
行政経営審議会における意見 

全体 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

1 ― 
指標の目標値を達成する手段として、各指標の担当課を掲載

した方が良い。 

今後策定する予定の実施計画において目標値を設定し、その担

当課についても記載させていただく予定です。 
― 

2 ― 

市民は新市長の就任で何が変わり何を重点的に取り組むかを

知りたいはず。冒頭の市長挨拶でＳＤＧｓの未来都市やデジ

タル構想を宣言するなど、インパクトある言葉でこれからの

５年間、新しい市長のもとで何が変わるかということを伝え

たほうが良い。 
本計画期間に重点的に取り組む事業について記載した「５つの

安心プロジェクト」を掲載いたします。 
〇 

3 ― 

計画を見た市民が、自分たちがどのように動いていくかとい

う道標になるものであるため、市が考えていることや方針が

これを見れば一目瞭然でわかるものになれば素晴らしいと思

う。 

4 ― 

新市長が就任したこともあり冊子の見せ方は重要。さらに字

が多く自分と関わりが少ない分野だと文言が難しいため、レ

イアウトや構成に工夫が必要である。 

本計画期間に重点的に取り組む事業について記載した「５つの

安心プロジェクト」を掲載いたします。 

また、製本する際には、市民が手に取りたくなるデザインで、

幅広く多くの方に対して、わかりやすく魅力的なデザインにし

たいと考えています。 

― 

5 ― 

ＳＤＧｓの 17 番目のゴールである「パートナーシップで目

標を達成しよう」が全ての分野に意識的に付されている。パ

ートナーシップで一緒にやっていきましょうというような意

気込みが文章表現にあるとよい。 「第 1章 はじめに」に「４ ＳＤＧｓの推進」を追加します。 〇 

6 ― 
各施策ごとに付されたＳＤＧｓのマークがとってつけた様に

見えるため、工夫が必要である。 

7 ― 

総合計画の分野の基本施策ごとに、関係する個別の下位計画

と言われるものが必ずある。関係計画のような形で計画に書

き込むことで、市民の方々から見やすくなってくるのかなと

いうふうに感じる。 

巻末に総合計画に関係する下位計画を掲載する予定です。 〇 
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第 1章 はじめに 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

8 1 策定の趣旨 1 
下から４行目の「本市を取り巻く」の前に「新型コロナウィ

ルス感染症をはじめとした」の一文を加えていただきたい。 

「１ 策定の趣旨」８行目に新型コロナウイルス感染症について

触れていることから、ご提案については見送らせていただきま

す。 

― 

9 まちづくりの柱 2 

「自然と歴史、文化のまち」の１行目において「本市の有す

る豊かな自然、歴史文化を大切に守り」で止まっているが、

文化財保護法の変更で「保護」と「活用」ということが明確

になったため、「歴史文化を大切に守り」の後に、まちの魅

力を高めるとともに賑わいをつくっていく、という趣旨が入

った方が良いのでは。 

ご意見いただいた箇所は基本構想の一部であり、今回修正する

予定はないため、ご提案については見送らせていただきます。 

なお、文化財の活用については、「分野２ 自治・スポーツ・文

化・歴史・共生」「基本施策３ 文化の振興と歴史遺産の整備、

活用」「施策４ 文化財の保全・整備・活用を進めます」に記載

しています。 

― 
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分野１ 産業・雇用・観光・移住定住 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

