
第６次知多市総合計画（案）のパブリックコメント実施結果

№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

1 1 2 １計画策定の趣旨

２計画の位置付け

　これからの最大の課題は、地球温暖化に伴うメガ台

風。豪雨、海面上昇であり、すでに近年、世界規模でそ

の危機が顕在化している。さらに当地においては、南

海・東南海巨大地震の発生が想定されておりその対策が

急務である。したがって防災・減災対策の計画、実行が

最大の課題とすべき。

　P２-「計画策定の趣旨」から「計画の位置づけ」はこ

の視点から組み替えるべき。

　防災・減災の取組は重要であり、重点戦略において「災害に

強く、安全に暮らすことができるまちづくり」を政策と位置付

け、地域の防災・減災力の向上、住宅耐震化などに取り組んで

いきます。

2 3 2(4)SDGsを推進する計画 　ＳＤＧｓとは何かを明記して下さい。

3 　ＳＤＧｓの内容が分からない。

4 5 ３計画の構成と期間 　本計画は「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構

成とありますが「実施計画」が添付されていません。こ

の文章を変更する必要があるのでは。

　本冊には、基本構想及び基本計画のみを掲載し、実施計画は

毎年度内容の見直しを行うため、別に策定するものです。実施

計画に関する説明を追加します。

5 　３実施計画　追加し、明記したらどうか、と思いま

す。５ページ記載との整合性からも、略記して計画の実

効性を担保したほうがよいと思います。

6 6 4(1)バックキャスティング 　「バックキャスティング」「フォアキャスティング」

→日本語の表現を！

　「資料編」を作成し、用語説明を行います。

7 　バックキャスティングについて

表の項目だけでは、少しわかりにくいので、簡単な説明

を入れて欲しい。

　ＳＤＧｓとは、経済、社会、環境の問題を総合的に解決する

ための国際的な目標です。目標の内容に関する説明を加えると

ともに、「資料編」を作成し、用語説明を行います。

１　実施期間　　　　令和元年９月13日（金）～10月15日（火）

２　意見の提出方法　書面で直接、郵送、ファクシミリ又は電子メール

３　意見の提出者数　17人（90件）
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

8 1 6 4(1)バックキャスティング 　バックキャスティングの考え方のメリットは示されて

いますがデメリットが示されていません。方向性の軌道

修正もとり得る方策が多岐にわたることが前提で、現実

の課題把握が不可欠です。フォアキャスティングの考え

方を否定しては前進できないと思われます。

　第６次総合計画においては、20年後の「理想の未来」を描

き、その実現のために必要な取組を検討してきました。変化が

多い中で長期の計画を立てるため、バックキャスティングの考

え方を取り入れています。短期的に取り組む課題に対しては、

しっかりと現状の課題を把握・分析し、各種施策に取り組んで

いきます。

9 　バックキャスティングは５年を単位にして説明してほ

しい。

　第６次総合計画においては、バックキャスティングの考え方

により、20年後の「理想の未来」を描き、その実現のために必

要となる今後10年間の取組を取りまとめてきました。具体的な

事業については、３年間の実施計画の作成を通して取りまと

め、毎年度内容の見直しを行うこととしています。このため、

５年単位での説明は困難ですが、常に「理想の未来」をめざ

し、大きな変化があったとしても軌道を修正しながら計画を推

進することとしています。

10 7 4(2)市民参画 　市民参画が限定的・形式的なものとなりがちで、もっ

と真剣に市民参画が得られるような配慮が頂きたいもの

です。ＰＲ不足の感がぬぐいきれません。

例）次回（最低３ヶ月先）の会合参加ＰＲ。／参加でき

ない方のための議事録閲覧場所ＰＲ活動顕彰（ＰＲ）

　計画策定に当たっては、広報ちた、ホームページ、ＳＮＳの

フェイスブックなどを通し、できるだけ多くの方の市民参画を

いただけるよう取り組んできました。また、無作為抽出での市

民アンケート実施に伴い、アンケート調査票に併せて市民ワー

クショップの案内を送るなど、幅広い世代の方の参加を呼びか

けました。

　今後も、より多くの方にご意見をいただけるよう努めていき

ます。

11 2 12 1(1)ひとの今

⑤生活圏は市域を超えて広

がっている

　⑤生活圏は人口７万規模を前提とせず、東海市、大府

市などとの広域行政を追及して費用対効果の最大化を図

るべき。合併がベストであるが、医療、ごみ処理に続

き、コミュニティー交通の一体化をまず計画化して欲し

い。

　自治体間の広域連携は、これからのまちづくりに大変重要で

あり、積極的に進めていきます。コミュニティ交通について

は、地域の実情に合わせた交通手段を検討していきます。

12 15 1(2)まちの今

③雇用創出力のある産業が

少ない

　この記載はあまり具体的すぎて不適切では。労働集約

的な業種ではなく装置産業などが多いことからの方が良

いのでは。

　「装置産業」についての記述を修正します。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

13 2 18-19 2(2)注目すべき社会情勢 　知多市のめざす「理想の未来」が、しっかりとまとめ

上げられていると思います。実現に向けた確実で迅速

な、行政＆市民一体の活動を期待しています。

　注目すべき社会情勢の　②西知多道路･･･「本市の注

目度が高まる」は疑問あり

　③訪れる外国人が大幅に増加･･･　中部国際空港の利

用者増は知多市に影響ほとんどなし。

　②③に対する期待が大き過ぎると、市の未来像から

