会の性格というところもございまして、先ほど条文を見ていただいたと思

いますけども、行政部局つまり今おられます都倉市長のもとにあって、いわゆる PDCA をま

わしていく上のプランニングと、それからチェックの部分である評価が入って参りますので、こ

れを行う委員会だということになります。通常行政のプランニングとか、評価は議会の役割に

なるわけです。市長の方から、新しいアイディアだとか、提案だとかっていう言葉がございまし

たように、行政として動かす上において様々なご提案であるとか、そういうものを計画の中に

組み込んでいって、そしてそれが行政部局でちゃんと動いているかどうかチェックするという

ような位置付けになってくるかというふうに思います。先ほど会長もおっしゃっていただいた

ように、いろんな意見が出ないと、この委員会の役割を果たせないということだと思いますの

で、どうぞ皆様よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

（事務局） 

それではここからの議事進行は山口会長と田端副会長にお願いいたします。よろしくお願い

いたします。 

協議事項 ２ 令和３年実施計画及び行政経営プランについて（報告） 

（会長） 

 審議会の運営に関する規定について事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 事前配布資料の 4 ページ 5 ページ、高砂市総合政策審議会規則をお願いいたします。規則

第 11 条にこの規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は審議会が定め

ると規定しております。これを受けまして、審議会が定める事項といたしまして6ページ、7ペ

ージにございます高砂市総合政策審議会の運営に関する規程（案）をご提示させていただき
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ます。前任期からの変更点につきましては、6 ページの第５条（部会）でございます。前任期で

も２つの部会を設けておりました。この度、名称と所掌事務を見直しまして、引き続き、２つの

部会を設けさせていただきたいと考えております。名称と所掌事務はここに記載していると

おりです。第 5次総合計画の基本目標 2 と 4、1 と 3 それぞれに沿った形で２つの部会とす

ることで考えております。委員構成につきましては後程ご説明させていただきます。 

 

（会長） 

 大きな変更点が 6 ページの部会ですね。名称が共創・共治部会と共生・共感部会というのを

設けるということでございます。この点について質問等ございますでしょうか。 

質問等なし 

（会長） 

この形で進めさせていただきたいと思います。 

協議事項 ３ 審議会の公開について 

（会長） 

 審議会の公開について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

事前配布資料で、8 ページと 9 ページの方をお願いいたします。高砂市情報公開条例の抜

粋を掲載させていただいております。こちらの条例の趣旨に基づきまして、本日の審議会も

公開にて開催をしております。続きまして 10 ページ、11 ページでございます。こちらにつき

ましても前任期から引き続き、高砂市総合政策審議会の公開について案に基づいて公開制度

考えておりますのでご承認の方をよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

審議会の公開について、何か質問ありますでしょうか。 

市民の方にどんな議論をしているのかわかってもらうということが、大事な点だと思いま

すので、公開の案の通り進めていくということでよろしいでしょうか。 

 

協議事項 ４ 高砂市総合計画について 

（事務局） 

 当日配布資料の 1 ページをお願いいたします。昨年度までは、この総合政策審議会で第５次

総合計画を作ることを主にお願いしておりました。今年度来年度は、その計画を確認しながら

行政評価をしていただきたいと考えております。その前段としまして、総合計画の構成からご

説明いたします。1 の総合計画の構成でございます。１０年間の基本構想で、高砂市の将来像

として、暮らしイキイキ 未来ワクワク 笑顔と思いやり育むまち 高砂としております。総合政

策審議会では、この将来像、つまり、よりよいまちづくりに向けて、できたこと、できていない

こと、これからどうすればいいのかについてのご審議をいただきたいと考えております。基本

構想には、その将来像をさらに４つの基本目標に分けたものを設定しております。詳しくは、
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総合計画の概要版冊子にも記載していますが、４つの基本目標に対しまして、その下ですね、

5 年間の基本目標として、基本目標 1 では、５つの政策。基本目標 2 でも、５つの政策、基本

目標3でも４つの政策、基本目標4でも４つの政策、それぞれ、政策に分けてどのような方向

に進めていくのか計画を立てております。政策ごとに行政は様々な予算を毎年お願いして、

事業に取り組んでおります。その中でも、1 年単位で実施計画というものを、設定して参りま

す。 

その中で、主要な事業を抽出しまして、実施計画に記載を、こちら行政の方でさせていただい

ております。 

２番行政評価について、総合政策審議会では、行政の方から出させていただきます主要な事

業を確認しながら、市役所の内部で内部評価を行い政策毎の評価をご報告いたします。ここ

で言う政策というのは、審議会の皆様に、議論をしていただくテーマというふうに考えていた

だければと思います。まず基本目標 1 は先ほど申し上げたように、５つごとの政策があり、基

本目標も５つで、合計 18 の政策について、内部評価として部長が評価を行います。それを審

議会の皆様に外部評価していただきます。18の政策につきましては先ほど規則でご報告しま

したように２つの部会に分かれて、この政策評価に対してのご議論をいただきたいと思って

おります。そこで基本目標 2、基本目標 4に関する合計９つの政策については第 1部会で、基

本目標 1、基本目標 3 に関する合計９つの政策については、第２部会で、皆様からご意見や、

ご提案をいただくという仕組みとしたいと思っております。この行政評価を通じまして、行政

の取り組みや行政の考えていることなどお伝えし、改善しながらよりよいまちづくりにつなげ

ていきたいと考えております。説明は以上です。 

 

