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目標（１）

まちへの想いを育み、未来を切り開くチカラを高めます

№

該当箇所

１

【目標達成に向けての考え方】

２

意見内容

審議会での発言

意見に対する考え方と対応
変更します

市民・地域・行政がそれぞれ 「連携・協力し、未来を切

・審議会での意見をふまえ、「力を持

の力を高め、みんなで力を持 り開いていく」といった力

ち寄り」という表現を、より具体的

ち寄り

強い表現にしてはどうか。

に「連携・協力し」に変更します。

【目標達成に向けての考え方】

意見用紙

原案どおりとします

「個々の力」を高め、次に「連
それぞれの力を高め、みんな 「自分の存在意義を感じ ・まず、
で力を持ち寄り

て、自分の役割を果たし」

携・協力（協働）
」し、さらに力を高

としてはどうか。

めるという考え方であり、現行どお
りとします。

３

【目標達成に向けての考え方】

意見用紙

原案どおりとします

４－日常の「心地よさ」や「心 「つながりの豊かさ」とし ・「つながりの豊かさ」も大切ですが、
の豊かさ」

もう少し、広い意味で、高浜市で暮

てはどうか。

らす「心地よさ」や「幸せ」につい
て考えていきますので、現行どおり
とします。
４

【目標達成に向けての考え方】

審議会での発言

【こんなことに取り組みます】

市職員は、まち協特派員と ・審議会での意見をふまえ、市政経営

変更します

して活躍するなど、地域の

の現場である地域で、職員力を磨く

方たちとともにレベルア

という趣旨に変更します。

ップしている。今後の職員
育成の指針・考え方につい
ても「人づくり」のところ
で想いを載せるとよい。
※目標（３）での発言内容だが、目
標（１）に関連することなので、
目標（１）の欄で回答
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５

【こんなことに取り組みます】

審議会での発言

変更します

１－コミュニケーションを 前期でも取り組んできた ・市の情報発信については、広報紙の
活発にします

ことであり、表現を再考し

充実などに取り組んでいますが、ま

てはどうか。

だまだ、不足している面があります。
今後、市政経営にもっと関心を持っ
ていただけるよう、情報発信に力を
入れていきたいと考えており、表現
を一部変更します。

６

【こんなことに取り組みます】

意見用紙

変更します

３－日常の「心地よさ」や「心 「市民一人ひとりの役割」 ・ここでは、経済的な豊かさだけでは
の豊かさ」

としてはどうか。

なく、心の部分に焦点をあて、高浜
市で暮らす「心地よさ」を高めてい
く取組みであることから、表現を一
部変更しました。

７

【こんなことに取り組みます】

審議会での発言

変更します

「取り組む
４－積極的に取り組むこと 「・・・取り組むために、 ・審議会での意見をふまえ、
ができるよう

職員力を高めます」という

ため」という前向きな表現に変更し

前向きな力強い表現にし

ます。

てはどうか。
８

【目標が達成された姿】

審議会での発言

変更します

３－日常の「心地よさ」や「心 「市民が自分の役割」とし ・６と同様です。
の豊かさ」
９

てはどうか。

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

原案どおりとします

「自分の存在意義や役割を実感してい
「自分の存在意義や役割 ・
を実感している人の割合」

る人の割合」とすると、まちづくり

を加えてはどうか。

以外の要素も大きく関係してきます
ので、現行どおりとします。
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目標（２）

