
第２回 多治見市総合計画審議会 議事要旨

期 日：平成 23 年９月 15 日(木)

時 間：15:00～17:00

場 所：産業文化センター3階大会議室

出席者：別表のとおり

司会：吉村企画防災課長

１ 開会

○ 青山企画部長あいさつ

・昨日、首都が被災した場合にこの地域で何ができるかを検討する研究会を岐阜県が主催した。災害

時の対応について、今まで以上に考える必要がある。当市の総合計画においても、災害に強いまち

づくりをひとつの柱に掲げている。今後 4 年間の後期計画において、具体的にどのような計画を盛

り込んでいくべきか、委員の皆さまの忌憚のないご意見をいただきたい。

２ 諸注意

  ・配布資料の確認

  ・前回欠席の委員の紹介 （牛込委員）

３ 小林会長あいさつ

・出席者の報告 16 名中 13 名で審議会が成立

・NHK 連続テレビ小説の中で、登場人物のゆかりの地として「多治見市」が登場した。なぜ｢多治

見｣なのかというと、舞台となる安曇野が信濃で結ばれていることもあると思うが、「日本一暑いま

ち」や「うながっぱ」など、また、フィルムコミッションにより多治見市の風景が映画に使われて

いることもあり、市のプレゼンスが高まっているという一つの現れと思う。

・多治見市には、生まれたときから住んでいる方と他市から移住した方とがいる。30 年程前になる

が、当時は大阪・名古屋間を特急信濃が走っていたが、名古屋駅を過ぎて最初の停車駅が多治見駅

であった。遠方から多治見市へのアプローチにおいて特急信濃は重要な手段だった。

・前回、基本構想の一時的な説明をいただき、いろいろご意見をいただいたが、まだ十分でなかった

ので、基本構想、基本計画とあらためて活発な議論の場としたい。

・今回の新しいコンセプトの一つである「人財育成」について事務局と意見交換し、コンセプトを変

えることなく、図をわかりやすくした。市民委員会で「人財育成」の概念図がつくられたが、それ

が総合計画の流れの中でどのように作用し、元気につながるのかという概略を示している。会長と

して提案したいと思うので、ご意見等をいただきたい。

４ 基本構想（案）について

○事務局説明

・基本構想に第 3 章第 3 節（資料 1）を追加し、9 月 5 日からパブリックコメントを実施していると

ころ。後期計画 4 年間の事業費を精査し、歳出超過とならないようまとめている。財政判断指数

も「多治見市健全な財政に関する条例」に定める基準内となっている。

・市民委員会や議会で議論する中で、文言等を若干修正した。

・会長との意見交換により、「人財育成の図（追加資料１）」を修正した。

○会長補足

・前回議論となったが、庁舎等の施設を整備しても財政的に問題がないかという懸念があった。超

長期的な財政推計は可能だが、資料としての正確さに欠けるため、後期計画の 4 年間については

問題ないということを前提として議論をいただきたい。



・人口だけでは収入を計ることはできないかもしれないが、平成 37 年の人口推計を見ると大幅に減

少している。それまでにいろいろな手立てが必要とされる。

・実行計画は財政健全という点では問題ない。

○質疑

・市のグランドデザインとなるべき基本構想が最も重要と考える。

・多治見市をどのようなまちにするかを考えると、教育レベルを一段と高くするべきである。そのた

めには、中高一貫校をつくってはどうか。具体的には多治見中学校と多治見北高校を統合し、レベ

ルの高い教育をめざす学校づくりを実施してほしい。中高一貫校となれば、6 年間の教育において

スケジュールも立てやすくなる。

→高校教育については県が所管しており、中高一貫校の検討については今後の研究課題としたい。な

お、基本計画では市の独自判断で実施できる施策を考えており、笠原地域にて小学校・中学校一貫

で英語の取り組みを積極的に行っている。

・名古屋工業大学のセラミックス基盤工学研究センターを核として「ワールドマテリアルセンター」

を建設してはどうか。約 150 億円という多額の資金を要するが、市というよりも国としての事業

に掲げ、多治見駅近辺に建設してはどうか。

