
資料２　　　

【鈴鹿市総合計画２０２３基本構想（素案）に対する答申に記載すべき意見】

御意見の類型 委員名
審議会
当日/後日

内　　容

1 平和社会の実現 林委員 後日
わが国の憲法に基づき，平和社会の実現と継続を意識した計画を推進
されたい。

【対応案】
答申案の内容の一つとして，第５回審議会へ提案します。

わが国の憲法に基づき，平和社会の実現と継続を意識した
計画を推進されたい。

2
地域づくり組織
の仕組みづくり

副会長 当日

基本構想素案の２４，２５ページでは，後期の基本計画では行政経営
計画に加えて地域別経営計画を策定することになっており，この地域
別経営計画では，山積みになっている地域の課題への対応や各種行事
の開催等に対する予算を一元化していくものと理解している。
市民の方は，これまで予算に対する考え方の訓練が無いので慣れるに
は時間を要する。
お手本になるような地域を作っていただき，それを見本に他の地域も
引っ張っていくことをお願いしたい。

（第４回審議会答弁要旨）
地域別経営計画の具体的なイメージについては前期の基本
計画を推進していく４年間で，地域の受け皿となる組織の
立ち上げとともに，現在，様々な形で御支援させていただ
いている個別具体的な予算の一元化についても明らかにし
ていきたい。
また，指摘いただいたとおり，市民の方は事業費などの予
算に馴染みが無いので，地域づくりの中で，職員が地域支
援を行う役割として入っていくのが良いのか等，手法も検
討しながら枠作りにも取り組んでいきたい。

3
地域づくり組織
の仕組みづくり

新田委員 当日

基本構想素案の７ページから８ページについて，前期４年の基本計画
の期間において地域づくり組織の設置及びまちづくりを担う人材育成
の取組を進め，組織の設置が出来た後に，地域別経営計画を策定して
いく流れになっているが，このように分けて考えることが可能である
のか。
地域別経営計画は前期の流れがあって運用されるので，前期と後期の
連続性が現在の表現では見えにくい。
また，地域別経営計画については，市民が実際に担う部分になるの
で，もう少し具体的に記述した方が良いのではないか。

（第４回審議会答弁要旨）
委員の意見のとおり，明確に前期，後期と分けて整理する
ことは難しいと考えている。
基本的には後期の段階で地域別経営計画を作っていくとい
う前提のもとで，その土台となる地域づくり協議会につい
て小学校単位を基本に作っていく作業を進めている。これ
は，前期の４年間全てをかけて作るということではなく，
出来る限り前倒しを行い，後期に結びつく土台を前期の段
階で築いていきたいと考えている。

4
地域づくり組織
の仕組みづくり

山﨑委員 当日

地域づくり協議会について，権限や財源が委譲された行政の下請けで
はないものにしていただきたい。また，地域別経営計画について，前
期と後期の計画の連続性が読み取れるような柔軟な表現にしていただ
きたい。

【対応案】
３の意見に対する答弁要旨と同様の考えです。

5
地域づくり組織
の仕組みづくり

山﨑委員 後日

２０２３基本構想は、「鈴鹿市まちづくり基本条例」が制定（改定）
されてから、初めて策定されるものになります。条例が制定された背
景を受けて基本構想でも、市民と行政との協働の理念が前面に出され
ています。市民が主体となる組織として「地域づくり協議会」が挙げ
られていますが、協働の理念の下、行政と対等な関係の機関となるよ
うに努めてください。

【対応案】
御意見の趣旨に沿った関係性を築くことが必要であると考
えていますので，答申案の中で表現できるよう考慮しまし
た。

6
広報・広聴の推
進に基づく協働
の推進

山川委員 後日

素案を読んでいて感じたのが、「市民は、こういうことを思っている
だろう」　「市民は、こういうことを期待しているだろう」といった
「だろう思考」です。策定の時点では仕方ありませんが、今後の計画
には、市民の声が届く（集める、聴く）行政運営を目指すことを記載
していただきたく思います。特に大きい声ではなく、小さい声やサイ
レント・マジョリティの声を集められるような行政運営が求められる
と思います。
共働や市民力を求めるのであれば、しっかりと市民の声が反映される
行政運営について明記し、行政の本気も市民へ伝える必要がありま
す。

