
平成 30年 5月 28日     

第 3回瑞浪市総合計画審議会 
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後期基本計画の見直しに向けた視点 
 

基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

基本方針 1 

みんなで支

え合い健や

かに暮らせ

るまち 

～健康福祉

～ 

健康の増進、高齢

者福祉、児童福

祉、障がい者福祉

の充実を図ることで

健やかな心と身体

を育み、地域住民

が共に支え合いな

がら安心して暮らし

ていけるまちづくり

を進めます。 

１ 地域福祉・社会保

障 

・「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョ

ン」で国から示された、包括的な相談支援シ

ステムの構築、高齢・障害・児童への総合的

な支援の提供といった新しい地域包括支援

体制の確立が求められている。 

・「新たな時代に対応した福祉の提供

ビジョン」に基づくのであれば、福祉に

携わる人材育成や現場における生産

性の向上など、労働面の観点も言及す

るほうがよい。 

・地域共生社会の実現 

・地域包括支援体制の確立⇒包括的

相談窓口の設置 

・労働面は、協働のまちづくりの団体・

事業者などで言及（ネットワークの構

築） 

２ 健康医療 ・「岐阜県地域医療構想」で示された構想へ

の対応が求められている。 

・特定健診受診率の向上を目標の一

つとして掲げているが、目標値(60%)に

到達するには事業を設けて対応しない

と難しいように思われる。 

・「岐阜県地域医療構想」に対応するた

め、地域包括ケアシステムの構築の検

討を進めるほうがよい。現状における動

向は不明だが、瑞浪市と土岐市の総合

病院の統合が議論されているため、総

合病院と診療所の連携がさらに必要に

なると思われる。 

・岐阜県地域医療構想の内容はどのよ

うなものか。新たな事業項目となること

があるのか。 

・東濃厚生病院を核として過疎地区の

医療対策はどうか。 

・高齢社会が増加する中、日吉・陶地

域に於いて医療機関が無くなっていく

状況であるとのことであり、地域医療の

更なる充実を図っていく必要がある。 

・岐阜県地域医療構想では、医療需要

に合わせた病床整理、医師不足問題

を指摘。今後、近隣市との地域医療体

制を整備する必要がある。（東濃厚生・

土岐総合）⇒地域医療体制の整備 

・H29 岐阜県糖尿病性腎症重症化プロ

グラムが策定され、かかりつけ医と連携

した保健活動により特定健診受診率の

向上を目指す。 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

３ 子育て支援 ・国の方針の変更にともない、次世代育成支

援対策と子育て支援と連携した施策展開を

図っていくことが求められている。 

・施策にうたわれる「子育て家庭におけ

る多様なニーズに応える」という事が、

実は親が子どもに“やるべきこと”・“教

えること”を人に託してしまい、その結果

「子捨て支援」に繋がってしまうというこ

とがある。私も子どもに関わる色々な現

場でそのことを耳にする。 

要求に応えるのも大切だが、その要求

が本当に子どもたちにとって必要なの