将来を見据えた計画的・効果的な財政運営を行います
№
１

該当箇所

意見内容

意見に対する考え方と対応

【目標（２）のフレーズ】

意見用紙

計画的・効果的な財政運営

他の目標と比較して、堅 ・ 中期基本計画では、将来の課題に向け、
計画性を持って、着実に進めていくこ
苦しい印象を受けるので

原案どおりとします

再考した方がよい。

とこそが重要であると考えています。
抽象的な表現は避け、より具体的にイ
メージできるフレーズとしています。

２

【目標達成に向けての考え方】

意見用紙

質問に回答します

１－自主財源を安定的に確 「市税が上がるかも・・・」 ・ 中期基本計画では、市税などの公平性
保する

というように読みとれた

に主眼を置き、滞納者対策に力を注ぐ

【こんなことに取り組みます】

のだが、その意図があっ

ことで自主財源の確保に努めていきた
いと考えております。

１－自主財源の確保に努め てのことか？
ます
３

【こんなことに取り組みます】

意見用紙

質問に回答します

１－自主財源の確保に努め 具体的な方法は・・・？

・ 今年度策定する新たな債権管理計画に
基づき取り組んでまいります。詳細は、

ます

今後決定することとなりますが、西三
河地方税滞納整理機構との連携の継続
や差押え等の法的措置による滞納整理
の強化などを考えているところです。
４

【こんなことに取り組みます】

意見用紙

質問に回答します

５－関係機関との広域的な 具体的な方法は・・・？

・ 衣浦定住自立圏共生ビジョンに従い、
圏域内（３市１町／刈谷・知立・高浜

連携

市、東浦町）において、分野別懇談会
を組織し、昨年度は、刈谷豊田総合病
院と圏域内の診療所等をインターネッ
トによるカルテのオンライン連携を始
め、観光ＰＲ拠点として刈谷駅北口へ
観光案内所の設置やいきいき号の刈谷
豊田総合病院への乗り入れ、ボランテ
ィア活動情報サイトを共有した情報の
一元化などを実施しています。
・ 今後は、公共施設の相互利用促進や圏
域連絡バスの創設、観光パンフレット
の作成などに取り組んでいく予定で
す。
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５

【目標が達成された姿】

意見用紙

原案どおりとします

２－市民の関心が高まって 「 市 民 が 納 得 し て い ま ・ 公共施設のあり方につきましては、
います

す」としてはどうか。

40 年間という長期的な期間での取組
みになりますので、中期基本計画にお
いては、行政から情報を提供させてい
ただき、市民の皆さんに関心をもって
もらうことを達成された姿として描
いています。
・ ご意見にあります市民の皆さんが納
得していただくことは、市民のみなさ
んと協働で計画を進めていく上で大
切なことです。この中期の 4 年間では
具体的な事業が目にみえない状況で
すので、その中で「納得しています」
とすることは、もう少し期間が必要と
考えます。

６

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙

変更します

２－将来的な公共施設の在 「将来的な公共施設の在 ・ 指標については、審議会からの意見を

７

り方に関心を持っている人 り方に納得している人の

踏まえ、「実質収支額」及び「歳入に

の割合

対する公債費の割合」に変更します。

割合」としてはどうか。

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言

変更します

２－将来的な公共施設の在 財政状況を全体的に見る ・ 指標については、審議会からの意見を
り方に関心を持っている人 には小さい指標のため、

踏まえ、「実質収支額」及び「歳入に

の割合

対する公債費の割合」に変更します。

変更した方がよい。
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目標（３）

人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます
№

該当箇所

意見内容

意見に対する考え方と対応

１

【目標達成に向けての考え方】

審議会での発言

【こんなことに取り組みます】

考え方の冒頭で「人づく ・ご指摘を受け、
「まちづくり」への動

素案を変更します

り」から「まちづくり」へ

きへとつなげていく記述内容とする

と謳っているが、そのこと

ため一部修正を加えます。

が「目標達成に向けての考
え方」や「こんなことに取
り組みます」の個々の記述
の中に感じられない。
２

【こんなことに取り組みます】

意見用紙

素案を変更します

１－地域の人たちが、地域の 「さまざまな人たちが、そ ・
「地域の人たちが」という記述を「地
人たち（特に、子ども）
・・・ の地域の人たち（特に、子
ども）・・・」としてはど