7
広報・広聴の推
進に基づく協働
の推進

林委員 後日

政策の柱を推進するにあたっては，意思形成過程の情報を積極的に公
開し，常に行財政運営の状況が市民に明らかにされるよう努められた
い。
【前回の答申（平成17年7月29日）からの引用】

答申案No. 当日答弁要旨又は意見への対応案

行政との対等な関係に基づく地域づくり組織の設置を進め
るとともに，地域別経営計画の策定及び運用にあたって
は，継続的で効果的な仕組みづくりに，十分配慮された
い。

【対応案】
協働を進める上での基本的な考え方として，市民の皆さん
への情報提供を積極的に勧めるとともに，市民の声を幅広
くお聴きする広聴の視点は重要であると考えておりますの
で，答申案の中で表現できるように考慮しました。

積極的な情報公開と市民の声を幅広くくみ取る広聴活動を
基本として構築される協働によるまちづくりを進められた
い。
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御意見の類型 委員名
審議会
当日/後日

内　　容
答申案No. 当日答弁要旨又は意見への対応案

8 行政経営の強化 植村委員 後日

日本中で人口減少が避けられない状況の中，鈴鹿市が相当の努力をし
ても，人口減少を避けることはとても難しいと思います。目標は高く
掲げた上で，１年毎に現状や実施結果の検証と見直しを，あらゆる可
能性を見据えて真摯に行ってください。（これは，人口のことだけで
はなく，全てついて言える。）

9 行政経営の強化 林委員 後日

総合計画の推進にあたっては，計画と事業推進及び評価，改善が連動
してなされるよう努められたい。また，外部評価を含めて情報はでき
るだけ早く公開し，市民に分かりやすい示し方を検討されたい。
【前回の答申（平成17年7月29日）からの引用】

10 行政経営の強化 須賀委員 後日

２.中長期計画策定・推進に伴う体制について
（２）中長期計画策定と併行して市の経費、人員削減計画を策定され
たい。
＊今後当市の財政も逼迫傾向にあることは否めず、本計画推進後は自
立市民と市職員の協働による行政運営の結果として、市の必要経費や
必要人員も当然ながら抑制される事と思われその具体化数値化が期待
される。

11
女性の活躍の場
の構築

林委員 後日
人口の確保や女性の社会における活躍の場の確保のためにも，引き続
き，子育て支援や子どもを生み育てやすい環境を作る施策を進められ
たい。

12
女性の活躍の場
の構築

須賀委員 後日

２.中長期計画策定・推進に伴う体制について
（３）ママさんなど女性職員を活用されたい
＊本計画は「人口の維持・増加」が大きな課題である限りは結婚・出
産・子育て・教育・住宅等のサブテーマが必然的に浮かび上がり、政
策・計画の検討やその実践段階、また市民との恊働推進に当たっても
女性目線での配慮や考慮が不可欠であり、また職員自身の子育て経験
も様々に活かせると思われ、幸い市長は女性ですが女性職員・母親職
員の抜擢や一層の活用を検討されたい。

13
女性の活躍の場
の構築

土川委員 当日

基本構想素案７ページの基本となるまちづくりの推進の中で，性別に
関わらず誰もが活躍できる男女共同参画社会の実現に向けたまちづく
りを進めると記述されているが，男女共同参画に関するアンケートを
実施すると，まだまだ関心が低い現状にある。
関心が高くならなければ，活躍するというレベルには到達しない。男
女共同参画社会の実現には，社会構造の変化が求められる。
社会の仕組みづくりに関わる要素であるので，７ページ以外の部分に
も，男女共同参画社会の実現に繋がる記述をいただきたい。

【対応案】
５つの将来都市像を支えるまちづくりの柱を支える強固な
土台として，行政経営の強化を図ることは必要な視点であ
ると考えておりますので，答申案の中で御意見の趣旨が表
現できるように考慮しました。

【対応案】
'男女共同参画社会の実現に向けたまちづくりを進める中
で，男女共同参画の意識の醸成を図る上でも，女性が輝く
ことができる活躍の場の構築を進めることが重要と捉え，
答申案の中で御意見の趣旨が表現できるように考慮しまし
た。

