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様式第２号（第３条関係） 

 

審議会会議録 

 

 会 議 名 称 第５回伊達市総合計画審議会 

 

 

 議     題 

 

 

議事： 第七次伊達市総合計画（素案）について 

開 催 日 時 平成30年9月26日 18：30～20：00 

 場    所 伊達市役所 本庁舎２階会議室Ａ・Ｂ 

 出 席 委 員 

渡邉 源之 会長、宇佐美 雅昭  副会長 

石井 吉春 委員、掃部 一夫 委員、佐藤 勤 委員、原 義衛 委員、 

菊地 勝治 委員、栗橋 司朗 委員、佐藤 研一 委員、馬場 一憲 委員 

日下 守  委員、菊池 義男 委員、矢野 勇治 委員、山本 國一郎 委員 

木谷 明実 委員荒井 秀樹 委員、四戸 幸穂 委員、笹山 陽子 委員 

根子 ももこ 委員  

（計19名） 

所管部課名 企画財政部企画課 

 

公開・非公開の別 

 

■公 開 傍聴者人数  １名 

□非公開 非公開の理由    

 

 【審議会の概要】 

 

１． 開 会（事務局：企画課長） 

 

会長挨拶 

 

 【以降、会長による議事進行】 

 

２．議 事 

住民説明会及びパブリックコメントの結果について 

 

事務局（企画課長）より説明 

 

【質疑・意見交換】 

 

   ■委員 

全体的に意見が多い印象がある。実際に発言された方、もしくはパブリックコメントをされ

た方の年代などを教えてほしい。ずっと伊達市に住んでいる方にとって、言いたいことが増え

たということなのか、もしくは意識の高い住民が増えていろいろと意見を言うようになったの

か、事務局としてはどのようにお考えか。 

      

●事務局 

住民説明会に関しては、地元の方が多くいらっしゃったので、長く住んでいる方が多かった

という印象はある。その中で、「私は何年か前に伊達に移ってきたのだけれども」という前振

りの後で意見を言う方も多かった。 
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また、今回、住民説明会の地区ごととプラスして、どなたでも参加できる回を日曜日の午後

に開催した。その中では、長く住んでいない方にも多く発言をいただいた。 

 

■委員 

以前よりは、参加者の層が広がったと受けとめて良いのか。 

 

●事務局 

幅は大分広がったと感じている。パブリックコメントに関しては、３分の１以上は移住され

た方だと思う。 

 

    ■委員 

厳しい意見も多いが、全体的にまともな意見が多いと思う。視点が一緒かどうかは別として、

意見を言ってくれる人というのは、まちづくりに参画してくれる可能性の高い人だと思うので、

その方達の意見をうまくフォローすると、この計画づくりが次のまちづくりに生きると思う。 

今回、パブコメでは 12 名から 52 件の意見があり、前回から、件数では 3.2 倍、人数では３

倍多いと聞いた。その中身を一通り読ませていただいたが、まちづくりに対する問題意識や熱

意が満ち満ちている。すごく建設的で専門的な意見があることに驚いた。それに対して、市も

懇切丁寧に回答しており、努力に対してお礼を申し上げたい。 

その中で、数点、気になったことがあり、各委員の共通認識としても知っておいた方が良い

と思うので、申し上げる。 

パブコメの資料の 14 ページの７－１に、「2016 年度の市の財政調整基金 24億円を、この２

年間で使い果たすところまで財政を逼迫させた。『ハコ物』と言われる大型公共事業に費やさ

れたと聞く。（中略）しかも 10年後の市の人口が３万人を切るかもしれないとされているのに、

財政的に備えようとする力学が働かなかったのでしょうか」とある。そして、「第六次伊達市

総合計画の総括案の～（略）」というところは、第六次計画がどれだけ達成できたのか、今ま

でどれだけ実現されたのか、どの程度進捗しているのかという報告も総括もなく、今後 10年間

の計画をつくって突き進んでいいのかというご意見である。 

それに対する回答内容を見ると、「例年５～10億円程度の財政調整基金を取り崩す予算とな

っておりますが、過去 20 年弱の間これを取り崩すことなく決算していました。しかし、平成

29 年度においては、大型事業であるだて歴史の杜食育センター整備事業を実施したことにより

５億円の繰り入れを行いました」とある。これは、財政調整基金を取り崩したということだと

思う。そのほかに、市債等も発行して財源に充てているということだ。ただ、この市債につい

ては、地方交付税で手厚く補塡されるので、市民の負担は少ないということである。 

そして、「平成 29 年度決算において５億円の財政調整基金を取り崩しましたが、一方で借金

返済のための財源となる減債基金に６億円を積み立てておりますので、各種基金の合計残高は

平成 29 年度末よりも増額となっており」ということで、平成 28年度よりも 29年度のほうが、

大型事業を実施したにもかかわらず、基金の総額では増えているという回答がなされて、この

意見を出した方は納得したと思う。 

この市の回答の内容のバックデータなど、根拠となるものについて、説明していただきたい。 

私が市のホームページで調べた数字によると、一般家庭で言えば、将来のために積み立てる

貯金と同じ性格の財政調整基金は、地方公共団体がその額の多い少ないにかかわらず、それを

準備することが法律で決まっている。ただ、金額は実情によってということになっている。 

そして、伊達の場合は、平成 22 年度には 13 億円だったのが、23 年度は 16 億円に増えてい

る。24年度には 23 億円になって、27 年度には 26 億円、28 年度も 26億円である。これは、毎

年、将来のために市の努力で積み立ててきたものなので、敬意を表する。 

ただ、その後、平成 29 年度と 30 年度においては、市の広報などによると、昨年度の当初予

算では、食育センターなどの箱物をつくったので、26億円の基金のうち、13 億 6,000 万円を取

り崩すということだった。そして、今年度、30年度の議会で承認された予算では９億 3,700 万

円を取り崩すということで、これが２年たつと約 23 億円となるので、26 億円あったものが 23

億円を取り崩したら３億円しか残らないではないか、これで大丈夫か、とパブコメを投稿した
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方は心配をされたのだと思う。 

平成 29 年度決算の承認はまだ議会で出ていないと思うが、現時点でわかっている範囲内の財

政調整基金の残高と、30年度が予算どおりいった場合に財政調整基金は幾らになるのか、説明

していただきたい。 

 

●事務局 

実は、本日が議会の最終日で、今日付で議会の承認をいただいた。 

委員がおっしゃったとおり、昨年度、2017 年度末時点で財政調整基金の残高は約 26億 8,000

万円という状況だった。その残高は、平成 29年度末においては、５億円を取り崩し、最終的に

現在は 21億 8,000 万円の残高になっている。 

パブリックコメントの回答にも記載しているが、取り崩した５億円というのは、何かに使っ

たということではなく、減債基金という将来の借金の支払いのために蓄えておく基金として振

りかえた。このため、貯金全体としては大きな動きはなかったのが実態である。 

平成 29 年度の当初予算でいくと、先ほど委員がおっしゃったとおり、13 億 6,000 万円ほど

を財政調整基金から取り崩すということで予算を組んでいた。実際は、１年経過する中で、例

えば、地方交付税や市税の収入が予算より多くあったり、歳出も節減を重ねたことによって、

実際に使う予定だった金額よりも少なく済んだということなどもあり、財政調整基金を足りな

い財源に充てるために取り崩すことはなかった。 

また、平成 30 年度においては、９億円程度の財政調整基金を取り崩す予算になっているもの

の、歳入の増や、節約等による歳出の減によって、恐らく、取り崩さずに今年度の財政は運営

できるのではないかと推定している。 

 

    ■委員 

ということは、21億 8,000 万円の貯金は残るという理解でよろしいか。 

 

●事務局 

その予定でいる。 

 

    ■委員 

市債はどの程度増えるのか。 

 

●事務局 

平成 29 年度の決算では、約 32億円の借金をしている。このうち、約 20 億円は食育センター

を建てるために使った借金となっており、今年はその分の負担はないため、例年どおり、10 億

円～12 億円の市債になると思う。 

 

    ■委員 

将来にわたる返済については、大部分が地方交付税で賄われるという理解でよろしいか。 

 

●事務局 

そのとおりである。今は交付税の措置がないものは借りないことにしているので、丸々、市

の借金になるものは基本的に借りていない。 

 

■委員 

開催成果概要の資料の数値の確認をしたい。 

中央区・関内地区の参加者数 13 名に対して発言者数が 15 名になっている。ほかの地区は発

言回数の方が多くなっており、発言者数の方が多いというところはなかったので、どうなって

いるのか知りたい。 

また、８ページの防災について、下から３行目が「牛舎側」となっているのは誤字か。 

大滝区では、パブリックコメントを含めいろいろな問題が出ていたと思うが、大滝区の参加
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者が 13 名とあまり多くない。ただ、発言者数を見ると 13 名なので、全員が何らかの形で発言

されているということで、意識の高い方たちが集まっていたのではないかと思う。 

大滝区には光ケーブルが来ていないとか、大滝のことについていろいろ書いているけれども、

実際に大滝区に住まわれている方から出た意見が多いのか、それとも、大滝区の方ではない方

から大滝区はこうした方がいいという意見が出たのか、実際に説明会に出ていた事務局の方に

伺いたい。 

 

●事務局 

発言の数について、一度発言された方で時間が経った後にもう一度発言された場合は、発言

者数としてカウントしているため、参加者数より発言者数のほうが若干多くなっている。 

誤字については、申し訳ない。指摘していただき感謝する。 

また、大滝区の説明会については、参加者 13 名のうち、大滝区在住でない方は１名だったと

認識している。 

発言の内容についても、伊達地域から参加された方も大滝のことについて発言いただいた。 

実際に大滝に住んでいる方の意見としては、住んでいる中でこういうものが将来不安である

といった意見や、行政側と住民側がもっと話をする機会を設けてほしいという意見もいただい

たので、これから行政としてしっかり意見をお聞きする場をつくっていく必要があると認識し

ている。 

 

■委員 

減債基金を６億円積んだという話を受けて、減債基金は合計でいくらなのか教えていただき

たい。また、備荒資金組合等の残高等も教えていただきたい。 

 

●事務局 

減債基金は、平成 29年度に６億円を積んだ後に６億 4,000 万円ということで、ほとんどない

ような状況から積んでいる。 

備荒資金については、普通のところが上限３億円ということで、それは満度に積んでいる。

また、超過の部分で 13億円、あわせて 16 億円を備荒資金に積んでいる。 

 

■委員 

現在、伊達市は財政調整基金が 21億 8,000 万円ある。これについて、学識者の委員の見解を

お伺いしたい。伊達のような財政規模で 20億円という貯金が多いのか、少ないのか、妥当なの

かということをお伺いしたい。 

 

■委員 

最近の比較をしっかり覚えていないが、伊達は割と緊縮財政をしてきたと思うので、むしろ

財政を改善して、少しずつ基金をためてきている。設備投資や公共投資は少し大きいことをや

っているが、ずっとやってきていなかった反動もあり、将来の適切な更新を考えて決断したの

だと思うので、投資している割にはまあまあの水準の貯金を持っているという理解で良いと思

う。 

財政調整基金も含めた基金について、純粋な過疎町村がため込み過ぎて批判されるようなこ

とが最近は問題になっている。これは、普通であればほどほど以上は持てない繰り回しをして

いるのが妥当で、交付税自体がそう設定されており、いっぱいためられる仕組みにもともとな

っていない。このため、こんなものだというよりはちょっと努力されたという受けとめ方で良

いと思う。 

 

■委員 

財政調整基金に関して、数年前に外部監査を受けた。そのときの資料を読むと、今、地方自

治体は、国の地方交付税がいつ減らされるかわからないため、ためておかなければいけないと

いうことで、ため過ぎている嫌いがあり、全国平均で通常財源の 15％ぐらいになっているとい
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うことだった。それに対して伊達は 20％ということで、微妙なところだけれども、許容範囲で

はないかということが書いてあった。 

 

■委員 

結構頑張ったのだと思います。 

 