域の人たちがさまざまな先生役とな
り」という記述に修正します。

うか。

３

【こんなことに取り組みます】

審議会での発言

素案を変更します

１－成長に関わる仕組みを

意見用紙

・ご指摘を受け、具体的な取組内容を

増やします。

どんな仕組みなのか意味

例示する記述とします。

合いが判りにくいため、具 ・「仕組み」という表現を止め、「取り
体的な表現、または、例を

組み（例えば、高浜（まち）の学校

あげて記載した方が良い

など）」という表現に修正します。

と思われる。
また、この項全体に、実施
する項目のみが記載され
ていて、どのようにして取
り組むのか、手段・方法が
明確でないため、表現方法
を検討した方が良い。
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４

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

取組みの参考とさせていただきます

「学ぶ意欲につながる感 ・ご提案いただいた内容は、的確な指
動や体験につながる機会

標となるとは考えますが、行政だけ

をつくった数」を追加して

でなく、地域の方々により実践され

はどうか。

ている機会・取り組みもあり、また、
中には民間企業によるものもあるた

５

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙

め、実数把握が非常に難しいと考え

追加

ます。

「子どもの成長支援に関

わる地域の大人を増やす ・ご提案いただいた内容は、具体的な
取り組みをつくった数」を

個々の事業を行ううえで念頭に置き

追加してはどうか。

ながら、展開していきたいと考えま
す。
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目標（４）

学校・家庭・地域が連携を深め、12 年間の学びや育ちをつなげます
№
１

該当箇所

意見内容

意見に対する考え方と対応

【こんなことに取り組みます】

意見用紙

２－地域資源

高浜市の地域資源とは何 ・地域資源を「高浜の特色あるひと・も

変更します

か？

の・こと」ととらえます。「こと」は

人によって解釈が異なり、

文化や行事などです。高浜市教育基本

判断しにくい。

構想Ｐ７にも、「高浜市のもつ文化や

肩ひじ張った難しい表現

伝統をまちの資源（ひと・もの・こと）

でなく、判りやすく・明確

と考え・・・」と明文化されています。

に記載した方が理解され ・これを、中期基本計画シートに取り入
ると思う。
２

れて表現します。

【こんなことに取り組みます】

審議会での発言

変更します

【目標が達成された姿】

意見用紙

・取組み３つと達成された姿３つは、そ

相互の関連が薄く感じら

れぞれ関連しています。その関連性を

れ、取り組みと達成された

よりわかりやすくするように努めま

姿の内容がかみ合わない。

す。

また、指標も同じような内 ・指標は、２）について前期のものを残
容が２つ掲げられている

します。

ため、１）か２）を他の指
標に変更した方が良いと
思う。
３

【目標が達成された姿】

審議会での発言

全般

前期に比べて、後退してい ・前期目標は教育における究極の目標で

変更します

る印象を受ける。

した。前期中期後期をホップステップ
ジャンプと例えると、前期の達成目標
はすでにジャンプレベルのものでし
た。そこで、
「中期」の段階に応じた、
地に足をつけた現実的な姿に見直し
ました。しかし、文章がやや淡泊な感
じがするので、取組みとの関連をふま
えて、もう少しふくらませます。
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４

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言
１－学校が好きと感じてい
る子どもの割合

５

６

原案どおりとします

・中期の取組みをすることにより、教師
一人ひとりが目の前の子どもへの関
削除
わり方がかわり、子供の良さを生かす
前期と同じ指標を使用し
教育活動につながります。また、地域
た方がよい。
の方とふれあったり地域のことを学
ぶ体験活動をしたりすることで、学校
生活の大半である授業時間が充実し
ます。
・これらのことから、子どもにとって学
校で過ごす時間が有意義となり、学校
を好きになっていくことにつながり
ます。

