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①第２回市民委員会においてまとめられた内容（図１，２）について，分野として１つの相関図に整理

②第２回市民委員会の内容（図３）と，職員ＷＧが考えた検討内容（図４）からキーワードを抽出

情報伝達
災害に対する不安がなく，安心して暮らしていること

「目指すべき都市の状態」検討経緯

分野名 防災・安全

○津波対策，避難所対策に関する意見が多く出されたことから，防災関連として，
①災害インフラ，②避難所・避難方法，③震災後の生活環境，④排水関係の４つに
分類した。
○防災関連以外の意見として，「交通安全」「防犯・治安」の２分野が挙げられた
為，グループ化した。
○これらの対策として，危機管理，情報発信・啓発，自助・共助の向上が不可欠と
いう意見があったことから，課題を解決する為の手段として位置付けた。
○実施主体として，行政と地域・個人が協働して取り組むことと位置付けた。

図３のとおり

整理の考え方

整理の結果

抽出されたキー
ワード

○災害対策
○情報伝達
○危機管理
○交通安全
○防犯・治安

キーワード抽出の
考え方

○各グループの項目をキーワードとした。自助・共助に関しては，全キーワードに
共通することや，協働に関しても，住民力・自治力の分野で検討するため，防災・
安全分野では，単独のキーワードとして抽出することはしなかった。ただし，抽出
した他のキーワードにおける都市の状態を表現する上では，自助・共助や，連携し
て取り組む状態が分かるような表現にしている。

危機管理

③抽出されたキーワードと，そのキーワードの要素などをもとに，「将来都市像を支えるまちづくりの
柱」を具体化する「目指すべき都市の状態」を文章で表現

キーワード 目指すべき都市の状態

地域で見守り合い，事件や犯罪がなく治安が良いこと

交通安全に対する意識が高く，交通事故がないこと

市民と行政が連携し，不測の事態に備えて対応していること

防犯・治安

交通安全

災害対策
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考え方の整理

　地域の治安を維持，向上させていく必要があることから，「防犯・治安」をキー
ワードとした。
　防犯カメラや街灯などの施設整備も必要であるが，地域の治安を維持するために，
より効果的な防犯対策と考えられるのは，自治会など地域関係者で見守り合いを実施
し，絆を深めることが重要と考えた。このため，目指すべき都市の状態は，地域で見
守り合いが行われ，事件や犯罪がなくなり，治安が良くなっている状態とした。

【市民委員会における関連意見（抜粋）】

○Ａチーム・・・警察官の巡回が少ない，空き家増加に伴う不安・対策，犯罪場所等に関する情報の公開
○Ｂチーム・・・防犯カメラや街灯の整備，地域関係者への情報提供

考え方の整理

　歩道や自転車道の整備，通学路の安全確保など，交通安全のための対策に関する意
見があったことから「交通安全」をキーワードとした。
　交通事故防止のために，手段のひとつとして，歩行者や自転車の安全確保のための
道路整備を計画的に進める必要はある（⇒都市整備分野で検討）が，目指すべき都市
の状態としては，運転者や歩行者等の一人ひとりが，交通安全に関して高い意識を持
ち，その結果，交通事故がなくっている状態がふさわしいと考えた。

【市民委員会における関連意見（抜粋）】

○Ａチーム・・・歩道，自転車道の整備が進んでいない
○Ｂチーム・・・通学路の安全確保，歩きやすい歩道の整備

目指すべき
都市の状態

④地域で見守り合い，事件や犯罪がなく治安が良いこと

考え方の整理

　災害をはじめとする不測事態の発生に備えて，関係機関との円滑な連携体制の構築
や，時間の経過に合わせて適切な対応をとるための取組が挙げられていたことから，
「危機管理」をキーワードとした。
　平常時から，不測の事態に備え危機管理意識や危機管理能力が高いまちになること
は，市民の生命や財産を守るために，いざというときに的確で速やかな行動がとれる
状態を指すことから，「不測の事態に備えて対応していること」とした。
　ただし，そのためには，地域全体で連携し，それぞれが主体性を持って取り組むこ
とが重要であることから，「市民と行政が連携」という表現を加えている。

【市民委員会における関連意見（抜粋）】

○Ａチーム・・・関係機関との連携による体制の強化，計画性のある対策，担当窓口の明確化
○Ｂチーム・・・市の危機管理能力の向上，タイムライン（事前防災行動計画）の導入