■委員 

よくためたと思う。 

 

■委員 

防災の件に関して、長和には２級河川があり、具体的なビジョンを示してほしいという意見

が出ている。市として、今の段階で考えていることがあれば教えていただきたい 

前回も避難騒ぎがあり、堆積土砂がかなり多いので、何とかして欲しいと言っているが、建

設課もなかなか動かずお金がないだとか、道に言っても仕方ないというような返事しかもらえ

ない。最近、中洲に雑木が繁茂してきて、今度、水が来たら危ないのではないかと思う。これ

らの対策について、現状考えていることがあれば教えていただきたい。 

 

●事務局 

以前、説明会の中でも同様の意見をいただいたが、状況としては、そのときの回答からあま

り変化はない。 

 

■委員 

進展していないということか。 

 

●事務局 

進展しないというか、市だけで解決できない部分もある。避難については、これから避難計

画について見直しを図るということで動き始めたところなので、もう少しお時間をいただきた

い。 

 

■委員 

先日の避難のときに、ふれあいセンターに逃げたが、ふれあいセンターも危ないかもしれな

いということで、有珠まで逃げてくれと言われ有珠へ行った。もともと危なそうなところを一

時避難所にしているのだから、そこを変えないとだめではないか。例えば、小学校の体育館。

小学校は２階もあるので、万が一のときには２階へ上がれば、幾らかはいいと思う。 

ハザードマップの中身自体が全然変わっていないのではないか。 

避難計画は、今後も検討していくのか。 

 

●事務局 

今後検討していく。小学校も旧耐震の建物なので、そもそも避難所としてどうなのかという

見方もある。特に長和は、有珠山の噴火もあり、河川の氾濫もあり、津波もありということで、

災害によって避難の仕方が変わってくる地域だと思う。 

 

■委員 

河川の氾濫や水害の場合はともかく、山が噴火したら、人のことを考えないで、自分たちで

それぞれ逃げるようにした方がいいと思う。一時避難所で待っていて火山岩が飛んできたらま

ずいので、私は逃げた方がいいと思う。一時避難所は、長和の旧小学校の体育館やグラウンド

になっているが、あそこも危ないから避難しろと言われているところであり、一時避難所にな

っていること自体がおかしいと思う。 

我々が背負って逃げるしかないと思う。 
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●事務局 

地域の方と共有しながら、どういう避難計画にするか今後検討していくことになると思うの

で、その際はご協力をいただきたい。 

 

■委員 

私は住民説明会にも参加したが、それぞれの地区によって意見が違い、興味深く、それに対

する回答もとても丁寧で、本当に良かったと思う。 

先ほどのパブリックコメントの説明の中で、12名の方にそれぞれ回答されたということを聞

いた。いろいろな分野があると思うが、それぞれ質問の内容に関する部署の方も情報を共有し

ているのか。その上で、意見を提出された方に個別に回答しているという認識でよろしいか。 

 

●事務局 

パブリックコメントの回答については、当然、所管する担当とも共有して作成している。 

 

■委員 

パブリックコメントを見て、全体的に、基本計画素案に対して大きく反対や、捉え方が違う

といった意見はなかったように思う。とても肯定的で、それを補強する意見が多いと思った。 

そんな中、将来像「みんなが豊かさを感じられる 市民幸福度最高のまち」というスローガ

ンについて意見がある。この基本計画を立てるときに、一人一人が意識を持つということで、

「自分ごと」という言葉があったが、「自分ごと」を大事にするのであれば、「みんなが」で

はなく、「一人一人が」という方がいいのではないかという意見である。 

この意見を踏まえて、「みんなが」を「一人一人が」と変える予定はあるのか。ご本人に会

ったときに、どのように説明をして、理解を得たのか。 

また、「幸福度をはかるモノサシ」について素案で示されているのは、まちに住み続けたい

ということと、健康維持に関することである。これについて、現在のアンケート調査のパーセ

ンテージを向上させることが一つの目標だが、具体的に目標数値を示すということも励みにな

るのではないか。市として目標設定について考えていることがあれば教えていただきたい。 

私は、「現在のパーセントよりも向上を目指します」というところでおさめておいた方がい

いのではないかと思っている。 

 

■委員 

数字は入れない方がいいのではないか。 

 

■委員 

指標については、10年の中間で調査する必要があるという意見もたくさんあった。それは大

事だと思う。 

 

■委員 

「幸福度をはかるモノサシ」について、本当に幸福を感じられるのかどうかをどう図ってい

くかが重要ではないか。 

素案の 49 ページから 51 ページに３つの重点施策「健やか・安心」、「育み」、「活躍」と

ある。そして、現況と目標値がある。少なくとも、この目標値が達成されなければ幸福になっ

たとは言えない。それ以外にも指標はたくさんあると思うが、重点施策の目標も頭に入れてお

いていただきたい。 

第六次総合計画も目標となる指標がたくさんあり、今年が満了年である。市内部では、１年

か３年ごとに施策のスクリーニングをして、達成度の情報を共有していると思うが、パブコメ

の回答を読むと、それを市民に公表するところまでは考えていない。平成 28 年度には８年間の

まとめを行って庁内で共有しているものの、公表する予定はないということだ。ただ、少なく

とも本審議会の委員には公表してもらいたい。そうでなければ、第七次について身の入った審

議ができないように思うので、お願いしたい。 
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●事務局 

審議会として資料の要求があれば、提出させていただきたい。 

 

■委員 

会長にお願いしたい。 

 

●事務局 

将来像に関しては、次の第６回審議会の集中審議の対象事項とさせていただきたい。皆様、

それぞれ意見があると思うので、次回のときにご発言いただき、議論していければと考えてい

る。 

 

■委員 

パブコメの中に、人口減少対策の話が３～４件ある。人口減少は、この総合計画を立てる際

のベースになっていると思う。パブコメで、人口減少ではなくて人口増加に対する意見が出て

きているということは、市民の方々に向けて、将来的に人口減少は避けられないということを

伝える必要があると思う。こうした市民の意見に対する市の見解を教えていただきたい。 

 

●事務局 

今回は、かなり厳しい将来をうたい、行政的には非常に厳しく書いていると思う。一般的に

は夢のある計画にするのが普通だと思うが、その中でも厳しい書き方をしていると思っており、

これ以上となれば、夢も未来もないのかというふうになりかねない。このため、表現としては

妥当なところだと事務局としては考えている。ただ、人口は減ることが大前提にあるというこ

とは、さまざまな機会の中で市民の皆さんに説明していく必要があると考えている。 

 

■委員 

地方創生の総合戦略をやる過程で、伊達市も含めて道内のほとんどの自治体の人口が減ると

いうことに関しては、ほとんどの方は頭ではわかっていると思う。ただ、減ったら困るだろう

という意味の考え方というのは、計画づくりのときには必ず出てくる話で、今でも、ある種、

ニュートラルに減ることを許容するような考え方を示すと、それでは計画にならないのではな

いかと言う人はほかの自治体にも結構いる。 

計画として言うと、強気で頑張れという話はないわけではない。ただ、さすがに 10年前くら

いからそういう計画（人口減少を許容するような計画）はマイナスではないかという議論があ

るので、そこは審議会として冷静な議論をして、想定できる未来をきちんと描いて、その中で

希望なり未来をどう見出すかという議論をしていただければいいのだろうと思う。 

 

■委員 

人口減少というのは、二つの要素がある。一つは自然減で、皆が年齢を重ねて減っていくの

はどうしようもないことである。一方の社会減は、現在、伊達に住んでいて、まだ健康だけれ

ども、転出してしまう、働く場所がないからよそへ行くというものである。伊達もしばらくの

間は増やしてきたが、今、４～５年前から減少に転じている。そのため、それを食いとめるよ

うな対策が必要である。職がなくても起業するとか、事業を興すとか、ソフト事業を誘致する

とか、そういう努力が計画の中に盛り込まれないと、何もやらないで、ただ傍観しているのか

という批判を受けると思うので、その辺はよろしくお願いしたいと思う。 

 

●事務局 

その辺は基本計画の内容になってくると思うが、今後、審議会の場で、担当部長、場合によ

っては課長を含めて担当者も同席させていただき、議論する場を設けることを考えている。そ

うした場で意見をいただければと思う。 
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■委員 

10 月 29 日に各部長が出席するとどこかに書かれていた。そのときに、各課長も出席してい

ただければありがたい。 

 

３．閉 会 

【会長より閉会挨拶】 

 

【事務連絡】 

・第 6回審議会は 10 月 12 日（金）を予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５回 伊達市総合計画審議会 

 

 

■ 日 時 平成３０年９月２６日(水) 

１８時３０分から 

■ 場 所 伊達市役所 本庁舎２階会議室ＡＢ 

 

 

■会議次第 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

住民説明会及びパブリックコメントの結果について 

 

３ 閉 会 
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「第七次伊達市総合計画」住民説明会 

開催成果概要 

 

対象地区 日時 場所 

参加者数

（人） 

発言者数

（人） 

発言件数 

（件） 

大滝区 7 月 9日（月） 

大滝総合支所２階

会議室 

 

１３ 

 

１３ 

 

１６ 

中央区・関内 7 月 17 日（火） 市民活動センター 

 

１３ 

 

１５ 

 

２３ 

長和 7 月 20 日（金） 

長和地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ

ﾀｰ「ふれあい館」 

 

１４ 

 

１０ 

 

１４ 

黄金 7 月 23 日（月） 

黄金地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ

ﾀｰ「はまなす館」 

 

３６ 

 

１０ 

 

１２ 

稀府 7 月 27 日（金） 南稀府会館 

 

２０ 

 

１７ 

 

１９ 

全市 7 月 29 日（日） 市民活動センター 

 

３０ 

 

１８ 

 

２２ 

三ツ和、市外

第一、市外北

星、山下 

7 月 30 日（月） 市民活動センター 

 

２９ 

 

１６ 

 

２１ 

東 8 月 1日（水） 

東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

「みらい館」 

 

５０ 

 

１１ 

 

２２ 

有珠 8 月 2日（木） 

有珠地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ

ﾀｰ「白鳥館」 

 

２３ 

 

１１ 

 

１３ 

計   ２２８ １２１ １６２ 
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意見概要 

 

１．総合計画全般に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

計画策定手法について １２件 ・この総合計画をつくるにあたり、色々な取組をしてい

たようだが、自分は知らなかった。もっとアピールで

きれば良いのではないか。 

・計画の 10 年はスパンが長い。5 年はだめなのか。 

・実施計画は３年計画として毎年見直すことになってい

るが、見直しに市民が関わることはできるのか。 

・10年間では実行できないこともある。職員の中でそ

れらをきちんと引き継いでいけるのか。 

 

２．まちづくりに取り組む姿勢に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

まちづくりの「自分ごと

化」について 

５件 ・自分ごととしてまちづくりを考えるというのはとても

素晴らしいと思った。現在、教員をしているが、子供

たちにも、もっとまちづくりについて参加していかな

ければいけないと教えているところである。 

・地域コミュニティの活力が失われ、人のつながりが希

薄化している。これを解消するためには、一人ひとり

がまちづくりを「自分ごと」化するに尽きる。この計

画を推進していくのは自分達なんだという認識を持

ってもらうために、みんなで知恵を出していかなけれ

ばいけない。 

・まちづくりを「自分ごと」と捉えることを全体的にア

ピールしたほうが良いと思う。それぞれ市民が考えて

意見を出し合うことで、市民と市役所が近くになれる

と思う。 

まちの「整理・整頓」につ

いて 

５件 ・まちの整理整頓に興味がある。行政区域の縮小を考え

たらどうかと思っている。整理整頓をどのような手法

で行うのか教えて欲しい。 

・コンパクトシティは言葉がひとり歩きしている。機能

的なまちづくりは良いが、北海道にコンパクトという

のはイメージに合わない。広い大地で色々な可能性が

ある。 
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項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

