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第7次南知多町総合計画意見交換会
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本日の意見交換会では以下の内容について話し合います

1. あいさつ

2. イントロダクション

総合計画って何？/総合計画（本冊・概要版）のコンセプト

3. ワークショップ①より良いまちにするために私たちにできるこ
住民参画はイメージできる？/私たちにできることは？

4. ワークショップ②総合計画のキャッチコピーを考えよう
12年後も残したい南知多の姿は？/キャッチコピーを考えよう

目次
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総合計画って
何？



総合計画とは、まちづくりのゴールと、ゴールに向けた
取り組みをまとめたものです
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総合計画とは？

総合計画

まちづくりのゴールと
ゴールに向けた取り組みをまとめたもの



ゴール（将来イメージ）に向けてピラミッドのような形
で取り組みを整理しています
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将来イメージ

基本目標

基本施策

総合計画の成り立ち
野球で例えると…

将来イメージ：何をめざすか

打率を上げる 守備力を上げる 走力を上げる

素振りをする バッティング練習をする 守備練習をする 走り込みをする

基本目標：どんなところを伸ばしていくか

基本施策：どんな練習をしていくか

甲子園をめざす



南知多町では総合計画に基づいて、教育や医療、福祉な
どの取り組みを行っています
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総合計画に基づく南知多町の取組例

教育 福祉 子育て

インフラ整備農林水産業防災
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総合計画のコンセプト



南知多町では次の１２年間に向けて第７次総合計画の策定作業を
進めています
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総合計画実行イメージ



第７次総合計画は、次のようなコンセプトで策定することとして
います
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第７次総合計画のコンセプト（考え方）

わかりやすい計画 使っていく計画

今までの計画の悪い点
文章が多く、わかりにくい。町民
の方もその存在をあまり知らない。
いろいろな計画が乱立していて、
複雑で非効率

改善点
文章を簡潔にわかりやすく。分量
もなるべく少なくします。
乱立している計画の関係を整理し、
シンプルな構成にします。

今までの計画の悪い点
どの政策を優先して行うのか、順
位がわかりづらい。
計画の進み具合をチェックしたり、
見直したりする仕組みが不十分。

改善点
政策の優先順位を明確にします。
住民の方も参加して、計画の進み
具合をチェックする仕組みを作り
ます。

A349
A350
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A349 これって今明確になっていましたっけ？なっているのであれば良いです。
作成者, 2020/08/30

A350 コンセプト上はこうなっていたので記載しましたが、明日奥村さんに記載の可否を確認します。
作成者, 2020/08/30



第７次総合計画では、次の将来イメージや基本理念に基づいてま
ちづくりに取り組んでいきます
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まちづくりの「将来イメージ」および「基本理念」

絆・選ばれる理由があるまち
~Bonding , reason to be chosen ~

暮らし続けられるまちを “あなた” とつくる

人と人とのつながりから生まれる「絆」により、安心して心豊かに生活することができ、それが魅
力となって、暮らし続けたいまちとして「選ばれる」ことをめざします

「自分がまちをつくっている」という実感をまちづくりに関わる全ての人が持つことによって、
地域に対する愛着が湧いていき、「ここで暮らし続けたい」という思いに繋がります。
そのため、このまちを選んでくれた全ての「あなた」とともに、暮らし続けられるまちづくりを行
います。

◆将来イメージ

◆基本理念



第７次総合計画では、将来イメージや基本理念に基づいて次の基
本目標や基本施策を実行していきます
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まちづくりの「基本目標」および「基本施策」

絆・選ばれる理由
があるまち

1-1 豊かな漁場を育む水産業
1-2 豊かな自然を活かした農業
1-3 付加価値を生む商工業
1-4 何度も訪れたくなる観光・交流
1-5 挑戦する人を惹きつける起業支援
1-6 価値ある産業を残す事業承継支援
1-7 働く環境づくり

3-1 命を守る防災
3-2 つながりを活かした防犯
3-3 資源を活かす土地利用
3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
3-5 地域公共交通の維持・活性化
3-6 つながり、支え合うコミュニティ
3-7 心と体安らぐ自然・住環境