意見用紙

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言

変更します

２－高浜が好きと感じてい

意見用紙

る子どもの割合

削除
前期と同じ指標を使用し
た方がよい。

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言

市民の方々にとって、「授業」に関す
ることは、もっとも関心高いことであ
り、教育にとっても本流の部分ですの
で、前期と同じ指標を使用します。
原案どおりとします

・学校教育では、カリキュラムに位置づ
けられない地域行事への参画を図る
ボランティア参画の数字
時間を設定することは難しいです。
については、いろいろあっ

意見用紙

たが、仕切り直した上で、
項目としては残す。
７

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

８

学びや育ちを切れ目なく ・園児、児童、生徒の集団生活における
学びや育ちの様子について、異校種間
つなぐシステムができた
での子ども理解を円滑にできるよう、
かどうか（「きらり」、「サ
園や学校と連携してしくみづくりを
ポートブック」等）を判断
検討しています。それが具体的になっ
できる指標を設けてはど
たら、指標の設定を検討します。
うか。

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

９

取組みの参考とさせていただきます

取組みの参考とさせていただきます

つなぐためにつくったシ ・異校種間をつなぐ連携事業は、年間行
事予定の中に組み込みますので、活用
ステムが活用されている
については問題ないと考えます。しか
か（例：登録数など）を判
し、上記のしくみが具体的になれば、
断できる指標を設けては
指標の設定を検討します。
どうか。

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

取組みの参考とさせていただきます

「つながったことによる ・本人は、児童・生徒アンケートを実施
すれば「学校が好きと感じるか」の結
本人と家族の満足度」を追
果でわかります。学校教育の対象は子
加してはどうか。
どもであるので、家族については、上
記のしくみが具体的になれば、指標の
設定を検討します。
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目標（５）

地域社会全体で子育ち・子育てを支えます
№
１

該当箇所

意見内容

意見に対する考え方と対応

【目標（５）のフレーズ】

意見用紙

地域社会全体で

他の目標のフレーズと比較 ・その言葉を読んでイメージがすんなり湧くか

原案どおりとします

して、堅苦しい印象を受ける

どうかが重要だと考えますので、やわらかく

ので再考した方がよい。

することでかえってイメージがぼやけてし
まうこともあるため、本フレーズは子育て家
庭を取り巻く社会が全体で支えるというイ
メージをストレートに伝える文言であると
考えております。

２

【目標（５）のフレーズ】

意見用紙

地域社会全体で

幅広い感じとしては、現行ど ・フレーズは目標達成に向けての考え方を端的
に表現したものでなくてはならないと考えま
おりで良いのでは？

原案どおりとします

目標（３）と目標（４）で「つ

すが、目標（５）については考え方にもある

ながり」としており、現行の

ように人だけでなく、施設等も含めた地域資

ほうが流れ的にいい。

源を全て活用していくという考え方を盛り込
んであるため、現行の「人とのつながりやぬ
くもりの中で」だけではこの考え方の内容を
表現するには弱いと考えています。

３

【みんなで目指すまちづくり 意見用紙
指標】
追加

原案どおりとします

「子育ての悩みなどの相談 ・「子育て相談の件数」はそのような施設が充
件数」を追加してはどうか。 実しているので多いのか、子育て環境が悪い
から多いのか判別がつかないし、指標の動向
も相談が多くなればいい（相談しやすい環境
が整えば増える）という視点もあれば、子育
て環境が充実してきたなら相談は減ってく
るはずだという視点もあり、指標として使用
するには調査やその結果の判断がしづらい
と考えます。
・また、子育て相談への対応だけが目標の考え
方に示した安心した子育てができる環境が
整っていると感じる要因ではないため、基本
計画では安心した子育てができる環境整備
に対する評価としては子育て支援全体に対
する評価を指標として採用し、個別について
はアクションプランで定めたいと考えてお
ります。
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４

【みんなで目指すまちづくり 意見用紙

原案どおりとします

指標】

「子育ての悩みなどの満足 ・子育て相談への対応だけが目標の考え方に示

追加

度」を追加してはどうか。

した安心した子育てができる環境が整ってい
ると感じる要因ではないため、基本計画では
安心した子育てができる環境整備に対する評
価としては子育て支援全体に対する評価を指
標として採用し、個別についてはアクション
プランで定めたいと考えております。
・また、満足度については個々の施設の対応や
ケースによって評価が大きく変わることが予
想されるため、指標ではなく、個々の施設で
満足度に係る利用者アンケートを設けて、記
入された内容を個々の施設が今後の運営に反
映することを考えていきたいと思います。
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目標（６）