男女共同参画社会の実現を図る視点を持って各施策の推進
に当たられたい。特に，女性が輝くことができる活躍の場
と環境の構築に尽力されたい。

総合計画の推進に当たっては，施策等の実施結果に基づく
適切な評価及び改善が連動してなされるような仕組みづく
りを進めるとともに，財政規律の確保と職員の適正配置に
より効率的で効果的な行政運営を推進されたい。
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御意見の類型 委員名
審議会
当日/後日

内　　容
答申案No. 当日答弁要旨又は意見への対応案

14 人材育成 会長 当日

これまで大学で，産学官連携による取組を行ってきた。そこでは，そ
れぞれを繋ぐコーディネーター，仕掛け人の能力次第で，協働による
取組が成功するか変わってくる。
今後，市においても，地域と行政をつなぐコーディネーターを担う人
材の育成が重要になってくる。
市民との協働という部分で成功している自治体には，必ずキーパーソ
ンのような職員がいると思うので，視察を行うなど参考にしてはどう
か。

15 人材育成 植村委員 後日
市民との協働については，現時点では市民にそこまでの意識や能力が
あるとは思えず，なかなか難しいと思う。長期的に見て，核となる人
材の育成が不可欠ではないだろうか。

16 人材育成 須賀委員 後日

２.中長期計画策定・推進に伴う体制について
（１）仕掛け人的、ファシリテーター的職員を育成されたい。
＊今後は自立した市民と市庁の恊働による行政運営が必須ですが、慣
れない市民が最初から頼りに出来る存在とはなり得ないケースもあ
り、市職員には彼等を上手に巻き込み、モチベートし、足りない部分
はサポートして育てる感覚と能力を涵養する必要がある。

17 人材育成 達知委員 後日

第４回審議会でも意見として出ていたが，７ページあるいは24，25
ページあたりに，
・地域と行政をつなぐコーディネーターや地域づくりを推進するため
の人材の育成を図る
・総合計画による，まちづくり推進のために，市民も行政も変わるこ
とが必要
といった意をどこかに入れていただければ・・・。

協働のまちづくりを推進するための能力と感性を備えた職
員の育成に努められたい。また，地域づくりの核となる地
域の人材の発掘及び育成に努められたい。

【対応案】
地域と行政をつなぐコーディネーター的な職員の人材育成
や地域の核となる人材の発掘育成をはじめ，あらゆる場面
における市民，地域，団体及び行政の人材発掘・人材育成
は，今後の地域づくりの組織の設置や地域別経営計画の策
定・推進をはじめとするまちづくり全体の活動にとって重
要なポイントとなると考えておりますので，基本構想を推
進するにあたっては，御意見の趣旨を十分に踏まえた答申
案の中で表現できるよう考慮しました。
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御意見の類型 委員名
審議会
当日/後日

内　　容
答申案No. 当日答弁要旨又は意見への対応案

18
人口減少に対応
する鈴鹿らしい
施策の推進

山﨑委員 当日

１２ページの計画人口に関連して，計画期間の８年間では人口構成は
高齢者が増えるなど変化は生じるものの，総人口には大きな差は出な
い試算になっている。それを踏まえ，この８年間，人口減少に対する
施策，事業は想定していないのか。

（第４回審議会答弁要旨）
本市は企業活動に伴う人口移動の影響を受けやすい特性が
あり，現在の予測以上に早いスピードで人口が減少してい
く可能性が高いのではないかという考えから，８年後に２
０万人を僅かに超えると予測されてはいるが，少なくとも
２０万人を維持していくという意気込みとともに，可能な
限り人口拡大をめざす取組を進める表現にして人口減少対
策に向けた積極性を表した。

※ご質問として取扱いをさせていただき，答申案の内容に
は盛り込みません。

19
人口減少に対応
する鈴鹿らしい
施策の推進

須賀委員 後日

具体的試案
（1）市政の発展に必要不可欠でありベースとなる人口の維持・増加
へ向けての政策の推進と，それに寄与する又は関連する諸施策を鈴鹿
らしさを発揮しながら推進されたい。

