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市民意見提出手続（パブリック・コメント）の実施結果について  

 

「第２次宗像市総合計画（案）」について、市民意見提出手続（パブリック・コメント）を

実施しました。その結果は次のとおりでしたので、報告します。  

 

計画・条例案等の

名称  
第２次宗像市総合計画（案）  

内容  

平成２７年度からのまちづくりの方向性を示す基本構想と各施策の取組

方針などを示す基本計画を定めるもの  

実施期間  平成２６年  ９月  ８日（月）  ～  平成２６年１０月  ７日（火）  

意見提出状況  ３人  ４３件  

提 出 さ れ た 意 見

の 内 容 及 び そ の

回答  

別紙「第２次宗像市総合計画（案）に関する市民意見提出手続の意見及び

その回答」のとおりです。  

問合せ先  

経営企画部  経営企画課  企画係  

〒８１１－３４９２  

宗像市東郷一丁目１番１号  

 

ＴＥＬ：（０９４０）３６－１１９２  

ＦＡＸ：（０９４０）３７－１２４２  

メール： kikaku＠ city.munakata.fukuoka.jp 

 

 



施策区分等

総合計画
体系図

将来像 将来像「ときを紡ぎ　躍動するまち」は抽
象的すぎる。
地球環境の危機が言われている今、持
続可能な環境づくりと市民の共生を目指
すべきではないか。

原案どおり

将来像は、「人・まち・自然が共生するま
ち」、「人がつながり躍動するまち」、「歴
史文化を継ぎ育むまち」の３つの考え方
から構成されています。ご意見の「持続
可能な環境」や「市民の共生」も、この中
に包含しているものと考えています。

総合計画
体系図

基本方針 基本方針「まちの成長　まちの成熟」は
抽象的。
まちづくりは市民が政策決定に参画する
ことが基本。そのことを前提に協働があ
ると思う。
「市民が決めて、市民が動くまち」など、
市民参画を打ち出した表現にしてほし
い。

原案どおり

基本方針では、市民活動、企業活動、行
政活動の量的増加を「まちの成長」、質
的向上と付加価値の創造を「まちの成
長」と位置づけています。これからのまち
づくりでは、今以上に市民、企業、大学、
行政が連携し、それぞれの活動が活性
化されることが大切だと考えています。

総合計画
体系図

基本方針 基本方針の「まちの成長」と「まちの成
熟」が併記されているが、説明では成長
から成熟に向かうということだった。図も
そのようにした方が良い。別紙でもらっ
た、「第２次総合計画の策定に当たって」
の図の方が分かりやすい。 一部修正

活動の質が向上することで、その活動に
対する量的な増加が求められます。ま
た、活動量が増加することで、付加価値
の創造につながることも期待されます。
この１０年間は、成長と成熟が組み合わ
さることで、さまざまな活動がより活性さ
れ、さらなるまちの発展につなげていき
たいと考えています。このような活動の
展開を分りやすく表現した図を基本方針
に追記します。

基本方針 （１）将来像
の実現を目
指して

合併から１０年間、第１次総合計画で取
り組んできたまちづくりが、新市の基礎
づくりだったと認識している。第２次総合
計画では、成長から成熟に軸足を移行
していくが、継続する施策もあるので
「（将来に向け）これまでのまちづくりの
基盤をふまえて、」のような表現を入れ
た方がよいと思う。

意見のとおり
修正

ご意見のとおり、「これまでのまちづくり
をふまえ、将来に向けたまちづくりの礎
を築く１０年です」に修正します。

まちづくり
の柱

人口減尐を、いかに食い止めるかの施
策にはなっていないのではないか。
宗像は「程よい　いなか」だと思う。都会
では失われた自然と人、人と人のつなが
りが宗像にはまだ残っている。
暮らしやすさを宗像の都市ブランドにす
べきで、交流人口の増加よりも、定住人
口を増やすことに重点をおくべき。
そのためには子育てや教育の充実は欠
かせない。
また、持続可能なまちづくりには１次産
業の維持が必要。自然環境の維持と安
全安心、新鮮な食材の提供は宗像の大
きな魅力になると思う。
まちづくりの柱は、「人を大切にするまち
づくり」「自然を大切にするまちづくり」
「みんなで取り組むまちづくり」のような
表現にした方が良い。