→大学の誘致については第 5 次総合計画まで掲げていたが、人口減少により大学が都心回帰しており、

基本計画として目に見える形で取り組むことは現状難しい。基本計画としては掲げないが、商工会

議所の専務と担当課長が協議の場を設けており、研究段階にあると考えている。実現可能かどうか

も含めて検証していく必要がある。また、「ワールドマテリアルセンター」については、実際にそ

のような動きがあれば総合計画を変更する必要があるが、現在は基本計画に掲げる前段階、調査研

究の段階であると考えている。

・トヨタ研修センターの誘致が決まり、東南アジアから多くの研修生を迎えることとなる。そのため

受け入れ体制と整えることが必要である。企業の誘致で市の役割が終わるのではなく、多治見に来

て良かったと思われる環境整備をしていかねばならない。そのため、多治見駅北口に虎渓用水を活

用した水辺の公園を整備し、市の大きな顔としたい。多治見にしかない特徴をつくることで、日本

一暑い多治見を変えることも必要ではないか。

→多治見駅北口の水辺公園整備については、分庁舎建設も関係するが、一定の面積を確保したい。現

在、市民委員会で検討しているところであり、もう少し具体化することとなる。

・商店街の活性化は大きな問題である。誘致企業の社員や海外からの研修生に街で買い物や食事をし

てもらうためにも、商店街の活性化策がほしい。

・多治見市には道の駅がない。道の駅構想も市の検討の中で明確に進めるべき。日本人だけでなく海

外の方も楽しめるよう、陶磁器のまちとして、作陶できる場や茶室などをそなえ、日本の文化を味

わってもらえるような道の駅を整備していただきたい。道の駅を整備することで海外からの誘客が

見込めれば、商店街活性化にもつながるのではないか。

→道の駅の整備数は北海道が 1 位、岐阜県は 2 位であるが、多治見市には道の駅がない。ご指摘の

ような道の駅が整備されれば、海外から来られる方にもインパクトがある。産業振興の中で検討し

たい。

・基本構想をわかりやすくするためにも、具体的な事業を基本構想にも盛り込んだ方がよいのではな

いか。

→基本構想には固有名詞を挙げることとはしないが、問題意識は持っている。具体的な提案について

は実行計画において検討したい。この場では問題意識として共有したい。

・簡単にできることだけを総合計画に掲げていても良いまちにはならない。良いまちをつくるために

は相当な努力が必要だと思う。前期よりも「もっと」をつけるならば、前進する姿勢をもっと前面

に出すべきではないのか。

・トヨタの研修センター誘致に伴う海外誘客を考えると、基本構想にある海外向けの誘客についての

記述はコンセプトとして弱い。

・中高一貫校、名工大関連等は、基本構想の中では「人財育成」としてまとめてもよいのではないか。



・基本構想は大きな夢と希望にあふれたものとなっていないが、一定期間内で実現できない内容を盛

り込むことについては別の視点から批判がある。将来への展望は活かしていきたい。

・笠原で検討されている「（仮称）タイル館」は道の駅ではなく、タイルの販売促進を目的とした施

設である。簡単に海外から来た方が買える場所があるとよい。

・土岐のアウトレットには年間 60～70 万人の方が全国から集まるが、陶磁器産業にお金が落ちてい

ない。他に寄り道することもなくそのまま高速で帰られてしまうのは、いかにも勿体ないと思う。

多治見にもシンボル的な施設があれば、人の流れができるかもしれない。

・多治見ではここ 10 年くらい、日帰り観光・半日観光に力を入れてきた。多治見市には飲食や物販

が集中、あるいは点在もしており、いろいろな方がくることでそれなりにお金が落とされている。

シンボル的な施設は重要であり、道の駅の整備地として笠原の立地がふさわしくないのであれば、

国道 19 号沿いを検討する等、議論が必要である。

・基本構想の人口推計をみると、114,000 人の人口から平成 37 年には 102,000 人に減少するとある。

県内で出生率が 2 番目に低いことは認識していなかったが、その原因を究明することも必要ではな

いか。児童館や幼稚園、保育園などの子育て環境が不足しているのか、生活に余裕がないからなの