まちの「魅力化」について １５件 ・伊達は歴史があり、今のまちは急にできたものではな

い。先人がつくり上げてきたものに感謝の気持ちを持

たなければならない。 

・伊達市の魅力の一つは恵まれた自然環境なのではない

か。緑丘高校の生徒が提案していた「自然を生かした

テーマパーク」のように自然環境を活かした何かを盛

り込めないか。 

・伊達市は福祉のまちと言われてきたが、障がい者文化

について、もっと具体的に文言として取り入れてはど

うか。 

・生徒たちも自分たちが生まれたまちが大好きで戻って

きたいと思ってはいるが、働く場所が無くて戻ってこ

られるのはわずかだとわかった。雇用が無いのであれ

ば起業すればよいのではないか。 

・まったりしている現状を変えて、今後、良い意味でト

ンガリのある企業や伊達市であれば、まちが活気づい

ていくのではないか。 

 

３．将来像に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

将来像について ４件 ・１０年後の将来像について感銘を受けた。「みんなが」

という言葉からは大雑把な印象に聞こえるが、「一人

ひとりが」と考えると、一人ひとりを大切にする伊達

らしいものではないか。 

・市民幸福度をどのように測るのか。これから高齢者が

増えるため、幸福度が高くなるのは当たり前である。

高齢者だけではなく、幅広い世代の人が住み続けたい

と思うモノサシにしたほうが良いと思う。 

・将来も伊達に住みたいと思う人、この状態からいくと

子育て支援満足度 45％であり、福祉関係にかかわる

部分に切り替えたほうがよい。税金は高くなろうが、

新しい人が喜ぶのであれば進んで取り組むことはで

きないだろうか。 

・みらい会議にも出席させてもらったが、将来像の「み

んなが豊かさを感じられる市民幸福度最高のまち」に
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ついて、グループ内で出した意見を採用していただき

うれしい。 

市民幸福度のモノサシに

ついて 

２件 ・分野別施策があるので、分野ごとに数値目標作って

10 年後どれだけ達成されたか確認するのも方法の一

つかと思う。 

・関連する取組の内容が具体的に見えてこない。 

 

４．重点施策に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

重点施策について ４件 ・重点施策の指標をみると、本当に自分ごと化につなが

るのか疑問を感じる。もっと市民が実感できるよう

に、わかりやすいものの方が良いのではないか。 

・10年の目標の中でこれは重点的に、そして別の年に

他のものを実施すれば達成しやすいと感じた。 

・関連指標の目標値に数値のものと矢印のものがある

が、どういった違いがあるのか。 

・重点の指標で 10 年後の子育て支援の満足度 45％は低

いと思う。 

 

５．基本計画に係る主な意見 

（１）「稼ぐ力と雇用を生み出すまちづくり」に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

第一次産業の振興につい

て 

５件 ・伊達野菜の認知度が上がり、とても良いと思う。 

・農家以外に営農権のない人にも食物を作らせ、それら

の人たちを受け入れる窓口をつくってほしい。伊達市

民に呼びかけたらたくさん集まると思う。 

・素案で農業に力を入れているのは理解できるが、後継

者問題が深刻である。子どもを生み育てる前の段階の

ことを考えていかないといけないと思う。 

・第１次産業に力を入れなければ衰退する。市の補助制

度がもう少しあれば良いと思う。 

地場産業・企業誘致につい

て 

４件 ・子どもたちが戻って来るまちづくりのために市内に企

業が欲しい。 

・世界で学んで戻ってきて、伊達市で起業し、世界で一

番良いまちだと言えるようなまちにしてほしい。 

・伊達の土地や広さを活かした企業誘致が必要。 
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項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

商業振興について ３件 ・地元の店などで買うように協力してもらいたい。 

・せめて歩いて行ける範囲に店やＡＴＭがあればと思

う。 

観光振興について ５件 ・伊達市は良いまちだがこれといった観光資源がない。 

・他の地域でやっているようなロングトレイルができな

いか。北黄金→太陽の園→伊達温泉まで歩くと約 22

キロになる。例えば今後企画して提案した場合に、市

とし何か支援策がないか。 

雇用創出について １件 ・仕事をしたい人がたくさんいると思うので、雇用を

70 歳まで引き上げることも検討して欲しい。 

 

（２）「豊かな心と人を育むまちづくり」に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

子育てについて ２件 ・子育て支援について、伊達市ももっとアピールに力を

いれても良いのではないかと思う。保育所の預かり時

間を延長して欲しいと保護者からの要望がある。時間

については延長できるが、企業がもっと子育てに理解

を示し柔軟に対応してくれると良いと思う。「企業も

子育てについて配慮しています」とＨＰ等で公開する

ことで会社もアピールできると思う。 

学校教育について ７件 ・伊達市は教育・学識関係者が多いので優れた見識を反

映することはできないか。 

・「だて学」はとても良い考えだと思う。 

・長和小学校が高校生と交流勉強会を行ったり、関内小

も指導を受けるなどこれから先も継続して高校生と

の取組を実施してほしい。 

・大滝区は昔からレイクカウチンとの交流など教育に関

して下地はある。義務教育学校ができることになった

が、地域としても色々とお手伝いできることがあると

考えている。 

・学校がなくなるとまちの元気がなくなる。 

生涯学習について ３件 ・長生大学に長年通っていた方が現在は通えなくなって

しまったが、とても楽しそうであった。生涯学習の部

分で今後も継続して欲しい。生涯学習や放課後子ども

教室などのコーディネーターの育成についても教え
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項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

て欲しい。 

・「だて学」について、座学だけではなく体験プログラ

ムを入れるのはとても素晴らしいと思う。一つの提案

だが、授業の中や学芸会などで伊達成実公や開拓して

きた先人たちのことを劇にしてみるのも面白いので

はないか。 

・カルチャーセンターや体育館の駐車場が少ない。大会

等があると満杯で停められず、川沿いに駐車している

人がたくさんいるので、川沿いも整備してはどうか。 

文化・芸術・スポーツ・レ

クリエーション活動につ

いて 

 

４件 ・雪解けが早いので、アピールして運動合宿などを誘致

するなどしたほうが良い。 

・集会所の本棚を 1 ヶ月に１回変えて貸し出せるように

してもらいたい。 

・市民講座を夜間などにもやってもらえると働きながら

参加しやすいので良いのではないか。。 

 

（３）「健やかで人にやさしいまちづくり」に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

福祉について ３件 ・福祉教育とをもっと前面に出しても良いのではない

か。伊達市はすでに受け入れる体制を持ってはいると

思うが、さらに市民の意識向上を図るべきではない

か。 

医療について ３件 ・こんな立派な病院があるのだから、「日赤は良いよ」

と言ってもらえるような病院になってもらいたい。 

・大滝区は訪問診療外であると説明を受けた。10年後

に大滝区でも最後を自宅で過ごせるようにするため

に、どうやって住民は活動して乗り越えていけるかア

ドバイスをいただきたい。 
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（４）「安心・安全で住み良いまちづくり」に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

消防・救急について ２件 ・現在苫小牧市の病院に通院しているが、救急車の搬送

先を苫小牧市にしてもらうことはできないか 

・大滝区は救急車の利用が多いと言われるが、その大半

は温泉利用者ではないか。やむを得ず救急車を利用す

るのも、地域に医者がいないからである。医療に対し

て安心して暮らせるまちづくりが必要。 

道路整備・維持について ５件 ・道路が狭いところがあるので拡張してほしい。 

・跨線橋ができたが、道路ができておらず危なくて歩け

ない。集会所があるが、道路整備を先にやってもらい

たい。 

交通について １２件 ・自家用車がなくても安心して暮らせるまちの意味を教

えて欲しい。具体的に考えはあるのか。現在はバスが

１日に３本しかない。 

・交通についてはバス代が高いし車もお金がかかる。南

黄金の道路は舗装していないところがたくさんある。

中心は優先順位が高く、郊外は低いと思われかねな

い。 

・乗り合いタクシーもあるが、市としてバスを出してほ

しい。 

・稀府は良いまちだが人口が減り高齢者が増えている。

車が運転できなければ公共交通を利用することにな

るが、伊達のまちなかに住んでいる方より運賃分高い

買い物になっている。老後どう生活するかが課題であ

る。 

景観について ２件 ・外を走っているとソーラーパネルがあちこちにあり、

景観が悪い。 

・ソーラーパネルがあちこちにあるが、条例などで制限

できないのか。 

住宅について ２件 ・今後大滝に新しい学校ができるが、移り住んでくれる

人が増えると良いと思っている。市営住宅は空いてい

るが、住居条件等のハードルが少し高いため緩和する

など、大滝が活性化するような方向性をお願いした

い。 
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項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

地域環境について ３件 ・まちの中でイヤなニオイがすることがある。まちの魅

力を高めるために変なニオイがするね、といわれない

ようにしたほうが良いと思う。 

・ごみステーションのごみ箱を作ってくれないかと頼ま

れて作ったが、市に申請したら設置場所が市の土地で

あれば補助金は出ないと言われた。 

防災について ２０件 ・近年は天災が多く、伊達市には有珠山もある。「防災

の自分ごと化」が大事ではないか。 

・防災とペットの問題は重要である。 

・災害について、新聞やＴＶでみると避難できなかった

人の多くが65歳以上または10歳未満という結果だっ

た。長和にも２級河川があり、具体的なビジョンを示

してほしい。 

・想定されるのは河川の氾濫で、噴火もそろそろである。

状況に応じて避難する場所は変わるだろうがいち早

く住民に伝達してほしい。 

・コミュニティが希薄化している。万が一のために民生

委員が橋渡しをしているが、心配であるため、行政に

頼らずお互いに隣近所、コミュニティが連携すること

を啓蒙してもらいたい。あらゆる立場を考えて市民に

は意識を持ってもらいたい。 

・近年水没したまちがある。土地より水路が高いところ

につくられており、決壊して住宅に被害が出た。伊達

市もサイクリングロード付近が盛土になっている。道

路を改良していただくよう要望してほしい。災害が起

こってからでは遅い。 

・昨年、市内で水が溢れ、牛舎側の護岸まで水が来た。

普段から河川改修など計画して行って欲しい。水位計

の設置があれば避難の判断ができる。 

 

 

（５）「市民力を生かしたまちづくり」に係る主な意見 

項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

みんなが参加する協働の

まちづくりについて 

１件 ・ＬＧＢＴについてはもしかしたら伊達市内にも該当者

がいるかもしれない。伊達市がモデルケースとして先
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項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

進的に取り組んでいければ良いのではないか。 

コミュニティについて １２件 ・自治会への若者の参加が少ない。自治会を活性化させ

る一つの手法として、統合や連携などのやり方もある

のではないか。 

・広報紙などで市民が意識を持てるようにすれば、もっ

と考えが出てくるのではないか。市民力を生かしたま

ちづくりが大事で、それが無ければ衰退してしまう。

自治会の役員のなり手不足も深刻なので、市役所や金

融機関の退職者はもっと協力してほしい。 

・昨年サークルを立ち上げた。メンバーも増えてきたが、

サークルが活動するうえで事務所のようなものがあ

ればと思う。 

・有珠のまちの良さを広める活動をしていて、有珠につ

いての情報ページの作成や有珠門前市に参加し、ご当

地お守りやＭＡＰを作成している。お守りは活動費の

捻出と雇用の創出になると考える。このような取組を

広めていただければと考えている。 

・自治会の加入促進について、３年前から宅建協会と協

定を結び、推進している。札幌市では自治会加入促進

の条例をつくっているようだが、強制力持たせられな

い。しかし、市でそういったものをつくるということ

が大切ではないか。 

情報通信について ７件 ・大滝は光ケーブルが来ていないため、情報の取得に時

間がかかるなど不便である。Wi-Fi の使えるところも

少なく、海外からの観光客も不便である。 

・情報発信について、ＳＮＳの活用とあるが、ネット環

境にいない方や、広報紙を読まない人などもいるの

で、特に生命や財産を守るための情報については、あ

らゆる情報発信を行ってほしい。 

・今年からラジオ体操の呼びかけや情報発信などを

Facebook で行っている。高齢者は抵抗があると思う

が、使ってみようと思えるように我々も支援していか

なければいけない。 

行財政について ９件 ・「自分ごと」化とあるが、市の職員にも市民の声を聴

く姿勢は持ってもらえるのか。 
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項目 件数計 主な意見内容（抜粋） 

