
№ 市の考え方

1

　第６次一宮市総合計画に比べて施策の数
が減り、全体的にすっきりした構成となってい
るが、内容が大きく包み込んだ形となっている
ように感じる。

　ご指摘のとおり第６次一宮市総合計画と比
べて、第７次一宮市総合計画では施策数が
減っています。
　この計画では、市民ニーズを基軸とし、可能
な限り重複することのないよう施策をまとめて
います。

2

　各施策に現状と課題、事業展開の方向性や
主な事業が定められているが、「高齢者に寄
り添い、若者が子育てをしやすく、安全・安心
に暮らせ、活力のある、未来の人財が育つま
ち」にするため、将来を見据えた実行性のあ
る無理のない事業展開、無駄を省いた財政運
営などの課題を精査して、総合計画を策定し
てほしい。

　ご指摘いただいた内容は、すべて重要であ
ると認識しており、これらについては、すべて
施策として網羅しております。

3

　総合計画という事にとらわれず、子育てや
教育などで特徴を打ち出すことも検討してほ
しい。総花的の感じを受け将来への期待感が
持てない。

　第７次一宮市総合計画では、市の特性・社
会経済動向等を踏まえ、市民意見を集約した
上で、施策としてまとめました。
　各施策の優先度は定めておりませんが、ご
指摘の点については、プラン１の施策２、プラ
ン５の施策24で、それぞれ子育ておよび教育
の施策を定めております。
　また、この計画では新たにシティプロモー
ションの分野を設けており、マネジメント１の施
策１の事業展開のなかで、子育てや教育環境
のより一層の充実を図ってまいります。

4

  基本構想もわかりやすく大きく「５つのプラ
ン」「２つのマネジメント」を定められ、概念の
共有もしやすい。
  前期基本計画(案)でも施策を細かくまとめて
いて、持続可能な開発(SDGs)や障害者支援、
女性活躍社会の地方自治としての取り組みな
どに触れているのが良いと思う。
  他にも交通事故防止や防災能力向上なども
あり情報発信などトカイナカを感じさせる資料
だと思う。
  資料編の指標数値の算出も地域分析システ
ム(リーサス)や活動基準原価計算(ABC技
法)、バランススコアカードなどの算定基準な
どを用いている感じもあり、他の市町村や大
学の講義に用いられる水準だと思う。

　計画策定後も社会動向を注視しつつ、着実
に計画を推進してまいります。
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№ 市の考え方意見の概要

5

・基本構想（案）：ｐ28（土地利用）の「現状と課
 題」の最下段に「農地の集約化などにより、
 適正かつ効率的な土地利用を進めていく必
 要があります。」、ｐ29（土地利用の方針）の
 農業用地の配置方針で「農業用地の集約化
 などにより、土地利用の効率化」を図り、農
 業生産の維持と供給力を確保していきま
 す。」
・前期基本計画（案）ｐ56「課題」「本市は大都
 市近郊の地域であるため、農地の集約化・
 大規模化が困難であり、コスト削減の見込み
 が限定的です。」
両者の整合性がないと思う。

　基本構想案（土地利用）の記載に合わせ
て、前期基本計画案　施策22（課題）の当該
部分を次のように改めます。
　「本市は大都市近郊の地域であるため、土
地の資産的価値が高いことが農地流動化の
阻害要因となっていますが、農地の集約化・
大規模化を進めることで農業生産コストを削
減し、農業生産力を高める必要があります。」

6

　未来ストーリーに違和感を覚えた。
　ストーリー故とは思うが、ＳＦの世界と感じ、
10年先の一宮市を想像できない。

　未来ストーリーは社会潮流や本市の特性を
意識しながら「５つのプラン」を実行していくと
こんな未来が描けるのではと考え作りました。
作成には市民ワークショップやアンケート、未
来を担う小・中学生の想いも参考にしていま
す。
　ストーリーでは、多くの方に関心を持ってい
ただくため、多少誇張した表現を使用している
部分もありますが、具体的に関連する施策に
ついては、各ストーリーの末尾にプラン、マネ
ジメントの番号を付しています。

7

　基本構想の序論にあるように、一宮市は、
第６次一宮市総合計画の後期基本計画策定
時において、既に超高齢化社会となっていた
ため、当然、「人口規模や構成に応じた施策
を展開する」ことが必要となる。つまり、第７次
一宮市総合計画策定にあたり、継続事業の
見直し・転換を図ることを意味するかと思う
が、そのことが全く見えて来ない。
　また、ｐ26を見ると、２市１町の合併時には
既に年少人口は老年人口を下回っているだ
けでなく、生産年齢人口はその10年も前から
緩やかではあるが減少し続けている。「人口
規模やその構成に応じた施策を展開すると同
時に、子育て世代を呼び込む…ことも重要で
す。」とはその通りだが、第７次一宮市総合計
画は「人口推移の局面の転換」を認識してい
る計画だとは思えない。
　「市民のための施策」として必要なことは、
「継続性のある行政事務事業」より「施策の大
転換・革新」なのではないか。