“脱線”する懸念がある。

　「理想の未来」の実現に向け、引き続き市民協働によるまち

づくりを進めていきます。

　本市は、セントレアにも名古屋港にも近く、伊勢湾岸道路へ

のアクセスも良い、空路、海路、陸路のいずれにおいても物流

面での好条件を備えています。西知多道路の開通に伴い、慢性

的な渋滞が解消されることにより、物流拠点としての注目度が

さらに高まることが期待できます。

　中部国際空港の利用促進により、観光客の増加、ビジネスの

拡がりなどが期待でき、外国人旅行客を含めた交流人口の増加

が見込まれます。

　ここで取り上げている本市に影響を与える注目すべき社会情

勢は、「理想の未来」を描く上で参考としたものです。

14 22 3(2)ありたい未来の知多市 　②暮らしの質を高めたい・・・＞「市民が住み続けた

いと思えるような、」の後に、「人の温かさと、ちょっ

とした便利さがもたらされ」と追記し、知多市民の人柄

も追加したほうが良いと思う。

　市民ワークショップで共有した本市の魅力の一つに市民の温

かい人柄が挙げられており、暮らしの質を高めるためにも人と

人とのつながりが重要であることから、ご意見を踏まえた記述

を追加します。

15 　⑤「市民の希望をかなえたい」は→「市民の希望がか

なう市へ」ではどうか。

　市民の提案を、「・・・したい」という統一的な表現により

整理していますので、「一人ひとりの希望がかなうまちにした

い」に記述を修正します。

16 3 24 1(1)ひとの未来

(2)まちの未来

　①から⑥は重点順に並べかえた方が良いのではない

か。

　「理想の未来」の実現のためには、分野横断的に様々な施策

を連携させながら取り組む必要があり、「理想の未来」と各重

点施策は必ずしも一対一の関係ではありませんが、「理想の未

来」と重点戦略を結び付けて考えやすい順に並べ替えます。

17 　基本構想の中に「福祉」という言葉がありません。検

討の余地はありますか？第４章の３重点戦略2-1・2で福

祉は出てきますが理想の未来にも入れていただきたい。

　基本構想では「福祉」という大きな括りではなく、「理想の

未来」の中で安心して暮らしている未来を掲げるなど、具体的

な内容を記載しています。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

18 3 24 1(1)ひとの未来 　①の多様な背景を持つ→生活感の方がよい／③多様な

人との→多様な人々の方がよい／④魅力を伝え→だれに

伝えるのか？／⑤定住している→誇りを持って住み続け

ている方がよい

　「多様な背景を持つ誰もが」は、生活感にとどまらず、働き

方、国籍、障がいの有無などの異なるあらゆる市民を意味して

います。

　ここでは、「人々」ではなく「人」という表現で統一してい

ます。

　「魅力を伝え」という表現では、主に市民同士が本市の魅力

を共有することにより、さらに本市への愛着や誇りの気持ちを

高めることを意図しています。

　愛着と誇りを持つことができる地域であることが住み続けた

いと思っていただける大きな要因となると考えており、④で

「地域への愛着と誇りを持ち」と表現しています。

19 　⑤「とりわけ」とあるが、市としての方針を明確にし

たいのであれば「特に」のが明確になるのではないか。

P32の⑤も同様。

　「とりわけ」と「特に」はほぼ同義であると考えますが、よ

り明確に表現するため「特に」に修正します。

20 　(1)②に福祉活動は入れられないか。 　地域活動や市民活動などに福祉的な活動は含まれています。

21 　①多様な背景を持つ誰もが…

　①項に「・・・安心して暮らし、貧困家庭が少なく

なっている」に修正しては。SDG１は、「貧困をなく

す」であり日本は相対貧困率が高い国であり、この文章

を入れるべきと考えました。

　貧困については対処すべき課題と捉えていますが、ここで

は、経済的に困難な状況にある人も含め、様々な人が地域の一

員としてつながり、安心して暮らしている状態を描いていま

す。

22 　⑥自分に合ったスポーツや…健康寿命が延びている。

　⑥「健康についての適切な知識を得たり、スポーツを

行い、健康な赤ちゃんが増え、多くの人が健康で、健康

寿命が延びている。」に変更する。理由　低出生体重児

が多いことや自殺者が多いことなども考え変更すべきで

は。健康寿命だけが目標ではない。

　健康寿命は、幼児から高齢者まで幅広い年代の人が心身とも

に健康に暮らしていることを意図しています。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

23 3 24 1(2)まちの未来 　①持続可能な…

　人口が減少する時代に無理やり賑わいをもとめるより

住みやすいまちの方がよいのでは。「持続可能な整

備・・有効利用が進み、住みやすいまちに成っている」

　市民アンケートでは、本市で生活していて嫌なところとし

て、多くの市民が、素敵な店・好きな店がないこと、まちの活

気がないこと、買物の不便さなどを挙げています。住みやすさ

の要素に「にぎわい」が必要であると考え、「にぎわいが生ま

れるまち」としています。

24 25 ２まちづくりの基本的な考

え方

　「まちづくりの基本的な考え方」にP２に記載の「市

民主体のまちづくり」の考え方を記載する必要があると

思います。

　「まちづくりの基本的な考え方」の中で、まちづくりの主役

は市民である旨の記述を追加します。

25 　(1)夢や希望に向かって～(4)多様性を認め合う

ここに記載の４項目は、１．理想の未来に入れた方がよ

いのでは。

　「（４）多様性を認め合う。」は、（１）の①に入れ

たほうがよいのでは。

　「まちづくりの基本的な考え方」は、市民が期待する「状

態」を表す「理想の未来」の実現に向けた基本理念を整理した

もので、同じ方向をめざしています。