・資料に「意識改革」「自分ごと化」と記載があるが、

今後各部署でワークショップを開催する場合ファシ

リテーションが重要となってくると思う。ファシリテ

ーターができる職員の数を把握していたら教えて欲

しい。 

・これまで箱物の整備をしてきたが、近隣市町と共有で

きるものがあるのではないかと思う。 

・ふるさと納税については、「心の伊達市民」が先にあ

ったためすぐに導入しなかったと聞いたが、ふるさと

納税の現況はどのようなものか。 
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他その他その他その他

1

既登載既登載既登載既登載

反　映反　映反　映反　映

意見

番号

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

回答内容

第七次伊達市総合計画（素案）を読んでまず

感じることは、本文自体が長すぎて、一般市

民が理解するには難し過ぎること。ならば、

概要版を読めばいいのでは、と言うかも知れ

ないが、概要版は計画自体ではありません。

意見

提出者

　どなたが読んでも分かりやすい計画になる

よう心掛けておりますが、総合計画の性格

上、内容が幅広い分野にわたることや、まち

づくりの方針について説明が必要となるた

め、どうしても文章による記載が多くなって

しまいます。

　ご指摘いただいたことは真摯に受け止め、

より読みやすく、わかりやすい計画を策定し

てまいります。

提出された意見の内容

1-1

反　映反　映反　映反　映

1/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

伊達市の人口減少や少子高齢化などに対処す

る為として、計画では「コンパクトなまちづ

くり」を基本としていますが、この方向で

は、益々人口減少が加速し、郊外では、空き

家や空き店舗、廃屋が益々増加し、道路整備

が遅れ、地域の活力やコミュニティが失われ

ていくでしょう。

明るい未来を思い描いて総合計画を策定する

ということが大事であり、伊達市の魅力を最

大限に活かしていくことを中心に据えるべき

であると思います。

伊達市は、海や丘、山並みの美しい自然、景

観を有し、北の湘南と呼ばれる気候温暖な地

であり、高齢化社会の都会人にとっては、ま

さに憧れの地です。

食べ物は美味しくて安く、家なども大きくて

安価に取得でき、海や山の近くで自然の移り

変りを眺め感じながら、スローに暮らせる、

そんな地であってほしいと思います。

そのためには、まず、「コンパクトなまちづ

くり」という間違った考えを捨て、公共施設

など既にできているものを、さらにバランス

よく配置し、整備し、市街化調整区域指定な

ども止めて、人々が市全体の住み良い場所に

住めて、移住者を含め人口が少しずつ増えて

いく、そのような総合計画とすべきです。

意見

提出者

　伊達市は、昭和45年に室蘭圏域として都市

計画法に基づいた市街化区域及び市街化調整

区域を定め、その後も人口などに応じた見直

しを行いながら、これまでまちづくりを進め

てきました。このことにより、基幹産業であ

る農業と調和を図りつつ、住宅地の整備が進

められ、現在のコンパクトなまちが形成され

ました。

　伊達市は自然が豊かであり、気候や食など

に魅力を感じ移住してこられる方も多くおら

れます。また、実際にそういった方たちか

ら、自然豊かな市街化調整区域へ居住へでき

ないかというご相談をお受けすることもあり

ました。

　しかし、新たな住宅地を市街化調整区域に

求めることは、現市街地の空洞化や空き家の

増加、インフラ整備に係る費用の増加、除雪

費用の増加など、市の財政に多くの負担が伴

うことから、慎重な判断が必要とされます。

　今後想定される人口減少や財政状況の悪化

を考えた時、移住定住促進の取組は非常に重

要であることから、自然との調和を図り、市

街化区域内での受け入れ態勢を整備してまい

ります。

1-2

その他その他その他その他

1
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

伊達市の抱える課題

　将来の課題は厳しさを増し山積みすること

は疑う余地はなく、今までの延長線上の総合

計画では10年後を見据える計画として小手先

との評価。市の形態を大転換する新伊達市の

道筋を示す奇跡的発想。国道37号線を谷藤川

まで都市計画に変更することは、伊達市が生

きるのか死ぬのかに匹敵する課題ある　これ

に勝る歯止策はないと思いますが、この問題

には市はすぐに腰が引ける　これで農業、漁

業、商業、市民を守れますか　市長は情け深

い大将であります　市長の意欲と熱意と情熱

で市民に夢と希望を与えて欲しい。

　街づくりに取組む姿勢

① 市長はこれから市自ら事業を起こすことも

明言しましたが　その姿勢は極めて的確な判

断と心に深く感動します。第七次伊達市総合

計画で伊達市をつくりかえるため太陽の園周

辺に一大観光地を造成し新しい風を吹き込み

企業誘致に向けた切り口の追い風とすべきと

考えます　（富良野市参考）施設

○伊達花と希望の丘公園　○展望台　○売店

○伊達ワイン工場　○武者ワイン販売

耕作放棄地　活用可能地　伊達地区20ha　大

滝地区31ha

意見

提出者

　ご提案いただいた当該地域につきまして

は、市内でも有数の景勝地であると認識して

おります。

　まちの経済や情勢を転換するためのきっか

けとして、一大事業を立ち上げる手法もある

かと思います。

　しかし、当該土地に関わらず、ご提案いた

だいたような事業の実現は行政だけでは難し

く、民間企業の力が大きく必要になると思わ

れます。

　また、実際に事業化するためには、都市計

画法上の多くの規制をクリアする必要があ

り、さらにインフラの整備や維持管理費等、

多くの費用がかかることが想定されます。

　事業を投資として考えた時、採算が合うよ

うな仕組みが必要であり、現在の財政状況も

勘案すると、本計画の中で実現を目指すこと

は難しいものと考えます。

2-1

その他その他その他その他

2
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

財政運営効率化

　人口減少による歳入減少及び高齢者増加の

歳出増加で財政は厳しくなると予想されま

す。室蘭市の人口や財政規模に対し役職者多

との市民の懸念があります。財政運営に多大

な影響を与えますので　十分検証され効率的

運営に努めてください。

意見

提出者

　人口や財政規模が異なる自治体であって

も、業務の種類自体は大きく変わらないた

め、部や課の数は一定程度必要となります。

　伊達市においても行政改革の中で職員数の

削減を行い、機構改革によって管理職の配置

について整理を行ってきておりますが、引き

続き効率化を図りながら、適正な配置を行っ

てまいります。

2-2

その他その他その他その他

2

4/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

目先の理想を追求することも大切ですが、少

子高齢化、人口減少基調の社会で安易な「箱

物の遊休化」が懸念されます。激動の時代ゆ

え施設や備品は変化に対応できるよう配慮が

必要です。

災害・事故・犯罪など不測な事態が頻発する

社会で長期展望の施策や施設は難しいとの認

識は共有したい。一過性の流行施設ではな

く、投資効果重視の施設であってほしい。

多目的施設には対応し得る人材配置が必要だ

が、働き手不足の風潮に留意が必要だ。

昨今の災害列島日本にあって150年の記念すべ

き年に「安住の地北海道」中でも伊達市を移

住の受け皿として旗揚げしたい。

意見

提出者

　第六次伊達市総合計画の計画期間中には、

体育館やプール、食育センターなど、耐用年

数を大きく超えて使用されていた施設の更新

を行いました。これらの更新にあたっては、

一つの施設が複数の機能を果たすことができ

るよう検討を重ねてまいりました。上記施設

は、それぞれ本来の機能のほか、有珠山噴火

などの災害時に避難所や炊出し施設としても

活用することが可能になるよう設計されてお

ります。

　今後も施設管理ができない事態にならぬよ

う計画的に運営するとともに、適正な整備に

心掛けてまいります。

3-1

その他その他その他その他

3

5/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

街並みの整備は、人の住みやすさを基本とし

てほしい。現状、車社会を優先した道路整備

がなされ、歩道の段差・傾斜が大きく非常に

歩きにくい。

意見

提出者

　現在、バリアフリー基本構想の策定を進め

ており、その検討会議の中で、ご指摘いただ

いた歩道の段差・傾斜についても議論の対象

となっております。

　解消には多額の費用を要するため、すぐに

対応することは難しいですが、今後、バリア

フリー基本構想に基づき、歩道の段差・傾斜

解消に向けて整備を進めてまいります。

　なお、計画への登載につきまして、具体的

な記載はしておりませんが、素案P69の施策

0401「まちの整理・整頓と機能的なまちづく

り」のうち、必要な取組05.「バリアフリー

化の推進」として方針を搭載しております。

4-1

既登載既登載既登載既登載

4

6/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

災害に強い街整備と共に、災害時に避難所等

で的確な対応ができるよう、市職員の養成を

行ってほしい。

意見

提出者

　具体的な内容につきましては、実施計画の

中で検討することとなりますが、方針として

は素案P72の施策0404「安全な暮らしの確

保」の中に取り入れております。

　近年の異常気象による災害はもちろんのこ

と、この地域特有の有珠山噴火による災害に

ついても十分考慮し、災害に強いまちづくり

を目指して参ります。

　また、2000年の噴火を経験している職員も

少なくなってきていることから、災害時対応

マニュアルを職員一人ひとりが十分に理解

し、適切な行動ができるよう指導を行ってま

いります。

4-2

その他その他その他その他

4

7/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

計画に対しての具体策を仮定した時点で市民

に意見を聞くと共に、実施後の結果を収支等

を含めＰＤＣＡ結果を公開し市民が確認でき

る方策を構築してほしい。

意見

提出者

　市が行うすべての事業に対し、ご意見を募

集して反映することは、事業数も多いため難

しいですが、新たな施設の建設や主要な事業

については、現在でもパブリックコメントや

検討会議においてご意見を伺い、反映してき

ております。

　第六次伊達市総合計画で進めてきた事業に

つきましては、実施計画として年度ごとに取

りまとめ、ホームページ上や冊子にて公開し

ております。

　また、重点政策に関わる事業につきまして

は、事務事業評価として毎年検証を行ってお

り、そちらについても同様に公表を行ってお

ります。

　今後、第七次伊達市総合計画に基づき事業

を進めるうえで、引き続き丁寧に評価を行う

とともに、情報発信の手法についても、より

わかりやすいものになるよう努めてまいりま

す。

4-3

その他その他その他その他

4

8/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

この春Ｕターンしてきて一番感じていること

が「人も街も素晴らしいのに噛み合っていな

い」ということです。このことから基本計画

にもある「市民力を生かしたまちづくり」に

関して提案いたします。

①インターネットやＳＮＳを利用した「武者

まつりボランティアスタッフの募集」

②若者の意見を集める「不満フェスタ」の開

催

③伊達の”食”の強みを活かした「グルメタ

ウン計画」

以上の３案を提案します。

食べ物が美味しく、住民もいろんな経験をさ

れている方がいらっしゃいます。ただ、組織

に入ると色々面倒だし、仕事以外の責任が増

えるのはイヤだという若者は多いのか、人と

人がつながらず「こんなことできるのに

なぁ」と活躍の場がなくなっているようにも

思えます。

意見

提出者

　人口が減少し、財政の悪化が進むことが想

定される中、行政主導によるまちづくりだけ

では限界があり、これまで以上に市民一人ひ

とりの活躍が必要であると考えています。

　ご提案いただきました案につきまして、具

体的な事業となるため、総合計画の中に記載

することはできませんが、現素案の方針とは

合致しているものでもありますので、市民力

を生かした取組に対して、市としてどのよう

な支援ができるかなど、さらに検討してまい

ります。

　また、コミュニティ活動につきましては、

多世代の方が参加しやすく、さらに活動の場

を広げられるよう支援していくとともに、既

存コミュニティのあり方についても、関係団

体と協力しながら検討してまいります。

5-1

その他その他その他その他

5

9/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　人口減少対策は、従来の戦略通り、移住者

の増加促進を図る以外に有効な方法は見当た

らない。

　本州地区の酷暑化により、主として高齢者

の北海道への移住がさらに進むものと考えら

れるので、当市の魅力度をアップし移住者獲

得競争で優位に立つことが重要である。

意見

提出者

　今後想定される人口減少を食い止め、まち

に活気を与える方法の一つとして、現在も

行っている移住・定住促進の取組は非常に重

要であると認識しております。引き続き高齢

者や移住者なども安心・安全に暮らせるまち

づくりを進めるとともに、これまで以上にま

ちの魅力化を図ってまいります。

6-1

既登載既登載既登載既登載

6

10/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

「重点施策１　健やか・安心」に関して

　健康維持に関する取組の満足度が60％と低

く、市民は満足していない。その理由は、市

内唯一の総合病院である日赤病院に対して市

民の不信感が根強く、かなりの割合で室蘭の

病院に通院していることが物語っている。

　従って、早急に抜本的な対策を打たなけれ

ば定住者の減少を招くことになる。さらに、

移住希望者に魅力を感じてもらうためには、

防災対策が重要である。近くに周期的に噴火

する活火山があるのに災害避難計画が未完成

であることや交通事故が頻発する交差点への

信号の未整備、さらには道路拡充や土砂流入

対策の未整備などに対し、待ったなしの対策

が必要である。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　健康維持に関する取組について、より一層

満足していただけるよう引き続き積極的に取

り組んでまいります。

　医療機関については、住民の生活にとって

必要不可欠であるため、今後も健全な経営体

制強化と診療体制の確保に向け、支援してま

いります。また、市民アンケートにおいて市

民が考える「豊かさ」は「心身の健康」に関

することが最も多い回答となっているため、

安心・安全で健康な暮らしの実現に向けて引

き続き積極的に取り組んでまいります。

　防災対策については、今後有珠山の災害避

難計画の策定に取り組み、道路整備なども進

めるとともに、災害の際の情報発信を工夫し

ながら関係機関と連携し、避難・救援を適切

にできる体制を整備してまいります。

6-2

その他その他その他その他

6

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見

提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

「重点施策２　育み」に関して

　人材の育成には地域の文化力の向上が重要

であり、これには図書館の充実が不可欠で、

現状の蔵書数や内容では不十分である。近隣

にないような立派な図書館にすれば、移住希

望者増加の大きな要因になると考えられる。

　さらに、カルチャーセンターでの文化的イ

ベント内容の拡充も大事な要素である。（ス

ポーツイベントや食育、体育館に税をつぎ込

み過ぎで、大事なのは箱物ではなく中身）

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　図書館については、今後の図書館の果たす

役割や機能などを各種関係機関からの提言な

どを踏まえ、現在庁内で議論・検討をしてお

り、施設の増改築に向けた研究を進めている

ところです。人口の減少や少子高齢化が急速

に進む中で、市民の皆さまに親しんでいただ

き、居心地の良い場所として広く活用される

身の丈にあった図書館を目指し、取り組んで

まいります。

カルチャーセンターでの文化的イベントにつ

いては、市やメセナ協会などが企画している

もののほか、民間興行などが開催されており

ますが、市民の多様なニーズに応えられる事

業内容となるよう、アンケート調査などを活

用し、取り組んでまいります。

6-3

その他その他その他その他

6

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見

提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例
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「重点施策３　活躍」に関して

　移住希望者に魅力を感じてもらうために

は、老後に生きがいが持てる生活を送るよう

にすることが大事である。移住者のリタイヤ

前の経歴を生かした知的活動（収入を得なが

らのアドバイザー等）に従事してもらうこと

も大切である。（市主導でのシンクタンク設

立）

　また、シルバー人材制度や家庭菜園を一歩

前に進め、希望者にある程度の収入を得て市

が運営する農場で農業生産に携わってもらう

ことが考えられ、これは、耕作放棄地の活用

にも役立つと考えれる。

意見

提出者

　伊達市には様々な経歴を有する方がおりま

すので、これまでも色々な方から人材に関す

る情報をいただき、それを参考として多くの

方にご協力をいただきながら事業を進めてお

ります。

　移住者の方も、今後さらに経験を生かして

活躍できるよう取り組んでまいります。

　

  また、市直営の農場運営に関するご意見に

つきまして、現行の法令上、市で実施するこ

とは難しいですが、耕作放棄地の問題や農業

の担い手不足などへの対応は、大きな課題で

あるとともに重要な事項ですので、農地再編

事業や新規就農者の受入など実現可能な取組

から進めてまいります。

6-4

その他その他その他その他

6

13/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載
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　Ｐ２～Ｐ４「計画の策定にあたって」