　人口減少は、全国的な社会問題であり、本
市においても今後、一層の社会増を図ること
が必要です。
　また、この計画の策定に際し、市民ワーク
ショップで挙がった意見をまとめ、市民アン
ケートを行い市民ニーズを把握したところ、少
子・高齢化への取組に対し「重要度が高い」と
する回答が多数ありました。
　この現状を踏まえ、この計画では、新たな施
策としてシティプロモーションの分野を設け、
子育て世代の呼び込みを明確に打ち出し、事
業展開の方向性を定めています。
　計画策定後は、各施策の成果指標等から進
捗状況を把握・評価するなかで、必要に応じ
た事業の見直し・転換を行ってまいります。

基本構想に
ついて
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№ 市の考え方意見の概要

8
計画の推進に
ついて

　計画を進めるにあたっては、市民の理解と
協力が欠かせない。
　基本計画案に記載された「私たちにできるこ
と」は、ちょっとした心がけで誰でもできる大切
なことなので、市民に周知し、一人ひとりが継
続して実行していくことで、市民が市を良くす
る気運も高まり、より多くの市民参加につなが
ると考える。

　ご指摘のとおり、行政と市民が一体となり、
それぞれの立場に応じた取組を実践すること
は、今後のまちづくりにおいて欠かせない要
素です。
　この計画に記載された「私たちにできること」
をうまく紹介するなど、市民の皆さんへの理解
を深めるための取組も様々な機会を通じて進
めてまいりたいと思います。

9

　本町アーケードを改修し、規律的建物を造
る、世界の観光スポットにできるコンテンツを
活用する、尾西地区に対し起町をアニメ聖地
にするなど、起街道の新しい観光資源をつく
る。尾西工業地区の地権者から土地を借り上
げ、観光スポットをつくるなどに取組、再開発
計画の一部とすると良い。
　また、工場遊休地区で一宮市コットンや一宮
市羊を育てるなど一貫生産した上で、ＩＴ新技
術を受け入れるなどを行い雇用を創り上げ、
市税収入を増やすことを目指すと良い。

10

　駐車場の障害者スペースを健常者が使わな
いようにする、エレベーターの乗り降りに時間
がかかることに配慮をする、応対時に椅子を
勧めるなど、日常生活で大人でも障害者に配
慮できていない点が多々ある。
　子どもが障害者への対応について理解でき
るよう、学校教育のなかで教えてほしい。

11

　他市のプールで死亡事故があった。これ
は、指定管理者制度が導入されており、低入
札価格の結果、業務に従事する労働者や下
請け業者にしわ寄せが行き、賃金の低下を招
き、深刻な公共サービスの低下につながった
と考える。
　このようなことがないよう、一宮市でも「公契
約条例」を制定することを願う。

12

　教育のＩＣＴ化はあくまで設備・技術のこと
で、本来の教育は授業が解ること、生きる力
をつけることで、少人数クラスで教師と児童が
ゆとりをもって対面で行うことが原則と考え
る。ここにこそ目を向けた地道で確実なプラン
が必要である。
　教育の無償化を追求してほしい。
　学校給食施設の整備についての計画も再
検討できないか。

13

　高齢者も障がい者も安心して暮らせるバリ
アフリーインフラと公共交通網を整備してほし
い。

14
　公契約条例を制定し、法令遵守、経済の地
域内循環、重層下請けの排除をしてほしい。

15

　都市計画について秩序ある計画の策定を望
む。
　調整区域の無秩序開発はやめ、既設インフ
ラの整備を中心に練り直すことが必要ではな
いか。

個別事業への
意見・提案に
ついて

　大切なご意見として、ご意見・ご提案の趣旨
を担当課にお伝えします。
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16

　10年後であってもＩＣＴから除外される人々が
多数存在することを考えた行政であってほし
い。

17

　労働者に適正な賃金と雇用の安定を保障
し、公共サービスの質を高めるため、一宮市
での公契約条例の制定を求める。
　官製ワーキングプアの解消、一宮市の活性
化、受託労働者の安全と健康に貢献する条
例制定を切に望む。

18

　大野極楽寺公園は一部の団体だけでなく他
の利用者も、自由が利くようにしてほしい。
　総合計画にもあるホタルが舞うまちづくりを
進めるのであれば、飼育ではなく、まずは環
境をしっかり整える事を最優先させるべきで、
発足から20年近く経って成果が出ていない状
況であれば、少し立ち止まることも大切だと思
う。
　現在の環境教育現場も、結果の出ていない
もの、時代に合わないもの、指導者もご高齢
であることもあるため、子育て世代が活躍しや
すい環境を整えてもらいたい。

