第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
１ 計画策定の趣旨 「町長マニフェストを」を削除する。
（２）総合計画の意 町長が変わるたびに変更することになるため。
第１章 義
1

2

3

4

事務局回答案
計画案への反映
町長マニフェストは選挙という民意を反映 変更なし
した町政の重要方針であり、総合計画とマ
ニフェストは整合的であることが求められ
ます。第1章 3（2）第６次総合計画から
の変更点の記載のように、マニフェストと
総合計画の整合を図るため、計画期間を12
年に変更し、４年毎に見直しを実施してい
きます。

計画の策
定にあ
たって

２ 計画の在り方の
見直し
第１章 （２）改善に向けた
計画の策 見直し
定にあ
たって

素案では、「事業評価や予算・決算との連動が十分でないため総合計画の実行や進捗管
理、見直しが行いにくい」としています。本審議会では、ほとんど財政面の資料が、提
供されず「言いっぱなし」「予算の裏付けのない」討議が進められています。本素案の
問題点（評価）は、１．これまでの総合計画の総括がないこと。予算の裏付けのない議
論は、役所の議論としては問題があること。
２．役所の執行体制や、行財政改革が全く示されていない事、これでは町民に言いたい
ことを言わせただけで具体性に欠ける。少なくとも役所の総括を示し、役所と町民が一
体で計画を推進する呼びかけが必要と思います。

事業評価、施策評価、町民意識調査、評価 変更なし
委員会の意見を踏まえた個別具体的な事業
の計画はアクションプランに委ねていきた
いと考えています。

３ 計画の構成と期 「町長マニフェストとの整合を図るため」を削除する。
間
第１章 （２）第６次総合計
計画の策 画からの変更点
定にあ
たって

町長マニフェストは選挙という民意を反映 変更なし
した町政の重要方針であり、総合計画とマ
ニフェストは整合的であることが求められ
ます。第1章 3（2）第６次総合計画から
の変更点の記載のように、マニフェストと
総合計画の整合を図るため、計画期間を12
年に変更し、４年毎に見直しを実施してい
きます。

（１）今後想定される社会環境の変化の項目を表すために「世界」「日本」「南知多
町」に区分されている。ＳＤＧｓを否定はしないが、南知多が今後、世界と関われる計
画、数値目標を設定（例えば、外国人の南知多町定住数値目標の設定など）して、その
進捗管理をしていくならば適切だと思う。そこまで考えないのであれば、「日本」「愛
知」「南知多町」の区分が現実的に思う。特に「南知多町」の部分において、過去の総
合計画期間中に内海、山海、豊浜、豊丘、師崎、片名、大井、篠島、日間賀島の区分ご
とに年代別人口、業務別経済等が具体的にどう変わったのかを明確にして、課題をより
１ 南知多町を取り
第２章
明確にすることが重要と考える。（これまでの総合計画の問題点をしっかり整理して、
巻く環境
計画策定
解決すべき課題の明確化が重要）
（１）今後想定され
の背景
る社会環境の変化

・町民生活に大きな影響を与える経済や技 変更なし
術進歩、食料・環境問題、感染症の拡大
等、現代では様々な事柄において、国も自
治体も世界的の大きな流れの中でかじ取り
を求められています。世界と接点を持つこ
とを求めるというよりは、市町村も国や県
の後追いばかりでなく、地球規模の視野で
今後の大きな流れを捉えたうえで地域の視
点で自ら行動するという観点から、このよ
うな構成としています。
・これまでの総合計画の問題点については
第1章2「計画の在り方の見直し」で、また
各施策の課題については前年度の素案策定
作業部会にて施策評価を行い明確にした課
題を、各施策の現状と課題に引き継いでい
ます。

1

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
１ 南知多町を取り ＡＩの活用とあるが、理解がむずかしい。
巻く環境
（２）ＡＩをを活用
した持続可能な日本
第２章 の未来に向けた政策
5 計画策定 提言
の背景

6

２ 社会情勢への対
第２章 応
計画策定 （１）人口減少下に
の背景 おける持続可能な行
財政運営

事務局回答案
計画案への反映
南知多町を取り巻く環境のひとつとして、 変更なし
これからの日本に関する社会構想と政策提
言（ＡＩの活用により、持続可能な日本の
未来に向けた政策を提言）を紹介していま
す。
提言内容は、日本全体として持続可能性の
観点からは「地方分権シナリオ」の選択を
し、そのための政策を継続的に実行する必
要があるというものです。

町単独ではなく近隣の自治体と連携して公共サービスを運営・提供する。
→町で用意すると質も十分なものにしにくい。なので、より密に、近隣市町と連携を
とって、町が「できないから自助努力して」と突き放すのではなく、受け皿を案内でき
るよう、代わりに利用できる近隣市町の候補をリストアップし、場合によっては仲介す
るなどできれば、不安も和らぐでしょう。

近隣の自治体との連携については、各施策 変更なし
によって具体的な内容は変わります。ご提
案頂いたような案内、仲介が適している施
策については、そうした連携が実現できる
よう努力していきます。

現在あるまちづくり協議会に、企業・商工・観光・農漁業・防犯防災・教育関係等々の
関係団体に地域団代（例えば、区・祭礼など地域行事にかかわる諸団体）
を含めて、行政が主導してのまちづくりを構築するべきであると考えます。
現在多くの団体（各地域団体・何々会・何々クラブ・何々委員会等）がありそれぞれの
個体あるいは集合体によって立派に活動しています。が、南知多町の地域性もあり止む
を得ないこともあるかと思いますが、南知多町を核とするならば、各関係者が一堂に会
３
南知多町が目指
して意見交換、情報交換等を一本化し発信していくことが必要と思います。（多くの組
第２章
すべき方向性
織がそれぞれに活動していますが、町全体としてはバラバラに行動している気がしま
計画策定
す。）
の背景
行政.町民.企業.関係 確固たる公と民で一本化した南知多の組織を作れば、18Ｐの地元をにぎわす仕事づく
団体その他多くの
り、69Ｐの職員の成長とやりがい等、総合計画に列記されていることにつながるものと
人々が力を合わせ共 考えます。
にまちづくりを推進
していく協働体制の
構築についてなど

総合計画の効果的な実現のために、横断的 変更なし
に行政、地域団体、町民がつながる必要性
があります。すべてを一本化することは難
しいかもしれませんが、関係する団体や町
民と行政（関係課）とのつながりによる情
報の共有化の推進を検討していきます。

２ 社会情勢への対 「ＳＤＧｓへの取り組み」を「持続可能な開発目標」と見出しの変更を。
応
第２章 （２）ＳＤＧｓへの
計画策定 取り組み
の背景

ご意見を踏まえ、素案を修正しました。

２ 社会情勢への対
応
（１）人口減少下に
おける持続可能な行
財政運営

7

8

2

計画ページ：８
（２）持続可能な開発目標
（ＳＤＧs）への取り組み
持続可能な開発の目標
（SDGｓ：Sustainable
Development Goals）は、…

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
２ 社会情勢への対 ＳＤＧs、Society5.0、ＩoTなど言葉の意味がわからないため、全体として、難しい言
応
葉は、注釈など説明を追加してほしい。
（２）ＳＤＧｓへの
取り組み
（３）Society5.0に
よる社会の変化
9

第２章
計画策定
の背景

３ 南知多町が目指 ○海水温の上昇・海洋酸性化による影響調査
すべき方向性
温暖化で、海水温の上昇と海洋酸性化の影響と思われる魚貝類の減少や消滅が考えられ
６
基本施策
る。水産試験場や漁協と協力して調査を進める。
第２章
計画策定 2-1 豊かな海と産物
を活かした水産業
10 の背景
第３章
基本構想

11

12

事務局回答案
ＳＤＧｓも含め近年生まれた概念であり、
日本語訳も長く不自然で分かりにくいこと
から、メディア等で取り上げられることの
多い名称（アルファベット略称）を使用
し、日本語で意味を併記していました。ご
意見を踏まえ、意味が大きく変わらない範
囲で言い換え等を行いました。

総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

２ 南知多町がとる 「子育て世代に対する就業等…」へ「子育て世代に対する就業及び居住の支援…」のよ ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
べき戦略
うに「及び住居」を具体的に追加する。
第３章 （１）子育て世代の
基本構想 居住と就業促進
２ 南知多町がとる
べき戦略
第３章 （１）子育て世代の
基本構想 居住と就業促進

計画案への反映
計画ページ：９
（３）技術革新による社会の
変化
国の第５期科学技術基本計
画では、Society5.0（仮想空
間と現実空間を高度に融合さ
せたシステムにより、経済発
展と社会的課題の解決を両立
する社会）の実現を提唱して
います。
Society5.0で実現する社会
は、ＩｏＴ（Internet of
Things：全ての人とモノがつ
ながり、様々な知識や情報が
共有されること）により…

計画ページ：６８
子育て世代に対する就業、居
住等の支援を強化すると同時
に…

働き盛りの子育て世代に、町内雇用主の運用は昔の産業構造の頃の男が家庭を顧みずに ３つの重点政策ととるべき戦略（１）子育 変更なし
働き、女性が育児に専念する…ようなスタイルならば成立する。
て世代の居住と就業促進に基づくアクショ
自身が移住者であるため、都市部に出てフルタイムで働けるくらいの受け皿があれば、 ンプランにおいて検討していきます。
どんどん移住者を誘い込みたい。また、都市部や近隣市町で働くため、または、通院な
どのために知多半島道路および南知多道路を無料もしくは割引きで利用できるチケット
のようなものがあると、より収入を増やせます。