原案どおり

本市では人口減尐を抑制するため、子
育て世代の定住人口の増加を目指し、
戦略的取組において都市ブランドの推
進に取り組んでいます。
子育て世代に定住先として選ばれるた
めには、宗像の自然や食、人とのつなが
りにより交流人口を増やし、市の良さを
認知してもらいたいと考えています。併
せて子育てや教育環境の充実を図り、
定住人口の増加につなげていきたいと
考えています。
また、まちづくりの柱については、市民
が元気で健やかであってほしいとの願い
から「元気を育むまちづくり」、まちに活
気があり、産業が活性化してほしいとの
願いから「賑わいのあるまちづくり」、ま
ち、人、自然が共生し、バランスの良い
まちであってほしいとの願いから「調和
のとれたまちづくり」、行政だけでなく、市
民、市民活動団体、コミュニティ、大学、
企業等が連携してまちづくりを行うことを
願って「みんなで取り組むまちづくり」とし
ております。言葉の違いはあるとしても、
ご意見の内容は、この中に含まれている
ものと考えています。

第２次宗像市総合計画（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその回答

項目 意見 対応 回答
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施策区分等項目 意見 対応 回答

戦略的取組 （２）都市ブ
ランドの推
進

どのような子育て世代に選ばれたいの
か、イメージがわかない。何を大切にし
たいか、どこを気に入ってほしいのか、
アピールポイントが見えてこない。
宗像市に住んでいる人が住みやすさ、
子育てしやすさを発信することが、説得
力があり大事だと思う。
多面的な魅力を示すことが大切。 意見のとおり

修正

ご意見の主旨を踏まえ、「②推進の取組
み」の一部を次のように修正します。
「そのため、居住環境の充実や子育て支
援の拡充など、子育て世代に対して本
市の価値を高める取組みを進めていき
ます。
また、小中一貫教育を核とした学力の向
上、産学官民協働によるグローバル人
材の育成、本市への郷土愛を育むな
ど、独自性の高い取組みを進めていきま
す。
さらに、本市を知ってもらい、行ってみた
い、住みたい、住み続けたいと思っても
らえるよう、共感をつくり出す情報発信
の取組みを進めていきます。」

子どもの健
全育成

施策名 「健全育成」という言葉は、子どもを尊重
した言葉に修正したほうが良い。例え
ば、「幸せづくり」など。

意見のとおり
修正

ご意見の主旨を踏まえ、「子どもの健や
かな成長が保障されるまちづくりを、子
どもも大人も共に手を取り合って進めて
いく」と、子ども基本条例の前文にも記載
していることから、「子どもの健全育成」
を「子どもの健やかな成長」に修正しま
す。

子どもの健
全育成

施策名 「健全育成」は、大人中心の考え方、大
人の視点を反映した表現だと思う。子ど
も基本条例をふまえ、「子どもの豊かな
成長の保障」などが良い。 意見のとおり

修正

ご意見の主旨を踏まえ、「子どもの健や
かな成長が保障されるまちづくりを、子
どもも大人も共に手を取り合って進めて
いく」と、子ども基本条例の前文にも記載
していることから、「子どもの健全育成」
を「子どもの健やかな成長」に修正しま
す。

子どもの健
全育成

子どもの体
験と交流の
充実
《現状・課
題》

これまでも体験や交流に取り組んできて
いるため、「（５行目）～提供することが
必要です。」を 「～提供することに努めて
きました。今後もこのような体験や交流
を増やすことが必要です。」に修正した
方が良い。

意見のとおり
修正

ご意見のとおり、「～提供することに努め
てきました。今後もこのような体験や交
流を増やすことが必要です。」に修正し
ます。

子育て環境
の充実

戦略的取組
《協働》

「～連携、接続を強化します。」を「連携
を強化し、円滑な接続を図ります。」と修
正した方が良い。

意見のとおり
修正

ご意見のとおり、「連携を強化し、円滑な
接続を図ります。」に修正します。

教育活動の
充実

学校教育の
充実
《取組方
針、主な取
組事業》

すべての児童生徒の学力保障を打ち出
してほしい。
（３５人学級の実現など）

原案どおり

取組方針に掲げる「確かな学力の育成」
には、すべての児童・生徒に対する学力
保障が含まれます。そのため、今後も小
中一貫教育を核としながら、大学との連
携やICTを活用した教育の推進などの各
種取組みを実施していきます。