26 　(3)人やまちとのつながりを大切にする　で「ゆるや

かにつながり」と表現しているがP30の①では「支え合

いの中で必要な支援」となっているが、この記述との兼

ね合いは？

　家族や友人などとの強いつながりだけではなく、ゆるやかな

つながりを多層的につくることにより、誰もが孤立せず、災害

時や困ったことがある時などの必要な支援へとつなぐことがで

きることをめざすものです。

27 26 ３将来像 　「あたらしく、知多らしく」？「市」か「半島」かわ

からない。一般的に「知多」は半島を示すのではない

か。

　平易な表現での韻を踏んだ覚えやすい表現として「あたらし

く、知多らしく。」という将来像を掲げることとしました。知

多市の計画として、「知多」は知多市を指しています。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

28 3 26 ３将来像 　３将来像の”あたらしく”や”緑園都市”とあるが、今そ

こにあるものを大切に石川県の羽咋市のオーガニック給

食や長野県の自然保育や自然教育など人が本来持ってい

る力を引き出すような、子どもたちが真に安心して通え

る保育、また小学→中学→高校となってほしいと思いま

す。

　いじわるな子がいるからいきたくない。そんな息子と

人は栄養不足になると思考が弱くなったり悪くなったり

するんだよ。と話し合ったりしています。まずは”食”こ

こを幼少期から、オーガニックで育んであげたいです。

羽咋市というお手本が既にあります。羽咋市の方に来て

頂き意見交換などできたら大変うれしいです。農薬の規

制も世界ワースト１位、ゲノムもOK、自家採種禁止…

日本はどこへ向かっていますか？

　子どもの未来を守るために今大人が動く時だと思いま

す。日本が地球が悲鳴をあげています…。

　保育園、幼稚園、小学校、中学校などにおいて安心して過ご

すことができる環境整備は、非常に重要であると考えており、

重点戦略に「子育てしやすい地域づくり」や「次代の担い手を

育む教育環境づくり」などを位置付け、取り組んでいきます。

29 27 　３将来像．27ページ８行目　「盛んなコミュニティ活

動…　」については現在町内会、コミュニティ組織の機

能の見直しが共生社会を目指して始まっています。構造

的に再編する時期にあり、この表現は合わないように思

う。エリアのとらえ方とも思いますが市民側から合わな

い。

　これまで、盛んなコミュニティ活動などにより市民主役のま

ちづくりが進められてきたことを記述しているものですが、今

後は、これまでの取組を踏まえながら、地域の現状や社会の

ニーズに合った組織や活動のあり方について検討することが必

要であると考えています。

30 　「また、都市からも近く…」曖昧な表現より、「名古

屋市」とした方が良い。

　本市は名古屋市に近いだけでなく、中部国際空港にも近いた

め、都心などにも短時間で移動できることから、「都市からも

近く」と記述しています。

31 　「梅の花の香りが漂う雰囲気を加え…」言葉の言い回

しの心地よさに酔っているだけで、まったく理解できな

い。

　将来像では、知多市らしさを表現するため、県内一を誇る梅

林を意識したものとしています。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

32 4 30 1(1)ひとの未来 　（１）ひとの未来

　②いきいきと活動している。⇒いきいきと「自立的

に」活動している。がよいと思う

　「活動などに関わる活発な市民が増え」の記述の中で、自立

的に活動する市民の姿を表現しています。

33 31 　③子どもから高齢者まで…

　４つ目の「・趣味や特技の活用、学習意欲…」はP30

の②と言っていることが重複しているようにみえる。

　地域活動などは地域の課題を解決するためのものですが、こ

の項目では、自己実現に向けた活動を記載しています。

34 　④地域への愛着…

　５つ目の・でＳＮＳとは固定せずに「ＳＮＳで発信」

→「ＳＮＳなどで発信」。P73も同様。

　口コミなどでの発信も有効であることから、「ＳNＳなどで発

信」に修正します。

35 32 　⑥自分に合った…

　「サッカー大会など、各種スポーツイベント｣→「各

種スポーツイベント」で良いのではないのか。意図的に

サッカーを入れた思惑は何か。

　ここでは、「理想の未来」をイメージしやすくするため、具

体的な計画のものを例示として記載しています。

36 33 1(2)まちの未来 　①持続可能…

　２つ目の・で「朝倉周辺では」とあるが、市の開発は

朝倉駅周辺のみなのか？と感じる。

37 34 　③高度な技術…

　２つ目の・で「自動車シェアリングなどの普及…気軽

に移動」とあるが、何故そんなことが言えるのか？

　デマンド交通や自動車シェアリングなどの普及とともに、ラ

ストワンマイルと言われる家から最寄りの交通機関までの移動

についても個人向けの移動手段の開発が進むなど、移動に関す

る技術の高度化と便利な制度の組み合わせなどにより、気軽に

移動できるようになることをイメージとして挙げているもので

す。

38 　③高度な技術…

　３つ目の・で「高齢者層におけるネット通販の普及に

より」とあるが、市での計画で達成されることではない

ため、この記載には違和感を感じる。

　「理想の未来」には、行政の取組により達成されるものに限

らず、暮らしの中での様々な技術の高度化やサービスの普及な

どの状況の変化も描いています。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

39 4 36 2人口の将来展望 　人口の将来展望。令和10年20年でまず考える事。 　16ページの「人口・世帯数の推計」では、５年ごとの人口推

計を示しており、今後大幅な人口の減少が見込まれています。

人口減少対策の多くは短期間で効果が表れるものではないた