3

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
事務局回答案
２ 南知多町がとる 戦略は進むべき（目標達成のための）方向性、シナリオを示すもので総合計画設定上、 ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
べき戦略
大変重要と思われます。現在の内容で大きくはずれていないと思いますが、少子高齢化
（１）～（６）
の中で一人世帯化が急増しており、子育て世帯だけでなく老人世代、特に一人世帯に
とって不便でない（困らない）生活を確保する視点と、地震、災害に強い町作りの視点
による戦略を改めて項目立てする必要がある（あるいは、既往の戦略の中に明示する必
要がある）と思う。

13

計画案への反映
計画ページ：６８
（１）子育て世代の居住と就業
促進
また災害などのリスクに強い
まちづくりあることは全ての
人々にとって重要ですが、子育
て世代の居住地選択においても
重要な要素となっています。選
ばれるまちであるために、災害
等に強いまちづくりが求められ
ます。
（２）高齢者の就業促進と生活
の確保
…人手不足を解消し町内産業を
活性化し、高齢者が安心して住
み続けるためには、希望する高
齢者が働くことのできる就業環
境と、単身世帯でも困らない生
活環境が重要です。

第２章
計画策定
の背景

…高齢者が健康で様々な分野で
活躍できる環境を整備し、就業
を促進するとともに、つながり
を大切にし、孤立することのな
い地域社会を維持する必要があ
ります。

14

15

２ 南知多町がとる
べき戦略
（３）地域内経済循
第３章 環を拡大する「地消
基本構想 地産」

乗用車、観光バスのほか海っこバスや観光船を利用して町内の名勝旧跡・景勝地・観光
施設や旅館店舗などを周遊観光ルートにのせ各所での特産品のＰＲ販売を又、師崎港の
朝市のようなところを町の核となる集客力のある南知多観光市場として位置づけ、南知
多の特産品販売をおこなう。
（名勝旧跡に立ち寄った方、町内の登録店で購入した方に特産品を渡す方法とか考えて
何度でも来てもらえるようにする。南知多の特産品には、魚介類のほか、農産物や花な
ど多くあると思います。観光施設等には、休憩場・駐車場・トイレ等が必要と思いま
す。）

３つの重点政策ととるべき戦略（３）地域 変更なし
内経済循環を拡大する「地消地産」に基づ
くアクションプランにおいて検討していき
ます。

２ 南知多町がとる
べき戦略
第３章 （３）地域内経済循
基本構想 環を拡大する「地消
地産」

「地消地産」をいいながら、実際に南知多町産の野菜や魚などを売っている「道の駅」
のような店がない。美浜町には、鵜の池で新鮮で種類の多い野菜が売られていて、南知
多町からも買いに行っている。南知多町にも「道の駅」のような店を作ることを書き込
んでほしい。

３つの重点政策ととるべき戦略（３）地域 変更なし
内経済循環を拡大する「地消地産」に基づ
くアクションプランにおいて検討していき
ます。

4

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
事務局回答案
２ 南知多町がとる コロナ禍の経験で田舎でリモート生活をしたいという若者が増えている。「南知多町に ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
べき戦略
呼び込むための、政策・対策を作成する」ことを書き込んでほしい。
（５）都会にない魅
力を提示する就業と
生活モデルの創造

計画案への反映
計画ページ：７０
また新型感染症の拡大により
働き方や生活様式が大きく変
化しつつあります。今後も居
住地域に左右されない就業や
生活様式が普及することが想
定され、都市部に居住するメ
リットは低下すると考えられ
ます。
そのため、都会にはない自然
に恵まれた魅力とその中での
就業と生活のモデルを町内外
へ発信し、町内に呼び込むた
めの施策を強化することで…

16

第３章
基本構想

17

２ 南知多町がとる ソーシャルビジネスで自身も起業しようとしていたが、ネットワークの構築や需要の把 ３つの重点政策ととるべき戦略（５）都会 変更なし
べき戦略
握をしているうちにタイミングを逃し…となる前に、この町でも起業支援などをして、 にはない魅力を提示する就業と生活のモデ
第３章 （５）都会にない魅 協働を促進できるといい。
ルの創造に基づくアクションプランにおい
基本構想 力を提示する就業と
て検討していきます。
生活モデルの創造

18

３ まちづくりの基 計画設定上、戦略は極めて重要で、その戦略実現のため、基本施策や具体的な取組事項 「重点政策」「とるべき戦略」に基づき、 計画ページ：１１～
本目標・基本施策
（アクションプラン）があると考えるが、せっかく設定された戦略が、１８ページ以降 基本構想を具体化するため「アクションプ 素案の構成を修正しました。
第３章 （１）計画の体系図 の計画体系や、基本目標・基本施策の中に位置づけられていないため、基本施策の個々 ラン」策定につながるよう第３章基本構想
が適切なのか評価できない。（計画の体系図の中の４つの基本目標と１４～１７ページ の要素について整理しました。
基本構想
で整理されている戦略との関係が不明で、１８ページの基本目標の４つの代わりに戦略
を縦に並べて、戦略ごとに基本施策を整理した方が理解しやすい。

19

「まちづくりは、町民、企業、関係団体、その他多くの人々が、それぞれの取り組みに ・KPIの考え方、目標値の設定方法につい 計画ページ：８７～８９
ついて知り、積極的に関わり、可能な範囲で貢献し、それらの活動によって満足度を高 ては、資料編に記載します。
基本目標・基本施策の管理指
めていくことが重要であるため、3つの目標の達成に向け「ひとづくり指標」「仕事づ
標（KPI）の算出方法
くり指標」「まちづくり指標」をKPIとして導入する。
３ まちづくりの基 その指標は、住民意識調査により3つの基本目標を構成する21の基本施策に対し、重要
度、認知度、満足度、貢献度を測り、これらを総合して数値化したものとする。
第３章 本目標・基本施策
基本構想 （２）まちづくりの 数値化の計算式は認知度×0.3 ＋ 満足度×0.4＋ 貢献度×0.3とし、毎年度測定し振り
基本目標（ＫＰＩ） 返り」
ということですが（こちらで1ページを要約いたしました）、本資料ではこれらの住民
意識調査の評価項目や、少なくとも｢現状値｣としてお示しいただいている結果の明示が
なく、指標の妥当性や、目標数値の妥当性をチェックすることができません。
開示をお願いいたします。

5

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
５ 重点政策
２４ページの重点政策と２６ページの基本施策の関係（位置付け）ですが、１８ページ
（１）重点政策の考 の計画の体系の中に、重点政策が明示されていないこともあり、わかりにくい。重点政
え方
策は基本施策すべてが連携して取り組むことではじめてできるとして、基本施策とは別
建てにしているようだが、返ってわかりにくくしている。戦略から必要となる基本施策
の一つとして位置付ける（基本施策の中でプライオリティの高いものを重点政策として
位置付けた方が住民としてもわかりやすい）ことが適切と考える。基本施策ごとに、具
体的取り組み計画（アクションプラン）が作成されると思われるが、アクションプラン
ごとに到達年度ごとの達成目標（成果目標、到達目標）を具体的に設定して、それを管
理指標として明示していただいた方が住民にもよくわかるし、町行政においても、総合
計画のＰＤＣＡを回していくのに有効な指標になると考えられる。
第３章
以下、３０ページ以降も同様に思います。
20
基本構想

21

22

23

４ 人口ビジョンと
ＫＧＩ
（３）人口流出への
第３章 対応
基本構想

転出を防ぎ、転入を促進するため、移住・定住対策が求められます。とありますが、住
民だけに求めるのではなく役場職員も南知多町に住むべきだと思います。特に結婚した
ら南知多町に住んでほしいです。
南知多町民だと思っていたらいつの間にか町外に引っ越している職員のかたもいられる
ようなので・・・南知多町の職員が先頭をきって町外に住むようではいけないと思いま
す。
住民に意見を求めるのはとてもいいのですが、南知多町に住んで何がいけないのか、何
がいいのかを身をもって考えるべきではないでしょうか？

事務局回答案
計画案への反映
・行政としてはあらゆる施策分野をカバー 変更なし
する必要があるため、基本施策は網羅的な
ものとなっており、また今後の実行や進捗
管理の観点から、ある程度は町組織と紐づ
けて整理しています。
・分かりやすさの観点からは、基本施策か
ら重点的に取り組むものを選ぶといった方
法も考えられます。しかし、例えば子育て
支援は就労支援や公園や歩道整備など、多
くの施策分野の事業が重要になることを考
えると、あらゆる施策を横断的に実施する
ことが不可欠です。そのような施策横断的
な政策を考える場合、全ての施策と紐づく
可能性があり錯綜するため、施策との関連
で捉えることは適切ではないと考えていま
す。
・PDCAの観点からは、各施策で重点政策に
該当する事業をアクションプランにまと
め、実行し進捗を評価し、それを各重点政
策ごとに整理することで、重点政策ごとに
取り組み状況を把握していきます。
移住・定住対策として、職員を含めた、町 変更なし
内外の人に、移住して欲しい、住み続けて
欲しいと思っております。南知多町に住み
たくなるようなまちづくりに努めてまいり
ます。

４ 人口ビジョンと 第7次総合計画の終了(令和 14年度)時点で維持すべき出生数として、KGIの目標数値を
75人としますとありますが
第３章 ＫＧＩ
基本構想 （６）目標指標（Ｋ このままでは目標値を維持出来ないのでは無いかと思います。
ＧＩ）の設定