教育活動の
充実

開かれた学
校づくりの
推進
《取組方
針、主な取
組事業》

情報の共有と市民参画のために実施し
てはどうか。
・保護者、教職員、行政の意見交換の場
を設ける。（ICTを活用した教育　保幼小
連携、小中一貫など）
・開かれた教育委員会（休日、夜間開催
など）

原案どおり

現在も学校運営評議委員会などを活用
して、保護者・地域・教職員・行政の意見
交換を行っています。また、教育委員会
については、傍聴及び市公式ホーム
ページにおいて会議録を公表しています
ので、このことについて周知を行ってい
きます。今後「開かれた学校づくり」をさ
らに推進するため、基本計画に掲げてい
る取組み以外にも、さまざまな手法を検
討していきます。

教育活動の
充実

学校教育の
充実
《取組方
針》

「（２行目）自立し、かかわりを深める子
どもの育成」とあるが、何のかかわりを
深めるのかが分かりにくい。

意見のとおり
修正

用語解説に、「「かかわり」とは、学校・家
庭・地域など、子どもを取り巻くすべての
「ひと・もの・こと」とのかかわりのことを
いう。」を追記します。
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施策区分等項目 意見 対応 回答

教育活動の
充実

戦略的取組
《都市ブラ
ンド》

「ICTを活用した教育を～」.が、取組方針
と異なっている。ICTは、教育方法・手段
の１つ。学習意欲を培う基盤があること
を示すとよいと思う。
また、「向上させます。」という表記は不
適切。
「～、ICTの活用など授業の工夫により、
学力向上を図ります。」 に修正すべき。

一部修正

取組方針及び主な取組事業に、ICTを活
用して教育を推進していくことを記載して
います。
また、「学力を向上させます」を「ICTを活
用した教育などを推進し、学力向上を図
ります」に修正します。

教育活動の
充実

戦略的取組
《都市ブラ
ンド》

「専門性の高い教育」の内容が、わかり
にくい。 意見のとおり

修正

ご意見の趣旨を踏まえ、「専門性の高い
教育」を「それぞれの知識や技術を活用
した専門性の高い教育」に修正します。

教育環境の
充実

より良い学
校給食の推
進
《取組方
針、主な取
組事業》

現在の短い給食時間で、現状・課題にあ
る「（５行目）望ましい食習慣」を身につけ
られるのか、とても疑問がある。
比較的質の高い給食を提供できている
ので、給食時間を延長するなどの検討を
してほしい。 原案どおり

１日の時制については、学校教育法施
行規則により、校長が定めることになっ
ており、給食時間についても各学校で児
童生徒の発達段階を考慮して定められ
ています。給食時間には、食事のマナー
だけでなく、「望ましい食習慣」について
も指導しています。また、教科等で行う
「食に関する指導」、学校・家庭・地域と
連携した食育の取組みなども活用し、子
どもたちの食習慣の確立を支援していき
ます。

教育環境の
充実

戦略的取組
《都市ブラ
ンド》

「食の歴史」はここだけに記述があり、意
図する内容がわからないので修正した
方が良い。

意見のとおり
修正

地域の特性と食は切っても切り離せない
もので、子どもたちに「食文化」や「食の
歴史」を伝えていくことは、地域を深く理
解することにつながると考えます。取組
方針に記載のある「食文化」には食の歴
史も含まれることから、ご意見のとおり
「食の歴史」を削除します。

グローバル
人材の育成
と国際交流
の推進

グローバル
人材の育成
《現状・課
題》

グローバル人材の育成は市の事業とし
て必要なのか。

原案どおり

インターネットや流通の発達により、情
報やモノは国境を越えて身近なものとし
て存在しており、今後この流れは加速す
る一方です。そのような中、国際的な視
野を持つグローバル人材を育成すること
は、社会の責務であると考えます。
本市では、語学力やコミュニケーション
力、積極性、異文化に対する理解、日本
人としてのアイデンティティなどに加え、
宗像の歴史・文化に興味を持ち、相手に
伝えることができるようなグローバル人
材を育成したいと考えています。
郷土を大切に思う気持ちを持つ子どもた
ちが、将来世界中で活躍することは、未
来の宗像の発展につながるものと考え
ています。