か、男女の結婚が減少しているのか、原因を究明した上で施策を考える必要がある。

・定員適正化として市職員を大幅に削減してきたが、これからは地方分権の時代。市民病院の指定管

理導入による減少はともかく、行政の役割が多様化、複雑化していることも考えると、適正な規模

が必要である。財政規模等が類似する自治体等を参考にしていると思うが、今の職員数 816 人で

は限界が来ているのではないかと懸念している。東日本大震災や集中豪雨等の例を考えると、大規

模災害時には自治体職員に大きな責任と働きが要求される。今の職員体制では非常時に十分対応で

きないのではないか。臨時職員で補うことも一つの方法ではあるが、責任体制や非常時の対応を考

えると問題になるため、適正な規模が必要ではないか。

→市の職員数については、ご指摘のとおりやたらと削減するものではないと考えている。基本として

いるのは合併時の合意である。平成 17 年に笠原町と合併するにあたり、スケールメリットによる

効率的な運営を目指し、市民 150 人に 1 職員程度を配置することで合意した。この数値は、人口

規模 20 万人規模の都市の基準から統計上で決定している。定員適正化計画に基づき、職員を配置

すべきところ、嘱託職員でも対応可能なところを検討の上、適切に配置していると考えている。可

児市では、人口約 10 万人だが職員数は約 400 名とかなり少ない。その理由は、消防職員が広域で

採用されており市の職員ではないことや、ごみ収集も直営ではなく業務委託しており、また、市立

の幼稚園・保育園も１～２園程度に限っていることなどが挙げられる。市の考え方によって適正規

模は変わってくるが、一定の効率の中で考える必要がある。また、多治見市に臨時職員が多いのも、

育児休業制度と密接に関係している。職員は 3 年間育児休業を取得することができるため、休業期

間中に臨時職員を充てるケースが多い。また、教育にも関係してくるが、例えば障がい児対応のた

めの「加配」などに臨時職員やアルバイトを充てるなどして、本来の市職員の代替部分を担ってい

るところも大きい。

・指定管理者制度も、それ自体が悪いことではないが、住民サービス、経費削減の点で必ずしも良い

ことばかりではないと感じている。

→平成 16 年に地方自治法が改正され、民間活力導入を目的とした指定管理者制度が採用されること

となった。効果としては経費削減が着目されることが多いが、専門的な事業者に運営を任せること

で施設の水準や市民の利便性が高まることも目的としている。市有施設の管理方法は指定管理者制

度か直営かの二つに一つだが、指定管理者制度に政策的な要素を加えることができるような選定方

法を議会に提案しているところ。

・今後、東海地震、南海地震の危険も想定されており、災害に強いまちづくりをもっと強く入れるべ

き。具体的施策としても、防災対策、訓練の実施、備蓄材料の点検など多岐にわたるものが想定さ

れる。

・人口推計における出生率については人口構成の問題であり、多治見市が県内でも都市型の構成であ

ることを示しているに過ぎない。多治見市は 30 年で人口が約 5 倍に増加したが、ニュータウンへ

の移住者が出産を終えたことにより出生率が自然減少することは仕方がない。出生率を増加させる



ことは難しく、それよりも若者の雇用を減らさないような長期的視点での施策が必要である。

・前回も、災害に強いまちという視点を基本構想の中に入れてほしいという意見があった。事務局と

しても検討をお願いしたい。

・市の職員数については、将来は市職員の定数というより、質が問われていくものだと思う。公共サ

ービスもいろいろあり、もちろん数もベースにあるが、質という視点も大切である。指定管理者制

度の是非については、費用は削減されているが、サービスが極端に落ちているものもあるかもしれ

ない。市としても制度を改善しようとしており、もう少し検討に時間を要すると思う。

・後期計画では「元気」に「もっと」を付している。やはりありきたりな事をしていては、人口 10
万人超の都市を「人」も「まち」も「元気」にすることは難しい。そのため、基本構想 P11～13
にある「施策ごとの元気」をどう表記するかが大事である。現在の表記ではかなり抽象的だと思わ