10 指標・目標値 18 

市内学生の地元就職を支援する目標値として、磐田市の大

学生、短大生が何人市内企業に就職をしているかを指標に

加えていただきたい。 

ＵＩＪターン就職等による転入を増加させる取組みと併せ、市

内に住む大学生や高校生に対し市内企業への就職を促進する取

組み等により転出を抑えることが重要だと考えています。ご提

案を指標に加えることは見送らせていただきますが、実施計画

の数値目標として設定できないか検討させていただきます。い

ただいたご意見は今後の取組みの参考とさせていただきます。 

― 

11 5 2 26 

シティプロモーションとしてイメージキャラクター「しっぺ

い」だけでなく、アニメキャラクターや大河ドラマの活用に

ついての記載も検討してはどうか。 

現在、本市が舞台として登場するアニメーションを活用し、シテ

ィプロモーションや観光ＰＲに取り組んでいるところです。ご

意見のアニメキャラクターや大河ドラマの活用については、具

体的には記載しませんが、社会の変化やターゲットに合わせた

情報発信を推進していきたいと考えています。 

いただいたご意見は今後の取組みの参考とさせていただきま

す。 

― 

分野２ 自治・スポーツ・文化・歴史・共生 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

12 2 2 32 

スポーツ振興は磐田市の強みであるため、「ナショナルサイ

クルルート」や「ジュビロ磐田」、ラグビーの「静岡ブルー

レヴス」、東京 2020 オリンピックパラリンピックの磐田市

のレガシーとして、「卓球」も言葉として入れた方が良い。 

施策の説明を修正します。 

【修正前】…（略）…レガシーやプロスポーツチームのホーム

タウンであることを活かした事業の実施…（略）…。 

【修正後】…（略）…レガシーの継承や、ジュビロ磐田や静岡ブ

ルーレヴズをはじめとするスポーツチームと連携した事業

の実施…（略）…。 

〇 
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分野３ 子育て・教育 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

13 ― 

幼保や小中学校と異なり、高校生は市に担当部局がないた

め対応する施策が少ないように感じる。 

高校生は通常の高校のほか通信制などに進学する子など多

様化しているため、高校生世代を支援する施策を加えた方

が良い。 

就職を後押しする高校生と市内企業の交流授業や市内高校生を

対象とした政策提案事業、こども医療費助成事業を実施していま

す。ご意見のとおり、進学先など子どもが多様化していますので、

いただいたご意見は今後の取組みの参考とさせていただきます。 

― 

14 1 ― 
39 

40 

妊娠前ケア（例：福岡市で実施しているプレコンセプショ

ンケア）について取組みの検討をしてはどうか。 

本市ではご意見いただいた事業は実施していませんが、安心して

子どもを産み育てられる環境づくりの一つとして、今後の取組み

の参考とさせていただきます。 

― 

15 1 ― 
39 

40 

働きながら子育てをする方への保育環境の充実として、企

業の育児休暇制度の推進についても加えた方が良い。 

「分野２自治・スポーツ・文化・歴史・共生」「基本施策５共生

社会の確立」「男女共同参画を推進します」の主な取組みに記載

してある、「企業や市役所におけるワーク・ライフ・バランスや

女性活躍の推進」が、ご意見の趣旨に繋がるものと考えています。 

いただいたご意見は今後の取組みの参考とさせていただきます。 

― 

16 1 4 40 

学習チャレンジ支援事業の対象の拡大や実施個所の増加な

ど、生活困窮世帯への学びの確保に力を入れてもらいた

い。また、学習チャレンジ支援事業の場所やフリースクー

ルへの送迎支援など、細かな支援があると良いと感じる。 

学習チャレンジ支援事業については、今年度から対象を小学４年

生から中学生に拡大するとともに、受入人数の拡大や生活保護世

帯に対する送迎の実施など、生活困窮世帯等の子ども達の将来の

自立促進に向けた支援に取り組んでいるところです。フリースク

ールへの送迎支援等は実施していませんが、いただいたご意見は

今後の取組みの参考とさせていただきます。 

― 

17 2 1 41 

ＧＩＧＡスクールの下で、学びや習熟度が数値化され見え

る化が進んで行く。端末の整備が終わりソフト整備の強化

が課題になると思われる。他市町村と情報共有をし、先進

事例の研究を進めるといったことに触れると良いのでは。 

ＧＩＧＡスクール構想は、１人１台の端末を活用し主体的・対話

的で深い学びを推進することが重要であり、教材等の充実や活用

も検討すべき課題の１つです。いただいたご意見は、「基本施策

２ 特色ある教育の推進」「施策１ 新時代の新たな学校づくりを

推進します」の説明文中にある「ＩＣＴを活用した学習の充実を

図ります」に含まれる内容だと考えていますので、今後の取組み

の参考とさせていただきます。 

― 
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分野４ 福祉・健康 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