グローバル
人材の育成
と国際交流
の推進

戦略的取組
《都市ブラ
ンド》

「英語教育を推進すれば、グローバル人
材になる」と考えているように読めるが、
これは取組方針の内容と異なる。
自国の文化や国語力の向上とコミュニ
ケーション力を学ぶことなども含むように
修正すべき。

意見のとおり
修正

目指すグローバル人材像は、取組方針
に記載しており、重複を避けるため、「英
語教育を推進してグローバル人材の育
成を強化します」を「国際的な視野を持
ち、世界に貢献できるグローバル人材を
育成します」に修正します。

健康づくり
の推進

地域で取り
組む健康づ
くり
《取組方
針》

「ゲートキーパー養成講座」は、次にど
のようにつなげていくのかが大切なの
で、その後の活用を考えて実施してほし
い。

原案どおり

自殺の危険性が高い人の早期発見及び
早期対応を図るためには、自殺の危険
を示すサインに気づき、適切な対応を図
ることが重要となります。そのため、ゲー
トキーパーとしての知識を多くの人が持
つことで、ゲートキーパーの協力を得な
がら、悩んでいる人のサインに気づき、
市に相談していただくことにより、適切な
対応につなげていきます。
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施策区分等項目 意見 対応 回答

安心できる
医療体制の
充実と社会
保険制度の
健全運営

医療体制の
充実
《取組方
針》

「鳥インフルエンザ」などでは他の機関
以上に実践的対応力があるため、「（7行
目）感染症～県、医師会等～」に「日赤
看護大」を明記した方が良い。

原案どおり

鳥インフルエンザなどの感染症の対処
は、「感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律」及びこれら
に関する政令・省令等に基づいて、国・
地方公共団体・医師等が行うべき責務と
なっています。しかし、日本赤十字九州
国際看護大学は教育機関であり、感染
症など疾病の治療ができる医療機関で
はないため、連携は困難と考えます。

自立した生
活の支援

日常生活の
自立支援
《主な取組
事業》

「認知症サポーター養成講座」の実施
は、これからも続けてほしい。小中学校
でも実施してほしい。
また、キャラバンメイト養成講座等講師
養成講座等を実施してほしい。 原案どおり

認知症サポーター養成講座は、今後も
積極的に実施いたします。なお、小中学
校においても、すでに実施しています。
キャラバンメイト養成講座の受講希望者
に対しては、福岡県社会福祉協議会等
が毎年実施している講座の受講推薦を
行っており、現時点では市が開催する予
定はありません。

互いに尊重
し、協力し
合う社会の
充実

男女共同参
画の推進
《現状・課
題、取組方
針、主な取
組事業》

１次の後期基本計画に比べ、内容が薄
い。
今後も重要な「ワークライフバランス」の
記述がなく、施策の継続性に欠けるので
はないか。
全体的に、内容を充実させるべきであ
る。現状・課題の「（４行目）依然として～
低い」は、誤った記述であり、修正すべ
き。
防災組織や高齢者見守りなどに女性の
視点を取り入れ、地域を活性化させてい
くために女性の主体的な参画と、自治会
等地域における指導的地位への女性の
進出を促していく必要があると思う。

一部修正

ワークライフバランスについては、第１次
宗像市総合計画で明記し、第２次宗像
市男女共同参画プランにおいても基本
目標のひとつに掲げているため、現状・
課題に「さらに、仕事とそれ以外との活
動の調和がとれた社会づくりを目指すた
め、ワーク・ライフ・バランスを推進する
必要があります。」を追記します。また、
取組方針に「ワーク・ライフ・バランスの
確立に向け、家庭や事業所に対する啓
発を推進していきます。」を追記します。
なお、用語解説に「「ワーク・ライフ・バラ
ンス」とは、仕事とそれ以外の活動（家庭
生活、地域活動、個人の趣味や学習、
健康・休養など）を調和させ、その両方を
充実させて相乗効果を高めようという考
え方やそのための取組みのことをい
う。」を追記します。
現状・課題の「(４行目)依然として～低
い」については、市の附属機関等の委員
選任にあたり、「宗像市市民参画、協働
及びコミュニティ活動の推進に関する条
例施行規則」第４条第１号第１項におい
て、「男性及び女性の割合については、
それぞれ委員全体の４割以上になるよう
努めること。」としています。平成２６年４
月１日現在の調査では３５．４％であり、
目標には達していないのが現状です。ま
た、登用を推進することにより、女性の
主体的な参画、地域での指導的地位へ
の女性進出が促進されるものと考えて
います。