かあらゆる現場の声を参考に進めてい

って欲しい。 

また、指定管理にある事業所など、条

例があるために時代にあった子育て支

援ができないことがある。スピーディー

に変更できるシステムがあるといい。 

その他にも、現在子育て中の母親たち

の中でよく聞かれるのが「児童館と支援

センターの二重行政」の事である。「利

用する際、選択肢が増えたのはいいけ

ど、それより兄弟同じ園に入れたい。」

という声をよく聞く。 

最後に子ども発達支援センターについ

て必要性が益々求められている中、早

期発見・早期支援・保護者への相談支

援ができる場所となっているにも関わら

ず、子ども発達支援センターに不安や

ためらいを抱えている親さんが多くみえ

るということ。しかし、個人情報保護が

理由で連携がとれなのが現状である。

個人情報を守りつつ、色んな機関で子

どもやその家族を支援できたらもっとい

い支援に繋がると思う。 

・地域共生社会の実現 

・子ども子育て支援法に基づき、子育

て支援の充実を図る。⇒子育て支援セ

ンターの充実、障がい児支援、ひとり親

家庭支援 

・児童館、子育て支援センターなどの

子育て施設は、公共施設等総合管理

計画に基づき、施設を統廃合し、複合

化・多機能化を目指す。 

・本来、指定管理は、民間のノウハウに

より利便性の向上が期待できるもので

ある。条例により制限されるが、スピー

ド感を持った対応に心がける。 

・高齢者、障がい者、児童などの分野

を問わない包括的な相談支援による相

談支援体制の強化を図る。 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

４ 障がい者福祉 ・障がい者や家族等の高齢化、障がいの重

度化・重複化により障がい福祉のニーズは

複雑多様化しており、住み慣れた地域で安

心して暮らしていけるよう様々な支援を切れ

目なく提供できる仕組みを構築することが求

められている。 

 ・地域共生社会の実現 

５ 高齢者福祉・介護 ・単身高齢者世帯や高齢夫婦世帯など高齢

者のみの世帯が増加しており、医療、介護、

予防、住まい、生活支援の一体的な提供を

図ることが求められている。 

・高齢化に伴い定年を過ぎても就労意

欲が高まることが予想される。したがっ

て、就業機会確保事業を行っているな

ど、労働参加の観点を強調するほうが

よいと思われる。 

→2.6（市民生活）の項に関するものとも

解釈できる。 

・高齢者は年を重ねる不安がある。そし

て地域社会で、高齢者であるがために

日々大切にされます。今までご苦労さ

れたのだからかわいいお爺さんお婆さ

んでいてください、と。高齢になられて

も、今まで経験されたことにより、出来る

事はたくさんある。経験上、確かに身に

着けた知恵がある。体力がだんだんな

くなることはあるが、出来ることはした

い。何かできることがあるときはいきいき

とされ、お世話をされる人ではなく、お

世話をする人であるときいきいきと楽し

げである。他の方のお役に立つことが

その方の生きがいで、その方の居場所

となる。 

・地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステム構築 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