（会長） 

今の説明に何かご質問等ございますでしょうか。これから詳しい内容がまだわかっていくと

いうことで、やるべきこととしては、作られた計画に対して、ちゃんとやっているかどうかを確

認する作業をしていくということでございます。 

協議事項 ５ 部会の設置について 

（事務局） 

当日配布資料の 2ページをお願いいたします。こちらは先ほど申し上げましたように、総合

計画の基本目標に基づきまして、第 1部会を基本目標 2 と 4共創・共治を取り扱う部会とし

たいと考えております。第２部会につきましては、基本目標を 1 と 3 共生・共感部会として部

会を設置したいと考えており、部会案をお示ししております。30 人の委員の方がいらっしゃ

いますので、半分の 15 人ずつに分かれていただく案で、事務局で作成いたしました。本日は

見ていただいてすぐのことなので、総合計画の概要版とか総合計画を見ていただいて、ご関

心のある部会や別の部会がいいとかで変更をご希望される方がいらっしゃいましたら、7 月

中に企画課までご連絡いただきたいと思います。 

 

（会長） 

ただいまの説明に対して、質問等ございますでしょうか。今の当日配布資料の 2 ページの方

に部会案のリストがございましてご自身の部会の方を確認いただくということですね。第1部
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会と第２部会に分かれています。高砂市総合計画を見ていただいて、第 1部会が共創・共治な

ので、共創って書いてある目標の 2番目で、内容は５つの政策で書いてあって、共治っていう

のが、田端先生に作っていただいた言葉なんですけど、こちらが基本目標の4番目と、青のペ

ージとピンクのページを主に議論してチェックしていただき、第２部会の方が、共生と共感で

すので、共生の緑のところの第 1 目標と、共感のオレンジのページを見てやっていくというこ

とでここの政策がちゃんとやられてるかどうかというのをチェックしていくとになります。で、

委員の皆さんについては事務局の方で、半分に分けなあかんということで、あまり皆さんの

好みに関わらず分けておりますので、やはりどうしてもこの部分で、自分としては意見述べて

いきたいと。いうことが多分あると思いますので、自分の所属する部会を変更して欲しいとい

うことがございましたら事務局へご連絡をいただきたいということでございます。非常にシン

プルに、4 色にまとめていただいてますので、この 4 色の中のうちに自分の興味と合ってい

るかどうかをもう一度確認していただきたいということでございます。再度、部会のメンバー

については再度調整していただくということでよろしくお願いします。続いてそれぞれの部会

の部会長の選出についてということで、事務局の方から説明をいただきます。 

 

(事務局) 

まず事前配布資料で、審議会総合政策審議会規則の第 7条第 3項に基づきまして、この各部

会長は部会の委員の互選により決まるということになっております。事務局案としましては、

第１部会の部会長に、山口会長を、第２部会の部会長には田端副会長をご提案したいと考えて

おります。本来でしたら部会に分かれてというところではあるんですけれども、この全体会

で、部会長を互選により決めていただきたいと思っております。事務局としまして、第１部会

の部会長に山口会長、第２部会の部会長には田端副会長をご提案したいと考えております。 

 

（会長） 

自分のことを、決めろということなんで、ちょっとやりにくいんですが。大体こういうややこし

いのは、大学の先生にやらせておけば何とかなるだろうというところなんですけど、大体こう

いう審議会をお引き受けするとそんなところは、大学の先生がやるということになっておりま

して、こちらの案でお認めいただければ我々2 人身を粉にして働くということになっておりま

すので、是非ともよろしくお願いいたします。私の方が、第1部会で、第２部会を田端先生にお

願いするということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。拍手もいただきましたの

で、身を粉にして働かせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。なかな

か高砂市は人使いが粗いので我々としてはですね、すごい働かされてるなという感じはして

るんですが、市民の皆さんが活発に議論いただけて、議論いただけると我々の仕事は割りか

し楽でして、意見がないところで、ずっとしゃべり続けるというのが一番大変な仕事になりま

す。次回以降もどんどん活発に発言していただいて、いっぱい意見出たから、ちょっと大変だ

なと思われることなくですね、意見出ると、我々は聞いておくということが、大きな仕事にな

りますので、その方が、みんなの意見も出て、我々の仕事も楽になってですね、非常に高砂か

ら働かされてるっていう感じも少なくなってですね、みんなと一緒に仕事してるという感じに

なりますので、是非とも、ご意見の方をたくさん賜れば、と思います。それでは最後その他今

後のスケジュールということで事務局の方から説明をいただければと思います。 
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その他 