め、長期的な展望の下、各種施策を進めていきます。

40 37 ３重点計画全体 　「重点戦略は、市のあらゆる政策の中から優先的に取

り組む必要がある政策を抜き出したものです。」

　この抜き出し方法は、どのようにしたのですか。市民

も参加して抜き出したのでしょうか。

　市民ワークショップなどを通し、幅広い世代の方に「理想の

未来」とその実現のために必要な取組について意見交換してい

ただきました。また、総合計画審議会においても、様々な角度

から優先的に取り組むべき取組を検討していただき、その結果

を重点戦略として取りまとめています。

41 41-73 　関連する主な政策の図について

　文字が小さくて読み取りにくいので、もう少し大きく

表示して欲しい。

　製本する計画書では、見やすい表示とします。

42 　「重要業績評価指標（ＫＰＩ）」

　目標値（方向性）と記載されていますが、目標値だけ

にしないと方向性では実施したことの評価ができない。

↗では、どこまで実施するか分からない。

　市民アンケートなど一部の項目で、施策の効果以外の変動要

素も多いと考えられるため、矢印で方向性を示しています。こ

れらの指標についても、定期的な数値の把握に努め、計画の効

果的かつ着実な推進を図っていきます。

43 　ＫＰＩの表の目標値は10年後の目標値なのか。いつの

達成目標値なのかわからない。３年後、５年後ともう少

し具体的な目標値があったほうが良い。また、基本的に

最終目標値は100％ではないのか。

　目標値は計画期間が終了する10年後のもので、期間途中にお

いても進捗状況を確認し、目標達成をめざします。また、目標

値は過去の実績をもとに設定しています。

44 　ＳＤＧｓのマークを鮮明にしてほしい 　製本する計画書では、見やすい鮮明な表示とします。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

45 4 39 3〔基本目標１〕ひとづく

り

　基本目標１「人づくり」39ページの図中央「ひとづく

り」は「ちいきづくり」のほうが良いと思う。これから

特に地域というエリアが重要です。地域の中で1-5の関

係性とお互いを認め合い自ら育み合いながら、一人一人

の豊かさを体感しお互い様の新しい共同体を構築してい

くものと考えます。「基本目標」の前に市民主体=人で

あると思う。

　あたらしく、知多市らしく　の目ざす10年後、到達目

標は具体的にどんな姿を想定しますか。

　図1-3「市民協働によるまちづくり」の「まちづくり

の担い手育成」は「行政と市民の対話」が、よいと思い

ます。

　まちづくりの主役は市民であり、「ひと」を中心としたまち

づくりを進めていくため、ひとづくりを基本目標に掲げ、図で

は各政策がこれにつながることを示しています。

　「あたらしく、知多らしく。」の将来像のもとにめざす姿

は、市民の皆さんと共に描いてきた「理想の未来」であり、そ

の実現イメージは30ページ以降で示しています。

　行政と市民も含め、様々な主体で、対話しながら共にまちづ

くりを進めることが重要であると考え、82ページの「連携・協

働の方針」で示していますが、ここでは、特に人材育成の面か

らの記述としています。

46 40 3〔基本目標１〕ひとづく

り

[政策1-1]子育てしやすい地

域づくり

　①切れ目のない子育て支援　・妊娠期から…

　先天性異常の二分脊椎症は、妊娠の1ヶ月前より葉酸

摂取を増やす必要があります。これらを考慮した文章に

変更した方が良いです。

　事業検討の参考にします。

47 42 3〔基本目標１〕ひとづく

り

[政策1-2]次代の担い手を育

む教育環境づくり

　②教育環境の整備

　２つ目と３つ目の記載は、同じようなことを言ってお

り、くどく感じる。

　２つ目では、授業で使用する電子機器の導入など、直接教育

に関わる環境として、３つ目では、主に施設の環境について記

述しています。

48 43 　ＫＰＩ

　学校の先生の教育環境（労働時間など）は大変悪いと

聞いています。教育環境づくりの評価項目に先生の評価

も加える必要があるのでは。

　ここでは、取組の成果として、児童生徒の状態などを指標と

しています。

49 　[政策1-2] 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　表中３の目標値（方向性）で、目標は市内全校（小学

校10、中学校５）とすべきである。

　全小・中学校での実施を目標とする数値への修正を行いま

す。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

50 4 44 3〔基本目標１〕ひとづく

り

[政策1-3]市民協働によるま

ちづくり

　知多市は、NPOなど市民活動が多い市ですが、市民提

案事業のバックアップが少ないように思います。市民推

進事業の推進を記載してください。

　例　①市民提案で行政実施事業や市民実施事業

　　　②行政提案し市民活動団体への提案事業

　コミュニティやＮＰＯ、市民活動団体などと市が連携して

様々な課題に取り組む市民協働によるまちづくりを進めていき

ます。事業検討の参考にします。

51 　②地域活動の支援・・・＞「地域の現状や社会のニー

ズに合った組織や活動のあり方」の後に「活動の場の支

援」を追加し「について検討します」と続くよう検討し

てはどうか。

　→まちづくりセンターが地域の活動や学びの場として

更に活用されていくことを期待します。

　活動の場として様々な施設が考えられますが、活動の支援拠

点である市民活動センターの機能について記載しています。

52 45 　[政策1-3] 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　表中１の目標値（方向性）で、目標が“低下を抑制”で