基本方針 2 

安全・安心

で人と地球

にやさしいま

ち 

～生活環境

～ 

安全・安心な生活

を続けるため、自

助・共助・公助の連

携による防災防犯

体制の強化及び持

続可能な公共交通

の構築を進めるとと

もに、環境問題や

省エネルギー・新

エネルギーへの取

り組みを強化し、人

と地球にやさしいま

ちづくりを進めま

す。 

１ 循環型社会 ・不燃物最終処分場の残余年数を考慮しつ

つ、施設の長寿命化を図ることが求められて

いる。 

・4R の推進において、市民だけでなく

事業者など生産主体に対する事業や

観点を設けるほうがよいと思われる。 

・不燃物最終処分場残余年数約 30 年

2048年頃まで。 

・企業については、自己責任におい

て、処理する。（廃棄物処理法） 

２ 環境保全・エネル

ギー 

・太陽光発電設備の導入価格は低下し行政

が補助をする必要性が低下したこと、パリ協

定が発効したことなどから、今後は二酸化炭

素排出量の削減を重点化していくことが求

められている。 

・1 と同様に、事業者向けの事業を設け

られたい。 

・先日、トヨタ自動車や JXTG エネルギ

ー、ホンダなどの国内１１社が水素ステ

ーションの整備を加速するため新会社

を設立したと発表があり、水素ステーシ

ョンにオールジャパンで取り掛かること

になった。今後も二酸化炭素排出量の

削減が求められる中、瑞浪市もその流

れに乗れるよう、今から模索検討してい

くといいと思う。 

・省エネの推進 

・新エネルギー利用促進 

３ 公共交通 ・地域のニーズに応じた、持続可能な公共

交通網の形成が求められている。 

・高齢者の運転免許返上が昨今話題と

なるなかで、コミュニティバスの年間利

用者数における目標値（10 万人）が平

成 24年の基準値よりも若干下回ってい

る点に若干の疑問を感じる。利用者は

現状で減少傾向にあるが、路線網を拡

充させているため今年度の実績次第で

目標値の見直しを行ってもよいと思わ

れる。 

・デマンド型交通 

・地域公共交通対策 

４ 消防・防災 ・風水害や地震に加え、ミサイル攻撃やテロ

など国民保護事案への対策が求められてい

る。 

・消防機能の広域化への検討 

・児童館では、命を守る訓練と称し、地

震・火災に対応した訓練を行っている。

その他にも、不審者・非常食・などにつ

いても訓練を実施している。子ども達に

分かりやすく説明するために、クイズや

・絆メールや防災行政無線による防災

情報の発信 

・防災リーダー、防災士などの人材育

成、小規模単位の防災訓練 

・東濃地域消防機能広域化 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

ロールプレイングなど工夫して行ってい

ますが、北朝鮮のミサイル発射が問題

になった時、今後それに対した訓練も

必要になってくると思った。瑞浪市でも

伝える立場にある人用の手引きを作っ

て欲しいと思う。 

５ 防犯・交通安全 ・高齢者が関係する交通事故も増えており、

高齢者の免許の自主返納や交通安全対策

などを強化していくことが求められている。 

 ・高齢者運転免許証自主返納支援 

６ 市民生活 ・有効求人倍率は 2 倍を超え、企業の人材

不足が深刻化している一方、若者が市内に

定着できるよう、企業誘致や企業マッチング

などを行っていくことが求められている。 

・市民生活という言葉が非常に多義的

であるため、相談、購買（消費）、勤労

以外の視点がないか、また特にどの視

点を重視するかを再度検討するほうが

よいと思われる。 

・主に高齢者を対象とした詐欺につい

て市の情報機関も含めて展開する。金

融、コンビニ、郵便局等との協力関係

を築く。（情報の提供） 

・有効求人倍率が２倍を超えている状

況で、瑞浪市内で働く者としては非常

に良い環境であると思われる。先般、

高校生を対象とした企業説明会を実施

されましたが、今後に於いても新卒者・

中途採用者・パート全てに対応する企

業説明会等々の開催を継続して行っ

ていく必要があると思う。 

・市内就職を促進（高校生を対象にし

た企業展「オール瑞浪企業フェス」の

開催） 

・市民生活施策については、市民の悩

み事、困り事の解決に向けた取り組み

（地方消費者行政推進事業）を位置付

ける。 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

基本方針 3 

自然と調和

した快適で

暮らしやす

いまち 

～都市基盤

～ 