ご意見のとおり、このままでは達成が困難 変更なし
であるため、施策の全てが横断的に取組ん
でいく必要があると考えています。

５ 重点政策
子育て支援だけでなく、「住民支援」を入れる。
第３章 （１）重点政策の考
基本構想 え方

人口の安定化のため、特に子育てに焦点を 変更なし
当てています。子育て世帯以外も含め、住
み続けたいと思えるようなまちづくりとし
て、③定住支援を定めています。
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第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
事務局回答案
計画案への反映
子どもを産み育てるために子育て支援だけでなく、生活を支える仕事や収入や、仕事と子育て ・ご記載いただいたような経験をして町外 変更なし
５ 重点政策
（１）重点政策の考 を両立できる職場環境も重要と、記述されているが、
へ転出したいと思う人がいなくなるよう、
子育て支援
え方
各施策にて、子育て支援、働く環境整備、
子供を産むための産院まで行くのも一苦労。車がないと支援センターにも行けず、検診などで 多様性が尊重される社会の実現を目指して
行く役場や支援センター、総合体育館のトイレやおむつ替えはユニバーサルデザインでもな
取り組んでいきます。
い。(ここまではインフラの問題)
・ベッドタウンと所得については、町外や
子育て支援する側の人員が「お母さんが絶対、3歳までは一緒にいるのがいいんだ」と説いてき
リモートワークで働く方に町内に住んでい
たり、父親も育児していることが考えにない人もいて、「旦那さんを支えてね」という考えの
人もいる。これは情報や文化が停滞しがちな田舎によくある傾向ですが、その前世代の古い価 ただくのも重要な選択肢です。選択肢を限
定することなく、南知多町の資源を活かし
値観が子育てと仕事の両立を阻む要素にもなっている。
て低コストで実現できる手段に挑戦したい
仕事と子育ての両立
経済的に苦しく、預けられるようになったらすぐ働こうと動いていたが、預ける月齢や延長保 と考えています。

24

25

第３章
基本構想

育可能時間の問題で諦め、まずはゆとりを持って働こうとパート労働を検討したが、保育所入
所基準を満たせないためフルタイムで働き、心身が疲弊した。また、町内の働き先はいずれも
問題が多く、賃金も低かった。
町内の就労先は女性と男性の差が大きく、男性は子供が生まれても休暇を取らせてもらえる様
子ではなかった。パワハラや人権侵害、労基法上の問題も多く見て取れた。また、雇用主は支
配的になり、尊厳を無視していた。
職場環境
パワハラやワークライフバランスを指導する立場にある町内商工会でそれと逆行する環境が常
態化していた。
ゆえに、町で現代における働き方や雇用について各事業主に指導する必要があるのではない
か。(商工会は工場と発展のためには機能しない)
自身が全国で中小から大企業、公務員まで経験してきた中で、働き方も随分変わってきまし
た。全国スタンダードすら知らず、昭和の時代の「常識」を引きずっている事業所も多くあり
ます。特に町内の方は外の世界に出ることなく凝り固まりがちです。
よって、もっと生き生き働ける環境づくりをサポートするか、町外で就労し、町内に帰宅する
人たちが安心して子育てや介護等を委託できるように受け皿を整備し、「ベッドタウン」とし
て人口増加を図るのも効率的ではないだろうか。その方が所得が上がり、税収も増えるのでは
ないだろうか。

５ 重点政策
③定住支援の中の「インフラ」の前に「住居」を入れる。
ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
第３章 （１）重点政策の考 親の家からの独立が希望であり、古民家でも内装を近代的に変えれば、住んでもらえる
基本構想 え方
と思う。駐車場をつけて。
５ 重点政策
①子育て支援と教育の充実の中に、「自然環境と歴史に富んだ学校教育」を入れる。
（１）重点政策の考 ③定住支援に、町借り上げの古民家を、賃貸住宅に改装する。
え方

26

27

計画ページ：７２
住居、インフラ、生活環境…

第３章
基本構想

①についてはご意見を踏まえ、素案を修正 計画ページ：７２
しました。
…子育て世代を支援する、豊
かな自然環境など地域資源を
③については個別具体的な論点となるた 活かした子育て環境づくり…
め、基本施策3-3（資源を活かす土地利
用）にて言及しています。さらに具体的な
実行手段については、アクションプランに
より検討していきます。

５ 重点政策
全体的に、ＫＰＩの説明が不足している。
（３）重点政策の管 現状値及び目標値について、設定方法もよくわからない。
理指標（ＫＰＩ）
ＫＰＩ＝管理指標という表現に違和感がある。
ＫＰＩとは、重要業績評価指標という認識をしているが、重点政策のＫＰＩ、基本目標
のＫＰＩ、基本施策のＫＰＩをきちんと整理してほしい。
第３章
基本構想

・KPIの考え方、目標値の設定方法につい
ては、資料編に記載します。
・重点政策のKPIの基準値を記載します。
・KPI=管理指標という表現については、審
議会にて検討を行い、「管理指標」のまま
としています。

7

計画ページ：１５
目標指標（KGI）の設定
計画ページ：１８・１９
まちづくりの基本目標・基本
施策
計画ページ：７３
重点政策の管理指標（KPI）
計画ページ：８７～８９
基本目標・基本施策の管理指
標（KPI）の算出方法

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
５ 重点政策
重点政策「子育て支援と教育の充実」のKPIとして設定されているのが、現状
（３）重点政策の管 ●希望の保育所に入所している乳・幼児の割合 100％
理指標（ＫＰＩ）
●放課後児童クラブの申込みに対する充足率 100％
●赤ちゃん訪問の実施率 100％
とのことですが、南知多町子ども・子育て支援事業計画を拝見すると（下記ハイパーリ
ンク）
sodateshienjigyoukeikaku.pdf
保育所は大幅な定員割れ、放課後児童クラブの定員も、平成30年度に急激に増加したも
のの、いまだ定員割れの状態です。また、赤ちゃん訪問についても、例年ほぼ100％を
達成し、必要な人員の確保もできている、と資料にありました。しかし、出生数につい
ては、KGIとして設定された｢総合計画終了時点（令和14年度）で維持すべき出生数75
人｣を、平成30年度には62人と、すでに目標を割りこんでいる状況です。
起死回生の策が必要な場面で、現在すでに達成している、あるいはほほ達成している指
第３章
標ばかりを重点政策の達成度を測るKPIとして採用するのは、不適切ではないでしょう
28
基本構想
か。重点政策「子育て支援と教育の充実」については、資料では｢子育て世代の不安や
不満を緩和し、地域ぐるみで子育て世代を支援する、子育て環境づくりを目指します｣
とあります。南知多町子ども・子育て支援事業計画の子育て世代へのアンケート p.29
（９）子育て全般について では、｢就学前児童保護者の地域における子育ての環境や
支援の満足度｣が減少しています。少なくとも一つ、ここに子育て世代の不安や不満が
存在しています。
また、同p.31 4 第１期計画の事業の進捗評価では（３）労働者の職業生活と家庭生活
との両立に必要な雇用環境の整備に関する施策との連携 の指標「ワーク・ライフ・バ
ランスに関する意識啓発」、｢働きやすい職場環境の整備｣がC評価となっています。こ
の項目は｢地域における子育ての環境や支援｣に密接にかかわる分野であり、まさに子育
て世代が不安・不満を感じている部分ではないでしょうか。よって、これらに関する施
策の達成度を測ることのできる新たな指標をKPIとする方が、より適切なのではないで
しょうか。
５ 重点政策
（３）重点政策の管
理指標（ＫＰＩ）

29

第３章
基本構想

町のKGI「出生数75人」は、南知多町の大きな決意が感じられて非常に評価できる目標だと思います。起
死回生の人口維持を目指して子育て支援に大きく舵を切っていただけますよう、革新的な取り組みを期
待しています。
ただ、ＫＰＩ 「希望の保育園に入所している乳・幼児の割合100%」は、これが達成されてもＫＧＩ「出
生数75人」が達成されるとは考えにくい管理指標だと思います。まず現状でも保育園の定員は空きがあ
る状態で、すでに達成されています。
ですが近年に乳幼児の入所条件はとても厳しいものになり、入所条件を満たせないため入所希望を出せ
ない潜在的な入所希望者が存在しています。
月勤務120時間以上に加えて、正社員雇用、自営業者への条件を厳しくするなど、南知多町では漁業者・
農業者・旅館や商店、小売業で働く女性が多いにも関わらず、このように門戸を狭めて乳幼児の入所条
件を厳しくしては「この町では子育てと仕事の両立は不可能だ」と、仕事か子どもかを諦めざるを得な
い女性を増やしてしまいます。
私自身子育て世代として、入所条件が厳しくなったことはこの2年で出生数が急激に減少していることに
も大きく関係していると思います。
逆に、潜在している入所希望の乳幼児が広く受け入れられれば出生数が回復してくる可能性が大いにあ
るということだと思います。
乳幼児の保育園への入所基準の大幅な緩和と、保育園の定員増量、保育士さんの充足や待遇改善も同時
進行で必要です。
ＫＰＩは「すべての保育園への入所を希望する乳幼児が入所できる割合１00%」にしていただきたいで
す。
●ＫＰＩに子育て世代を経済的に応援する目標も立てていただきたいです。
一時保育がとても利用しにくく、町民に上手に活用してもらえる仕組みになっていません。緊急時に対
応できる柔軟な法改正をお願いします。そしてＫＰＩにも「一時保育利用者数２００％」を掲げていた
だきたいです。
学校統廃合に関係なく、子どもたちの教育満足度もＫＰＩの目標に加えていただきたいです。
「この町で高校まで安心して育てられる」と思えるような長期的な支援の目標が足りないと思います。
隣の美浜町では小中学入学準備金の対象世帯は南知多に比べて広いですが、南知多は更に対象世帯を大
幅に拡大して全世帯が少額でも小中学入学時準備金を受け取れる支援や、高校就学支援をしていただき
たいです。
「南知多町は途切れずずっと子育てを応援してくれる町だ」と思えたなら、２人目３人目がほしいとい
う人はいますし、今がまさに出生数を回復させる最後の分水嶺だと思います。