賑わいのあ
るまちづくり

概要
⑤生涯を通
した学習の
振興

「賑わいのあるまちづくり」に入っている
ことに、違和感がある。「元気を育むまち
づくり」か「みんなで取り組むまちづくり」
に入れていいのではないか。 原案どおり

生涯学習を通した学習の振興は、ご指
摘のとおり、「元気を育むまちづくり」や
「みんなで取り組むまちづくり」にも大きく
関わるものでございますが、活動的なま
ちづくりに結びつくことを期待する観点か
ら、「賑わいのあるまちづくり」に分類して
おります。

観光による
地域の活性
化

宗像版観光
プラット
フォームの
推進
《取組方
針》

地域の産業育成を基盤としたものでなけ
れば、持続は不可能だと思う。
リピーターを呼べないものは、観光資源
として費用対効果が薄いのではないか。
宗像市は観光に力を入れるべきではな
いと思う。

原案どおり

宗像版観光プラットフォームは、地域産
業の活性化を目的として取り組んでいる
ものです。今後は宗像観光協会や観光
事業者とともに、リピーターを呼べる観
光メニューの充実や創出を行っていき
す。
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施策区分等項目 意見 対応 回答

地域産業の
活性化

農業、水産
業の基盤強
化
《取組方
針》

商品のブランド化を図るのは、一つの手
段として有効であると思うが、後継者を
どう育てるのか、市として真剣に考え施
策を打ってほしい。

原案どおり

施策概要の記載にあるように、「後継者
の育成」は必要な取組みであると認識し
ています。具体的には、基本計画に記載
のとおり、担い手の育成などの取組みを
実施していきます。

歴史文化の
保存と活用

世界遺産登
録推進及び
保存
《現状・課
題》

文化財の保護や活用は大事だが、世界
遺産登録だけが手段ではない。登録に
は多額の費用が必要で、登録されれ
ば、永久に維持管理をしなければならな
い。
これまで、保存されており、観光のため
の登録と思われる。登録活動は再検討
すべき。

原案どおり

世界遺産登録推進は、一定の費用を要
しますが、遺産を未来永劫守り伝えてい
くために必要であると考えています。
また、世界遺産登録推進は、観光目的
に取り組んでいるわけではありません。
世界遺産に登録されることで、将来にわ
たり保存体制がより強固なものになって
いきます。

スポーツの
多面活用

地域スポー
ツ環境の整
備
《現状・課
題》

「（３行目）スポーツ人口の増加」の根拠
を簡潔に述べてほしい。
今後、尐子高齢化が進む状況であり、こ
の記述では納得できない。

原案どおり

平成２５年７月に実施した運動・スポーツ
活動に関するアンケートでは、週１回以
上運動・スポーツを実施している人の割
合が、約５６％という結果でした。今後、
この割合を平成３６年度末までに６５％
程度まで引き上げることが出来るよう、
基本計画の同施策にある「スポーツ、運
動を通した健康づくり、地域活動の増
進」に記載しているとおり、さまざまな取
組みを行いたいと考えています。

スポーツの
多面活用

地域スポー
ツ環境の整
備
《取組方
針》

念のため、次の文を３行目に追加した方
が良い。
「なお、学校開放については、教育活動
に支障がないよう学校現場と十分協議
し、進めます。」

原案どおり

学校開放については、学校現場との十
分な協議を行いながら進めていきます。

スポーツの
多面活用

スポーツ観
光の推進
《現状・課
題》

スポーツ観光が打ち出されているが、大
規模な体育館建設が必要で、既存の３
体育館は廃止される。市民の健康維持
が市の役割であり、既存体育館はその
役割を果たしてきたと思う。