道路や公園、上下

水道などの都市機

能を充実させるとと

もに、歴史的資産

や自然環境と調和

した美しいまちなみ

の維持と向上を図

り、だれもが快適で

暮らしやすいまち

づくりを進めます。 

１ 道路・河川 ・瑞浪恵那道路の整備開始に伴い、開通後

のメリットを地域が最大限、享受していくた

め、道の駅等の整備が求められている。 

・高齢化が進展するなか、市民が道路の美

化活動を行う里親制度も活動が困難になっ

てきており、活動を維持させていくための取

り組みが求められている。 

・集中豪雨など河川や水路の増水等による

災害が毎年、発生しており、市民生活の安

全を確保するため、河川改修等の対応が求

められている。 

・平成 35 年度中に橋梁における修繕

工事の目標を実績値で記載されたペ

ースで達成できるか疑問が生じる。場

合によっては、目標値の見直しも検討

されたい。 

・４７災害に施工した各種施設（堰堤、

水路、端、護岸など）の老朽化、機能の

低下（立木、土砂堆積）を点検し、関係

機関への対策を求める（二次災害の防

止） 

・リニアや瑞浪恵那道路整備に関連し

た事業を展開⇒道の駅、瑞浪駅周辺

再開発 

・道路・河川などインフラの安全対策・

長寿命化対策 

・里親制度の対象拡大（企業などの民

間団体） 

２ まちなみ ・景観計画区域指定は完了し、積極的に景

観を形成していくことが求められている。 

・高齢化が進展するなか、市民が公園の美

化活動を行う里親制度も活動が困難になっ

てきており、活動を維持させていくための取

り組みが求められている。 

・都会で暮らす同級生が、瑞浪は田舎

が豊かであって欲しいと言う。便利であ

らねばならないけども、ずっしりと土と緑

と川が息づいているいなかが価値が出

る。いなかの都市基盤 

・地域の自然や歴史・文化と調和した、

魅力あるまちなみを目指す。 

・里親制度の対象拡大（企業などの民

間団体） 

３ 住環境 ・空き家は増加傾向にあり、一部には適切な

維持管理が行われないままの空家等もみら

れ、防災、衛生、景観等の観点から、地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが

懸念されており、これら空き家への対策が求

められている。 

・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

協議会も組織され、駅周辺の活性化に向け

た行政の支援が求められている。 

・平成 35 年度中に実績値で記載され

たペースで市営住宅の改修を全て達

成できるか疑問が生じる。場合によって

は、目標値の見直しも検討されたい。 

・瑞浪駅周辺再開発推進協議会が組

織され、現在、再開発の勉強会を継続

して実施していますが、平成３０年度は

更なる組織の充実〔再開事業組合等々

の設立〕を図り、実現に向けた具体的

な行動をとっていく必要がある。 

・空家等適正管理 

・移住定住の促進 

・瑞浪駅前周辺再開発 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

４ 上下水道 ・持続可能な経営に向け、既存施設の計画

的な改築・維持管理等を行っていくことが求

められている。 

・ゲリラ豪雨による溢水の危険性が高まって

きており、下水道施設の対策を行うことが求

められている。 

 ・経営の健全化⇒アセットマネジメント

（水道）、ストックマネジメント（下水） 

・浄化センター及び中継ポンプ場の耐

震化 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

基本方針 4 

まちの魅力

を活かした

活力あるま

ち 

～産業経済

～ 

農産物等直売所や

市内産業の振興を

図る施設をまちの

活力を高める拠点

として活用し、農林

業、畜産業・商工

業などの産業と、自

然や文化、歴史と

いった地域資源を

活かした観光を連

携させて、活力ある

まちづくりを進めま

す。 

１ 農林業 ・農家の高齢化、担い手不足、耕作放棄地

の増加、農産物等直売所における市内産農

産物の販売の伸び悩みといった課題が顕在

化してきていることから、生産から消費まで

の流れを活性化させ、持続的な農業を行え

る環境を構築していくことが求められてい

る。 

・木材価格の低迷により林業経営者は減少

していることから、小規模森林経営者に向け

た林業施策を展開していくことが求められて

いる。 

・前期までの進捗や視点の見直しなど