　2016年度の市の財政調整基金24億円を、こ

の２年間で使い果たすところまで財政を逼迫

させた。「ハコ物」と言われる大型公共事業

に費やされたと聞く。今でさえ、自治会役員

のなり手がいない、サークル活動もままなら

ないなど不安があり、しかも10年後の市の人

口が３万人を切るかもしれないとされるてい

るのに、財政的に備えようとする力学が働か

なかったのでしょうか。

　「第六次伊達市総合計画」（以下「第六

次」）の総括案の提案もなく、過去10年を振

り返る行政運営の教訓や課題を伏せたまま、

ずるずると「第七次伊達市総合計画」（以下

「第七次」）へと突き進んだ感があります。

　今、大都市や大企業中心の政治によって地

方はそのダメージを受けており、さらに、消

費税の10％アップによって消費は落ち込むこ

とが予想されます。「まちづくりに取り組む

姿勢」（Ｐ38）を市民に求める前に、国のお

金を変えるよう市・行政が『国に物申す』姿

勢を文字に表わすことが先決ではないでしょ

うか。この不安を払しょくする意味でも、

2024年前後に「第七次」の「中間総括」を行

うべきだと私は思います。

意見

提出者

　例年５～10億円程度の財政調整基金を取り

崩す予算となっておりますが、過去20年弱の

間これを取り崩すことなく決算していまし

た。しかし、平成29年度においては、大型事

業であるだて歴史の杜食育センター整備事業

を実施したことにより５億円の繰り入れを行

いました。この食育センター整備について

は、市債（借金）発行額に対する償還（返

済）額の大部分が地方交付税で措置される実

質的負担の少ない市債（借金）を活用してい

ます。

　これまでも市債の発行額を一定基準を目標

にできる限り抑制することとしておりました

が、将来的な人口減少に対応すべく、更に厳

しい目標を設定し、健全な財政運営に努めて

まいります。

　なお、前述のとおり平成29年度決算におい

て５億円の財政調整基金を取り崩しました

が、一方で借金返済のための財源となる減債

基金に６億円を積み立てておりますので、各

種基金の合計残高は平成28年度末よりも増額

となっており、一定程度将来の負担軽減とな

ることを想定しています。

　国に対する意見につきましては、北海道市

長会等を通じて、地方が自主的、自立的な行

財政運営を行うために、地方税財源の充実・

確保等について要望しているところです。

　第六次伊達市総合計画の総括については、

平成28年度までの事業の総括を行い、第七次

伊達市総合計画（素案）の策定を行いまし

た。

  第七次伊達市総合計画の中間総括について

は、中間年度に行いたいと考えております。

7-1

その他その他その他その他

7

14/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　Ｐ８「伊達市の現況」

　「まちのなりたち」が縄文時代から記述さ

れています。それ以前には、有珠成層火山の

山体崩壊があり、有珠地区全体に磯ができ、

海の生物がすみついたことで人類がその恵み

を求めて移動してきました。また、11万年前

の洞爺カルデラ噴火で堆積した軽石・火山灰

層が農業に適した土地と地形をつくったこと

も農業発展の重要な要因です。

　地形・地質の多様性が世界的に顕著な動植

物の多様性を生み、季節や海流の多様性と合

わせ衣食住の多様性が生まれ、そして多様な

文化を持つ国民へと発展してきたのです。ア

イヌ語のモンベツは「静かな川が流れるとこ

ろ」です。地形や地質にも目を向けるべきで

す。

意見

提出者

　ご指摘のとおり、有珠山の火山活動はこの

地域の土地と地形をつくり、現在の農業にも

大きな影響を与える重要な要素です。

　また、約20～30年周期で噴火しているとい

う点からも、有珠山に視線を向ける必要があ

ると思われます。

　いただきましたご意見につきましては、

「伊達市の現況」の中に記載させていただき

ます。
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　Ｐ21「②現行施策に対する満足度と重要

度」

　市民の「満足度」と「重要度」の意識調査

を取りまとめた表があります。「食・農」が

市民の評価や関心が高いとしています。この

地が「北の湘南」であり、恵まれた土壌と地

形、そして、明治初期からの開拓の歴史から

見て当然の結果です。また、表中、「満足度

の平均値2.96」とありますが、意味がありま

せん。例えば「食・農」が3.4で、「健康・医

療」が2.9とし、「満足度3.15」だから、平均

を上回り良い結果だとの印象を与えますが、

これは個別の問題としてとらえるべきです。

　満足度も低く重要度も高いという「福祉・

介護」「健康・医療」「観光」「防犯・防

災」「商・工業」「基盤整備」は、国の施策

に要因があるものもあり、これらも個別の問

題としてその要因を解明すべきでした。

意見

提出者

　「満足度」と「重要度」の関係に関するグ

ラフについてですが、ご指摘のとおり、平均

値よりも上か下かということが重要なわけで

はございません。

　こちらのグラフは、市民ニーズを分析し、

重要度の傾向を可視化することを目的として

作成したものですので、誤解を招く平均値に

関する記載は削除いたします。

　また、それぞれの「満足度」や「重要度」

がこのようになった原因については、複数の

要因が関係しているものもございますので、

実施計画を策定する際に十分検討してまいり

ます。
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　Ｐ49「２．重点施策」

　「第七次」は三つの重点施策「健やか・安

心」「育み」「活躍」に「10の目標値」を設

定しています。10年前の「第六次」は「食」

「教育」「生きがい」「環境」に「22の目標

値」を設定しました。「目標値」という点で

は「第七次」は後退です。その要因が「第六

次」の目標値の総括をしなかったからだと思

います。「第七次」素案作成に2500万円かけ

たはずです。説明責任を果たすべきです。

　また、その「目標値」をみると、10年後の

「みんなが豊かさを感じられる　市民幸福度

最高のまち」として、市民行政が頑張るよう

な「値」なのかも疑うものが多くあると私は

思います。中間総括できるように、目標設定

の根拠となる「数値や資料等」を保管・管理

しておく必要があります。

意見

提出者

　指標につきましては、各重点施策ごとに進

捗状況を示す主要なものを選び設定しており

ます。

　指標の数につきましては、第六次伊達市総

合計画の際よりも少ないものとなっておりま

すが、重点施策に関する事業については、事

務事業評価の中で各事業ごとに指標を設定し

ており、毎年進捗状況を確認した上で結果を

公表しております。

　また、総括についてですが、第七次伊達市

総合計画に第六次伊達市総合計画の総括を反

映するためには、計画期間満了まで待つこと

ができないため、平成28年度時点での実施計

画や事務事業評価を基にして総括し、反映し

ております。

　実施計画、事務事業評価は約700事業に及

ぶため、素案では具体的な評価内容は記載し

ておりません。

　今後、第六次伊達市総合計画の計画期間の

満了後、全体的な総括を行うとともに、第七

次伊達市総合計画においても、引き続き丁寧

に評価を行い、中間での評価・総括も行うこ

とで、将来像の実現に向けた取組を進めてま

いります。
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　国の「第五次環境計画」（平成30年４月閣

議決定）との関連

　人類の生存の脅威である地球温暖化対策と

してつくられた国際的な条約・パリ協定があ

ります。日本政府もその流れに逆らうことが

できず、平成30年4月「第五次環境計画」閣議

決定し、その具体化を各自治体に求めていま

す。

　2018年８月に完成した「伊達市環境白書」

は（担当　環境衛生課）、その総括の中で上

記の経過に触れ、「（これからは）幅広い関

係者と連携を重視する『パートナーシップ』

と、地域資源などの特性に応じて補完し支え

合う『地域環境共生圏の創造』などをキー

ワードとする環境政策の基本方向」を明らか

にしながら、「第七次伊達市総合計画との整

合を図る」と結んでいます（「総括編」Ｐ

80）。果たして整合性を図る「計画」が「第

七次」にあるかどうかです。

　平成21年～平成30年の「第六次総合計画」

のもとで、10年間の施策事業64のうち「環境

衛生課」が担当したのが、約30％で、残りの

約70％がほかの14課が行ったというのが実績

でした。「第七次伊達市総合計画」が、パリ

協定の趣旨に沿った「第三次環境計画」の実

現を可能とするかどうか、注視したいと思い

ます。

意見

提出者

　地球温暖化対策として二酸化炭素排出削減

の取組は不可欠であり、その重要性は周知の

事実であると認識しております。

　該当する施策は、素案P70の施策0402「居

住環境の整備と地域環境の保全」のうち必要

な取組05.「低炭素社会の構築に向けた思想

の普及」、関連する施策として必要な取組

06.「循環型社会の構築」が担うと考えま

す。

　パリ協定においては、二酸化炭素排出削減

による地球温暖化の「緩和」に加え「適応」

に関する事項もあり、台風や集中豪雨など気

候変動への対策という観点から素案P72施策

0404「安全な暮らしの確保」の必要な取組

01.「地域防災対策の推進」も関連すると考

えますことから、適応につきましても関連す

る部署と連携を図りながら進めてまいりま

す。

7-5

その他その他その他その他

7
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　第七次伊達市総合計画の策定と第六次伊達

市総合計画の総括と関連性

　第六次伊達市総合計画は今年度が最終年な

ので、全体の総括は今後進められると思われ

るが、第七次伊達市総合計画策定にあたって

は関連性はどのように考えられたのか？第六

次の10年と第七次の10年では社会的条件（少

子高齢化と人口減少の振興、財政基盤の縮小

等）が大きく異なるので、関連性は考慮せず

新たな視点での策定となったかも知れない

が、通常は前回の総括を参考に次期の計画策

定を行うと思うがいかがか？

　第六次伊達市総合計画の総括結果はいつご

ろまでに終わり、市民に公表されるのかいな

か？

　少子高齢化の進むなかで、今後10年を見通

しての総合計画は困難性が高いと思います。

せいぜい５年が良いところかと思いますが、

それだけに３年ごとの実施計画の策定にあ

たってはしっかりとした毎年の評価が大切と

考えます。

意見

提出者

　第七次伊達市総合計画の策定にあたり、第

六次伊達市総合計画の平成28年度までの実績

における評価を行っております。この評価等

を基に、第六次伊達市総合計画からの引継事

項や新たな課題の抽出、今後の方向性の検討

を行い、素案を策定いたしました。

　第六次伊達市総合計画の総括については、

実施計画や事務事業評価が約700事業に及ぶ

ため、現時点では公表は考えておりません。

　第七次伊達市総合計画についても10年の期

間となっておりますので、第六次伊達市総合

計画同様３年毎のローリングを毎年行い、公

表を行います。また、中間年度に総括を行い

たいと考えております。

8-1

その他その他その他その他

8