産業を活性化して、まちを元気にします
№
１

該当箇所

意見内容

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言

意見に対する考え方と対応

変更します

前期のように、具体的な指 ・前期基本計画では、製造品出荷額や
標を設定した方がよい。

小売店舗数等の指標を挙げました
が、以下の点が課題として残りまし
た。

２

①実績数値の公表に大きなタイムラ

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
前期にあげていた「店舗

グが生じる。

数」など、具体的な数値が

②産業は長期的な視点の中での活動

無くなっているが、なぜ

であり、特に出荷額は、計画期間

か？

中の目標達成度をはかる物差しに
は繋がりにくいのではないか。

３

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
１－市内の企業・事業所（工 これでは目標値が高く表 ・中期基本計画では、前期基本計画の
場・お店など）が元気だと思 れてしまい、本来活性化し

目標（７）と目標（８）を統合し、

う人の割合

なければならない、小売や

農・商・工業を「産業」という大き

企業誘致が疎かになるの

な括りの中で表現しています。
・この「産業」の「元気」をはかるに

ではないか？

は前期の指標に生じた課題から、何
４

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言

を物差しにすれば良いのかという

１－市内の企業・事業所（工

点、また、委員の皆さんや市民会議

意見用紙

場・お店など）が元気だと思 個人の主観・景気の動向に

の産業・観光分科会の市民メンバー

う人の割合

左右される指標は、避けた

からいただいたご意見を踏まえ、以

方がよい。

下の２つを指標とすることにしたい
と考えます。

５

（１）「市内の法人数」

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙

「市がかかわるイベントなどの来
１－市内の企業・事業所（工 新たに誘致した企業・経営 （２）
場者数」
場・お店など）が元気だと思 を支援した企業数等を指
う人の割合

標にした方が、取り組みの
「市内の法人数」については、既存の
成果がより明確になると ・
事業所には活動の維持や拡大につな
思う。
がるよう行政として支援するととも

６

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙

に、企業誘致活動により、市内の事

追加

「企業誘致数」を追加して

業所件数が増えることを目指したい

はどうか。

という考えによります。
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７

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

・
「市がかかわるイベントなどの来場者

「新規雇用労働者数」を追

数」については、市内公共交通機関

加してはどうか。

利用数の推移などバックデータを充
実させ、高浜市の観光・交流の姿を

８

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙

しっかり分析しながら、来場者数の

追加

「コミュニティ・ビジネス

増加を目指していきたいと考えま

創業支援数」を追加しては

す。
・なお、追加ということでご提案いた

どうか。

だきました指標につきましては、ア
９

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙

クションプランの活動指標や成果指

追加

「コミュニティ・ビジネス

標の中で活用することを検討してい

新規雇用労働者数」を追加

きます。

してはどうか。
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目標（８）

ハーモニーを奏でる快適な都市空間をつくります
№
１

該当箇所

意見内容

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言

意見に対する考え方と対応
取組みの参考とさせていただきます

１－「暮らしやすい環境が形 抽象的なので、もう少し具 ・ご提案の個別の移動に対する考え方に
成されていると感じている 体的なものがよい。

ついては、アクションプランの中で進

人の割合」

前期の指標の方がよいの

行管理を行っていきます。そのため、

ではないか。

ご提案の指標については、アクション
プランの活動指標や成果指標として
使っていくことを考えています。
原案どおりとします
・都市環境を形成するインフラの整備の
充実が暮らしやすい環境をつくると
いう考え方で指標の設定をしていま
す。前期の指標以上に「暮らしやすさ
の実感」として目標に対して日常的、
身近で理解しやすい指標といたした
ものですので、現状の指標とさせてい
ただきます。