は特に問題ない。ただし、高齢化によ

る担い手の減少が予測されるため、そ

れぞれの産業において特定の分野に

集中する必要性が高まるとも思われる。 

・日吉は柿→干し柿が土地に合う 陶

はトマト 大湫はぶどう→ワイン 稲津

はしいたけ。女性の仕事、産業を造ると

名物・特産品ができてくると思う。（子育

てをしながら…） 

・新規就農者の育成、集落営農組織へ

の設立支援 

・耕作放棄地の解消や遊休農地の保

全に係る取り組み支援 

・農産物の特産化や６次産業化への支

援 

２ 畜産業 ・畜産業者の高齢化により、水田放牧等が

困難になってきている。 

・防疫強化等を図り、農家の経営安定化へ

の取り組みを進める必要がある。 

・前期までの進捗や視点の見直しなど

は特に問題ない。ただし、高齢化によ

る担い手の減少が予測されるため、そ

れぞれの産業において特定の分野に

集中する必要性が高まるとも思われる。 

・高齢化・後継者不足が課題である。

国の畜産クラスター事業（畜産・酪農収

益力強化整備） 

３ 商業 ・瑞浪駅周辺において、再開発の機運が高

まりつつあることから、駅前を活性化し、魅力

的な拠点として形成していくことが求められ

ている。 

・これまでの方針や見直しの視点はい

ずれも問題ない。それぞれのコンセプト

に対して、幅広い意見を踏まえつつ具

体的に落とし込んだ施策を実施し、課

題を達成されたい。 

・瑞浪駅周辺再開発 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

４ 工業 ・産業振興センターの整備が完了し、センタ

ーをものづくり拠点として活用していくことが

求められている。 

・アイシン AW の誘致に成功し、工業団地の

新たな創出より、既存物件等の情報提供や

学校跡地の活用などを行っていくことが求め

られている。 

・これまでの方針や見直しの視点はい

ずれも問題ない。それぞれのコンセプト

に対して、幅広い意見を踏まえつつ具

体的に落とし込んだ施策を実施し、課

題を達成されたい。 

・株式会社エィ・ダブリュ瑞浪誘致の成

功が起爆剤となり、新たな工業団地の

創出が期待されている状況の中、反

面、地場産業を含め中小零細企業の

人手不足が深刻化してきており、雇用

面での行政支援が求められていると思

う。 

・産業振興センターに地場産業の情報

発信機能を確保する。 

・雇用面については２．生活環境分野 

６．市民生活に市内就職促進事業とし

て位置付け。 

５ 観光 ・世界的な成長産業である観光を、瑞浪市

においても産業として成立するように、事業

者視点による取り組みや広域での取り組

み、観光団体への支援強化などが求められ

ている。 

・これまでの方針や見直しの視点はい

ずれも問題ない。それぞれのコンセプト

に対して、幅広い意見を踏まえつつ具

体的に落とし込んだ施策を実施し、課

題を達成されたい。 

・観光振興について、今や国内外に於

いて観光は最大の産業であることは事

実であり、東濃５市の中では瑞浪市は

若干遅れをとっている状況であると思

う。今後に於いて広域連携を図ってい

くには、観光事業の組織充実が必要で

あると思う。 

・観光協会の体制強化 

・広域連携事業の促進 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

基本方針 5 

いきいきと学

び心豊かに

暮らせるまち 

～教育文化

～ 

確かな学力を育む

学校教育の充実を

図るとともに、だれ

もが気軽に学ぶこ

とのできる機会、ス

ポーツや芸術を楽

しむ機会、地域の

歴史や伝統文化を

理解し親しむ機会

を創出し、毎日の

生活を豊かにする

まちづくりを進めま

す。 

１ 就学前教育・学校

教育 

・学習指導要領が改訂され、小学校中学年

からの英語教育、ＩＣＴの充実、プログラミン

グ教育に取り組むことが求められている。 

・特別な支援を要する子どもが増え、保護者

からの支援要望も増えている。 

・中学校の統合に伴い、中学校区の編成が

変更となったことに対応する必要がある。 

・地域の人たちが今、不安もなく暮ら

し、生きがいを持ち、仕事に励み、子ど

もたちは自分の夢や希望をかなえるた

めに、楽しく学びを続けているのか。小

中学校で学校へ行けない、行きたくな

い児童生徒がいる、知らない人と仲良

くなりにくい、人と人が協議したり、分か

らないことを質問したりしにくい。などな

ど、残念なことを見聞きする。 

・ICTを活用した教育を実践 

・豊かな心の育成 

 