れるため、やや具体的にしてはどうか。

・「教育・文化」について、「「好き」、「楽しい」、「得意」になる教育を推進」とあるが、先ほどの話

で言うなら教育によって「人財」のレベルを上げていくことを表現した方がよいのではないか。ま

た、P.6 にある「人財育成で多治見の担い手の育成と活用」では、もう少し視野を広げて、必ずし

も「人財」が多治見に残らなくてもよく、多治見を故郷とする人が情報発信の担い手として活躍す

ることもあってよい。

・「産業・経済」の分野においても、日帰り観光は挙げられているが、企業誘致によって海外誘客が

増加することを意識する必要がある。また、教育レベルが向上することによって陶磁器意匠研究所

等の研究施設における連携強化等、産学連携の視点が加わると良いのではないか。

・「都市基盤」や「生活環境」の中で、日本一暑いまちとして住む人のことを考え、水辺環境をどの

ように取り入れるかを記載すると、構想として目指すべき意味合いが出る。

・第 3 節は基本計画に挙げることのできないものについては記載することができない。

・「教育・文化」では、「人財育成」について力強い表現に変えた方がよい。基本構想の p12,13 につ

いては、マイナーチェンジとは言え、将来を見据えながら変更していく箇所である。更に言えば、

基本計画から離して、これからの多治見の将来や夢につながることを感じられるような表記とする

ことが構想として大事ではないか。

・災害に強いまちという視点が弱いという意見もいただいた。

・海外に対しての国際的誘客を推進するためには語学が問題となる。市職員にどれだけ外国語に長け

た者がいるかわからないが、観光案内等、教育や産業で語学の部分も押さえなければ、外国の方を

招きいれて迎えることはできないのではないか。

・日本人が今から中国語を勉強しても間に合わない。自分の勤める会社においてもインド人 2 名を職

員として採用しているが、必要ならば外国人を雇えば即戦力となる。中国やインドからの留学生に

は日本に留まりたいと考える方もいる。

・地方の自治体では多文化共生や国際交流推進等において後手に回り苦労している。多治見市は国際

交流等では進んだところもあるが、強調されてこなかったこともある。語学で言えば笠原地区では

小・中一貫で英語教育に取り組んでおり、それなりにうまくいっている面もあるが、地域の中で目

に見えてこないところもある。

・中小企業が海外に進出することはリスクが高い。中国や韓国から多治見市へ誘客し、文化を知って

もらい、お土産を購入してもらうという体制を市の中でつくらなければいけない。

○まとめ

・もう一度諮問の段階でご意見をいただくこととしたい。いただいたご意見については事務局と相談

して検討することとしたい。

５ 基本計画（案）について

○ 事務局説明

・基本計画事業（案）について説明（資料２、３、４）



・各資料の見方（施策と基本計画）を説明

・新規施策、新規事業を説明

・前期からの移行、統合事業を説明（追加資料２）

○会長補足

・施策分野ごとに議論を進める。主として資料 4 の新旧対照表をベースに意見交換したい。

・特に、追加された基本計画についてご意見をいただきたいが、それ以外についてのご意見でも構わ

ない。

・一種の棚卸しとして大雑把なご意見をいただき、咀嚼することとしたい。

○質疑

≪教育・文化≫

・基本構想第 3 節の中で、子どものボランティア活動について新規に触れているが、基本計画のどこ

に反映されているのか。

→施策Ⅱ「確かな学力・体力と豊かな心を育む教育を推進します」の中の「習慣向上プロジェクトた

じみプランに基づき、「いきいき遊び・脳活学習」、「早ね・早おき・朝ごはん運動」、「ボランティ

ア活動」等を進めます」に反映している。

・ボランティアの内容として具体的にはどのようなものを想定しているのか。

→具体的表記はないが、実際小中学校でボランティア活動は推進されており、今後も進めていく方針。

・親育ち４・３・６・３たじみプランは、教育委員会で作成されたとても重要な施策だと感じている

が、優先度が◎になっていない。運動として広めていくべき施策であり、優先度を高めていただき

たい。

→優先度については検討したい。

・他の委員にも親育ち４・３・６・３たじみプランについてお知らせしたいので、次回配布をお願い

したい。

→親育ち４・３・６・３たじみプランは次回配布させていただく。

・全体的に言えることだが、工事や建物に関する基本計画は優先度が高い。◎の 6～7 割はハード事

業だったのでとても目についた。ソフト事業の優先度が低いとされることは重大な問題だと思う。

本来、ソフト面の施策をしっかり検討して充実させ、それに付随して施設が必要であれば整備に移

るべきではないかと前回も申し上げた。ソフト事業は軽んじられ、ハード事業ばかりを進めていく

のはどうか。前回、事務局からハード事業に費用を要するのは一時期だけで整備してしまえば費用

はかからないと説明を受けたが、ハード事業でも整備した後、維持管理や人件費など継続してかか

るものも多くあるはず。ソフト事業の場合、考え方によっては、事業の途中で施策の方向性や費用

を変更することもできる。親育ち４・３・６・３たじみプランなどは重要な施策であり、事務局内

部で真剣に考えられた結果なのか疑問である。

→優先順位については、ハード事業に優先度◎の事業が多いのはご指摘の通り。総合計画後期計画に