は後退している。せめて「↑」の対策検討・取り組みが

重要かと

　自治会・町内会の加入率は年々減少していることから、減少

幅を抑制することを目標として設定しました。

53 47 3〔基本目標１〕ひとづく

り

[政策1-4]学びを楽しむまち

づくり

　ＫＰＩの表の目標値の利用者数、来館者数の数値の根

拠は何なのか。

　まちづくりセンター、公民館の利用者数は、約160,000人で

推移しており、2029年の利用者数の目標値は約１割増の

175,000人を目標値としました。

　歴史民俗博物館の来館者については、約21,000人で推移して

おり、約１割増の24,000人を目標値としています。

54 48 3〔基本目標１〕ひとづく

り

[政策1-5]多様性を認め合う

まちづくり

　①男女共同参画の推進「誰もが個性…」とあるが、こ

の内容が男女共同参画の推進に当たるのか。

　男女共同参画社会とは、男性であること、女性であることを

理由に、あらゆる可能性が狭められることなく、それぞれの個

性を活かし、いろいろな生き方を認め合うことができる社会で

あり、あらゆる活躍の場を拡大することにより、男女共同参画

を推進していきます。

55 52 3〔基本目標２〕あんしん

づくり

[政策2-1]共に支え合う地域

づくり

　地域共同体のベースである町内会、老人会、子供会な

ど弱体化してきている。「知多市方式」とでも言える再

構築が必要である。課題としてテーマアップすべき。

　地域の現状や社会のニーズに合った組織や活動のあり方など

について検討することが必要であると考えており、44ページ

「〔政策1-3〕市民協働によるまちづくり」の「②地域活動の

支援」に記述しています。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

56 4 52 3〔基本目標２〕あんしん

づくり

[政策2-1]共に支え合う地域

づくり

　①地域福祉活動の推進　２行目

　…児童委員と連携し、地域のNPOや市民と共に支え合

う地域づくりを進めます。　が、よいと思います。

　地域福祉活動の推進にＮＰＯは重要な役割を担うことから、

ＮＰＯとの連携についての記述を追加します。

57 　③高齢者の生活支援

　現状固定となりかねません。自立とは自分が始める意

ではありませんか。

　高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けるために必要

なサポートとして、在宅福祉サービスなどを提供するもので

す。

58 　④高齢者の社会参加の支援

　シルバー人材センターとの連携はないのか。

　シルバー人材センターなどと連携して高齢者の社会参加を支

援することは重要であるため、記述内容を追加します。

59 　④高齢者の社会参加の支援

　「進めます」は「促します」のほうがよいと思いま

す。進めるのは高齢者自身

　「高齢者の社会参加や生きがいづくりを支援します。」に記

述を修正します。

60 　⑤介護予防の推進

　→知多北部広域連合と連携して進める内容として、生

活支援体制整備事業がある。それには介護予防の視点も

あるので以下の内容の追記を検討してほしい。

　・高齢者が住民互助活動を推進することで、支援され

る側から支援する側にまわる。このことで介護予防が推

進される。

　住民互助活動は介護予防の推進にも資するものと考えてお

り、53ページの「市民・地域等ができること」の中では、市民

同士の助け合いの取組について記述しています。

61 53 　[政策2-1] 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　表中１＆２の目標値（方向性）で、目標値が具体的で

