
基本方針 施策 施策内容等 頁 内容 対応等

1　健康福祉 全体 - -

どこの国でもない日本が、どこの都会でもないこの町が…人
の目線が足元に降りてきた。ようやくのことです。お隣がも
う少し面積の壁ができ、庭に1本ずつでも木を植えて、野菜も
作れたら（瑞浪のおくはるなはおいしいです。売り出してく
ださい。）素朴に生きて自分を深める。本来の面白さに取り
組められると思います。他を攻撃せずとも自力が嬉しい。自
分の日本人に気付けると思う。

頂いたご意見は、【基本方針１　健康福祉分野】全体に対す
るご意見として承り、計画の表記としては原案とおりとしま
す。

1　健康福祉 1 全体 2～5

「地域福祉」「社会保障」の言葉から一般的には安心な生活
を与えていただけると感じ、そのように考えていることが多
いのではないでしょうか。めざす姿（生活像）の「地域で支
えあいながら」「互いに助けあいながら」が具体的に理解し
づらい現実があるような気がします。かつて介護保険が始ま
る前、民生委員の事務局さんが例えて下さったことを今、現
実味をもって思い出します。何世代もの方が一つ屋根の下で
暮らし続けることが出来なくなった時の為に、助け合いの制
度を作り、仕事に従事出来るように「日本という大きな安心
できる飛行機に乗る」と考えると良いと言われました。介護
保険は「日本の大きな安全な飛行機」に例えられたのです。
船に例えられることが多い中、大きな飛行機の例えは忘れら
れずよく覚えています。社会保障制度が充実してきた現在、
制度や仕組みの一般の方々への解りやすい説明を行い、周知
出来るようにきちんと徹底する必要があると思います。義務
もあり、責任もあると。「介護保険料を払った分だけは使わ
なければ損」という声も耳にします。共生社会は、多様な
人々が、多様な人生を、幸せに安心して生涯おくることので
きる社会でなければなりません。その為には果たさなければ
ならない各々の役割や応分の負担や義務もあります。仕組み
や制度を説明し、理解を促し、市民が納得し、制度の「はざ
ま」でもがく人、制度から外れて制度を利用する人たちを
作ってはならないと考えます。

頂いたご意見は、【１－１　地域福祉・社会保障】全体に対
するご意見として承り、計画の表記としては原案とおりとし
ます。
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基本方針 施策 施策内容等 頁 内容 対応等

1　健康福祉 2 全体 4～5

心身ともに健康であることは、人としての願いです。人生が
長くなり、その積み重ねが大きな問題になると思います。そ
して現実の問題になっています。「子どものうちは」「大人
になったら」ではなく、人は言うまでもなく80年でも100年で
も連続して生を生きなければならないことを再確認する必要
があるでしょう。その為には、子ども、親、祖父母や近隣住
民、学校関係者、行政の専門官など縦や横に分断されないこ
とが大切でしょう。一昔前、虫歯が多くの子どもを悩ませて
いたのに、今は虫歯ゼロの学校もあると聞きます。取り組み
が成功したのだと思います。虫歯問題は成功しました。しか
し、現実には、克服することが困難な問題を、多くの人は抱
えています。

頂いたご意見は、【１－１　地域福祉・社会保障】全体に対
するご意見として承り、計画の表記としては原案とおりとし
ます。

1　健康福祉 2
⑶地域医療体制の確
保

4～5

安心して出産し、誰もがこの町で安心して子どもを産み育て
たいと思うような環境が重要とありますが、瑞浪市内には産
婦人科と新生児医療を併設している病院がない様に思います
が、そういった医療体制も必要なのではないかと思います。

近隣市との連携を視野にいれており、頂いたご意見は【１－
２　健康医療】の課題として捉えています。ご意見は、計画
策定の参考として承り計画の表記としては原案とおりとしま
す。

1　健康福祉 3 全体 6～7

足るを知るとは、まあ、つまらないことで今さら格別に言い
たいわけでもありませんが、この言葉、戦争の火種を無くし
ます。子育てする若いお母さんをここに住んで生きられると
繋ぎ止められることがミソです。（足るを知る！）若いお母
さんの産業造られたし。