20
人口減少に対応
する鈴鹿らしい
施策の推進

須賀委員 後日

具体的試案
（２）単なる「住み続けたい」を超えて、他市と比較されても選ばれ
愛される魅力や特長ある町作りを進められたい。
＊一度は転出した若い人が帰ってくる故郷とのつながりを保つ町、移
住者への支援もあり、転入者増加に寄与できる、行政や市民一体と
なった人に優しい町作りを進められたい。

21
人口減少に対応
する鈴鹿らしい
施策の推進

須賀委員 後日

具体的試案
（4）市内に居住又は勤務する男女が知り合う機会を提供し、結婚・
定住につながる施策を展開されたい。
＊当市の豊かな自然環境を舞台にしたものや前述の農業イベントなど
で若い男女が共同農作業する中で知り合う等若い世代が関心ある様々
なテーマで人を集める機会を提供されたい。波及効果の大きい結婚関
連業界活性化にもつなげたい。

22
人口減少に対応
する鈴鹿らしい
施策の推進

須賀委員 後日

具体的試案
（5）子育て世帯や移住者、市内で定住される方々への就職機会の提
供のための施策を展開されたい。
＊企業誘致を進めると共に多様なニーズにも応え起業支援策も充実さ
れたい。その際は別途進める高齢者の活性化施策の中で保有する起業
支援Fundに投資頂く、経験を積まれた分野での知恵を起業希望者に
助言頂く等相互にメリットある策で市民の元気と活性化につなげた
い。市業務も縦割りでなく転入、住居、就職、子育て等ワンストア的
に対応やサポートが出来る職員や体制を整備されたい。

23
人口減少に対応
する鈴鹿らしい
施策の推進

須賀委員 後日

具体的試案
（７）子育て世帯や結婚カップル、起業希望者、元気な高齢者（又は
予備軍）に選ばれ人口が増加・維持されるにはそのような現市民に住
み続けてもらう他に、名古屋等都市部からの移住者も増えて頂く必要
があり、土地活用や交通政策もそこに焦点を合わせ立案されたい。
＊例えば保育円幼稚園、学校、運動施設等教育施設に関しては津波や
高潮の心配の無い高台の立地が増えていけば両親祖父母世代には安心
感を与え、交通面では道路や近鉄線バス等のアクセスが向上すれば移
住の前段階にも当たる二地域居住や週末ライフの拠点ともなり得、親
子孫世代が週末や休暇時に市内で過ごす家族が増えれば将来の定住化
の布石となると同時に、市内商業への好影響も期待出来、彼等をター
ゲットにした店舗や新規開業も喚起できる可能性がある。

24
人口減少に対応
する鈴鹿らしい
施策の推進

林委員 後日
「鈴鹿らしさ」が感じられるとともに，市民の共感や協力が得られる
施策を推進することにより，自治体経営の柱を太くするように努めら
れたい。

【対応案】
人口減少に対応し，計画人口を維持するとともに人口獲得
につなげる鈴鹿市らしい取組の推進を図ることにより，将
来リスクを軽減し，自立した魅力ある自治体を構築するこ
とが，今回の総合計画2023の根底に流れる理念でありま
すので，御意見の趣旨を汲み取れるような答申案としてま
とめました。
なお，具体的なご指摘については，基本構想に対する答申
案のとりまとめ段階では，包括的な取扱いをさせていただ
き，今後の基本計画策定の視点として参考にさせていただ
く形でまとめました。

今後本格的に進展する人口減少社会においても，自立した
活力あるまちづくりを進めるため，人口に維持・増加へ向
けて，地域の特性を活かした鈴鹿市らしいまちの創造につ
ながる施策の推進に取り組まれたい。
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御意見の類型 委員名
審議会
当日/後日

内　　容
答申案No. 当日答弁要旨又は意見への対応案

25 子どもの育成 松嶌委員 当日

総合計画において目指す将来像のベースには，人口２０万人の維持，
今後ますます高齢化社会になっていく中での市民参画，協働が挙げら
れる。
その中で，次代を担う責任世代の育成という観点から，青少年の育成
は非常に重要であることから，答申の中には盛り込んでいただきた
い。