２

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言

取組みの参考とさせていただきます

追加

・ご提案の移動に対するハード整備部分

意見用紙
「安全でスムーズに移動

や個別の移動に対する考え方につい

できる環境を整えた数」を

ては、アクションプランの中で進行管

加えてはどうか。

理を行っていきます。そのため、ご提
案の指標については、アクションプラ
ンの活動指標や成果指標として使っ

３

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言
追加

意見用紙
「移動が安全でスムーズ
にできると感じている子
ども、障がい者、高齢者の
数」を加えてはどうか。
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ていくことを考えています。

目標（９）

安全・安心が実感できる地域づくりを進めます
№
１

該当箇所

【目標達成に向けての考え方】

意見内容

意見用紙

意見に対する考え方と対応

取組みの参考とさせていただきます

２－「自らの安全は自らが守 これに尽きます。

・これまで、災害時における小中学

る」
「地域の安全は地域で守る」 市民会議の時、学校教員が今

校の県費負担職員の対応が、はっ

まで各地域で・・・となって

きり決まっていなかったため、学

いたのを、今回、学校へ集合

校防災検討会で、勤務校へ集合す

す る よ うに なっ た そうで す

ることに決定しました。

が、市の動きと反対になって ・教員は、
いるような気がします。

①児童・生徒の安否確認

現実的に他市の人を頼るのは

②児童・生徒の安全確保

無理だと思うし、移動中大変

③学校再開に向けた対応

危険だと思います。

④避難所の支援等に従事します。

この辺りちぐはぐした感じが ・市外の教員で、道路の通行止め、
する。

橋の落橋等の被災の状況により、
勤務校へ集合できない場合は、管
理職と相談します。

市役所の皆さんの立ち位置を ・市役所の職員は、災害時には、災
はっきり明記したらよいかと

害対策本部を設置する市役所に

思う。

集合します。

市役所の方々は本部なので、 ・警報時に市役所に集まることが心
災害の時に来るのが遅いと言

配とのご意見でありますが、職員

われる筋合いはないと思って

は、災害対策本部での業務に従事

いる。

します。

警報時に市役所に集まる方が

２

心配でなりません。

・貴重なご意見として頂戴します。

【こんなことに取り組みます】

審議会での発言

取組みの参考とさせていただきます

追加

将来を踏まえ、小学生、中学 ・小学生、中学生、高校生に加え、
生、高校生を巻き込んだ取り

小・中・高校を含め、関係機関に

組みを盛り込んではどうか。

包含されていると考えています。
・ご意見の内容は、アクションプラ
ンの中で、検討させてもらいま
す。
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目標（１０）

一人ひとりを認め合い、その人らしく暮らせるまちづくりを進めます
№
１

該当箇所

【目標（１０）のフレーズ】

意見内容

意見に対する考え方と対応
原案どおりとします

意見用紙

一人ひとりを認め合い、その 表現は難しいのでは？（高齢者 ・目標のフレーズに込めた思いとし
人らしく

や障害者だけではない。
）

て、障がいの有無などにかかわら

「いきいきと安心して」

ず、すべての市民が地域の中で、と
もに理解しあい、支えあいながら、
その人らしく暮らしていただきた
いというものですので、現行のフレ
ーズのままとさせていただきます。

２

【目標達成に向けての考え方】

意見用紙

質問に回答します

４－社会資源の整備

社会資源とは何か？

・社会福祉を支える財源、施設・設備、
人材、福祉サービスなど、ニーズを
充足させるために必要な物的・人的
資源の総称です。

３

【こんなことに取り組みます】

審議会での発言

変更します

追加

意見用紙

・福祉制度の狭間にある方への対策

子どもでも障がい者でも高齢

は、今後取り組まなければならない

者でもない、生活困窮者につい

課題であると認識しています。そこ

ても取り組んで行く必要があ

で、【こんなことに取り組みます】

ると思います。その視点を入れ

に、
「福祉制度の対象とならない人

てください。

を含め、育児・介護・健康など、不
安を抱えた方への総合的な相談支
援体制を整備します。
」を追加しま
す。

４

【みんなで目指すまちづくり指標】 審議会での発言
変更

変更します

市民会議地域福祉分科会で検 ・地域福祉分科会での検討内容を踏ま
討した内容を反映していただ

え、
「ボランティア活動に参加してい

きたい。

る人、または、困りごとを抱える方
への見守りや生活の手助けをしてい
る人の割合」を指標として追加しま
す。
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５