（事務局） 

8 月に市政全般に関する市民満足度調査を実施する予定で現在事務の方を進めております。

こちらの満足度調査につきましては、無作為に抽出した１０００人の方に対して、従来通りの郵

送によるものと、インターネットからの回答も可能とする方法を今想定しております。このイン

ターネットの方につきましては委員の皆様からもご回答いただけますので、よろしくお願いし

ます。 

つぎに、部会の日程については本年 11 月ごろを予定しております。10 月頃に日程調整をさ

せていただきます。また全体会につきましては、令和 4年 1月に開催の予定としております。

11月以降の開催場所につきましては、高砂市役所の庁舎建替えに伴う取り壊し工事が始まり

ます。本庁舎での会議等の開催ができなくなりますので、会議の開催場所につきましてはそ

の都度、ご連絡させていただきたいと思いますので、ご了承ください。説明は以上です。 

 

（会長） 

日程について何かご質問等ございますでしょうか。改めて調整が行くと思いますのでよろしく

お願いします。その他、事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

当日配布資料の 3 ページ以降、高砂市×SDGs ということでホームページをお配りしており

ます。高砂市では SDGs というのに、今年度から取り組んで参りたいと思っております。この

審議会におきましても前任期の審議会では、SDGs をどうするかというところで議論をいた

だきました。その SDGs につきまして取り組みを進めていきたいということで、まず、この 3

ページは、SDGsの説明をしているホームページでございます。続きまして4ページをお願い

します。4 ページにおきましても真ん中ぐらいに第 5 次の高砂市総合計画を推進しながら S

DGs を取り組んでいきたいということを、ご説明をしているところがございます。その下で

す。市民団体事業者の皆様の取り組みということで、今年度、SDGs を取り組むときに、どの

ような取り組みがあるのかというのを、市の方でご紹介をさせていただきたいと思っており

ます。特に、産業界の方では SDGs の取り組みや環境に関する取り組みというのが進んでい

らっしゃると思います。SDGs の取り組みをされてる方のご紹介をさせていただくために、そ

の情報をお寄せくださいという募集を開始しようと思っております。ホームページでは公表し

ていますが、この審議会でご報告した後に、本格的に皆様にお知らせして募集していきたいと

考えておりますので、また審議会の委員の皆様にも事務局の方から直接お声掛けをしなが

ら、高砂市内の皆様の、未来のための取り組みというのをご説明、ご紹介させていただきたい

と思っております。これは令和 3 年度予定している SDGs の事業でございます。5 ページ以

降は SDGs のグッズをお配りさせていただきます。出前講座等もございますので、ご相談い

ただけたらと思っております。こんなことしたらというのがありましたらお願いします。 

 

（委員） 

今の SDGｓのことなんですが、昨年いろいろ高砂市の方でもパンフレットを作られていただ
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いたんですが、できましたら委員の方にバッチを配っていただいたらどうかなと思います。私

どもはつけとるんですが、やっぱつけとったら、知らん人にそのバッチのこと言われるんです

が、こうこうこういう中でつけてますというような方がやっぱり自分なりに勉強もしないかん

というような気持ちで、私らも以前にもパンフレットで探して、17 項目を初めに、この SDGs

のことが、国連で採択されていつまでにこういう達成すべきだというようなことも当然書い

てあるわけで覚えていくという上においてはこのバッチを買ったら多少お金かかると思うん

ですが、この委員の方にぐらいには配っていただいたらどうかなという提案でございます。以

上でございます。 

 

（会長） 

事務局の方いかがでしょうか。ちょっと後で検討いただいて、お金もかかることですし、もう

すでにお持ちの方もいらっしゃいますので、どうするかっていうこと含めてですね、考えてい

ただければと思います。ただ SDGs の取り組みをしてるっていうことを示す証明書みたいな

ところもありますんで、そういう部分があった方がいいっていうことであれば、考えていただ

ければいいんじゃないかなというふうに思います。 

その他何かございますでしょうか。なければ用意しておりました議題というのはこれで終わ

りになります。今回はこれから始めますということで、皆さんのお顔を拝見するということで、

こういう会でこういうことをして欲しいということの説明でした。本格的な議論は次の部会の

活動からということになりますので、先ほど申しましたようにできる限りですね、意見を言っ

ていただくということが非常に大事になります。どんどん意見を言っていただければと思い

ます。それでは、今日の審議会はこれにて終了ということにさせていただきます。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。オンラインでご参加の皆様もありがとうございました。 

これを持ちまして、令和３年度第１回総合政策審議会を終了いたします。 

 

以上 

 