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　第七次伊達市総合計画の実施計画の策定と

実効性の点検について

　今回の第七次伊達市総合計画の素案では

「策定の視点」として①市民の参画②若々し

く、柔軟な発想の活用③長期的・大局的視点

の重視④実効性の確保が掲げられ、今後の実

施計画（実施計画を実現するための個別事

業）は３年単位で策定し、毎年見直すとして

いますが、実施計画策定には市民の関わりは

考えているのかいないのか？また実施計画は

市民に知らされているのかいないのか？

意見

提出者

　第七次伊達市総合計画に係る市民参加を行

い、そのご意見を基に素案を策定いたしまし

た。実施計画についてもこれまで多くの皆さ

まからいただいたご意見を参考にしながら作

成いたします。また、第七次伊達市総合計画

の実施計画についても引き続き、ホームペー

ジにて公表及び企画課の窓口にて冊子を配布

いたします。

8-2

その他その他その他その他

8
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　第七次伊達市総合計画の基本構想及び重点

施策について

　基本構想、重点施策３で“まちづくりを

「自分ごと」として市民に求め、行政として

もその環境づくりを行う”としています。

　①特に基本構想では“まちづくりを「自分

ごと」として捉え、個人の行動や選択がまち

全体としてプラスに働き、まちの発展に寄与

するかを意識する市政が求められる”と質の

高さを求めているようだが、そもそも一般市

民は市の全体状況や財政状況がわかっている

わけではなく、また多面的な見方も難しいわ

けで、自分の発言や行動に“まち全体として

プラスに働く”とか“まちの発展に寄与する

かを意識する”などの参加への質の高さを求

められると「まちづくりの参加」へのハード

ルが高くなりやしないか？

　気軽に少しでもより多くの市民が参加する

という量を求める段階ではいかがか？急速な

少子高齢化と財政状況の変化等からコンパク

トシティーの必要性など市民生活に大きな影

響が予想される等、市民生活に直結すること

であり、大いに市民に説明し、市政に関心を

もってもらうべく、なんらかの方策が必要で

なかろうか？

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　気軽に市民が参加できる環境づくりはとて

も重要であることから、第七次伊達市総合計

画策定にかかる市民参加については、まずは

知っていただくことに重点を置き、多くの方

に参加をいただきました。

　基本計画P73施策0501「みんなが参加する

協働のまちづくり」にもありますが、身近な

ところからまちづくりに興味・関心を高めて

もらう取組を進め、共通キーワードである

「情報」を効率的・効果的に発信、そして共

有することが重要と考えております。

　ご意見のとおり、多くの市民に参加いただ

けるよう、発信方法に工夫をしながら、まち

づくりに参画しやすい環境づくりと情報提供

の場をつくってまいります。

8-3

その他その他その他その他

8

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見

提出者

21/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　②市民のまちづくりへの参加については

「情報の提供」と「参加結果の返信、評価」

の要件が必要と考えます。情報の提供は市民

がまちづくりに参加する基本的な条件と思わ

れる。行政にまた、参加した市民も発信、言

いっぱなしを回避するうえでも、その後どう

なったのかは知りたい事だし、返信があって

初めて市政への参加が実感できるのではない

だろうか？このへんの体制は構築できるかい

なか。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　第七次伊達市総合計画に係るワークショッ

プをはじめ懇談会やアンケートなどの市民参

加を実施し、多くの方に参加をいただきまし

た。その内容については、ホームページや広

報紙にて公表しております。また、フェイス

ブックも活用し、パブリックコメントや説明

会などの周知も行ってまいりました。

　市民の皆さまにまちづくりへ参加をいただ

くためには情報の共有は大変重要であるた

め、引き続き多くの方に参加をいただけるよ

う、情報をわかりやすく提供し、結果の公表

を行ってまいります。

8-4

その他その他その他その他

8

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見

提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　③「市民力」が発揮される環境を作るとし

ていますが、どのような環境づくりをかんが

えているのか？具体施策はどのようなものな

のでしょうか？

　市行政の計画実施は市の業務であり、加え

て市議会の役割も関係しており、第一義的に

は市及び議会の活性化が期待されるものと思

いますが、いかがか？

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　重点の「活躍」にもありますが、まちづく

り研修開催数(ワークショップ含む)を増や

し、まちづくりに対し興味・関心を高めても

らう取組から始めていきたいと考えておりま

す。

　議会中継がユーチューブで開始されたこと

により、気軽に議会傍聴が行える環境になっ

たことや議会だよりのリニューアルにより、

まちづくりに関してより身近に感じられる取

組も行われていることから、引き続き議会と

協力しながら伊達市の活性化に向けて情報発

信をしてまいります。

8-5

その他その他その他その他

8

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見

提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　基本目標、実施計画への提案について

　①「自然環境の保全と自然の豊かさ」の発

信

伊達市の良さの一つは温暖な気候と雪の少な

さ及び海あり山ありの自然環境の豊かさと思

われます。この良さを維持する施策を取り込

み、発信する事が必要ではないでしょうか？

ちなみに第六次伊達市総合計画でも将来像と

して「自然を育み　未来に向かって挑戦する

人に優しいまち」と提言されていました。市

民アンケートでも市民が考える「豊かさ」の

項目でも自然環境は上位から４番にありま

す。

　今後の人口減少への対応策の一つとしても

この良さを発信してはとも考えます。自然の

豊かさに加えて文化的資産（アイヌ文化、武

家による開拓の文化、縄文文化、など）も加

えて発信してはどうか？

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　自然とのふれあいは、まちづくりの方向性

や将来像を構成する要素の一つであるととも

に、生活にうるおいや安らぎを与えるもので

あり、自然環境の保全は、その基盤であると

認識しております。

　基本計画素案は、まちづくりの基本的構想

を体系化したものであり、具体的施策を明記

することはできませんが、ご提案いただいた

内容につきましては、今後の業務の参考とさ

せていただきます。

　

　

8-6

その他その他その他その他

8

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見

提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　基本目標４「安心・安全で住み良いまちづ

くり」への提言

　地球温暖化、二酸化炭素排出などに伴うと

思われる異常気象、自然災害の発生は我々の

生活の根底にある課題である。

第六次伊達市総合計画では重点施策に「環

境」が掲げられていたが、第七次伊達市総合

計画では縮小され、基本計画の施策0402の必

要な取組05「低酸素社会の構築に向けた思想

の普及」記載されているのみである。

近年人間への健康が懸念され、改善への取組

がはじまっている「マイクロプラスチック」

問題について関心を高めていかなければなら

ないと考える。この「マイクロプラスチッ

ク」問題についての住民の意識の育成が必要

で、これを取組として加えるべきではと思う

がいかがか？

取組としては住民意識の醸成や海浜の環境保

全等が考えられる。合わせて市の環境計画に

も整合性が図られる必要があるかと考えま

す。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　海洋ごみの問題は、世界的な問題となって

いますが、なかでもマイクロプラスチック

は、食物連鎖により、いずれ人間の健康にも

影響を及ぼす可能性があるとの専門家の意見

もあります。

　その発生源は、研磨剤や洗顔料などの生活

日用品に含まれるもののほか、海洋ごみのプ

ラスチックが分解されたものであるなど国等

により調査研究が進められています。

　基本計画素案は、まちづくりの基本的構想

を体系化したものであり、具体的施策を明記

することはできませんが、基本目標４「安

心・安全で住み良いまちづくり」では、目指

すべき姿を豊かな自然や地域環境を守りなが

ら衛生的で安心して暮らすことができるまち

としております。

　その取組は主に素案P70の施策0402「居住

環境の整備と地域環境の保全」のうち、必要

な取組04.「身近な地域環境美化の推進」及

び06.「循環型社会の構築」が担うと考えま

すことから、国や道等の取組を参考としなが

ら、環境基本計画での施策と関連する部署と

連携を図ってまいります。

8-7

その他その他その他その他

8

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見

提出者

25/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　街づくりの資料を読み、これだけ多種な意見をす

くいあげて下さった当局の姿勢に感謝します。施策

展開について考えてみました。

基本目標１

Ａ．市民が地場産業の株主になり、元金、利子は製

品で賄う

Ｂ．個人で作っている花壇をめぐる地図を作り、観

光資源とする。

基本目標２

Ａ．市の中心部分に学校があるので、実験器具、参

考品等は優れたものを用意し、バスで学生を移動さ

せ共用させる。

Ｂ．子供は3人目から全て無料にする。

Ｃ．稀府、黄金方面に市営住宅を建て、近辺都市の

ベッドタウンにする。

Ｄ．テレワークの企業に、いかに伊達市が子育てに

適しているか宣伝する。

基本目標３

Ａ．高齢者の移住を歓迎する。

Ｂ．町の中に和菓子とお茶を楽しめる場所を用意す

る。

Ｃ．開拓記念館周辺にもっと椅子を用意する。

Ｄ．高齢住宅に派遣されるヘルパーさんの質を高め

る。

Ｅ．開拓時代から受け継いできた食の文化を紹介す

る。

基本目標４

Ａ．市内循環バスの範囲に黄金、緑丘を入れる。

Ｂ．空気は良く、気候が安定している。札幌にも行

きやすい。借家が安ければ住む人は増える。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　第七次伊達市総合計画の策定にあたりまし