取り組みの熱意が伝わってくる。設定数値も大変良い！

　目標達成に向けて着実に取り組んでいきます。

62 56 3〔基本目標２〕あんしん

づくり

[政策2-3]暮らしを支える地

域公共交通ネットワークづ

くり

　②地域公共交通の利用促進

　記載している内容は利用促進につながると本当に考え

ているのか。

　利便性の高いネットワークを構築するとともに、バスについ

て知っていただくことも利用促進には重要であると考えていま

す。

　また、車に過度に依存しなくても暮らしやすい環境づくりを

進めることで利用が促進されると考えられますので、記述を追

加します。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

64 58 3〔基本目標２〕あんしん

づくり

[政策2-4]災害に強く、安全

に暮らすことができるまち

づくり

　「自主防災組織と行政の連携強化」の項目が必要では

地域自主防災計画など行政の考えていることが自主防災

会に伝わっていないのが大きな問題と考えます。項目の

追加をお願いします。

　市民、地域、事業者との連携について記述しており、自主防

災組織は地域に含めています。

463 　今回６次総合計画（案）策定のための、「未来につな

ぐ会議」ワークショップに参加し、更に「都市計画マス

タープラン」ワークショップに参加させていただき、そ

の結果をまとめられた「パブリックコメント用資料を拝

見させていただきました。現在行われております「都市

計画マスタープランワークショップ」でも話題になって

いるのは、今の「あいあいバス」の改善が多く出されて

おります。すなわち「真の市民の足」には程遠いという

声です。終電車にマッチしたダイヤ、運転間隔など要望

は単に知多市だけでは運用困難と思われるものです。片

や市民の利用機関も病院をはじめ、知多市以外の利用が

多くなっております。東海市はもとより、常滑市民病院

は知多市南部の市民が多く利用しております。

　従って３.重点戦略　２.あんしんづくりの3.暮らしを

支える地域公共交通機関を「広域公共交通機関」とし、

是非東海市、と常滑市、東浦町など近隣自治体と「広域

公共交通機関」ネットワークづくりに取り組む事を、重

点戦略としてほしいと思います。 このことは、ワーク

ショップで各地域から出された同じような施設を何か所

も作るより、充実した施設を便利な広域交通機関を使っ

てどこからでも、いつでも行けることになると思いま

す。

3〔基本目標２〕あんしん

づくり

[政策2-3]暮らしを支える地

域公共交通ネットワークづ

くり

　事業検討の参考とします。56
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

65 4 58 3〔基本目標２〕あんしん

づくり

[政策2-4]災害に強く、安全

に暮らすことができるまち

づくり

　災害発生時に日本海側の市町村との総合支援の契約な

ど必要では

　 日本海側の市町村とは、石油基地自治体協議会や全国LNG

火力発電所所在市町村連絡協議会等、複数の自治体で構成する

協議会で相互応援協定を締結しています。

66 59 　ＫＰＩの表の目標値の交通事故、刑法犯の最終目標は

０件ではないのか。交通事故発生件数を100件程度減ら

せば満足なのか。そんな甘い目標値で良いのか。

　目標値は、過去の実績をもとに設定しています。

67 60 3〔基本目標２〕あんしん

づくり

[政策2-5]生涯を通じた健康

づくり

　①生活習慣病の予防

　若い人に食の重要性を教育することが重要と思いま

す。項目の記載をお願いします。

　理由　菓子パンやお菓子を食事代わりにしている若者

が多いことから。（メロンパンを主食と考えている人が

増えている）。また低体重児が増加している要因の一つ

と思われます。

　食の重要性の教育については、「②地域での健康づくり」の

中で記述し、健康寿命の延伸に向けて、食育を推進していきま

す。

68 　⑥スポーツ施設の充実　ここに安全を付け加えられま

せんか？

　近年市民体育館、卓球、剣道、柔道場は夏場大変で

す。改善も望みたいのですが。

　スポーツ施設を整備する際には、十分に利用者の安全に配慮

しますが、ここでは、生涯を通じた健康づくりに資する観点か

らのスポーツ環境の充実について記述しています。

69 64 3〔基本目標３〕にぎわい

づくり

[政策3-1]にぎわいの拠点づ

くり

　顕彰制度　追加し、明記したらどうか、と思います。 　事業検討の参考とします。

70 　①朝倉駅周辺整備…

　耐震補強を済ませた市庁舎の建替は、優先順位が低い

のでは。

　また中央図書館を廃止し、駅近くに移すことは人口重

心から離れることで使いにくくなるのでは。計画は中止

すべき。

　市役所本庁舎は建築から約50年以上経過し、施設や設備の老

朽化が進んでいます。そのため、朝倉駅周辺整備に合わせ、庁

舎を建て替えるものです。

　朝倉駅周辺は、主要鉄道駅や主要幹線に隣接し、交通アクセ

スに優れた場所であることから、図書館整備の適地と考えてお

り、朝倉駅周辺のにぎわいを創出する施設の一つとして、駅周

辺整備事業に合わせた整備を行います。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

71 4 66 3〔基本目標３〕にぎわい

づくり

[政策3-2]新たなしごとの場

づくり

　先進事例見学会　追加し、明記したらどうか、と思わ

れます。

　事業検討の参考とします。

72 　新規事業の支援の項目を入れたほうが良いのでは 　「〔政策3-1〕にぎわいの拠点づくり」の「③商工業の振

興」において、市内商工業者への支援、イノベーション促進に

ついて記述しています。また、「〔政策3-4〕新たなチャレン

ジを創出するまちづくり」の「②創業の支援」において、これ

から事業を始めようとしている方への支援について記述してい

ます。

73 72 3〔基本目標３〕にぎわい

づくり

[政策3-5]観光に活かすこと

ができる魅力づくり

　「都市計画マスタープラン」ワークショップで、市の

お計らいで、南部の私が「佐布里池」の地元「北部地

域」皆さんに「佐布里池周辺を都市公園として、「日本

庭園」「子供たちが遊べる親水公園」など充実させたい

と申しましたら、地元の方から、「以前ボーイスカウト

の訓練に使いたいと持って行ったが断られた」という話

が出ました。さらに女性の方から「ゾーンで区切って

色々使えたら」という声も出されました。まさに京都府

が行っている都市公園の形です

　そこで、３.賑わいづくりの拠点づくり、に朝倉駅を

挙げておられるなら５.観光に活かすの重点施策に「佐

布里地区に都市公園の新設」または「愛知用水の街知多

市の発信」としたら如何でしょうか？

　佐布里緑と花のふれあい公園は、都市公園として設置してお

り、特に梅まつりの時期に、市内外から多くの観光客が訪れる

本市の大切な観光資源です。こうした観光資源を磨き上げ、さ

らに魅力を高めていきたいと考えています。

74 73 　・「観光客をおもてなしし」→「観光客のおもてなし

を行い」記載している「なしし」に違和感を感じた。

　・「着地型観光に取り組む」だけでは、あっさりしす

ぎていないのか。

　「観光客をおもてなしすることにより」に記述を修正しま

す。

　着地型観光については、「資料編」で用語説明します。
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№ 章 ﾍﾟｰｼﾞ 詳細項目 質問・意見内容 市の考え