目指すべき
都市の状態

③交通安全に対する意識が高く，交通事故がないこと

考え方の整理

　災害が発生した場合に，住民や行政がどういった行動を行うのか，あるいは，災害
の発生に備えて，ハード面，ソフト面でどのような対策を実施するのか，多くの意見
が出ており，これらの要素をまとめて，「災害対策」をキーワードとした。情報伝達
については，災害時に行動する為の手段であることから，集約した形としている。
　自助・共助を含めて，「災害対策」が十分なされれば，大規模災害等に対して不安
を抱えることなく生活でき，ひいては安心して暮らしていることにつながるため，そ
の状態を目指すべきものとした。

【市民委員会における関連意見（抜粋）】

○Ａチーム・・・避難場所の整備，避難経路の確保，排水対策，自治会の重要性，防災に関する啓発活動
○Ｂチーム・・・避難場所の整備，避難経路の確保，避難方法の指示，堤防整備，情報伝達の強化

目指すべき
都市の状態

②市民と行政が連携し，不測の事態に備えて対応していること

「目指すべき都市の状態」内容説明

分野名 防災・安全

目指すべき
都市の状態

①災害に対する不安がなく，安心して暮らしていること
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防災・安全

図２
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防災・安全

図３

防 災 交通安全

防犯・治安

①災害インフラ

津波に対応できる堤防の整備，美しい街（電柱の地中化で倒

れるのを防ぐ）

②避難所・避難方法

避難場所の高台への移動を含めた検証，高齢者の避難方法の

検討，収容能力を考えた避難所の整備，避難経路の整備，避

難所・避難経路を示した看板等の整備

③震災後の生活環境

仮設住宅の建設場所（民地利用の事前手配），災害時の炊き

出し・水の供給体制，仮設住宅の資材・建設用地の検討

④排水関係

排水路の清掃，道路の排水機能の充実，排水機場の整備状況

の開示

①交通インフラ

歩道・自転車道の整備，道路の中央線

（白線）をきれいに保つ，災害時の避難

経路になる道路の排水機能の強化

②子どもの見守り

登下校時の安全性の確保，要所でのおま

わりさんの巡回

取り組むべき課題

防災・安全分野に関わる計

画の全体整理，

これまでの避難指示等の検

証，

三重県や近隣市町との連携

強化，

担当窓口の明確化，

タイムラインの導入

危機管理

防災に関する講習会の実施，

災害時の情報提供の強化，

メールでの情報連携，

災害時の広報・伝達方法の整

備，

広報紙での継続した情報提

供・啓発

避難方法のあり方を含めた地

域連携の強化，

各戸でできる防災対策の強化，

防災訓練の実施，

地域の「絆」の強化（自治会

の組織率の向上）

担い手不足

情報発信・啓発 自助・共助

貢献

（実施主体） 行政 地域・個人

防犯カメラ・街灯の整備，

関係者への防犯・防災メールの提供，

空き家対策

協働
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防災・安全

図４
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①第２回市民委員会においてまとめられた内容（図１，２）について，分野として１つの相関図に整理

②第２回市民委員会の内容（図３）と，職員ＷＧが考えた検討内容（図４）からキーワードを抽出

「目指すべき都市の状態」検討経緯

分野名 教育・文化

整理の結果 図３のとおり

整理の考え方

【グループ化】
・教育関係の内容として，主に就学前の子どもや学校関係を中心に意見が出たこと
から，「子育て」「学校」としてグループ化した。
・地域の役割の重要性については共通の認識であったため，「地域」としてまとめ
た。
・教育や地域に直接入らないと思われる意見については，単独で「自立支援」とし
た。
・文化・スポーツはそれぞれのテーマに沿って意見が出されたことから，そのまま
「文化」「スポーツ」とした。

【相関関係】
・「学校」と「子育て」は互いに影響しあう関係であることから，「連携」でつな
ぎ，それらを一つのグループとした。
・「学校・子育て」を充実させるためには，地域が活動に関わることが重要である
ことから「協働」という関係性で整理した。
・「自立支援」に対しては，「地域・学校・子育て」に関わる主体が共に協力して
支援する必要があることから，「支える」という関係性で整理した。
・「地域」や「学校」，「子育て」が「文化・スポーツ」と連携することで活性化
すると考え，「みんなで盛り上げる」という関係性で整理した。