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

変更します

前期の指標「不安や悩み事を相 ・ご提言の指標については、相談でき
談できる人や場所があると思

るところが家族や友人であるなど、

っている人の割合」が×→◎な

施策がなかなか結果に反映されな

るようにしていきたい。

い指標となっていました。

あたたかい社会になれそうな ・そこで、支え手側の数を増やすこと
気がするので残して欲しい。
を目標とする上記４の指標の追加
指標とするには数字に動きが
少なそうなので、福祉のはざま
の人達の声が聞けるものを取
り入れてはどうか。

で対応するとともに、相談場所とし
て、いきいき広場の地域包括支援セ
ンターに気軽に相談していただけ
るようにするため、「地域包括支援
センターを知っている人の割合」を
指標として追加します。

６

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

取組みの参考とさせていただきます

「障がい者が地域の中で交流 ・障がい者の地域交流の場や活動機会
できる場や活動機会をつくっ

については、アクションプランの中

た数」を追加してはどうか。

で進捗管理を行っていきます。その
ため、ご提案の指標については、ア

７

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

クションプランの活動指標や成果指

「上記の利用満足度」を追加し
てはどうか。

８

ます。

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

標として使っていくことを考えてい

取組みの参考とさせていただきます

「こども発達センター相談件 ・こども発達センターについては、ア
数」を追加してはどうか。

クションプランの中で進捗管理を行
っていきます。そのため、ご提案の

９

指標については、アクションプラン

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

「こども発達センター満足度」 の活動指標や成果指標として使って
を追加してはどうか。
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【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

いくことを考えています。

取組みの参考とさせていただきます

「要援護者の登録者数」を追加 ・災害時要援護者支援については、ア
してはどうか。

クションプランの中で進捗管理を
行っていきます。そのため、ご提案
の指標については、要援護者ごとに
支援者や避難方法などを定める個
別計画の作成数とともに、アクショ
ンプランの活動指標や成果指標と
して使っていくことを考えていま
す。
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目標（11）

一人ひとりの元気と健康づくりを応援します
№
１

該当箇所

意見内容

意見に対する考え方と対応

【こんなことに取り組みます】

審議会での発言

原案どおりとします

【目標が達成された姿】

「みんなで目指すまちづくり ・「こんなことに取り組みます」の
指標」の１）に「日常的に運動

中で「ライフステージに応じた健

やスポーツを行っている人の

康づくり」と、また「目標が達成

割合」とあるが、これに対する

された姿」で「健康づくりに取組

「こんなことに取り組みます」

む人が増加している」ことを記載

「目標が達成された姿」の記述

させていただいております。

がなく、整合がとれていない。
２

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

「生涯現役のまちづくり参加
活動者数」を追加してはどう
か。

３

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

取組みの参考とさせていただきます
「生涯現役のまちづくり担い ・「生涯現役のまちづくり」につい
手の数」を追加してはどうか。

ては具体的な事業としてアクシ
ョンプランの中で進捗管理を行

４

っていくことを考えています。

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

「生涯現役のまちづくり活動 ・ご提案の指標については、アクシ
ョンプランの活動指標や成果指
者の満足度」を追加してはどう
標の中で活用していきます。

か。
５

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

「生涯現役のまちづくり担い
手の満足度」を追加してはどう
か。

６

【みんなで目指すまちづくり指標】 意見用紙
追加

取組みの参考とさせていただきます
「在宅医療を受けている人の ・ご提案の指標については「地域医
数」を追加してはどうか。

療振興事業」におけるアクション
プランの活動指標や成果指標と
して活用することを検討してい
きます。
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