8

事務局回答案

計画案への反映

・出生数は単年度では振れ幅が大きいもの
の、ご指摘のとおり平成30年度の出生数は既
に目標値を下回っており、縦割りを排して関
連する全ての施策が連携して取り組む必要が
あると考え、重点政策として取り組んでいき
ます。
・指標は物事の一つの側面を単純化して表し
たものであり、それだけで完璧というものは
なく、目標を数値化することは重要である一
方で、数字ばかりを追いかけていると本質を
見失うおそれがある点には留意する必要があ
ります。重点政策のＫＰＩ（管理指標）とし
て掲げている各指標については、役場内でコ
ストをかけずに毎年、継続調査が可能である
ことを前提に設定しております。ご指摘の点
につきましては、目標値の達成が本来の目的
ではなく、毎年、進捗管理することにより、
運用面の改善につなげていくことが重要と考
えており、中身を重視して取り組んでいきま
す。管理指標（ＫＰＩ）については、審議会
で審議のうえ、「一時保育の申込みに対する
利用率 100％」を追加し、本文を修正しまし
た。
・職場環境の改善等は、子育て環境として重
要な論点である為、職場環境に関連する基本
施策の素案を修正しました。

計画ページ：７３
また、指標が町民の実感と乖離す
ることがないよう、指標の運用も
改善していきます。

・「すべての保育園への入所を希望する乳
幼児が入所できる割合１00%」について
は、ご意見のような「そもそも希望が出せ
ない」ケースは子育て環境として重要な論
点であることから、入所条件の周知や入所
に対するニーズを踏まえて改善すべき点は
改善を行います。また、希望が出せなかっ
た相談件数を含める等の指標の運用改善を
検討します。保育園無償化などの環境の変
化や、対象者を拡大する等の改善を行った
うえで、ニーズのある方にサービスが届く
ことを目指したいと考えています。KPI(管
理指標)については変更は行いませんが、
ご意見、審議会意見を踏まえ素案を修正し
ております。
・子どもたちの教育満足度等については、
新たな調査が必要となる場合はコスト増と
なるため指標として掲げていませんが、教
育の充実は重点政策であり、アクションプ
ランを策定し実行していきます。
・子育て世代を経済的に応援するための手
段については、重点政策に基づくアクショ
ンプランにおいて検討していきます。

計画ページ：７３
また、指標が町民の実感と乖
離することがないよう、指標
の運用も改善していきます。

計画ページ：４６
子育てしながら仕事がしやすい環
境など、事業所等のワークライフ
バランス（仕事と生活の調和）へ
の理解を促進するとともに、環境
整備への取り組みが求職者に伝わ
るよう情報発信を支援します。ま
た、役場が率先して子育てと仕事
を両立できる職場環境の整備に取
り組むことで、南知多町全体の職
場環境改善への機運を醸成しま
す。
計画ページ：６３
また、出産や育児によって女性が
活躍をあきらめることのないよ
う、子育てと仕事を両立できる職
場環境づくりを役場が率先して実
現し南知多町全体に広めていくた
め、まず役場内の意識を変えてい
くとともに、町内事業所の模範と
なるよう、管理職に占める女性職
員の割合や男女の育児休暇取得率
といった指標を公表していきま
す。

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
５ 重点政策
すごく当たり前の事を堂々と…
（３）重点政策の管 産業の活性化と雇用の確保
理指標（ＫＰＩ）
保育園で雇ってはだめなんでしょうか
0歳児の受け入れを増やせば働きに出られる人は多くなるはず
第３章
国保の人の子供の受け入れも出来る様になるのでは？
30
基本構想
自営なら預けられなくても働けるとかふざけてるとおもいます。

31

５ 重点政策
●希望の保育所に入所している乳・幼児の割合 100％ →基準が厳しくて入所できず、
（３）重点政策の管 就労を諦め、スキルやキャリアにブランクができたり、分野を極めたりすることを諦め
理指標（ＫＰＩ）
た親の割合は、行政側で把握できないものであるが、どうか。
子供が二人ともに「隠れ待機児童」を経験したが、どんな数値にも反映されていない。
また、他市町では3ヶ月児、6ヶ月児などから入所できるが、本町ではできない。人員や
施設の問題もあると思うが、そのために町外へ転出することも考えた。さらに、利用時
間の問題で勤務先が非常に絞られてしまい、妥協を重ね、自己実現欲求を満たすことが
できず、ひいては子育てに悪影響を及ぼしてしまっている。
よって、入所できているからといって重点政策を管理する指標として成立するとはいえ
ない。
●放課後児童クラブの申込みに対する充足率 100％
第３章
→預ける枠はあるが、求められるニーズを満たしているわけではない。通勤に一時間前
基本構想
後、退勤が18時定時だとしたら、預かり時間を超えてしまう。それで困っている親御さ
んがいた。
よって、児童クラブの利用率だけでは就労を支えるための育児支援としての管理指標と
しては不十分である。
●赤ちゃん訪問の実施率 100％
→出生する子供の数が少なくなるほど達成しやすい指標ではないのか。
●新規農業就業者数 2 人／年 →成功しているのはほんのわずか
●観光客数 270 万人／年 →こんなに来ているのに上手くお金を落としていってくれ
る賑わいや魅力的な店が少ない。整理されたサイトもないので観光客も名所以外には来
にくい。
●商工会会員数 1000 事業者→義務的に入会しているだけの事業主も多いのでは。

9

事務局回答案
計画案への反映
総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。
・指標は物事の一つの側面を単純化して表
したものであり、それだけで完璧というも
のはなく、目標を数値化することは重要で
ある一方で、数字ばかりを追いかけている
と本質を見失うおそれがある点には留意す
る必要があります。重点政策のＫＰＩ（管
理指標）として掲げている各指標について
は、役場内でコストをかけずに毎年、継続
調査が可能であることを前提に設定してお
ります。ご指摘の点につきましては、目標
値の達成が本来の目的ではなく、毎年、進
捗管理することにより、運用面の改善につ
なげていくことが重要と考えており、中身
を重視して取り組んでいきます。管理指標
（ＫＰＩ）については、審議会で審議のう
え、「一時保育の申込みに対する利用率
100％」を追加し、本文を修正しました。

計画ページ：７３
また、指標が町民の実感と乖
離することがないよう、指標
の運用も改善していきます。

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
事務局回答案
計画案への反映
５ 重点政策
働きながら子育てする世代への支援を！
・職場環境の改善等は、子育て環境として 計画ページ：４６
（３）重点政策の管 保育園では自営業者は０歳で預けれず、入所率だけを指標にしても不十分かなと感じま 重要な論点である為、職場環境に関連する 子育てしながら仕事がしやすい
環境など、事業所等のワークラ
理指標（ＫＰＩ）
した。子どもを預けれないのであれば男性の育休取得を積極的に支援してほしいです。 基本施策の素案を修正しております。
イフバランス（仕事と生活の調
６ 基本施策
女性も男性も共に働くこの時代に、町全体で子育てしながら、働きやすい職場環境を大
和）への理解を促進するととも
1-1 地域で大切にす 切にする事業者さんを増やすことができれば素晴らしいことだと思います。私も自分が
に、環境整備への取り組みが求
る子育て環境
そうなれたらと思っています。
職者に伝わるよう情報発信を支
それと女性意見を尊重するためにも、意志決定できる役職における女性の割合を増やす
援します。また、役場が率先し
ことをKPIにしてほしいと願っています。
て子育てと仕事を両立できる職
場環境の整備に取り組むこと
で、南知多町全体の職場環境改
善への機運を醸成します。

32

第３章
基本構想

33

５ 重点政策
1 子育て支援
（３）重点政策の管 子育て世代の不安や不満を緩和し、地域ぐるみで子育て世代を 支援する、子育て環境
理指標（ＫＰＩ）
づくりを目指します
子育て支援と教育の充実
６ 基本施策
●希望の保育所に入所している乳・幼児の割合 100%
1-1 地域で大切にす ●放課後児童クラブの申込みに対する充足率 100%
る子育て環境
●赤ちゃん訪問の実施率 100%
これだけでは子育て世代への支援が果たして満足なものになるのか？？
不満が緩和されてるとは思えませんでした。
例えば、昨年保育園へ娘を預けて、仕事に復帰しようと思いましたが、自営業では０歳
から保育園に通わせる事が出来ず諦めました。
これからもう一人子供を産んでまた一から子育てを始めると仕事の出来ない時間うまれ
ます…暮らしていく事が出来るのか…もう一人出産する決断ができずにいます
第３章
また南知多の子育て世代への金銭的なサポートでも不十分さを感じます。
基本構想
18歳に達する年度末までの子どもの医療費(保険診療分)の自己負担額を助成
こちらについては、本当に有り難く感じます。
ただ、乳幼児健診、訪問指導、育児相談等切れ目のない子育て支援サービスの充実を図
ります。
と有りますが、切れ目のない子育て支援とは、高校に入るまでずっと続くのが子育てと
思います。
切れ目のない支援を高校まで医療負担以外でも手厚く支援して欲しいです。
是非総合計画の子育て世代への支援を見直して頂けたらと思います。
難しい事も有るかと思いますが、子供が産まれない町になってしまってからでは遅いと
思います。
この町で生み育てたい、また子供達がこの町が好きで生きていきたいと思える町作りを
して欲しいと思っています。