おいては、新市建設計画に関する事業が多く残されているが、それらは合併後に必要なまちづくり

の事業として既に検証された事業である。合併特例債という有利な制度を活用するための期限を伴

う以上、事業を見送るわけにはいかないので、優先度が◎となるハード事業が多くなった。ハード

事業を優先した結果ではなく、過去の検証を踏まえた結果だと認識している。

・他市でも施設建設に対する反対運動などが起こっている。窓口業務等は必ず人件費が必要なところ

であるが、他の業務では職員が考え、能力を発揮しなくてはいけない。その内容を（ソフト事業と

して）具現化していってほしい。

→優先度の付与は、ある意味機械的に実施した部分もある。チェック項目として緊急性や基本構想

P11 にある元気の要素、市長マニフェスト、新市建設計画事業、元気であり続けるための視点など

に該当するかを点数化した。しかし、ベースとなっているのは合併時の議会や市民の意見であり、

他市と明確に異なるのは、以前から議論されてきたことを市の政策として具体化するために議論を

積み重ねてきた点である。



・多治見市が安易にハード事業へ傾倒しているわけではない。市全体で財政健全化に取り組んでおり、

比較的余裕があってもハード建設を抑制してきている。合併特例債の期限が平成 27 年度であるこ

ともあり、両方の要素で目立っているが、他市と比較してハード事業を優先しているものではない。

・市債が増加していることもあり、それを考えるとハード事業を見直すべきではないか。

→重要なご指摘とは思う。

・学校の耐震化は最も重要な施策だと思う。多治見市は学校の耐震化工事が全 21 校中 7 校残されて

おり、完成率が 66％となっている。全国の耐震化率が 80.3％、県では 84％であるが、それと比較

して、かなり低い数値といえる。財源については国庫補助等で十分まかなえると思われるが、先の

東日本大震災もあり、子どもの命を守ること、安心・安全を目指すことは、何をおいても早急に実

施するべきではないのか。

→前期に遅れを認識し、スピードアップを図っているところ。学校施設は災害時には避難所となるこ

とから、国も補助金を手厚くすることとしている。そのため、平成 26 年度までには全校において

耐震工事が完了する予定であり、計画も順調に進んでいる。

・学校施設の耐震化についてはとても重要なご指摘である。市も数年前に遅れを認識し、スピードを

速めた。施策については十分担保できていると思う。

≪産業・経済≫

・前期は企業誘致に尽力され、山吹にはトヨタの研修センターを、笠原にはトヨタ紡績の研究施設と

テストコースを誘致したことは画期的なことと思う。税収、雇用、環境等、市全体への波及効果も

大きいと思われる。これまでは、どちらかというと企業誘致に対して閉鎖的だったと感じてきた。

今後も積極的に企業誘致を進めてほしい。

→事業計画「企業立地のための魅力ある場所づくりを進めます」で、次期大規模工業団地の整備に向

けて毎年 1 箇所ずつ調査費を計上している。

・誘致企業に喜んでいただく必要がある。

→地域政策の中では、雇用創出を簡単に進めることはできない。誘致企業と連携し、雇用創造につな

げることも重要である。

・中国からの受け入れ体制はまだ十分とは言えないので、多治見の茶碗を買ってもらうための体制強

化が必要ではないか。

→市長も中国の富裕層を意識した海外誘客には力を入れてきた。昨年、中国のゴルフ場経営者数名を

多治見へ招待し陶磁器を販売したこともある。今後も、進めていく方針である。東日本大震災の後、

活動が低迷してはいるが、日本領事館への働きかけ等、中国を意識した誘客に取り組みたい。

・基本計画事業名が抽象的である。海外からの誘客に対して受け入れ体制をつくることを明確にすべ

きではないか。

・海外誘客の受け入れ体制については、基本構想、あるいは施策の方針において、教育・文化に組み

込んだ方がよい。

○まとめ

・基本構想 P12・13 おいて、ボランティアの点等、具体的な変更に係るご意見を反映する。

・国際交流や多文化共生等、海外誘客受け入れを基本構想の中で目に見える形で盛り込む。

・その他、重要なご意見を踏まえて基本構想を修正するが、ご意見をすべて盛り込むことは難しい。

ある部分は審議会としての付帯意見という形で処理させていただく場合もあるが、詳細は事務局と

調整させていただきたい。

６ 次回以降の日程について

・教育・文化、産業・経済について駆け足で議論した。今回の議論で資料の咀嚼、共通理解の醸成は

完了したと思う。

・新旧対照表等の資料をもう一度ご確認いただき、今後審議をしていただきたい。

・第 3 回審議会で、諮問を受け、基本計画についての審議も継続して行う。



・第 4 回で答申案を作成する予定。審議の日数が不足する感も否めないが、ご協力いただきたい。

・今回の審議にあたり、欠席された委員からは書面で意見をいただいた。ご意見のある方は、次回審

議会でも、事前に事務局へ書面により意見を提出いただければ、審議会でご発言いただいたのと同

様に取り扱わせていただく。

第３回委員会 日時：１０／ ３（月)  15:00～  市役所 特別会議室

第４回委員会 日時：１０／１７（月)  15:00～  市役所 特別会議室

７ 閉会
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