19

　都市将来像「木曽の清流に映え、心ふれあ
う躍動都市一宮」であるならば、「市民の心が
ふれあえる行政サービス」こそ市民に望まれ
る「総合計画」ではないか。

　大切なご意見として、ご意見・ご提案の趣旨
を共有し、市民サービスの向上に努めてまい
ります。

20

　一宮市と合併して良かったことはない。非常
に残念だ。
・循環バスが不便（有料化・値上げ）
・旧尾西市民病院が民間に安く売却された
・旧尾張病院の建替、民間への売却、取り壊
 し
・市民病院は拠点、手狭と言い増改築を繰り
 返している
・ゆうゆうのやかたの有料化、民間への貸し
 出し
・旧一宮勤労会館、尾西グリーンプラザといっ
 た会議ができて安く宿泊できる公の施設がな
 くなった

　大切なご意見として、ご意見・ご提案の趣旨
を担当課にお伝えします。

21

　平成29年２月に実施された「学校給食調理
場整備基本構想」へ市民の意見は反映され
ているのか。市民に知らされないまま事が進
んでいるのではないか。
　第７次一宮市総合計画に給食の自校調理
方式の推進を記述すべきである。

　この計画の策定に際し、市民ワークショップ
や市民アンケートに基づき、多くの市民が「重
要度が高く、満足度が低い」と感じている項目
を施策として採り上げました。
　学校給食調理場に関連する施策はございま
せんが、ご意見の趣旨は担当課にお伝えしま
す。

22

　愛知県が都市計画変更した「北尾張中央
道」は幅員20ｍの計画道路を23ｍに拡大・変
更しているが、日本全国で少子・高齢社会と
なり、乗用車の所有者数の減少、物流業界の
大手運輸会社も運転手不足のため荷受けの
総量抑制をするという報道もあるなかで必要
があるのか。大型道路建設ではなく、生活道
路の安全整備に施策を大転換すべきである。

　大切なご意見として、ご提案の趣旨を担当
課および北尾張中央道の事業主体である愛
知県にお伝えします。

　大切なご意見として、ご意見・ご提案の趣旨
を担当課にお伝えします。

個別事業への
意見・提案に
ついて

4／7



№ 市の考え方意見の概要

23

　予防医学の重視により早期発見、早期治療
により障害の食い止めや医療費の削減がで
きるので、積極的な住民健診を勧め、一部負
担金の額の引上げはやめてほしい。

24

　乳がん検診は隔年になっているが、検診後
も発見がされることもあるので、毎年行う必要
があると思う。
　また、マンモグラフィの読影は各医療機関の
医師に任されやすく、がんを見過ごされやす
い。また、正常を異常と判定され大病院で多
大な医療費を支払ったケースも多い。
　市の責任でダブルチェックか専門医師の判
定を行ってほしい。

25

　クモ膜下出血は比較的働き盛りの男性の発
症が多い。住民健診の中に取り入れ、眼底検
査、ＭＲＩ、ＣＴなどを受けることで突然の発作
や死は免れると思う。

26

　病気の早期発見ができありがたかった、儲
かった体験談を公民館での成人から老人会
等の場で話してもらうと、聴講者が自分のこと
と思えると思う。

27

　子どもの貧困者が増加しており、聞くところ
によると、近所でも友人の家で食事を提供し
ているとのことである。
　父親の失業、離婚、母親の非正規雇用でも
生活が維持できる対策と母親の労働条件改
善に向け、幅広く調査してほしい。

28

　公立保育園に入れなく、民間事業に委託さ
れたが、子どもが安心して遊べる条件が整っ
ていない（砂遊び、遊具等）、保育者不足、処
遇改善がされていないこともある。
　細かやな調査をし、安全な成育条件が満た
される配慮を望む。

29

　尾張病院や療養型病床をなくし、在宅にす
ぐ帰せなくなった急性期病棟から地域包括病
棟を新たに造り、その場しのぎの先の見通す
ことのできない不安定構造になるのが、不思
議で不安に感じる。
　一宮市としての状況に応じた医療構想をつ
くってほしい。

30

　骨折などで手術後、リハビリもなく他の病院
に転院され、在宅介護となったが、老介護の
ため、やはり病院探しをすることとなるなど在
宅での介護が困難な老人も多い。
　地域医療構想で、療養病床を削減し性急に
在宅へと急がせ、老々介護への重圧を増し続
けている状況を把握し、見据えた対策をして
ほしい。
　また、病院に看護に行くのも交通の便が悪
く、介護側も負担に感じる。