計画ページ：６３
また、出産や育児によって女性
が活躍をあきらめることのない
よう、子育てと仕事を両立でき
る職場環境づくりを役場が率先
して実現し南知多町全体に広め
ていくため、まず役場内の意識
を変えていくとともに、町内事
業所の模範となるよう、管理職
に占める女性職員の割合や男女
の育児休暇取得率といった指標
を公表していきます。

10

指標は物事の一つの側面を単純化して表し
たものであり、それだけで完璧というもの
はありません。目標を数値化することは重
要である一方で、数字ばかりを追いかけて
いると本質を見失うおそれがある点には留
意する必要があります。
ご指摘の各指標については、指標の向上が
目的の達成に結びつかない数字の追求にな
らないよう、中身を重視して取り組んでい
きます。KPI(管理指標)については変更は
行いませんが、ご意見、審議会意見を踏ま
え素案を修正しております。

計画ページ：７３
また、指標が町民の実感と乖
離することがないよう、指標
の運用も改善していきます。

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
わたしは、移住者です。最初美浜町に10数年住み、縁あり去年南知多町に越してきました。南知多町の自然や人が好きで、ここで子育てし住んでいき
５ 重点政策
たいと思っているので、もっと子育て世代に住みよい町になっていって欲しいと思っています。今の計画案は、言ってみれば当然のこと。希望保育所
（３）重点政策の管 の入所は、100%と掲げていますが、実際はうんと空いていて100%以上なので、これが目標案であるというのは町の意識が低いと感じます。うちには小
学生と保育園児がいますが、周りの家族は、小学生に上がると共に街に移住していく方なども居ます。子どもの数が減っていくので、学校統合適性計
理指標（ＫＰＩ）
画進行中ですが、減っていくことにもっと危機感を感じていたら、このような目標設定にはならないと思います。もっと、子育て世代に魅力的な支
援、例えばやはり経済的な支援などがあると、魅力が上がり、移住していくのではなく、移住してくる方も増えるのではないでしょうか？？金額の多
６ 基本施策
さではないです。南知多町に子どもたちが増えて欲しいというサポートの氣持ちがあるだけでもまた違ってきます。それが政策に出てくると思いま
1-1 地域で大切にす す。財政的ないろいろもあると思いますが、氣持ち分の経済的サポートがあるのとないのとでは、子育て世代には、この町で暮らすか、街に引っ越す
か、または、街からこの町に越してくるか？選択が変わってくると思います。また、今は世界的にオーガニックや、持続可能な社会のシステムが注目
る子育て環境
されています。日本も、わたしたちが子どもの頃に比べたらずいぶんと浸透しつつあるけれど、世界を見ればまだまだ日本全体の意識は低い。これを
2-2 豊かな農地と産 逆手に取って、南知多町は農家さんが多い町でもあるので、有機農家さんのオーガニック野菜を給食に取り入れてみる試みを、南知多町が国を率先し
て取り入れたりしたら、子育て世代からしたらとても魅力的です。給食も、少しは地場の魚や野菜を取り入れる取り組みはありますが、それをもっと
物を活かした農業
前面に取り上げて、アピールする。アピールするからには、もっと地産地消を促進する！そうすることで、地元の農家さんにも経済的な支援になり、

34

第３章
基本構想

南知多町で農業をしたい人をもっと呼べると思います。給食専用の、安心安全な農家さんをサポートしたり、または、そういう農家さんの小さなお子
さんが保育所に入りやすいように保育所の入所条件を良くしたり、、アイディアはいくらでも湧きます！また、南知多町は、空き家バンクが美浜町に
比べると充実している印象です。わたしは、田んぼや畑をしたくて南知多町に移住してきましたが、来てみると、町のそこに対するサポートはなく
て、実際に地主さんと繋がらないと借りられない現状がありました。なので、農地も空き家バンクのような、農地バンク？なども作り、農業をしたい
若い世代は確実に増えているので、他地域から、自然豊かな南知多町に越してきて、子を産み育てるのに魅力的なサポートがあれば、農家さんは増
え、子どもの数も増え、南知多町の未来は明るいと思いますが、今回の総合計画の内容では魅力が伝わりません。空き家バンクと、農地バンクを連携
して、両方利用できるようなサポートがあったりするのも良いと思います。また、農業とまではいかなくても、小さな畑を借りやすい、農をしやすい
サポートが町の取り組みであったりするのも嬉しいなと思いました。もっと、全体を見渡した、国を一歩リードしてやっていくようなアイディアがあ
れば、ぐっと魅力的な町になり、都会から越してくる家族も増えるのではないでしょうか？今までと同じ保守ではなく、世界では何が注目されている
か？そういう広い視野があると、他地域に秀でた町になると思います！そして、世界の流れは、持続可能な社会です。プラスチックのゴミを減らそう
と試みる企業を応援したり、もっと子どもたちにもこの持続可能な社会、美しい地球を残していく意識を広めるために、せっかくたくさんある海岸
の、たくさん流れ着くゴミをクリーンアップしてキレイな美しい町にしたりする取り組みを小中高としてみたり、とにかく、美しくて氣持ち良くて、
住んでいるみんながここを誇らしと思えるような、街に行かなくとも、ずっとここで暮していきたいと思えるような魅力的な町になるように、もっと
もっと頭ひねってアイディアを出していく価値のある南知多町です。今の計画では、その価値が伝わりきらないので、人が離れていってしまうのも仕
方ないと思います。この素敵な町の魅力が、もっともっと光輝くような目標を立てると、南知多町の未来は絶対大きく変わっていきます！やっつけ仕
事ではない、きちんと未来を見据えた目標設定になれば良いと願っています。南知多町は、本当に自然と人の心が豊かな町なので、より良い町になる
ことを祈ります。計画案は、どれほどの思いのひとが作っているのか伝わってしまいます。今のままでは、やっつけ程度にしか伝わらないです。アイ
ディア次第では、他地域、他県、または世界から同じ意識を持つ人を呼べる、人が住みたいとやってくる町になるはずです！光輝く南知多町になるよ
う願います。参考までに、わたしが世界を見て、素晴らしいと感じた学校。
https://www.ecoist.life/news/3469
日本は教育システムが決まっているので、南知多町がこのような未来の学校を作るのは難しいかもしれないけど、、学校も、他の地域と同じようでは
なく、このような、未来のリーダーとなる人材を育んでいく、教え込む教育ではなく、生徒の個々の力を存分に開花させられるようなサポートのある
新しいカリキュラムも！ある学校になれば、もっともっと子どもたちが増えて行くと確信しています。今の子育て世代には、そういう意識の人が本当
にたくさんいます！日本が良くなり、世界が良くなるような、本氣の改革案は、探せばみつかります！より良い南知多町の未来を信じてます！

事務局回答案
・指標は物事の一つの側面を単純化して表し
たものであり、それだけで完璧というものは
なく、目標を数値化することは重要である一
方で、数字ばかりを追いかけていると本質を
見失うおそれがある点には留意する必要があ
ります。重点政策のＫＰＩ（管理指標）とし
て掲げている各指標については、役場内でコ
ストをかけずに毎年、継続調査が可能である
ことを前提に設定しております。ご指摘の点
につきましては、目標値の達成が本来の目的
ではなく、毎年、進捗管理することにより、
運用面の改善につなげていくことが重要と考
えており、中身を重視して取り組んでいきま
す。管理指標（ＫＰＩ）については、審議会
で審議のうえ、「一時保育の申込みに対する
利用率 100％」を追加し、本文を修正しまし
た。
・総合計画はまちづくりの大きな方向性を決
める計画であるため、具体的な事業等に対し
ては、より具体性を持たせた「アクションプ
ラン」を策定し実行していく中で検討してい
きます。限られた人手や予算の中で総合計画
を効果的に実現していくために、既存の事業
等の見直しとあわせ、需要や重要性の高い取
り組みを実施していきたいと考えています。

計画案への反映
計画ページ：７３
また、指標が町民の実感と乖
離することがないよう、指標
の運用も改善していきます。

６ 基本施策
基本施策ごとに「１．現状と課題」が項目設定されているが、その中で具体的な課題が ・課題のレベル感について、全体を通してなる 変更なし
1-1 地域で大切にす 明確にされている基本施策（例えば３２ページ）と、明確にされていない基本施策（例 べく２（２）（将来像の実現に向けて）を重点
る子育て環境
えば２６ページ）があり、わかりにくい。また、２６ページ以降の基本施策ごとの解説 的に記載するため、１（現状と課題）は簡潔・
の中で、管理指標としてのＫＰＩが設定されているが、ＫＰＩに認知度、満足度、貢献 抽象的とし、その課題に対応する取り組みの方
向性を厚く記載するものが多くなっています。
度等の加重平均結果を反映した住民意識調査結果を用いている。この結果をどう評価し ただし、ある程度明確なものや今後具体的に検
て総合計画のＰＤＣＡをまわしていくのか、一つの基本施策に関連する個別計画も多々 討していく段階のものなど多様なため、施策に
あり、本当に「管理（マネジメント）」ができるのだろうか。住民の満足度は耳ざわり より分量やレベル感が異なる場合があります。
は良いが、ＫＧＩを必達するための構成要素（施策）の管理指標としてどういう意義が ・KPIについて、人口の安定化等に論理的に適切
な指標は多々ありますが、町としての努力を引
あるか。