原案どおり

スポーツ観光を行うために既存の３体育
館を廃止し、新たな体育館を１館整備す
るものではありません。現行の体育館
は、昭和５０年代の仕様で建設されたも
ので、「観客席が尐ない、冷暖房設備が
ない、共用スペースが小さい」といった課
題があり、市民のスポーツ大会等を開催
する際、支障をきたしている現状があり
ました。この課題を解決するため、既存
の３体育館の持つ運動スペースを確保
し、市民スポーツの場を維持するととも
に、今まで以上に市民がスポーツに親し
み、楽しめる環境づくりのためにも総合
体育館を整備したいと考えています。

スポーツの
多面活用

スポーツ観
光の推進
《現状・課
題》

スポーツ観光は、市民の健康維持や観
光振興に役立たないのではないか。

原案どおり

スポーツは、「する」だけでなく、「みる」、
「支える」というかたちで参加し、楽しむ
方法がありますが、この部分において、
スポーツ観光は大きな役割を果たしてい
ます。日頃、スポーツをしない人も「み
る」、「支える」というかたちで参加するこ
とにより、スポーツをするきっかけや楽し
み、生きがいといった精神的な充足感を
満たすことが期待できます。また、ス
ポーツ観光の取組みを今まで以上に推
進することにより、市外から多くの人が
訪れ、地域経済の活性化にもつながり、
観光振興に役立つものと考えています。
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施策区分等項目 意見 対応 回答

自然環境の
保全と再生

環境保全に
対する取組
みの推進
《主な取組
事業》

まちづくりの柱として、豊かな自然を大切
な資源の一つとしているが、この資源を
有効に活用する施策がほとんどない。
「自然環境の保全と再生」として、唯一
「いやしの空間としての活用」が、主な取
組事業として記述されているのみであ
る。
自然探索路の整備や島に限らないオル
レとしての地域再発見等、積極的な自然
環境の活用を希望する。

原案どおり

「自然環境の保全と再生」の主な取組事
業に記載している「いやしの空間として
の活用」のほか、さつき松原内の遊歩道
整備や登山道の情報発信など、自然環
境を積極的に活用した取組みなどを
行っていきます。

自然環境の
保全と再生

温暖化防止
対策の推進
《取組方
針》

終末処理場の排水路での小規模水力発
電、焼却場での排熱利用（温水利用によ
る浴場施設やビニールハウスへの熱エ
ネルギー供給）など、斬新的な再生エネ
ルギー創設の取組みはできないか。
このような施策が市のイメージアップに
つながり、定住者の増加にもつながる。

原案どおり

終末処理場の排水路での小規模水力発
電は、排水路での落差が尐なく、発電量
が望めないことから、現段階では取組方
針として掲げておりません。
また、清掃工場で発生する排熱につい
ては、発電効率を最大限に考慮して、自
家発電に利用し、自己消費及び売電を
行っており、他の排熱利用に回す余剰
がない状態です。現状では、施設運転
経費の軽減に向けた現利用方法が最適
と考えています。

自然環境の
保全と再生

温暖化防止
対策の推進
《取組方
針、主な取
組事業》

・啓発活動中心でいいのだろうか。宗像
市としてのエネルギーに対する姿勢を打
ち出すべきではないか。
地域にある再生可能エネルギーの利用
促進に取り組んでほしい。
・終末処理場発電施設整備は、清掃工
場の建て替えをはじめとした廃棄物処理
全体を検討した上で進めるべきではない
か。

原案どおり

本市では、太陽光、風力、水力、地熱、
バイオマスなどの再生可能エネルギー
の利活用を検討した結果、森林開発行
為による自然環境の破壊、世界遺産登
録活動を推進する上で景観が著しく損な
われる恐れがあると判断したことから、
太陽光発電を中心に取り組んでいくこと
としています。現時点では、住宅用太陽
光発電の設置促進による温室効果ガス
の削減を推進しています。加えて、防犯
灯及び道路照明のLED化や終末処理場
で発生するメタンガスを活用した発電に
取り組むことにより、温暖化防止対策を
推進しています。
また、清掃工場の将来計画については、
清掃工場を管理運営する一部事務組合
（玄界環境組合）とその構成団体（３市１
町）において、現在、検討されています。

調和のとれ
た土地利用
と魅力ある
景観の形成

調和のとれ
た土地利用
の推進
《主な取組
事業》

「調和のとれた土地利用と魅力ある景観
の形成」の主な取組事業の内容に、「新
たな産業用地の確保」とあるが、これは
産業育成であり、「調和のとれたまちづく
り」の基本構想のコンセプトにそぐわな
い。
その必要性も問題であるが、どうしても
記載の必要があるのであれば、「賑わい
のあるまちづくり」の方に入れるべきであ
る。