２ 社会教育 ・市周辺地域においては、人口減少が進ん

でいることから、伝統行事・文化の継承など

新たな地域課題が発生しており、これらに対

応することが求められている。 

・団塊世代が 70代に近づいていることから、

その受け皿事業を拡充するとともに、参加し

やすい環境の整備を行うことが求められてい

る。 

・これまでの方針や見直しの視点につ

いては問題ないが、ボランティアの人

数が目標値に反して年々減少している

ため、目標値の見直しやボランティア

人数増加のための事業を検討された

い。 

・団塊世代が７０歳代になってくる状況

の中、高齢者の受け皿事業の充実を

図ることは当然であり、誰でもが参加で

きる環境を具体的に整えていく必要が

ある。 

・諸問題全てが人材の育成でかたづ

く。１０才までの子らには、定年で仕事

をやめた充実の大人に合わすと滋味が

つく。 

・若い家庭では核家族が多く、親以外

の「おとな」が身近には少ないと感じる。 

若い親たちも子どもたちも、地域で「多

・これまでの事業を継続実施 

・ボランティア目標数値の見直し 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

くの人々」「おとな」と接することで、学

校の勉強以外のことをたくさん体験でき

る。知らない人とは接したくないという大

人もいる。知らない人とは話をしないよ

うにという大人もいる。よその子と関わっ

て何があったとき誰が責任を取るのとい

う人もいる。 

その結果、知っている人だけの社会

（濃密な仲良しの人ばかりの社会）にな

り人との関係づくりを学ぶ機会が少なく

なる。たくさんの知らない人たちと交じり

合い仲良しになり、知っている人をたく

さんにすることが大切ではないか。 

３ 生涯スポーツ ・スポーツ推進委員や指導者、各スポーツ少

年団への支援を行うとともに、これらの活動

に対して市民の理解を深めることが求められ

ている。 

 ・これまでの事業を継続実施 

４ 文化・芸術・文化

財 

・各団体の高齢化等により、美術展における

出品者数が減少していることへの対応が求

められている。 

・櫻堂史跡の調査・保存 

 ・これまでの事業を継続実施 

・文化財調査保存（櫻堂周辺遺跡、中

山道） 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

基本方針 6 

市民と行政

で創造する

夢のあるま

ち 

～新たなま

ちづくり～ 

安心して暮らし続

けられる魅力あるま

ちの実現に向け

て、市民の積極的

な市政への参画や

情報共有、行政改

革等を推進するこ

とにより、市民と行

政の信頼関係を深

め、共に考え、共に

行動するまちづくり

を進めます。 

１ 協働のまちづくり ・まちづくり基本条例が制定され、運用段階

に入っており、住民意識の更なる向上に資

する取り組みが求められている。 

・これまでの方針や見直しの視点につ

いては問題ないが、自治会加入率が

目標値に反して年々減少しているた

め、目標値の見直しや加入率向上の

施策を検討されたい。 

・まちづくり活動支援 

・自治会加入率の目標値を見直し 

２ 情報共有 ・スマホ等の携帯端末に対応した HP のリニ

ューアルは完成し、リアルタイムで必要な人

に必要な情報を提供できる環境を構築して

いくことが求められている。 

・方針等は問題ないが、「SNS の活用」

などどのように ICTを活用するかを明記

する文言が加えられるとよい。 

・市民への情報提供に於いてあらゆる

手段を講じている状況であるも、若干

活用方法に不足があるとのことで、更な

る環境整備をして頂きたい。 

・ICTの活用推進 

・シティプロモーション 

３ 行財政運営 ・再任用制度は定着し、再任用職員の技術

や経験が活かされる職場となっているもの

の、組織を指導・監督する職員は不足して

いる。また、育児休業等の代替職員をいか

に確保するかなど、安定的な行政運営を行

っていくための人材を確保することが求めら

れている。 

・将来を見据えた公共施設の管理 

・評価指標の達成度は概ね良好ではあ

るが、結果を示す市民アンケートの結

果に結びついていない点に懸念を感じ

る。 

・行き詰まりを打破できない現在、市政

の勘を頼りにできないか。積年の経験

値… 行政って難しい。面白いおはな

しがきけたら勢みになる。 

・任期付職員、再任用職員を活用 

・公共施設等総合管理計画 

４ 人権尊重社会 ・LGBTなど多様性を認め合う社会の構築が

求められている。 

・多文化共生の地域社会づくりに取り組む必

要がある。 

・差別や排除なく、大切な人ばかりであ

ると、一人ひとりが「主体的に人権意

識」を持ち、尊重し合い、人とのつなが

りを多面的にして仲良く暮らすことは、

お互いを理解し納得しあうことを増やし

ていくことではないか。瑞浪市に住みた

い、住み続けたいと思う人が増えるの

ではないかと思う。 

・LGBT、多文化共生など、人権施策の

推進 
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基本方針 概要 施策 
後期基本計画の見直しに向けた

視点（対応すべき課題等） 

総合計画審議会 

委員意見 
位置付け 

その他の 

意見 

平成２５年～２９年度まで実施した基本方針の結果を投資した費用を示すことで、評価の算定について事業の力の入れ方等々財

政見た施策で見方が変わると思われるがどうか。 

予算規模により比較することは、ハード

事業・ソフト事業の差があるため一定で

はないことから、示していません。今後

の課題とします。 

 