35

き出し、効率的に進捗管理するという実行面の
観点を重視して設定しています。重点政策KPIに
おいては、なるべく町の努力が直結するもの
で、かつ毎年度効率的に補足可能等の条件を満
たすものを設定しています。
・また、客観指標の数値のみを追い求めるので
はなく町民の主観を重視するため、各施策のKPI
では満足度を指標として掲げています。さらに
総合計画としては、施策単位のみではなく全体
を通してまちづくりを前向きに動かしていくこ
とを目指しています。まちづくりは抽象的な概
念ですが、町や町民、関係者が一体となって前
へ動かすことで、将来イメージや人口の安定化
といった上位目標及び指標としてのKGIに結びつ
いていくものと考えています。そのためには
「まず知り、さらに行動していただく」ことが
重要であると考え、それを数値で表す南知多町
独自の試みとして、基本目標KPIを設定していま
す。

第３章
基本構想

11

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
○町内ハイキングコースの整備を行い、コースの紹介を町内外にする。
６ 基本施策
内海・山海地区は豊かな自然の残る里山があり、山林の道は今でも歩ける。豊浜・師
1-1 地域で大切にす 崎・両島も自然豊かです。すばらしいコースが沢山あります。健康と観光に役立てれば
る子育て環境
と思います。美浜町オレンジロードの整備も参考になるのでは。
第３章
36
基本構想

37

38

事務局回答案
計画案への反映
総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

６ 基本施策
1-1 地域で大切にす
る子育て環境
1-2 次代の担い手を
第３章 育む教育環境
基本構想

子育て世代をもっとバックアップして経済的に応援する目標を立てて欲しい。
小中学入学準備金を対象世帯が半分以上受け取れる形にしてほしい！
大変な時期の0〜2歳への支援が全然足りていないと思う。支援のルールをもっと広げ
て、緊急時にすぐ支援してくれる形にしてもらいたい。

総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

６ 基本施策
1-1 地域で大切にす
る子育て環境
1-2 次代の担い手を
第３章 育む教育環境
基本構想

・「集団の中で、切磋琢磨することを通じて、判断力や社会性などを身に付けていくた
めには、 一定規模の児童生徒の集団を確保することが必要であり・・・」と書いてあ
るが、3人でも切磋琢磨は可能である。少人数学級だからこそ、子供に寄り添ったきめ
細かい教育、一人一人を大切にする教育がなされている点を評価すべきである。
・保育所や学校統廃合を経費削減のための道具として使ってほしくない。
・1-1と1-2で「地域」の役割や連携を強調しているにもかかわらず、地域コミニティー
の核の役割を果たしてきた保育所・学校を統廃合しようとしている。矛盾している。

総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

６ 基本施策
1-1 地域で大切にす
る子育て環境
1-6 豊な自然を活か
したひとづくり

目指すべき将来像について、今のところ何も満たされていない。
月内で前職と次の仕事の間が少し空いただけで即退所の0.1歳児の運用も何とかしてい
ただきたい。すぐに働きたかったのに、フルタイムなので一時保育も使えず、高額な遠
方の認可外託児に預けることになったりと大変だった。特別な事情とみなして月内であ
れば猶予を持たせたりができないのか。心身を病んで転職するのに、保育所や行政に見
捨てられ、泣きっ面に蜂状態。本格的に鬱になる…。もうこの町を出ていきたい！と
思ったが、豊かなつながりや、子供たちがのびのび育っていることを考慮して踏みとど
まる…。
「元気で理解ある祖父母同伴で移住してきてね♪」なんてキャッチフレーズもいいかも
しれませんね。
自然も豊かですが、遊べる自然は少ないように思います。公園の再整備もありがたいで
すが、自由に遊べる里山も整備され、子育て世代がその存在を知り、活用できるように
する。子育て支援の一環として、町内の子育てに役立つスポット巡り(スクールバスの
空き時間を活用して)をすると、より、この町の魅力を自覚できるのではないか。
子育て支援の取り組み例（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/syousika/030819/8a1.html

総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

39

第３章
基本構想

40

６ 基本施策
１．現状と課題
ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
1-2
次代の担い手を
「切磋琢磨する」という言葉は、国語辞典では「志を同じくする者が、互いの欠点や誤
第３章
りを直しあって向上をはかること」としており、「1人1人違う子どもを、同じ」として
基本構想 育む教育環境
競争させてはならないので、「学ぶ」という言葉に変えること。

12

計画ページ：２２
…集団の中で学び合いを通じ
て、…

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
６ 基本施策
１．現状と課題
1-2 次代の担い手を １行目「町内の…行われています。」以下を「判断力や社会性などを身につけるため
育む教育環境
に、自分を信ずる力をつけることが必要であり」と変更する。
上記意見を踏まえて
２．目指すべき将来像
第３章
41
（１）目指すべき将来像の「…「生きる力」」の後に、「自己肯定力」を入れる。
基本構想

事務局回答案
ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
2021年1月再修正
「令和2年度の南知多町の学校教育指針」
との整合性をとるため、本文を再修正しま
した。
※意見にあります「自己肯定力」につきま
しては、文中「豊かな心」に含まれるもの
です。

計画案への反映
計画ページ：２２
…「生きる力」、「自己肯定
力」を育むことができる…
【再修正】
学校・家庭・地域が連携して
「確かな学力」・「豊かな
心」・「健やかな体」を基盤
とした「生きる力」を学び、
郷土に誇りをもてる学校教育
環境を整え…

42

６ 基本施策
小中学校の統廃合については、子ども、保護者、住民の声を第一に考え、令和４年度ス 総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
1-2 次代の担い手を タートでは準備期間が短すぎるので、まずは延期し、十分に住民の意見も取り入れ、検 める計画であるため、具体的な事業等に対
育む教育環境
討して子どもたちにとってよりよい教育環境となるように進めていただきたい。もし統 しては、各課で具体的な計画を策定してい
第３章
合するならば、町として少人数学級を保障するために人材を配置し、今の教育条件より きます。小中学校の統廃合については、教
基本構想
悪くならないようにしてほしい。
育委員会が現在策定を検討している「南知
多町立小中学校適正規模・適正配置基本計
画」の中で進めていきます。

43

６ 基本施策
当審議会が、本町の将来戦略を「子育て世代の居住と就業促進」を重点としてだしてい 小中学校の小規模化が進む中、子どもたち 変更なし
1-2 次代の担い手を ることは賛成です。しかしながら、本審議会とは別に学校の統廃合問題が、議論されて にとって最善の教育環境を進めていくため
育む教育環境
いるのは本委員会の審議が、軽視させれているように思われる。少なくとも本審議会の に、現在教育委員会で町内小中学校の「南
答申後にすべきではないか。
知多町立小中学校適正規模・適正配置基本
計画」の策定について検討をしています。
第３章
現時点では、まだ保護者から意見を聞いて
基本構想
いる段階で、最終的な計画案が決まってい
る状況ではありません。現在検討が進んで
いる総合計画の内容も踏まえて、基本計画
を進めてまいります。

44

６ 基本施策
中学校統合に、ついてコメントします！
1-2 次代の担い手を 1番良いと思うのは、内海、豊浜、篠島 3校を残すだと思います！！困ってる師崎さ
育む教育環境
ん、日間賀島さんを助けるが早くしなくちゃいけない事だと思います！内海と豊浜は、
遠い！距離が問題、津波は、心配です！大丈夫って思った瞬間に来そうと不安です！少
しでも安全な所に中学校をお願いしたいです！もっと話して歩みよって話し合いたかっ
たです！他の地区の方とも！1校にするは、今後、中学校が地元になくなり、人も子供
たちも減って行く事を考えると
色々な問題がでてきて結局は1学年、1クラスになって行く南知多町を考えるとすごく難
しいと思います！コロナの時代統合は、たくさんの子どもたちがあつまるなど難しいと
第３章
思います！もっと人が住みやすい町を作って行く！ 子供たちの負担を増やしてまで統
基本構想
合を急ぐのは、子供たちのためではないと思います！！もっとじっくり子どもたちの本
当の声を聞いてください！アンケートをしたけど本当の意味、内容をわかってる子ども
は、少ないです！いっぱい考えていただいてるとはおもいますが焦っては良いものはで
きないと思います！すごく不安です！資料もどちらが良いですか！？ばかりで詳しい内
容、たんさんの人が今不安になってます！コロナの時代みんなが集まるのも不安です！
不安の中みんな集まってると思います！どうしても町の方が一校にしたいのであればコ
ロナが終わってから産業、町のこと、町民の事を全部考えてじっくり話し合いをして欲
しいです！

13

総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、各課で具体的な計画を策定してい
きます。小中学校の統廃合については、教
育委員会が現在策定を検討している「南知
多町立小中学校適正規模・適正配置基本計
画」の中で進めていきます。

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
６ 基本施策
○戦争遺跡の保存
1-2 次代の担い手を 遺跡を保存して平和学習や平和の大切さを学ぶ。来町者の見学先にも。大井・人間魚雷
育む教育環境
回転（一つ残っていた倉庫穴？が埋められた）師崎・人間魚雷震洋（草つるで塞がれて
いる）篠島・弾薬庫後？（レンガづくり）…等々荒れ放題と思う。
45