原案どおり

新たな産業用地の確保については、「賑
わいのあるまちづくり（地域産業の活性
化）」にも取組方針として掲げています
が、用地の確保そのものは、土地利用
に関わることでありますので、「調和のと
れた土地利用の推進」の中で取組事業
として掲げることは、妥当であると考えて
います。

公共交通の
利便性の向
上

バスでつな
がるまちづ
くりの促進
《主な取組
事業》

課題に対応するように、主な取組事業の
中に、「公共施設への利便性の向上の
検討」を明記した方が良い。

原案どおり

利用者ニーズの把握による効果的な路
線の改正に取り組む中で、基本計画に
記載のとおり、公共施設への利便性向
上を含め、日常生活において移動がし
やすい公共交通体系の構築を行ってい
きます。

みんなで取
り組むまち
づくり

概要 すべての施策に、男女共同参画の視点
が必要と考える。

原案どおり

ご意見のとおり、いずれの施策において
も、「男女共同参画の視点」は重要な視
点と考えています。市のさまざまな取組
みの実施にあたっては、その視点を持っ
て取り組んでいくこととしています。
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施策区分等項目 意見 対応 回答

市民活動の
推進

戦略的取組
《都市ブラ
ンド》

「子育て世代」だけでなく、「誰もが」と訂
正した方が良い。
子の父母だけでなく、祖父母世代がか
かわることが増えている。
また、子育てする側もだが、子どもたち
自身が、安心して元気に育つことができ
るような環境をめざしてほしい。

原案どおり

市民活動を推進する上では、ご意見のと
おりであると考えます。
しかし、本記載欄は、戦略的取組である
「都市ブランド」に特化した内容を記載し
ています。本市が推進する「都市ブラン
ド」では、子育て世代に選ばれるまちの
イメージ確立を目指しているため、「子育
て世代」という記載にしています。

市民活動の
推進

用語解説 スパイラルの説明が不十分である。

意見のとおり
修正

用語解説を「「学びのスパイラル」とは、
生涯学習で培われた知識や経験が社会
の中で循環し、学んだ成果が還元され、
地域の課題解決やまちづくりにつながる
ことをいう。」に変更します。

連携による
まちの経営

地域資源の
連帯と推進
《取組方
針》

基本方針を受け、「（5行目）それに加え
て～の強化を進めていきます。」を「～を
強化し、成長・成熟を促すように進めて
いきます。」に修正した方が良い。

原案どおり

成長及び成熟については、全施策にお
いて展開していくものであるため、この
施策に特化した記載はいたしません。

計画的かつ
効率的な行
政経営

持続可能な
行政経営
《施策区
分》

この施策区分は、すべての施策に関係
してくる。
施策区分ではなく、施策として示したほう
がいいのではないかと思う。 原案どおり

ご意見のとおり、「持続可能な行政経
営」は大切な部分ではありますが、この
施策では、経営資源である「ヒト」、「モ
ノ」、「カネ」を施策区分ごとに記載するこ
とで、継続的に安定した行政経営を行っ
ていくことを掲げています。

計画的かつ
効率的な行
政経営

持続可能な
行政経営
《主な取組
事業》

「行政評価への市民参画の推進」（拡
大）を追加した方が良い。

原案どおり

ご意見のとおり、文言の違いはあります
が、戦略的取組として「市民や関係団体
と協働して施策や事業の評価を行いま
す。」を記載しています。

計画的かつ
効率的な行
政経営

戦略的取組
《協働》

「～協働して、将来を見据えた施策や
～」に修正すべき。
将来の世代に対して責任のある行財政
運営をするという覚悟を示す文言を入れ
てほしい。最近の市の大型スポーツ施
設に関する進め方や試算に不安を感じ
る声が多い。
H２６年度当初予算における経常収支比
率は９６．５％となっていて、財政的に弾
力のない状態になっています。これから
税収の増加の見込みも尐ない中、必要
な事業の取捨選択し、サービスの質を
低下させないようにしてほしい。

意見のとおり
修正

ご意見のとおり、「～協働して、将来を見
据えた施策や～」に修正します。
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