2-1 南知多で育てたくなる子育て環境
2-2 未来を担うひとを育てる学校教育
2-3 夢・元気・生きがいを育てる健康づくり
2-4 個性を活かす障がい者福祉
2-5 安心して住み続けられる⾧寿社会
2-6 豊かな自然を活かしたひとづくり
2-7 郷土愛、つながりを育む文化・スポーツ

地域で育む人づくり

安心できる
まちづくり

地元をにぎわす
仕事づくり

将来イメージ 基本目標 基本施策

※基本施策を実現するために、「行財政マネジメント」の取り組みも併せて実施します。



住民の方に総合計画の取り組みをチェックしてもらう仕組みを
作っていきます
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住民参画による総合計画の進捗確認のイメージ

総合計画

住民意識調査 評価委員会

住民意識調査アンケートによる施策の評価 有識者やモニターによる評価委員会の開催

総合計画による将来イメージの実現に向けた取組の実施

A351
A352
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A351 有識者＋モニター参加者などの町民代表もだったかとその旨記載
作成者, 2020/08/30

A352 追記増しました。
作成者, 2020/08/30



主に「住民意識調査」と「総合計画評価委員会」により住民の方
に総合計画の取り組みをチェックしていただきます
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住民参画の仕組み

 100名の町民の方にモニターとしてアン
ケートにご協力いただきます。

 アンケートでは、町の取り組みに対して認
知度や満足度等をお聞きします。

 結果をもとに、将来イメージに近づいてい
るかチェックし、改善していきます。

 モニターになっていない方も、インターネッ
トにより自由にアンケートに答えられます

 将来イメージの実現に向けて、毎年、実施
する事業を具体的に示したアクションプラ
ンの説明を行います。意見交換を行いま
す。

 モニターの方が出席する会議で、役場と
住民との意見交換を行い、その結果をもと
に、次のアクションプランの検討をしていき
ます。
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総合計画（概要版）のコンセプト



総合計画について知っていただく入り口として、併せて「概要
版」の策定作業も進めています
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総合計画（概要版）のコンセプト

ポイント
１

「総合計画」とは何かが“わか
る”

ポイント
２

町の理想像や実現のための取組が“わ
かる”

ｚポイント
３ 住民参画の仕方が“わかる”

町内在住の中学生のみなさん

12年後の南知多町の未来を担う世代

総合計画を“ふるさと”について考えるきっかけに

概要版を読んでほしい人たち 知ってほしい内容



総合計画（本冊）を手に取りたくなるようなデザインや内容をめ
ざしています
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概要版のデザインイメージ
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意見交換会（ワークショップ）の概要



本日の意見交換会（ワークショップ）では以下の内容について話
し合います
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意見交換会のテーマ

どうやって住民参画を実現する？ たくさんの人に手に取ってもらうには

今回の総合計画は住民の方に参画
していただくことが一つのテーマ
になっています。
現在の計画の概要版（素案）はそ
れがうまく伝わる内容になってい
るでしょうか？
また、もしご自身がまちづくりに
参加するとしたらどんなことがで
きる/やってみたいと思いますか？

今回の総合計画はより多くの住民
の方に読んでいただきたいと考え
ています。
また、より親しみやすい計画とす
るために「第7次総合計画」のあと
につけるキャッチコピーを一緒に
考えてください。

A353
A354

A355
A356
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A353 示すのは概要版ですよね？であれば、概要版と明示しておいた方が良いのでは？
作成者, 2020/08/30

A354 追記しました。
作成者, 2020/08/30

A355 キャッチコピーとは総合計画のどの部分かを記載しておいた方が良いのでは。
作成者, 2020/08/30

A356 追記しました。
作成者, 2020/08/30



今日話し合った内容は総合計画の次の部分に反映される
予定です
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①概要版はわかりやすい？わかりにくい？
概要版のデザインや内容の参考にさせていただきま
す。

②このまちのためにわたしたちができること
総合計画の本文や、住民モニター調査のアンケート
項目に反映させていただく予定です。

③キャチコピーを考えよう
総合計画のキャッチコピーの候補としてインター
ネットで投票を行います。