75 4 75 4(4)地域福祉 　「成年後見制度利用促進計画」積極的に促進して良い

計画だろうか。

　成年後見制度は、高齢になっても、障がいがあっても、社会

の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な制

度です。地域共生社会の実現に向けて制度利用を促進していき

ます。

76 76 4(11)市街地整備 　「駅周辺の…コンパクトなまちづくり」駅周辺のみを

暗に言っているのか。

　人口減少の中でも持続可能な都市を形成するため、公共交通

結節点である主要駅周辺などに居住・都市機能の集積を図ると

ともに、複数の市街地を結ぶ利便性の高い公共交通ネットワー

クの構築を進めていきます。

77 5 83 2計画の進行管理 　計画の進行管理はいかにして行うか。 　進行管理については、ＫＰＩの数値把握による定量評価のほ

か、数値で測れない部分の定性評価、外部有識者による評価な

どを実施します。

78 - - 計画全体について 　個別のテーマとデータベース、取組み方策はまとまっ

てはいるが、逆に言えば、総花すぎる。

　総合計画は、市の最上位計画として総合的かつ計画的にまち

づくりを進めるための指針です。第６次総合計画では、「理想

の未来」の実現に向け、重点戦略として、分野横断的に関連す

る施策をパッケージ化しています。

79 　基本的に20年後を見据えた計画を立てられるようです

が、９月知多市議会を傍聴した時、行政の答弁で第５次

計画の達成率が30％台でした。前回達成率が50％以下

だったら十分反省しなければ次年計画に行けないでしょ

う。市長としては不思議です。反省なく次計画をどう達

成していくのでしょう。

　第５次総合計画では、高い目標設定を行っている指標もあ

り、達成率は低くなりました。第５次総合計画において残され

た課題については、内容及び進捗を精査し、第６次総合計画に

継承すべき項目は継承しています。

80 　20年計画には高齢者の多くはいないでしょうが知多市

は住み易さ△、特に自家用車のない人の交通の便が悪

い、若者の将来△、企業、雇用の場がない、など課題が

多いと思います。60年来知多市在住の多くの市民は転居

には踏み切れないので、自分のできることは少しでも市

の政策に協力していきたいと思っています。

　市民一人ひとりのまちづくりへの関わりが、「理想の未来」

の実現に大きく寄与します。市民協働を推進し、市民主役のま

ちづくりを進めます。
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81 - - 計画全体について 　第６次総合計画は、もっともらしい体裁を組んでいま

すが、何ら新しい計画内容は持ち合わせて居ません。知

多市のこれからの10年の人口推移と世帯の在り方を書い

てあるだけ。第６次総合計画は抽象的な夢を語っている

だけ。ところどころに、リニア新幹線、西知多道路、梅

の館そして朝倉駅前整備開発を載せているだけで、後は

「夢を語る」と称して、「抽象的理想をかかげているだ

け」。そして、現状を追認する「計画」が述べられてい

る。思い切って、市として計画がないなら市民に時間を

かけて「本当に必要な知多市を」検討してもらったらど

うですか。知多半島でも、常滑市、東海市、半田市など

市町で住民が考える「これからの市町づくりを」進めて

います。なぜ、知多市はそれができないのか。「審議

会」をつくり７回に亘って検討審議してきました。そこ

で出された意見の大事な点が「計画案」には反映してい

ません。全部は言えませんので例えば「朝倉駅前整備計

画は市全体からすれば一部であり、知多市全体の計画を

考えてほしい」など。真剣に知多市の将来を考えないと

すさんだ「まち」となっていきます。

　総合計画は、将来の向かうべき方向性を示すもので、策定に

当たっては、市民アンケート、市民インタビュー、市民ワーク

ショップなど積極的に市民参画の機会を設け、多くの意見から

「理想の未来」を検討しました。

　計画の実現に向けて、市民、地域、事業者の皆様と共に取り

組んでいきます。

82 　今までの第５次計画で残っている項目などは、第６次

計画に入れるべき項目がないか確認されていますか？も

し抜けているようであれば組み込んでください。

　第５次総合計画において残された課題については、内容及び

進捗を精査し、第６次総合計画に継承すべき項目は継承してい

ます。
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83 - - 計画全体について ＜第６次知多市総合計画（案）の多くの記述を読み、最