市内の雇用創出のため、「重点戦略１　魅力的な暮らしを創
造する」として、企業立地促進などを位置づけます。

1　健康福祉 5 ⑶高齢者の社会参加 11

長寿クラブ（社会福祉課）、寿大学（社会教育P49）など活動
支援事業 共有してはどうか。

事業推進に際しては、両担当課の連絡を密にし、情報共有し
ていきます。計画の表記としては原案とおりとします。

1　健康福祉 5 目標指標 11

「シルバー人材センター就業者数」の目標値（25,000人）
が、平成24年度の現状値（26,598人）よりも下回って設定す
ることに疑義を抱く。社会進出の促進を支援することと整合
性が取れなくなる。

高齢化率は上昇するものの、高齢者人口は減少する見込みと
なっているため、就業者数も減少する目標値となっていま
す。社会進出の促進を支援することとの整合性は取れている
と判断しており、計画の表記としては原案とおりとします。

2　生活環境 2
⑵省エネルギー・新
エネルギーの推進

15

新エネルギーの導入だけでなく効率的なエネルギー管理（ス
マートシティに順ずる）の視点を取り入れることを検討され
たい。

地球温暖化対策実行計画に基づき、省エネ等の推進を【施策
２－２　環境保全・エネルギー】で位置づけています。頂い
たご意見は、計画策定の参考として承り、計画の表記として
は原案とおりとします。
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基本方針 施策 施策内容等 頁 内容 対応等

2　生活環境 3 全体 17～18

京都府京丹後市のように、ライドシェアの視点を取り入れた
施策を言及しても良いと思われる。

本市では、地域の需要に応じてデマンド型交通を導入をして
おり【施策２２－３　公共交通」で位置づけています。当面
は、デマンド型交通での対応を考えています。

2　生活環境 3
⑵総合的な公共交通
体系の構築

18

釜戸駅乗車券販売委託事業→地元負担大〔削除〕 実際の運用に際しては、地元への委託だけを想定するのでは
なく、広く委託先を求める方向性で進めていくこととし、表
現は原案通りとします。

2　生活環境 3 目標指標 18

「コミュニティバス年間利用者数」の目標値（80,000人）
が、平成24年度の現状値（104,148人）や平成30年の目標値
（100,000人）よりも大幅に下回って設定することに疑義を抱
く。高齢者運転免許証自主返納を促進したら地域の足として
必要とされる点からも整合性が取れなくなる。

コミニティバスの一部デマンド型への移行、通学対応として
利用する小中学生の生徒数の減少、郊外を回る移動スーパー
の起業、瑞浪北学校のスクールバス導入などによりコミニ
ティバスの利用が減少するものと見込まれているため、目標
値が下回っています。頂いた意見は、【施策２－３　公共交
通】において、「自動車がなくても気軽に移動できるまちづ
くりを地域とともに推進します」との表現で反映していま
す。

3　都市基盤 全体 - -

浪花通りをしっぺ返し。樹木の植わった並木道にします。駅
から常盤神社に向け建屋を取っ払い、石畳の公園、川岸には
穴太積みの舞台を造り七夕のステージに、店舗のみの空間は
市の特区。子や学生が騒いでも川と道の車でかき消され、ば
かみたいに放たれた広場が面白い。常盤杉、藤棚、噴水、市
（いち）もやろう。

頂いたご意見は、【基本方針３　都市基盤】全般に対するご
意見として、計画策定の参考として承り、計画の表記として
は原案とおりとします。

3　都市基盤 1
⑴幹線道路・生活道
路の整備

27

資料３の位置づけで「瑞浪駅再開発」と述べているが、施策
でその点について触れていない。駅再開発と道路の関係を明
確にされたい。

瑞浪駅周辺において、再開発の機運が高まりつつあり、地権
者主体による再開発推進協議会が組織されており、その支援
を【施策３－３　住環境】で位置づけています。市として
は、協議会に、協議・判断材料の提供等、意思決定に向けて
の支援を行っています。道路との関係は今後の協議となりま
す。

3　都市基盤 3 ⑴移住定住の促進 30

各地区現在の空家（移住可能）の数及び過去からの推移がわ
かれば。移住者数等も。

平成28年度に空き家実態調査を行っています。（別紙参
照）。過去には調査を行っておらず、把握できていません。
移住者等については、社会動態の転入者としては把握してお
り、近年は1,400人程度の転入者となっています。
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基本方針 施策 施策内容等 頁 内容 対応等

4　産業経済 1 全体 35～36

畜産業では「畜産を利用した地域活性化」の施策で消費の拡
大を言及しているため、農林業においても同様の施策を設け
てもよいと思われる。地元農畜産物の消費を拡大するために
は、消費者への認知やマーケティングの視点を設けないと目
標値の達成が難しくなるためである。