26 子どもの育成 林委員 後日
未来を築き，また，市の財産でもある子ども達の教育，健全育成に配
慮した施策を推進されたい。

27
子育ての望みが
かなうまちづく

り
須賀委員 後日

具体的試案
（3-1）子供を安全に産み育てたい女性達に選ばれる街作りを進めら
れたい。
＊妊娠・出産した女性には何らかの補助が支給され又は負担が軽減さ
れる等の支援や、別途推進される震災対策・津波対策などが整った安
全な住宅が優先的又は割安に提供・紹介される等人口であり宝である
子供を市全体で大切にしたい。男女共同参画も背景にした子育て後の
就職支援も後押しとなる。

28
子育ての望みが
かなうまちづく

り
須賀委員 後日

具体的試案
（3-2）子育て中の世帯に安心感を与え、同時に子供達には心に残る
良き思い出を育み愛される街づくりを推進されたい。
＊別途推進される高齢者の活性化施策の中で高齢者が子育て支援や環
境整備への取り組み、耕作放棄地対策の展開の中で子供の農業体験の
機会や地元アーティストの支援も受けた芸術体験、守られた自然環境
や各種の青少年育成施策の展開も期待したい。

29
高齢者がいきい
きとしたまちづ

くり
須賀委員 後日

具体的試案
（6）今後更に増大が予測される医療費、介護費用抑制に加え、コス
トが掛かる人ではなく各種の活動実践や知恵や資金を提供する人材資
源や市民力のベースとして元気な高齢者作りの政策を展開されたい。
＊高齢者向け検診等の充実はもとより適度な運動を定期的にしてもら
う場や運動記録を登録できるwebサイト立ち上げなど誘引策等健康面
サポートに加え、単なる趣味道楽を越え若い市民や社会に役立ち貢献
出来ることを通じて生きがいを創出するなど精神衛生面の充実で、例
えば健康寿命日本一の自治体を目指す等の野心的な目標を掲げて市民
のモチベーション向上を図りつつ目標を達成されたい。

【対応案】
当面の市政運営や地域づくりを支えていただく人材とし
て，地域の元気な高齢者の存在と役割は非常に大きく，大
切なものであると考えています。そして今後のまちづくり
にも，同じような高齢者の方々をたくさん増やしていかな
ければ，鈴鹿市の未来づくりは難しいものになります。健
康で意欲のある高齢者が地域を支えていただくということ
は，大切な視点でありますので，答申案の中で御意見の趣
旨が表現できるように考慮しました。

経験豊富な高齢者が元気で生きがいを持ってまちづくりに
参加できる施策の推進に努められたい。

未来を築き，次世代のまちづくりの担い手となる子どもた
ちの教育と青少年の健全育成に取り組まれたい。

【対応案】
子育ての望みがかなう魅力あるまちづくりは，人口減少に
対応し，人口増加につなげる上でも，長期的な観点からの
進める必要のある最も重要な取組の一つです。また，ご指
摘のように男女共同参画や，高齢者のいきがい作りの観点
にも寄与するものであると同時に，将来の地域やまちづく
りを支える担い手の育成にもつながりますので，答申案の
中で御意見の趣旨が表現できるように考慮しました。

【対応案】
子どもの教育や健全育成に関する方向については，将来都
市像を支えるまちづくりの柱（２）において，その方向性
を明示しており，基本構想の意見交換会においても，次世
代の担い手意識の醸成の観点から，若者の御意見もお伺い
しながら策定してきております。この方向性は，頂いた御
意見と同じであると考えていますので，答申案の中で御意
見の趣旨が表現できるように考慮しました。

結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかない，安心して子ど
もを生み育てられるまちづくりを進められたい。
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資料２　　　

御意見の類型 委員名
審議会
当日/後日

内　　容
答申案No. 当日答弁要旨又は意見への対応案

30
計画全体

（基本構想素案
の表現）

山川委員 後日

素案の各所の冒頭分が非常に暗いと思います。人口減少や天災など確
かに鈴鹿市を取り巻く環境や予想される未来は必ずしも明るいもので
はありませんが、逆に言いかえれば多くのチャンス、可能性があると
言いかえることもできます。ピンチはチャンスです。
自分たちの将来、未来に明るい夢や希望を持ててないものが、総合計
画を立てることはできませんし、読んでくれる市民が不安になりま
す。事実や予測を偽り記載することは、もちろんしてはいけません
が、その中にあるチャンスや可能性をしっかりと明記することで、よ
り良い総合計画になると思います。