ては、さまざまな手法により、多くの方から

ご意見をいただき、まちづくりの方向性とし

て取り入れてまいりました。

　この度、いただきましたご提案につきまし

ては、具体的な取組の内容になりますことか

ら、総合計画に直接記載することはできませ

んが、方向性は計画に合致しているものもあ

りますので、事業化したときの費用・効果等

も十分検証し、市がやるべきこと、市民が主

体となって市が支援すべきことなどを判断し

ながら事業化を検討してまいります。

9-1

その他その他その他その他
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意見

提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　私は、伊達を終の棲家と決め転居し、現在

に至っています。伊達市の第一印象は、転居

翌日、自家用車でホーマック駐車場に間違っ

て出口から入ってしまったときのことです。

　「何見てんだ!!バカ野郎」と罵声を浴びて

しまいました。確かに「入口」「出口」の看

板があります。間違った自分が悪いのです

が、このことに衝撃を受けました。「何と人

の良くないまち」だなあと思いました。

第七次伊達市総合計画は、残念ながらつい最

近まで知りませんでした。したがいまして、

深く読む時間がなくそのような中でのコメン

トになります。

　先ず、感じたことは、

　目指すべき方向性は、正にそのとおりで、

よくできているなぁと思いました。ただ、第

六次伊達市総合計画で進めてきたまちづくり

が、どうなったのかの総括というか、出来た

こと、できなかったこと、なぜできなかった

のかなど触れられていません。この種はない

のか、どこにあるのでしょうか。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　伊達市にお越しいただいて翌日ににそのよ

うな体験をされたというのは大変残念です。

　素案の中でも「みんなが豊かさを感じられ

る　市民幸福度最高のまち」を目指すとして

おりますが、従来からここに暮らす方も、新

たに来られた方も、すべての人が幸せに暮ら

すためには、誰にでもやさしいまちであるこ

とが非常に重要になります。

　多くの方が心にゆとりとおおらかさを感じ

られるよう、幸福度最高のまちを目指して取

り組んでまいります。

　平成21年から平成30年までの10年間、第六

次伊達市総合計画の中で様々な事業を行って

まいりました。

　これらの事業につきましては、実施計画を

つくり、毎年内容を確認・精査しておりま

す。また、その中でも重点施策に該当する部

分については、事務事業評価として、さらに

詳しく評価を行っております。

　これらは、いずれも市役所内で評価・検証

を行っており、結果は市のホームページや冊

子にて公表しております。

　第七次伊達市総合計画の策定にあたりまし

ては、第六次の計画期間満了まで待つことが

できないため、平成28年度時点での実施計画

や事務事業評価を基にして総括し、反映して

おりますが、実施計画、事務事業評価は約

700事業に及ぶため、素案では具体的な評価

内容は記載しておりません。

10-1

その他その他その他その他
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意見

提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　以下、パブリックコメントの意図に合わないかも

しれませんが、私の普段思っていること・考えてい

ることを書きますので、計画を具体的に進めるにあ

たって参考・斟酌していただければと思います。

①私の第一印象・ごみ出しのマナーなど日常生活か

ら見て、伊達の住民の意識・レベルはそれほど高く

ないと感じます。まちづくりを「自分ごと」と捉え

るのは難しいと思います。底辺をどう引き上げるか

だと思います。

②子どもの農への参加機会を作る。野菜を育て収穫

する体験学習（田んぼで田植えのような）。乳しぼ

りなど酪農体験をして動物に感謝する心を育てる。

併せて、林業・漁業も子ども参加型の取組を実施す

る。

③だて観光協会のネットでは「あるく」などあるの

ですが、インフォメーションセンターは無い（だて

観光協会にあるのか）ので、人の入込の多い「道の

駅だて歴史の杜」に設置もしくは機能を持たせるな

どして、ネットだけでなくもっと一般にも広げるよ

うにして欲しいと思います。（外国人対策、パンフ

レット類も充実させる）

④伊達の青空・夕陽の茜色橙色は、夏も冬も素晴ら

しいです。少し高台へウォーキングをすると、周り

の山々や海・海の向こうには駒ヶ岳が見えます。Ｐ

Ｒ不足と思います。

　「あるく」の歌碑・百年の樹・ウォーキングルー

ト・花、良いものがあるのに知られていないのでは

…。例えば小学校の「だて学習に入れてもらう。

　「だてまっぷ」に周りの山々の名前を入れて欲し

い。伊達に住んでいて丸山なのか東山なのかわから

ない。

意見

提出者

　いただきましたご意見につきましては、具

体的な取組になりますことから、総合計画に

直接記載することはできませんが、方向性は

現計画に合致しているものが多くありますの

で、ごみ出しマナーの啓発や子供の農への参

加のように、既に取組を行っているものにつ

いては、効果をさらに高められるよう内容や

情報発信の仕方について検討を行います。

　また、そのほかにつきましては、事業化し

たときの費用・効果等も十分検証し、市がや

るべきこと、市民が主体となって市が支援す

べきことなどを判断しながら検討してまいり

ます。

10-2

その他その他その他その他
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

改善してほしいこと

⑤伊達の堆肥のにおいです。時期と風向きで

街中がこのにおいです。室蘭の人からは「あ

あ伊達のにおい」だねと揶揄されます。うち

の畑でも、最初一回目は知らないで使いまし

たが、特に住宅街では使えません。他の堆肥

は何故におわないのでしょうか。単価が少し

上がるかもしれませんが、消臭剤の使用も検

討すべきと思います。環境ダイゼンの「き

えーる」もあります。観光客も移住体験者も

このにおいにあったら、どう感じるでしょう

か。

意見

提出者

　伊達市は、古くから農業が盛んであり、現

在も基幹産業として多くの農作物が生産され

ております。

　まちの成り立ちとして、広大な農地の中に

小さな集落があったものが、人口が増えるに

従い、もともと農地だった場所にも住宅地が

拡大していったため、農地と住宅地が隣接し

た現在のようなまち並みになっております。

　ご指摘のとおり、時期と風向きによっては

街中でも堆肥のにおいがすることもございま

すが、堆肥は野菜を育てる上で重要なもので

あり、使用を制限することは難しいと思われ

ます。

　消臭剤の使用に関するご提案についてです

が、街中のにおいを消すためには、大規模な

散布が必要になることから、環境や人体に与

える影響の調査を含めて、相当な費用がかか

ります。

　快適な住生活を送るため、においへの対策

が必要であることは重々承知しております

が、以上のような理由から、すぐに実現は難

しいと思われます。

10-3

その他その他その他その他
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

⑥カラス対策についてです。特に伊達信金本

店・アークス付近は、上を見るとカラスの大

群が飛んでいるか、電線にびっしりと止まっ

ています。道路は糞の跡だらけです。糞が

降ってくることもあります。春には、後ろか

らぶつかってくることもあります。これも、

観光客が見たらどう思うでしょうか。

　

　以上、思うままに書きましたが、私の間違

い・知らない部分があるかもしれません。ご

指摘いただければと思います。

　限りある財源をどう効率的に使用するか。

無駄を省き、身の丈に合った方策をとられる

ことを望みます。

　私も、微力ながら可能な限り後押ししたい

と考えています。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　カラス対策については、景観上や衛生上の

問題だけではなく、畑作物などへの被害も出

ていることから、一部駆除も行っており、公

園、街路樹、その他公共の場でつくられたカ

ラスの巣の撤去なども行っております。

　しかし、まちなかでの駆除は難しく、電線

にカラスがとまることを防止するための装置

を北海道電力が設置していますが、学習能力

が非常に高く効果を持続させることが難しい

状況です。

　カラスが集まる一つの原因として、家庭ご

みの出し方などもありますので、ごみ出しマ

ナーの啓発についてもさらに取り組んでまい

ります。

10-4
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提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの
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意見

提出者

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

自然環境は伊達市民の生存と生活の基盤であ

る事を原点とした計画を策定する。

(自然環境の状況・変化を常に把握し、対応出

来るようにすることが市民の生存・生活をま

もることにつながります。)

次の箇所に以下の項目を加えていただければ

と考えます。

●「将来像」に、「人類の基盤である自然環

境をまもり育てる」を

●「キーワード」に「自然環境」を

●「基本目標」に、「自然をまもり育てる」

を

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　自然環境の保全については、まちをまも

り、生活していく上でとても重要であると認

識しております。

　将来像については、素案の中で「みんなが

豊かさを感じられる　市民幸福度最高のま

ち」を目指すとしており、幸福度を高めるた

めに、自然環境をまもることは重要な要素の

１つであります。

　それぞれの項目に記載はいたしませんが、

豊かな自然や地球環境をまもりながら、ご意

見の内容については取り組んでまいります。

11-1

その他その他その他その他
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

　自然環境を保全し、自然の豊かさをまちづ

くりに位置づける

伊達市のよさの一つは温暖な気候と雪の少な

さ及び海あり山ありの自然環境の豊かさで

す。

この自然環境のすばらしさを維持発展する施

策を実施することが必要です。

第六総でも「自然を育み　未来に向かって挑

戦する　人にやさしいまち」とありますし、

「市民アンケート」でも、まちの豊かさの４

番目に「自然環境」とあります。

 この伊達の自然環境の豊かさは、伊達市の人

口減対策につながるものと考えます。

文化的資産(アイヌ文化・武家・縄文)につい

ても同様です。

自然資産の指定と保全、新たな自然資産の拠

点についての提案

① 指定する→有珠海岸(残された自然の砂

浜・磯)、長流川野鳥観察点(群を抜く多種

類)、谷藤川等植物観察点(希少植物・景観)、

大滝、有珠山等ジオパーク観察点及び保全強

化

② 自然観察、自然環境学習の取組の実施、及

び「伊達市自然100景」などの選定

③ 豊かな自然資産を学び、体験し、楽しむ拠

点（施設）の創設　(例：子どもから大人まで

楽しめる)

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

その他その他その他その他

11

　自然とのふれあいは、まちづくりの方向性

や将来像を構成する要素の一つであるととも

に、生活にうるおいや安らぎを与えるもので

あり、自然環境の保全は、その基盤であると

認識しております。

　基本計画素案は、まちづくりの基本的構想

を体系化したものであり、具体的施策を明記

することはできませんが、ご提案いただいた

内容につきましては、今後の業務の参考とさ

せていただきます。
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意見

提出者
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

地球温暖化が顕著になり、さまざまな影響が

起きることを認識し表記すること。市と市

民、事業者も温暖化への対策を強化する事を

明記していただきたい。(認識の共有は子ども

も含める。)

(地球の気温・海水温は上昇し続けている。近

年の集中豪雨の被害拡大もその表れ。

世紀末に平均気温は+４℃になり、人類の生存

生活に想像を絶する影響がある)

海洋汚染（マイクロプラスチック汚染）の悪

影響が世界的に深刻化している。

海洋漂着ゴミの除去、処分などにも行政の積

極的な関与が今以上に必要。

環境家計簿など(CO2対策)は事業者にも広げ取

組みをする。

　

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　地球温暖化については、大変重要な問題と

認識しており、素案P６の２.計画策定の背景

(1)社会潮流⑥「地球環境問題の深刻化」に

記載をしております。

　環境家計簿は、各家庭に１年目で二酸化炭

素の現況排出量を把握していただき、排出削

減のための工夫に努め、２年目以降の結果で

削減量を実感していただくことを趣旨として

開始され、地球温暖化防止意識の向上のため

の有効な方法の１つとして認識しておりま

す。

　しかしながら、毎月の電気、燃料、水道使

用量やごみ排出量にCO2排出係数を乗じ集

計、記帳する作業の負担が伴うため、モニ

ター辞退者や家計簿回収率の低下が目立ち、

モニター制の意義が失われ継続が困難な状態

となり、現在は、ホームページ掲載による任

意参加としています。

　二酸化炭素排出削減などの環境問題への関

心や意識付けの普及には、地道な取組が必要

であると考えますため、関係部署との連携に

より環境家計簿をはじめとする地球温暖化防

止意識の普及に努めてまいります。
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その他その他その他その他
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