　大切なご意見として、ご意見・ご提案の趣旨
を担当課にお伝えします。

個別事業への
意見・提案に
ついて
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31

　介護保険料は2000年の約1.9倍に値上が
り、更に上がっている。
　長い間保険料を支払ったが、利用料も高く、
制限も多くて使用できない。
　ヘルパーの時間も短縮されて中途半端、施
設の利用料も高い。

32

　利用者負担が少なく、安心して住める環境
を整えるため、介護報酬の引き下げはやめ、
働く者の賃金、処遇改善をし、人員配置基準
を必ず見直してほしい。
　特別養護老人ホームを建設しているが、近
年認知症の方の利用も多く、介護職員が不足
しており、離職者が多く、入職者が少ない。
　また、安上がりの講習を受けた介護職員の
利用は、異常を見抜けないため、控えてほし
い。

33

　国民保険料の値上げ、介護保険の値上げ、
利用料の値上げ、利用内容の縮小、要介護
１、２外しの施策等について、国に反対の意見
書を出してほしい。高齢者を大切にしてほし
い。

34

　一宮市民病院が災害時拠点病院になって
いるが、交通網も混雑している場所なので不
安に感じる。
　常に訓練を重ねて、対策を十分にしてほし
い。

35

　お出かけ広場での話のなかで昼食やお茶
の提供は欠かせなく、昼食提供は長く続けら
れるコツと話されたのに、公民館は調理場以
外での飲食禁止であるのは汚すからなのか。
掃除をそれば良いだけなのに納得できない。
　敬老会の時は弁当が提供されたが、市が主
催の時は可能で市民の場は不可なのか。
　高齢者が元気で話が盛り上がれば良いと思
う。

36

　老人いこいの家などの入浴料金を100円に
したことで、利用者が少なくなった。
　サロンをつくる前にサロンができていたのに
残念だ。元に戻してほしい。

37

　障害者と高齢者が同一の事業所でサービス
を受けやすくするための共生型サービス事業
は、各々生きてきた人生を大切にしたいと思う
時に、本当にこれで良いのかと息が詰まる。
　お互いが分かり合えない可能性もあるの
に、なぜ合併する必要があるのか疑問であ
る。
　利用者の思い、利用者を介護する側の思い
を考え、十分検討してほしい。

　大切なご意見として、ご意見・ご提案の趣旨
を担当課にお伝えします。

個別事業への
意見・提案に
ついて
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38

　犬山から１３８タワーのあたりにサイクリング
道路の整備がされているが、植物、自然の生
態環境の破壊がされかけているのではと危惧
している。
　あまり便利になり過ぎ、建設会社の儲けに
寄り過ぎないよう、自然を保護してほしい。

39

　堤防の木が大きくなり、花や葉が雨どいを詰
まらせたり、落ち葉が多く来たり、虫が来たり
する。
　業者に清掃を依頼し出費がかさむ。
　市に連絡をしても枝木を払うに留まってい
る。
　花は市民や我々を和ませているので、樋の
ゴミの除去を市で負担してほしい。

40

　比較的若い世帯の方が、町内会入りを拒否
したり、行事の参加がなくなっている。
　特に宮の管理、草刈り、旅行や町内会議な
ど、総会で意見を言うと押しつけがましい等で
苦情を言われる。
　若者の参加で意気が上がる町内運営を広く
進めてほしい。

41

　スマホ社会は人とのコミュニケーション不足
が不安である。
　よい案を考えてほしい。

42

　子どもたちに広島、長崎の原爆ドーム等の
見学をさせ、平和の尊さを学ばせてほしい。

43

  一宮市はポケモンGOの交通事故やそれに
関連する市長への脅迫、一家心中など暗い
事件、高い教育水準によりアセトン爆弾
(TATP)をつくってしまったり、犬猫の死骸が道
路上に放置されるなど倫理観の欠如や道徳
心に欠ける事件が散見されるが、市民のエネ
ルギーが正しい方向に向く政策を行ってもら
いたい。

44

　成長期にある子どもたちの心身の健康な発
達と食に関する理解を深め、望ましい食習慣
を養うため、一宮地域の給食の自校方式への
転換を求める。
　全国でも自校方式への切り替えや学校給食
費の無償化が進んでいる。
　子どもたちの未来のため、子育て世代のま
ちづくりのためにも、安心・安全でおいしい自
校調理方式を是非実現してほしい。
　自校調理方式の優位性
・調理員の雇用創出、地産地消で経済効果が
期待できる。
・各学校に栄養士がいてきめ細かい食育が実
践できる。
・できたての温かくおいしい給食や教師と子ど
ものゆとり、ふれあいもできる。
・異物混入や食中毒などの影響を限定でき
る。
・アレルギーに対応しきめ細かい対応ができ
る。

　大切なご意見として、ご意見・ご提案の趣旨
を担当課にお伝えします。

個別事業への
意見・提案に
ついて
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