31
計画全体

（基本構想素案
の表現）

達知委員 後日 ○○的という表現が結構多いように思われる。

32
個別意見
（成果指標）

齋藤委員 後日

『鈴鹿市総合計画２０２３基本構想素案』11ページの目指すべき都
市の状態に対する成果指標ですが、２３の「家庭、職場など様々な分
野において男女が平等になっていると感じる市民の割合」のH35目
標値を８０％から７０％くらいにできないでしょうか。
つい最近、当該項目と似たテーマの調査の結果が発表されました。
【http://corporate.o-uccino.jp/wordpress2/wp-
content/uploads/2015/07/pr20150729_fukouheikan.pdf
参照のこと。】
ここでは、性別に基づく不公平感を持っている人の割合として、男性
５３．１、女性５６．１％を提示しています。また、上記の調査で
は、不公平感を感じない人の割合が40％を超えています。
上記の調査自体、市が行ったのとは、異なる調査だとは思いますし、
調査対象も異なるでしょう。しかし、似たあるいは同じようなテーマ
に基づいた数字として、上記調査結果をみると、基本構想素案の市の
指標としての「男女が平等になっている割合」が8年後５０％という
のは、目標としてはかなり低いのではないでしょうか。

【対応案】
委員ご提示の男女共同参画に関する意識調査の結果につい
ては，男性には男性の，女性には女性の不公平感を問うよ
うな内容になっております。一方，基本構想に設定した男
女共同参画に関する指標については，学校教育，地域，家
庭，職場の４分野において，性別に関係なく平等な機会が
与えられていると感じている水準を平均的に示したもので
す。特に職場における平等感は現状値約１８％とかなり低
いものになっております。この調査対象（分野）や設問の
設定内容から，現状値は委員ご指摘のアンケート結果とは
異る結果となっております。ご指摘のとおり，この指標の
数値としては，より高い数値を設定するべきということは
認識しており，基本構想を推進する上でも，男女共同参画
の視点は，各施策を横断的に貫くものであるとの認識のも
と，施策の推進に取り組んでまいりますが，目標値の設定
については，現状の設定で御理解をお願いします。
なお，目標設定については，審議会かの答申を踏まえて検
討していきます。答申案への反映については，個別の御意
見として取扱いをさせていただきます。

基本構想案の文言・字句等の表現及び目標設定について
は，審議会等における意見を参考にされたい。

基本構想案の文言・字句等の表現及び目標設定について
は，審議会等における意見を参考にされたい。

【対応案】
今回の総合計画の計画期間においては，今後予測される人
口減少社会や災害等への対応については，持続的かつ自立
した自治体経営の観点から，必要不可欠な視点として記述
したものです。表現が暗いとのご指摘ですが，基本構想の
項目ごとに，必要な視点は記述しながらも，文章表現につ
いては，審議会かの答申を踏まえて検討していきます。
また，「○○的」の表現については，その表現が適切であ
るかどうかを検討しながら，今後基本構想を取りまとめて
いきます。
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資料２　　　

御意見の類型 委員名
審議会
当日/後日

内　　容
答申案No. 当日答弁要旨又は意見への対応案

33
計画個別
（表現の修正
等）

土川委員 当日
今回の基本構想の良い特徴の一つに，協働でまちづくりを行っていく
原点が明確に記載されていることが挙げられる。そのことを踏まえる
と，基本構想に参画という表現が出てきても良いのではないか。

（第４回審議会答弁要旨）
 市民にとって分かりやすいことが大切であるので，参加，
参画という表現を使うのであれば分かりやすい表現を検討
していきたい。

34
個別意見
（表現の修正
等）

新田委員 当日

基本構想素案の２８ページについて，文章中に参画という表現が使わ
れているが，参加，参画という流れで協働のレベルが深まっていくの
で文章中の表現は，参画ではなく参加で良いのではないか。意図的に
参画という表現を使うのであれば，そのあたりの考え方について詳し
く記述した方が良いのではないか。
※参画という表現を使うことには反対ではないので，参加，参画，協
働という一連の流れやプロセスが分かるように整理されていれば問題
ない。