【施策４－１　農林業】生産農家育成事業や営農組織の設立
支援など担い手確保・育成に重点をおいた事業を位置づけて
います。消費者への認知については、今後の課題として捉え
ており、実施計画等で検討をしていくことし、表現は原案と
おりとします。

4　産業経済 1 全体 35～36

最近ボーノポークの味が落ちた。植林は針葉樹と広葉樹を帯
状に育て、山の保全、樹木の品質、野生動物の保護をはかっ
て下さい。木材の切り出しにもよいと思う。土岐名滝と明世
月吉の米はうまいです。瑞浪は地層が古いから味がいいのだ
とか、雪国に対抗できる文言だと思う。

【施策４－１　農林業】において森林保全の方針を位置づけ
ています。植林の詳細や品質確保などの詳細については、実
施計画や個別計画で検討することとし、頂いたご意見は、計
画策定の参考として承り、計画の表記としては原案とおりと
します。

4　産業経済 4 目標指標 42

製造出荷額の目標指標について、中間値で545億円と達してい
るため、平成35年度の目標値を高めることが望ましいと思わ
れる。

ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ瑞浪の誘致により、大幅な出荷額の増加が見込まれ
ますが、現時点ではどのくらいの増加になるか想定できない
ため、中間値を維持するとして、同程度を平成35年度目標値
とします。

4　産業経済 5 全体 43～44

宿泊施設の増設や充実化は観光客の取り込みに必要であるた
め、施策や事業で言及することが望ましいと思われる。

【施策４－５】において、観光関連事業は位置づけています
が、宿泊施設等については、今後の検討課題として承りま
す。

4　産業経済 5

⑴観光資源の魅力向
上
⑵地域資源を活かし
た観光連携

44

竜吟の森 瑞浪市自然ふれあい館による各事業を追加
※参考（36年度県外・市外からの訪問数1万人達成すると思わ
れる）

主な事業は、市が主体となって取り組むものを記載している
ため、指定管理者による各種事業は位置づけていません。

5　教育文化 全体 - -

思い切って子育ても産業にする時期かも知れない。寄宿舎、
学寮等を建てて、ご飯の食べられない子ども達を市で育てま
しょう。子捨てに絶句。国、県、企業等、根回し、談合、な
んでも良いからお金を集め、助けてください。待ったなし。
子ども達は何で育ったか覚ります。立派な人材になる。宝に
なる。

頂いたご意見は、【基本方針５　教育文化】全体に関わる内
容となっており、計画策定の参考として承り、計画の表記と
しては原案とおりとします。

5　教育文化 1
協働のまちづくりの
考え方

47

平成31年4月より瑞浪北中学校がスタートする。釜戸地区、日
吉地区は、地域住民との関わりが希薄とならないように、協
働まちづくりの考え方に地域教育のあり方を（ボランティア
活動等）記載。

家庭・地域・園・学校が連携して学校運営にあたることとし
ており、【施策５－１】において、地域との関わりについて
も記載してます。そのため、頂いたご意見は、計画策定の参
考として承り、計画の表記としては原案とおりとします。
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基本方針 施策 施策内容等 頁 内容 対応等

5　教育文化 4 目標指標 53

事業の質を維持するという目的があることも想定されるが、
総合文化センター芸術振興事業の数における平成35年度の目
標値が平成24年度の数値を下回っていることに疑義を抱く。

前期計画策定時から数年が経過しており、近年の実態を踏ま
えて、目標値を見直ししています。

6　新たなま
ちづくり

全体 - -

社会基盤とか、行政とかは、将来親代わり。親心を持たない
とならないかも知れないですね。昔は女の人が黙って支えて
きたものをこれまた産業にして対価にかける時代…？この今
も親心で頼みます。やってゆくしかない。みな丸投げしたい
ばかりで、でも人間が一番素晴らしいです。女性に優しい瑞
浪がコアであります。

頂いたご意見は、【基本方針６　新たなまちづくり】全体に
関わる内容となっており、計画策定の参考として承り、計画
の表記としては原案とおりとします。

6　新たなま
ちづくり

1 全体 55～56

自治会（区長会）のあり方が基本方針に入っていないがこれ
で良いか

瑞浪市まちづくり基本条例第７条において、自治会について
の基本的な考え方を示しているため、基本計画には掲載して
いませんが、【施策６－１　協働のまちづくり】において、
自治会との協働のあり方を記載しています。
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