46

47

48

49

第３章
基本構想

事務局回答案
計画案への反映
戦争遺跡については、住宅開発の際に盛土 変更なし
により地中に埋められたり、遺跡自体が危
険な状態にあるものもあるため、見学でき
る状態にするには多大な整備費用を要する
こととなります。また、土地所有者との協
議も必要となります。
あわせて、戦争に対する人のイメージは
様々であり、すべての人が保存を望むもの
ではないデリケートな問題であるため、記
録保存等の方法を含め、慎重に検討してい
きたいと考えています。

６ 基本施策
○郷土資料館の再開と整備
1-2 次代の担い手を 平成２９年度末に閉館・移転され再開の準備中と思います。関係者は高度な歴史的価値
育む教育環境
を認めています。千葉県で「縄文人骨」国重要文化財の指定等がされています。南知多
町も資料館の歴史的価値を高める努力をすると共に学校の学習の場。また、町外からの
第３章
見学者も十分可能と思います。資料館に相応しい施設・内容にすべきと思います。
基本構想

総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

６ 基本施策
1-2 次代の担い手を
育む教育環境
1-7 郷土愛、つなが
第３章 りを育む文化・ス
基本構想 ポーツ

総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

29Pの地域の協働、郷土教育、南知多町の歴史文化、体験学習とも関連しますが、学校
教育の中で、南知多町の風土歴史文化、祭礼などの行事を教えること、現在行われてい
る農漁業体験などに加え、自主的な地域行事への参画、ボランティア活動への参加によ
り、地域の協働、郷土に対する関心が持てると考えます。又、成人して他の地域に移転
しても郷土愛が残り、南知多町の関係人口の一員となると思います。（かつて、中学1
年の社会科の授業で、「豊浜のすがた」というのがあり、地域の特性・方言・歴史文化
等を教わりました。）
文化スポーツですが、日本の各所で継承されてきた相撲を行うところが少なくなってき
ている中、南知多町内には、まだ残っています。が、いずれは衰退の途に就くかもしれ
ません。なんとか、町の伝統文化として残す方法を考えていただけませんか。

６ 基本施策
障がい者が親なき後、一人で自立して生きていくにはどうしたらいいか、どう生きたら 目指すべき姿の実現を基本理念のもと、関 変更なし
第３章 1-4 個性を活かす障 いいか、どの障がい者の親さんも心配しています。安心して生活していけるような支援 わる全ての人と共に目指します。
基本構想 がい者福祉
を心からお願い致します。
６ 基本施策
南知多の自然を守り、その魅力を発信する、活動については審議会でも議論が進みまし 環境整備（ごみ）については、地元団体、 変更なし
1-6 豊かな自然を活 た。しかしながら、この自然を守ることでは、太陽光発電の無制限な設置や風力発電の 町民、町内外の事業者、また県の協力によ
かしたひとづくり
計画など、町の行政（ガイドラインはできましたが）とは関係なく進められています。 り対応いただきました。目指すべき姿の実
また多くの旅行者を迎え自然を活かす取組は、日常の環境整備が必要です。この間のコ 現を基本理念のもと、関わる全ての人と共
第３章
ロナ禍でも豊浜漁港には、町外の釣り客などが押し寄せ漁港は、混雑、ごみの山、交通 に目指します。
基本構想
は渋滞し住民の生活も影響を受けました。また、台風や長期の雨で海岸には流木やごみ
が山積され放置されています。大変弱い町の環境だと思います。これらに町政の施策が
求められていると思います。

14

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
６ 基本施策
畑が狭く農道が狭く水の不便な農地は活用されにくいため、耕作放棄地になっていって
2-2 豊かな農地と産 います。
物を活かした農業
生産力が大きくやる気のある専業農家さんに頑張っていただくのは産業の発展に非常に
重要ですが、同時に専業農家だけでは里山環境も農村人口も維持できません。南知多の
農家人口の多くは兼業農家です。兼業農家が農業をやめたら彼らが地方で暮らす理由は
非常に薄くなり、勤めのある街へ人口の流出が起こります。
「耕作放棄地の再生利用」「自然災害被害の防止など里山の多面的機能の観点」を考
えるなら小規模農家や兼業農家への支援は不可欠ですが、その支援の部分が足りないと
第３章
50
思います。
基本構想
→農地を借りるのに、空き家バンクのようなアクセスしやすいオープンな形を用意でき
ないでしょうか。豊かな自然を求めて南知多に移住を考える移住者やＵターンの人たち
に、空き家バンクと抱き合わせで農地を借りやすくする取り組みがあると、南知多へ呼
び込む求心力になると思います。
賃貸契約の条件を緩和し対象を自給農家や兼業農家や小規模農家にも広げて「自治体」
が借り主になることで貸し借りのハードルを下げることはできませんか。
今まさに荒れている果樹園などの耕作放棄地の活用につながる政策をお願いします。
６ 基本施策
・「女性、高齢者及び外国人の活用」という表現ではなく「南知多で誰もが活躍できる
2-7 働く環境づくり ように、女性や高齢者及び外国人の就労を応援します」といった表現に変えていただき
たいです。
・女性が多様な生き方を大切にできるよう「働き方の仕組み作りが大切」という認識を
住民一体で共有し、女性の就労環境の改善に真剣に取り組んでいただきたいです。
そして、「女性が働きやすい雇用環境の整備に取り組んでいると回答する事業者数○
○％以上」をＫＰＩに加えていただきたいです。「役場内の男性育休率３０％」など
も、ぜひ役場が率先して、時代遅れの南知多にならないよう、今の時代にふさわしい空
気を南知多にも作っていただきたいと思います。
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第３章
基本構想

事務局回答案
計画案への反映
総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

・ご意見を踏まえ、素案を修正しました。 計画ページ：４６
・ご意見でいただいた指標についてKPIへ
の追加は行いませんが、職場環境の改善に
ついて、素案を修正しました。

南知多町で女性や高齢者及び外国
人等、誰もが個々の能力を発揮で
きるよう就労を応援します。
子育てしながら仕事がしやすい環
境など、事業所等のワークライフ
バランス（仕事と生活の調和）へ
の理解を促進するとともに、環境
整備への取り組みが求職者に伝わ
るよう情報発信を支援します。ま
た、役場が率先して子育てと仕事
を両立できる職場環境の整備に取
り組むことで、南知多町全体の職
場環境改善への機運を醸成しま
す。
計画ページ：６３
また、出産や育児によって女性が
活躍をあきらめることのないよ
う、子育てと仕事を両立できる職
場環境づくりを役場が率先して実
現し南知多町全体に広めていくた
め、まず役場内の意識を変えてい
くとともに、町内事業所の模範と
なるよう、管理職に占める女性職
員の割合や男女の育児休暇取得率
といった指標を公表していきま
す。
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６ 基本施策
主力となる消防団員の確保について、現行の30代前半まで（地域の慣例で概ねそうなっ 総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
3-1 まちと命を守る ているようです。）では難しいし、名前だけのものが増すばかりと思うし、近い将来適 める計画であるため、具体的な事業等に対
防災
応年齢の若者が極端に減少すると思います。他の市町、例えば、半田市の機能別消防団 しては、より具体性を持たせた「アクショ
員、東浦町の消防協力団、常滑市の災害等の対応組織などのように、現消防団の協力を ンプラン」を策定し実行していく中で検討
する組織が必要と考えます。消防団の分団名も美浜町のように地域名を使用したほう
していきます。限られた人手や予算の中で
第３章
が、住民側から見るとわかりやすいと同時に親しみやすいと思います。
総合計画を効果的に実現していくために、
基本構想
行政、消防警察、社協、防災会等で南知多町防災連絡協議会（仮称）の立ち上げをし
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
て、情報の交換、各訓練方法、有事の際の行動方法等を話し合える組織を作ればどうで 要性の高い取り組みを実施していきたいと
しょうか。
考えています。
防災無線の活用について、災害は勿論ですが、地域の行事案内等にもどしどし使用し、
慣れ親しむことが重要と思います。
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第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
基本目標３ 安心で 都市計画道路の早期実現、防災対策工事、老朽家屋の解消、狭隘道路の問題等住環境を
きるまちづくり
妨げるものは多いが、計画のあるものは間をあけず、継続実行すること。
老朽家屋は、危険なものがありこの中には町の補助金だけでは、対応できない所有者も
あると思いますので行政代執行を行う中で対応を考えていただきたい。
狭隘道路解消については、幅員を4ｍにこだわらず、一方通行として軽四が通行出来る
第３章
ように計画してはどうでしょうか。又、建築の際、セットバックする分の土地の寄付を
53
基本構想
受けるとか、優遇措置を含め考えていただきたい。道路事情が良くなると思います。
防災対策工事で谷に防災ダムなどを作っていますが、この工事に合わせ仮設道路ができ
たりして、津波等の避難道路になるものがありますので活用を考えてもらいたい。
都市計画道路も買収途中のものは、避難道、退避場になると考えますので、途中のもの
であっても整備して使途を考えていただきたい。防災対策になると思います。
６ 基本施策
内海方面から役場に行くためには長時間待機の乗り継ぎがあって困った。
3-5 暮らしを支える
地域公共交通
54

第３章
基本構想

６ 基本施策
3-6 多様性を認め、
共に支え合うコミュ
ニティ

55

第３章
基本構想

事務局回答案
計画案への反映
総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

総合計画はまちづくりの大きな方向性を決 変更なし
める計画であるため、具体的な事業等に対
しては、より具体性を持たせた「アクショ
ンプラン」を策定し実行していく中で検討
していきます。限られた人手や予算の中で
総合計画を効果的に実現していくために、
既存の事業等の見直しとあわせ、需要や重
要性の高い取り組みを実施していきたいと
考えています。