（第４回審議会答弁要旨）
市民の参画という表現を参加に変更してはどうかという意
見について，参加という概念が大きく，その中に参画とい
う概念があるという理解のもとで使っているが，委員の意
見も踏まえ，最終的にどのような表現にするのか検討した
い。

35
個別意見
（表現の修正
等）

達知委員 後日

「参加」と「参画」について
28ページ文中の「市民の参画を得て」を「市民の参加を得て」でい
いのではないか。
他にも何箇所か「参加」の文言が使われているし，28ページのタイ
トルも「市民参加」になっている。
「市民の参加を得て策定した計画」と続くため。

【対応案】
文章表現については，審議会かの答申を踏まえて検討して
いきます。答申案への反映については，個別の御意見とし
て取扱いをさせていただきます。

36
個別意見
（表現の修正
等）

山﨑委員 当日
１９ページのタイトルについて，少子化による子どもの減少となって
いるが，これは出生率の低下による子どもの減少という表現の方が適
切ではないか。

（第４回審議会答弁要旨）
表現について，検討したい。

37
個別意見
（表現の修正
等）

達知委員 後日

19ページ「少子化による子どもの減少」
子どもが減少する一因としての少子化と捉えれば，このままの表現で
も良いと思うが，「少子化」という言葉の意味に「出生率が低下し，
子どもの数が減少すること」とあるので，「少子化による影響」など
の表現に変えられるなら・・・。

【対応案】
文章表現については，審議会かの答申を踏まえて検討して
いきます。答申案への反映については，個別の御意見とし
て取扱いをさせていただきます。

38
個別意見
（表現の修正
等）

山﨑委員 当日

基本構想素案の６ページについて，将来都市像を支えるまちづくりの
柱（５）の文中で，販路拡大については国内外という表現が使われて
おり，集客交流については市内外という表現が使われている。これか
らの時代を考えると，双方ともに国内外という表現で良いのではない
か。

（第４回審議会答弁要旨）
国外からの集客交流を促進するインバウンドについて取り
組む動き等もあるので，表現についてはこれらも含めて検
討したい。

39
個別意見
（表現の修正
等）

山﨑委員 当日

１７ページから２０ページにかけて幾つかのグラフが記載されている
が，西暦と和暦が混同しており，字体が小さく見づらい部分がある。
また，棒グラフであれば，該当箇所に数値を記載するなど，見やすく
なる工夫をしていただきたい。

【対応案】
文章表現については，審議会かの答申を踏まえて検討して
いきます。答申案への反映については，個別の御意見とし
て取扱いをさせていただきます。

40
その他

（答申案の表
現）

須賀委員 後日

1.答申の表現方法について
　H17年作成の答申イメージを参考資料としていただきましたが、
やや総花的な印象を受けまた各項目に関連性が薄く感じられます。元
より自治体行政は多面的なものですが、ベースとなる政策テーマに各
政策を有機的に結び付け、紐付ける中期計画は三重県庁でも「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」の策定等を通じて行われており、当市
でもそれに準じたあり方や表現方法にすることを提言致します。
　何を柱とすべきかは議論のある処でしょうが審議会や市民との意見
交換の議論を拝聴して居りますと「市の人口の維持・増加」はほぼ皆
様共通の関心事であり、また住む人無ければ市政も税収も地域社会も
消滅し、種々の施策も無意味となってしまうことを考えれば一定の人
口維持は大前提であり、県庁の戦略とも同期出来る点も含めてあまり
異論ないことと想定します。

【対応案】
答申の表現方法については，第５回審議会において，委員
からの御意見も踏まえて検討されるものと考えております
ので，御理解くださいますようお願いします。
なお，本市におきましても，三重県が策定している「ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」と同様に地方創生に資す
る戦略の策定を進めており，この総合戦略のとりまとめに
おいては，今後予測される課題認識のもとに，総合計画
2023との整合を図りながら，取りまとめを行うこととし
ております。

※答申案の内容には盛り込みません。

基本構想案の文言・字句等の表現及び目標設定について
は，審議会等における意見を参考にされたい。

7