抽出されたキー
ワード

○スポーツ
○文化
○子育て
○教育環境
○自立

キーワード抽出の
考え方

市民委員会と職員ＷＧのそれぞれの相関図を総合的に捉え，キーワードとなる要素
を抽出した。

子育て みんなが支え合い，安心して子育てしていること

③抽出されたキーワードと，そのキーワードの要素などをもとに，「将来都市像を支えるまちづくりの
柱」を具体化する「目指すべき都市の状態」を文章で表現

家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること

自立
※児童生徒に対するサポートは子育て，教育に含まれること，それ以外の若者に対
するサポートは福祉的な取組になることから，都市の状態として表現しなかった。

教育環境

キーワード 目指すべき都市の状態

スポーツ スポーツを観て，して，楽しんでいること

文化 人と文化を育み，心豊かに過ごしていること
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「目指すべき都市の状態」内容説明

分野名 教育・文化

目指すべき
都市の状態

①スポーツを観て，して，楽しんでいること

考え方の整理

　スポーツを通して子どもの成長を図ることや，生涯スポーツとして高齢者の健康増
進を図ることなど，スポーツを行うこと，さらには楽しむことに関する意見があっ
た。
　このことから，「スポーツ」をキーワードとし，観ることやしていることを通し
て，スポーツを楽しんでいることを，目指すべき都市の状態として表現した。

【市民委員会における関連意見（抜粋）】

○Ｇチーム・・・スポーツであいさつ，礼儀，スポーツを通し将来元気に，生涯スポーツ
○Ｈチーム・・・モータースポーツ以外のスポーツの普及，スポーツ施設は充実しているのでは

目指すべき
都市の状態

②人と文化を育み，心豊かに過ごしていること

考え方の整理

　鈴鹿の歴史や文化をアピールし，文化への関心を高めること，文化施設を充実する
こと，伝統産業の啓発を行うことなどの意見をまとめて「文化」をキーワードとし
た。
　また，学びの場を充実させて，生涯学習を実施することにより，人の心を豊かにす
ることも求められることから，文頭に「人と」を加えた。
　文化を豊かにすることは，市民の心が豊かになるとの意見があったことから，「心
豊かに過ごしていること」を目指すべき都市の状態とした。

【市民委員会における関連意見（抜粋）】

○Ｇチーム・・・心が豊かに，鈴鹿の歴史，文化アピール，文化施設子どもも大人も入りやすい
○Ｈチーム・・・伝統産業啓発

目指すべき
都市の状態

③みんなが支え合い，安心して子育てしていること

考え方の整理

　共働きの親を支援する為に学童保育の充実や，放課後の教室開放，先生の質の向
上・人材確保などの意見があり，これらをまとめて「教育環境」をキーワードとして
目指すべき都市の状態を検討した。
　目指すべき都市の状態として，教育環境が充実すると，子どもが楽しく学べ，成長
できる状態とした。ここでは，さまざまな状況の子どもが含まれていることを表現す
るため，対象を「すべての子ども」として表現している。
　また，今後の教育環境の整備に向けては，各主体が連携して取り組む必要があると
いう意見を踏まえて，文頭を「家庭，地域，学校が連携して」という表現内容にして
いる。

【市民委員会における関連意見（抜粋）】

○Ｇチーム・・・学童保育の充実，子ども増による教室プレハブ，いじめ増心配，引きこもり
○Ｈチーム・・・生徒数の地域間格差，先生の人材確保，安心してみてもらえる学童

考え方の整理

　子どもが元気に楽しく育てられることを目指し，そのために親に対する子育て支
援，地域による子育て支援などが必要との意見から，「子育て」をキーワードとして
目指すべき都市の状態を検討した。
　地域が協力して活動に関わり，学校と連携して子育てしやすい環境を目指すことか
ら，「みんなが支え合い」と表現し，また，子育てを支える社会環境が整備され，支
援を受ける人の精神的な充実があることを示すために，「安心して」という表現にし
ている。

【市民委員会における関連意見（抜粋）】

○Ｇチーム・・・子供が元気に楽しく育てられる，地域の協力支えになった，子育て親支援
○Ｈチーム・・・地域交流，子どもをしっかり見れない親の状況

目指すべき
都市の状態

④家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっていること
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