18 指標・目標値 46 

「75 歳から 84 歳までお達者な人の割合」は市独自の指標だ

と思うが、他県や他市と比較する際に分かりやすくするため

一般的な指標を意識したほうがよい。 

国は「健康寿命」を３年毎に発表しているほか、県は独自に「お

達者度」（65歳の平均自立期間）を公表していますが、本市で

は個別計画においても「75 歳から 84歳までのお達者な人の割

合」を用いていることから、指標とさせていただいています。

なお、国や県が公表する前述の指標についても十分に参考にし

ながら施策を推進してまいります。 

― 

19 2 ― 
49 

50 

高齢者を単に守られるべき対象としてだけ位置づけると地域

の実態と違ってくる。子どもの見守りなどの地域活動の担い

手として活躍をしていることや、高齢者が高齢者を支えてい

る、がんばっているということも加えた方がよい。 

高齢者に対する公的な支援と、元気な高齢者もいる中で高齢

者同士の支え合いを地域全体に広げていくことで、高齢者が

住みやすいまちを実現することが大事だと思う 

「分野４ 福祉・健康」の「現状と課題」を修正します。 

【修正前】…（略）…活力あるものとしていくには、高齢者の

社会参加や…（略）…。 

【修正後】…（略）…活力あるものとしていくには、高齢者が

地域の担い手として活躍し、互いに支え合っている現状を

踏まえ、高齢者の社会参加や…（略）…。 

〇 

20 4 2 52 
子どもたちの健康や将来に関わる「食」に力をいれた政策を

いれていただきたい。 

「分野４ 福祉・健康」「基本施策４ 健康づくりの推進」「施策

２ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指します」に、食育に

関する主な取組みとして「■幼稚園、こども園、保育園、小・

中学校での給食を活用した食育の推進」を記載しています。 

いただいたご意見は今後の取組みの参考とさせていただきま

す。 

― 

- 5 -



分野５ 防災・消防・安全安心 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

21 1 2 57 

危機管理・防災対策で最も重要だと言われているのが人材育

成。地域防災を担う人材の育成という点を入れていただけた

ら。 

子ども達の育成については、「分野３ 子育て・教育」「基本施策

２ 特色ある教育の推進」「施策４ 児童生徒の安全・安心対策を

推進します」に、「自らの安全を確保するための判断力や行動力

を育成する教育の実施」について記載しているほか、主な取組み

として防災教育の推進を記載しています。 

また、「基本施策２ 消防・救急体制の充実」「１ 消防力の強化を

図ります」の主な取組みに記載している消防団員の確保は、地域

防災を担う人材の育成につながるものと考えています。 

いただいたご意見は今後の取組みの参考とさせていただきます。 

― 

分野６ 都市基盤・環境 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

22 1 1 63 

以前、生活保護者を支援する団体が、調整区域が壁になり活

動場所を確保できなかった事例があった。市として支援でき

ることを検討していただきたい。 

土地利用の規制を変えることは困難ですが、今ある制度の中で柔

軟に、持続可能な都市機能や地域コミュニティにつながる土地利

用を推進していきたいと考えています。 

いただいたご意見は今後の取組みの参考とさせていただきます。 

― 

23 3 4 66 

磐田市の空家数を調査した際、確認することができなかった。

他の市町と比べて遅れている印象がある。空き家対策を推進

してもらいたい。 

空き家対策については、主な取組みに「空き家バンクの推進」を

記載しているほか、現在、空き家問題に対する基本的な考え方や

施策を整理し、空家等がもたらす問題に総合的に対応する「（仮

称）磐田市空家等対策計画」を策定しているところです。 

いただいたご意見は今後の取組みの参考とさせていただきます。 

なお、本市の空き家数は 2,060 戸（平成 30年）です。 

― 
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分野７ 行財政改革 

No. 
基本 

施策 
施策 ﾍﾟｰｼﾞ 意見 対応 

計画(案)

への反映 

24 指標・目標値 74 
指標にＤＸの項目が入っていないため、マイナンバーカード

の普及率を加えてはどうか。 

マイナンバーカードの交付目標は「マイナンバーカード交付円滑

化計画」で定めており、国は令和４年度末までに国民の９割以上、

本市でも 69.5％に交付することを目標としています。計画（案）

に指標を追加することはしませんが、今後策定する予定の実施計

画等での指標として検討させていただきます。 

【参考】マイナンバーカード交付状況（令和３年 10月１日時点） 

    交付枚数：66,155 枚 交付率 39.1％  

― 
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