後に気になったことのみ下記した＞

　「総合計画」の為、様々な分野を抜けが無いように項

目化して触れられていると思います。しかし、何処の市

でも云えることが殆どで、知多市の課題が見えにくい記

述になっている。

　⇒重点課題を絞った項目を作ると良いのでは。その課

題は、第２章の「背景」に記述すべき

＜私見＞市の客観的評価を避けてる！他の市と比較して

‘知多市はどんな市か’との会話では＊住民が生活しにく

い町。新たに住む気にはならない町（特に自分の子には

勧め難い）。これは殆ど、生活費が高くつくことが主要

因かと（医療費、教育費、バス代や塵処理費･･･）

（‘ちょうど良いまち’などでは決してない！(笑)）知多

市は危篤状態、倒産寸前企業並みです。したがって「市

の財政立て直し計画」と実行が最大の課題とすべきで

は、と思います。

　第６次総合計画では、市民と共に「理想の未来」を描き、そ

の未来に向けて取り組むべき施策を取りまとめるバックキャス

ティングの考え方で策定を進めました。そのため、課題に関す

る記述が少なくなっていますが、現状での課題を十分認識した

上で、施策を検討しています。

　総合計画策定に向けて実施した基礎調査では、統計データに

よる知多５市５町との比較や、市民アンケートによる知多市民

の特性や志向などの現状分析を行い、市民ワークショップ「未

来にツナグ会議」において市民の皆様と共に「理想とする未来

の知多市」について検討し、今後求められる施策についての検

討を重ねてきました。

　財政運営につきましては、財政見通しを堅実に行うととも

に、事務事業の見直し等を進め、健全で持続可能な行財政運営

に努めていきます。

84 - - 個別の施策について 　知多市に大学を設けてほしい（東海市２大学）。朝倉

駅方面には買い物、外食、不便、活気がない。西知多道

路を早急に３車線にしてほしい。南海トラフ地震に対す

る対策はいかに。

　市内に大学があることでまちが活気づくことも期待できます

が、少子化の進行など、課題は多くあると認識しています。

　朝倉駅周辺については、にぎわいの交流拠点とするため、着

実に整備を進めていきます。

　西知多道路の整備については、令和９（2027）年度までの開

通をめざすこととされており、引き続き整備の促進を国や県に

要望していきます。

　南海トラフ地震を始めとした防災対策については、〔政策2-

4〕で整理しています。
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85 - - 個別の施策について 　東海市、半田市、大府市に比べて文化活動が乏しい。

財政面もあるが活発化してほしい。市内バス回数を増や

してほしい。

　生涯を通じて文化芸術に親しみ、学びを楽しむことができる

環境づくりに取り組んでいきます。

　コミュニティ交通の見直しを含め、様々な移動ニーズに対応

した、持続可能な地域交通ネットワークの構築を図ります。

86 　「SDG６：安全な水・・」、知多市は長良川河口堰の

水を飲んでいます、農薬が混入していないかなど安全な

水か確認してください。理由：岐阜県のほとんどの河川

水中からネオニコチノイド系農薬が検出されています。

安全か確認をお願いします。

出典：一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター林義貴

他

中部大学・応用生物鈴木茂「岐阜県河川および地下水に

おけるネオニコチノイド系農薬の調査」（http://ee-

t.ne.jp/ms/sympo17/pdf/MS20_P_09_hayashi.pdf）

　本市では、県の企業庁から全ての水道水を購入しており、水

源および浄水の水質は県が管理しています。

　県からの情報収集により、分野別計画の「（17）上下水道」

で記述しているように、安全で良質な水道水の安定的な供給に

努めていきます。

87 　SDG７：エネルギーをクリーンに　の項目の記載があ

りません。再生可能エネルギーの導入支援を記載しては

（条例制定など実施）

　分野別計画の「（16）環境」で記述しているように、環境保

全に関する活動を推進していきます。

88 - - 概要版などについて 　概要版について

　多文化共生を推進しているのであれば、概要版だけで

も、やさしい日本語で説明するなどで説明は難しいで

しょうか？そうすれば、子どもや高齢者にもわかりやす

いかと思います。

　概要版では、分かりやすい日本語を用いるなど、子どもや高

齢者など、多くの方に読んでいただけるように検討していきま

す。
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89 - - 概要版などについて 　時間をかけて審議したのでそれなりにまとまった総合

計画ですが、これは市民に周知してもらい、知多市の未

来を決めていくものであるから、まず子どもたちにも理

解しやすい子ども版も制作し、広く実際に手にとって総

合計画を読んでもらえるように検討してほしいと思いま

す。

　「大人たちが、子どもたちのために残したい知多市の

未来像を考えたものだよ」と親子や授業でも話題にして

ほしい。そのために出張授業をしてもいいし、それが難

しければ教師と一緒に見られるビデオ教材制作に経費を

割くことは税金の有効な利用法であると思います。アン

ケートでは拾い上げられなかった子どもたちのアイデア

が授業で生まれて、市政や次回の総合計画に活かされる

ことで市民の望む理想の知多市の姿になっていくものと

確信します。それは他のどこの行政にも見られないユ

ニークな政策で、子どもたちの未来のためになる知多市

です。

　子どもにも分かりやすい冊子を作成するなど、本計画を多く

の方に知っていただき、まちづくりに対する興味を持っていた

だけるように普及啓発に向けて検討していきます。

90 - - 市民参画について 　子ども条例が施行されて５年が立ちました。子どもた

ちからの意見は、市民参画で話を聞いたり、アンケート

を行なって取り入れたと思われますが、パブリックコメ

ントについてはどう対応しているのでしょうか？

知多市の子どもの参加の促進を子ども条例で謳っていま

す。総合計画の市民参加のワークショップに、子ども条

例の策定のワークショップに参加した高校生がいて、自

分たちの意見が言える場があることを知って参加したと

のこと。そういう機会を多く設定してまちづくりに興味

をもって欲しいと思いました。

　パブリックコメントについては、年齢制限がないため、小中

学生から意見を提出いただくことも可能です。第６次総合計画

では、広報やホームページを通じてパブリックコメント実施に

ついて掲載するとともに、本計画策定に関わっていただいた高

校生には、直接案内文書をお送りしました。

　子どもたちがまちづくりに興味を持ち、参加したいと思える

ようなまちづくりを進めていきます。
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