「ジェンダーギャップを解消し、多様な意思決定を尊重できる町づくり」を、盛り込ん ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
でいただきたいです。
南知多はひとりひとりの役割が大きくて大切にされる、と町民に思ってもらえるよう
に、「南知多には誰もが活躍できるチャンスがあり、若者や女性の意見を大切にしま
す」「能力のある人が適切なポストで活躍できる町を目指します」と発信していただき
たいです。それは都会疲れした若者や女性へ向けて大きなメッセージになると思いま
す。
「総合計画終了時点で、リーダーシップを取る役職における女性の締める割合を３
０％」とＫＰＩにも加えていただきたいです。女性が子どもを産むために帰ってくるだ
けでなく、自分の能力を幅広く活かして働くために南知多へ帰ってくる。そんな南知多
を目指す取り組みをお願いします。
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計画ページ：５８
町民や各種団体によるまち
づくり事業を支援し、既存団
体の合併や世代交代、移住者
の地域参画、男女共同参画等
を促すための各種情報提供等
に努めます。また、地域課題
の解決や将来的な移住に向け
た裾野を拡大するため、「関
係人口」の確保に取り組みま
す。
若者や女性、また近年認識
されつつある多様な性も含め
誰もが個々の能力に応じて活
躍できる場が広がるよう、支
援や情報発信に取り組みま
す。

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
事務局回答案
６ 基本施策
様々な場面で女性（LGBT等も）が参加しやすい環境条件づくりを進めてほしい。町役場 ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
3-6 多様性を認め、 が率先して職員の女性管理職の登用も進め、多様性を認め合う町づくりがわかる計画の
共に支え合うコミュ 作成をしてほしい。
ニティ
4-1 職員の成長とや
りがい

56

計画ページ：６３
また、出産や育児によって女
性が活躍をあきらめることの
ないよう、子育てと仕事を両
立できる職場環境づくりを役
場が率先して実現し南知多町
全体に広めていくため、まず
役場内の意識を変えていくと
ともに、町内事業所の模範と
なるよう、管理職に占める女
性職員の割合や男女の育児休
暇取得率といった指標を公表
していきます。

第３章
基本構想

１ 計画の実行
「はじめに」の部分で、住民意識調査や評価委員会について書かれていますが、計画の ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
（１）アクションプ 実行段階での住民意見の反映方法や評価方法をもう少し詳しく教えていただきたいで
ラン
す。

57

計画案への反映
計画ページ：５８
若者や女性、また近年認識さ
れつつある多様な性も含め誰
もが個々の能力に応じて活躍
できる場が広がるよう、支援
や情報発信に取り組みます。

第４章
計画の実
現に向け
て

17

計画ページ：７６
（２）町民による評価
各施策等で設定した評価指標
（ＫＰＩ）について、モニ
ター制のアンケート調査等に
より進捗状況を確認し、定量
分析を行います。また、数値
で測ることのできない取り組
みの進捗について、事業ごと
に事業評価をするとともに、
アンケート調査の自由意見等
をもとに、定性分析を行いま
す。
さらに、各分野の代表である
モニターによる外部評価委員
会による評価を行うことによ
り、事業評価の妥当性、客観
性を確保します。

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
事務局回答案
１ 計画の実行
協働については、ある程度理解できますが、共創という言葉はあまり馴染みがありませ ご意見を踏まえ、素案を修正しました。
（２）連携・協働・ ん。説明文などを追加していただけるとありがたいです。私が知らないだけかもしれま
共創の推進
せんが・・・

58

第４章
計画の実
現に向け
て

総合計画策定スケ
ジュールについて

59

住民会議やヒアリングが十分にできていない。策定を１年延期すること。常滑市ではコ
ロナで住民の意見が聞けないことで延期している。前回の審議会でも、数字が間違って
いたり、このパブリックコメントに出す素案も充分審議会の中で論議されず、会長から
もきつい言葉があったはずである。このパブリックコメントは住民の意見を聞く場とし
て生かして。次回の審議会に南知多町として総合計画作りの１年延期をおもいきって提
案すること。スケジュールありきでは納得できる計画にならない。

その他

18

計画案への反映
計画ページ：７７
（２）協働・共創のまちづくり
将来イメージを実現するために
は、町民と行政が対等の立場で、
共に考え、共に協力して働く「協
働」をさらに進め、町民のみなさ
んが、自分たちのまちは自分たち
で創り、育てるという意識をもっ
て、南知多町をよりよくする一歩
進んだ「共創」の取り組みを進め
ていくことが大切です。「共創」
とは、これまでの「協働」を基本
としつつ、目標設定の段階から、
町民、団体、企業、大学、地域、
行政等が連携し、異なる視点や価
値観のもと多方面から意見を出し
合いながら解決策の検討を行い、
実戦的な取り組みを展開すること
により、新たなまちの魅力や地域
の価値を共に創り上げていくこと
です。本町においても、協働・連
携が少しずつ浸透する中で、「協
働」における次のステップとし
て、町民と一緒に新しい価値や解
決策の創造を目指す「共創」によ
るまちづくりを積極的に進めてい
きます。

・審議会の運用については、ご意見を踏ま 変更なし
え改善を図ります。
・本町としましては、総合計画策定の延期
はいたしませんが、町民の意見を聴く事は
大変重要と考えています。感染症拡大も含
め社会が大きく変化していく中で動きを止
めることなく、「アクションプラン」を策
定し実行していく中で、試行と改善を繰り
返して行きたいと考えております。具体的
には、今後、毎年実施する町民意識調査、
外部評価委員会により町民のみなさんの意
見や想いを町政に反映する「つかう計画」
を推進し、みなさんと一緒に新たな一歩を
踏み出したいと考えています。

第7次南知多町総合計画 パブリックコメント結果
番号
分類
項目
パブリックコメント
① 担して資料を作っているのか、全体を通しての統制がとられていないと思いまし
た。例えば、１４ページから１７ページまで南知多がとるべき戦略が記載されており、
計画設定上、極めて重要で各戦略実現のために基本施策や具体的取組事項があると考え
ますが、折角設定した戦略が１８ページ以降の計画体系や重点施策、基本施策からは、
外されて見えないため、重点施策や基本施策がそれで適切なのか評価できません。基本
理念を実現するための戦略の重要性が理解されていないと感じてしまいました。（戦略
ごとに重点施策や基本施策をソートし直して評価する必要があるのではないでしょう
か。）
② ＫＰＩに住民満足度を使用されていますが、これで（住民の感覚評価で）毎年、町
職員のＰＤＣＡをしっかり回せるでしょうか。全職員の方が本気で南知多を立て直す気
になってもらうのなら、具体的なアクションプランの提示とアクションプランごとの達
成すべき目標値（５９ページの１番下の表の様な表）を全項目設定すべきではないで
60 その他
総合計画全体
しょうか。企画部による成り行き管理になってしまいませんように。）

事務局回答案
①「重点政策」「とるべき戦略」に基づ
き、基本構想を具体化するため「アクショ
ンプラン」策定につながるよう第３章基本
構想の要素について整理しました。
②について、従来は評価項目が多すぎて煩
雑となり、評価のための評価となっていた
ことを踏まえ、「使う総合計画」とするた
めには進捗管理が煩雑になるのを避けシン
プルにするため、客観指標を絞り込んでい
ます。また、究極的には町民の主観こそが
重要であるため、満足度をはじめとしたア
ンケート結果も指標としています。

計画案への反映
第３章の構成を変更
【修正前】
１ 将来イメージと基本理念
２ 南知多町がとるべき戦略
３ まちづくりの基本目標・
基本施策
４ 人口ビジョンとＫＰＩ
５ 重点政策
６ 基本施策
７ 行財政マネジメント
８ 基本施策と個別計画との
関連
【修正後】
１ 人口ビジョンとＫＰＩ
２ 将来イメージと基本理念
３ まちづくりの基本目標・
基本施策
４ 基本施策
５ 行財政マネジメント
６ 南知多町がとるべき戦略
７ 重点政策
計画ページ：７２
（１）重点政策の考え方の図

これまでの、子育て、ごみ問題などのパブリックコメントの内容も活かしていただきた パブリックコメントの意見を反映して作成 変更なし
いと思います。
された各計画を踏まえたうえで、総合計画
の策定を進めております。

61

その他 その他
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町民意識調査の結果 住民意識調査の結果（６月に実施）について今回住民意識調査が１００人のモニターに モニターやパブリックコメントにおける具 変更なし
の反映について
より行われ大変貴重な意見が寄せられています。しかしながら、審議会にこの内容が、 体的なご意見については、総合計画はまち
報告されたのは、９月２３日の第３回審議会で配布されたもので、少なくともここに寄 づくりの大きな方向性を決める計画である
せられた住民の声は（少人数やコロナ禍の現状など）今回の答申にはいかされてないよ ため、具体的な事業等を「アクションプラ
う思います。（形式だけ行った、と）
ン」を策定し実行していく中で検討してい
その他
きます。限られた人手や予算の中で総合計
画を効果的に実現していくために、既存の
事業等の統廃合とあわせ、需要や重要性の
高い取り組みを実施していきたいと考えて
います。
その他

63

その他

今回の審議会では、住民に解りやすい計画にするため、様々な手法が試みられ、わかり これまでの反省点を踏まえた南知多町独自 変更なし
やすい表現や審議会委員の公募、住民モニター制度、地域の意見交換会（中学生の参
の試みであり、まずやってみて、必要があ
加）など、従来にない斬新的な手法と取り組みが進められていることは、評価すべき改 れば改善を図っていきます。
善だと思います。
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