まちづくりは行政・市民(事業者)の積極的で

具体的な参加・取り組みにより進めること

(まちづくりにおいては市民の参加なくして

は、市民の求めるまちづくりは困難です。人

口減や財政難のなか、コンパクトシティに移

行するとなるとなおさら、市民の理解がカギ

です。市民への積極的働きかけが今後はます

ます重要になり、そうでなければ未来は拓け

ないと考えます。)

①実質的かつ実践的な市民参加を増やすため

の対策

②市民参加レベルにもPDCA(計画・実施・評

価・改善)を

③まちづくりにシルバー世代の力も生かす

(高齢化はマイナスではありません。シルバー

世代は、知恵・経験・技術力などを持ってい

ます。他地域の事も知っています。そのパ

ワーをまちづくりに生かすべきです。高齢化

社会なら当然と考えます。)

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　よりよいまちづくりを進めるためには、市

民参加は不可欠であり、そのためには市民へ

の積極的な働きかけが重要であると認識して

おります。

　第七次伊達市総合計画策定に係る市民参加

については、これまで以上に情報を発信し多

くの方に参加をいただきましたが、他の案件

につきましても重点として掲げているこれま

で行ってきたまちづくりに係るワークショッ

プなどを積極的に行い、市民意見の吸い上げ

に力を入れてまいります。

　PDCAにつきましては、重要と考えておりま

すが、まずは市民参加を知っていただくこと

に重点を置き、その上で検討してまいりま

す。

　現在も多くのシルバー世代の方に活躍をい

ただいており、本案件に係る住民説明会など

においても、多くの方に参加とご意見をいた

だきました。ご意見のとおり、伊達市には

様々な経験や意欲のある方が多いため、その

大切な知識を生かしていただけるように、人

材の情報収集をしてまいります。

11-4

その他その他その他その他
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

◆P2~P4　「計画の策定にあたって」～「③実施計

画は別途定める」に関連し

I. 昨年8月30日、出前講座「第六次伊達市総合計

画」（H21年度～H30年度　以下「第六次」）を森

ネット対象に実施されました。その成果をもとに

「第七次」素案を検討しました。その結果を述べま

す。

(1) 下表で示すように「第六次」の中に「環境」の

重点計画「成果指標」7つがあり、「平成19年度現

在値」と「平成30年度目標値」を示しています。し

かしその総括がなされていないと考えます。市民参

加で、第六次総合計画の事業の実施内容・その評価

と改善についての実施が無かったと思っています。

平成30年8月に発行された「伊達市環境白書」で

は、これら7つの「第六次」の「成果指標」につい

て3つが記載されていますが。

特に「第六次」の「木質ペレット生産量の平成30年

度目標値2000t/年」は未達成のままとなっていま

す。なぜ未達成なのか、教訓や課題が何なのかを明

らかにし、目標値の見直しを図るべきと考えます。

「伊達市事務事業評価実施要項(平成22年訓令第15

号)」で「③実施計画は別途定める」とし、「3年単

位で策定し、毎年見直す」ことになっているので、

「木質ペレット」の評価は、「ペレットストーブ購

入支援事業」（H28年度で終了）「農業用ペレット

ストーブ購入費補助事業」（H28年度で終了）「木

質ペレットボイラー導入支援事業」（H26年度単年

度実施）として「重点計画」を中止していると説明

するかもしれませんが、「第六次」を作成する際、

市民の意見を聞いた責任上、中止した理由なども含

め説明責任、及び、「総合計画」の教訓も明らかに

すべきです。

重点政策「食」「教育」「生きがい」などについ

て、「環境」以外にも、このようなことがあるのか

ないのか、総合計画に照らし合わせ、議論したのか

しないのか、そのことを明らかにするのが、「最上

位」の総合計画であると考えます（P2「(2)計画の

位置づけ」）。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　第六次伊達市総合計画で進めてきた事業に

つきましては、実施計画として年度ごとに取

りまとめ、ホームページ上や冊子にて公開し

ております。

　また、重点政策に関わる事業につきまして

は、事務事業評価として毎年検証を行い、課

題等を確認しております。「環境」に関連す

る事業についても重点となっておりますの

で、同様に評価・検証を行った上で結果を公

表しております。

　目標の達成度についてですが、事業の内容

によっては、天候や社会情勢等のさまざまな

外的要因の影響を受けるものもあるため、こ

ちらにつきましては、事務事業評価の中で要

因を検証し、事業内容の確認を行っておりま

す。

　第七次伊達市総合計画の策定にあたりまし

ては、第六次の計画期間満了まで待つことが

できないため、平成28年度時点での実施計画

や事務事業評価を基にして総括し、反映して

おりますが、実施計画、事務事業評価は約

700事業に及ぶため、素案では具体的な評価

内容は記載しておりません。

　また、目標値につきましても、計画最終年

度に達していないため、平成28年度時点の数

値は把握しておりますが、公表はしておりま

せん。

　今後、第六次伊達市総合計画の計画期間の

満了後、全体的な総括を行うとともに、第七

次伊達市総合計画においても、引き続き丁寧

に評価を行い、将来像の実現に向け進めてま

いります。
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

(2) 「策定の背景」（P5~14）で指摘している今後

の厳しい現実があります。10年後の市の人口が3万

人ギリギリと予想されることから、各種団体・サー

クルなどが・縮小・消滅、公共施設の維持管理の困

難も予想されます。そこで「第七次」の中間点・

2024年前後に於いて「中間総括」を行ない、市民の

知恵や知識を引出し、困難を克服していく必要があ

ります。以下、理由を述べます。

(ア) 「第七次」の計画文書は、「第六次」より

「総括できないような抽象的な表現」が多くなって

います。「定量的」に評価できるよう中間点で修正

し「中間総括」すべきです。

(イ) 「第Ⅱ部まちづくりに対する市民意識」の内

容も、「要求」「願い」「希望」「意見」を述べる

にとどまり（P19～P36）、「策定の背景」

（P5~14）が深まらず、「あとは行政にお任せ」

（P3「③実施計画」）となったのではないでしょう

か。その表れが「③実施計画は別途定める」に行き

着くと考えます。人口減の困難を抜け出すためにも

「行政任せ?」から実質的市民参加の道を模索すべ

きです。

毎年、新年度を迎える時期に「予算の分捕り合戦」

が行われます。今後、厳しい財政の中で、市民には

わからない“力学”が激しさを増すことが予想され

ます。その結果がペレットストーブのような事例と

して表れると推測します。

多額と思われる外部発注も行い、税金約2500万円を

費やした「第7次」案が、第6次のように、また市民

参加の総括無しに終わらないことを望みます。実施

計画も速やかに市民に示し、計画実施の評価と改善

までを市民参加で行なうことが重要と考えます。

「別途定めた実施計画」及び「3年単位で策定し毎

年見直す」という関連資料をもとに、5年間のお金

の流れも明らかにして中間総括すべきです。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　市民参加につきましては、多くの方に参加

していただきたいとの考えから、複数の取組

を行ってまいりました。

　いただいたご意見につきましては、全て実

現することはとても難しいため、その中でも

市民の皆さまが重要だと考えている点や、新

たなアイデアや視点などを参考とし、第七次

伊達市総合計画へ反映させていただきまし

た。

　住民説明会の中でも、「自分ごと」という

考えに共感していただいた方は多く、今後も

さらに市民参加に対する意識を高められるよ

う、積極的に啓発を行ってまいります。

　第六次伊達市総合計画で進めてきた事業に

つきましては、実施計画として年度ごとに取

りまとめ、ホームページ上や冊子にて公開し

ております。

　また、重点政策に関わる事業につきまして

は、事務事業評価として毎年検証を行ってお

り、そちらについても同様に公表を行ってお

ります。

　第七次伊達市総合計画の策定にあたりまし

ては、第六次の計画期間満了まで待つことが

できないため、平成28年度時点での実施計画

や事務事業評価を基にして総括し、反映して

おりますが、実施計画、事務事業評価は約

700事業に及ぶため、素案では具体的な評価

内容は記載しておりません。

　今後、第六次伊達市総合計画の計画期間の

満了後、全体的な総括を行うとともに、第七

次伊達市総合計画においても、引き続き丁寧

に評価を行うとともに、中間での評価・総括

を行い、計画の実現に向け進めてまいりま

す。
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その他その他その他その他
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意見

提出者

36/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

a)地理的特性

この項目は「①まちのなりたち」に含まれて

しまっていますが、文字通り次の「②まちの

特性」に含まれる内容だと思います。

　その上で、ここには20-30年と繰り返し有珠

山噴火災害に見舞われる地域であるという特

性を述べておいてはいかがでしょうか。他に

も大滝の風雪害や昨今、地球環境の変化から

被害が増えている大雨による河川氾濫など自

然災害の影響について整理しておくこともそ

のあとの課題や対策を考える上では必要では

と思います。

また、大滝区は山間・過疎孤立（消滅集

落）・流通交通など多くの課題を抱えている

地域でもあります。もう少し「市としてどう

大滝の課題を捉えているのか」についてここ

で書き出しておく必要はありませんか？　P30

大滝区住民懇談会で出た意見・提言からしか

課題がみえてこないというのは市の総合計画

として残念な思いを（失望の声も）抱かせる

とともに対策がぼやけてしまうようで大変危

惧しております。

この項は後の項につながる背景を書き出して

いる部分ですので、自然による恩恵と災害・

地形などの不利益がまとめられていると良い

と感じました。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　ご指摘いただいたとおり、素案P8（2）伊

達市の現況に記載しているａ）地理的特性に

つきましては、現在の内容であれば①まちの

なりたちよりも②まちの特性として記載した

ほうが、より馴染むものと思われますので、

修正させていただきます。

　また、有珠山噴火による災害についても、

この地域の特性として重要な事項でもありま

すので、噴火がこの地域に与えた影響や自然

の恵みと表裏一体のものとして記載いたしま

す。

　大滝区を含め各地域の課題につきまして

は、計画の構成上、素案P13（５）「伊達市

が抱える課題」の中で整理することとしてお

りますので、素案P８（２）「伊達市の現

況」の中で記載することはできませんが、ご

指摘のとおり、懇談会の中などでも多くのご

意見をいただいており、伊達市としても課題

認識の重要性は十分理解しております。

　大滝区に限らず、伊達地域内においても、

その地域ごとに課題がございますが、第七次

伊達市総合計画を策定するにあたり、地域ご

との課題を伊達市全体のこととして認識し対

応するという考えから、地域を指定した課題

の記載はしておりません。

　各地域の課題解消に向けた具体的な事業に

つきましては、実施計画の中で検討してまい

ります。
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

（５）伊達市が抱える課題

　ここにあげられている5点は、他の多くの市

町村も抱えている課題でもあり、「伊達市独

自の課題」がもう少しあげられていると良い

ように思いました。

たとえば、有珠山噴火災害の影響、大滝区の

抱える課題、障がい者が多く暮らす街である

がゆえの高齢に伴う課題などが考えられると

思います。ほかにはないでしょうか。それを

考える上でもアンケートやみらい会議・住民

懇談会などであがった市民からの意見も見直

すことが大切なように思いました（市民の声

をあれこれ拾って、そこから広い視野で検証

しなおす）

＊今回の計画は地区別ではなく全市的にまと

めると説明がありましたが、なりたちから魅

力、特性、課題まで、伊達と大滝区はまった

く異なります。今からわけて考えることは難

しいけれど、ひとつひとつの項目に対し、大

滝独自の独特のポイントはおさえていった方

が良いように思いました。ある会議でも「大

滝のことを市はなんにもわかっていない、み

ようとしていない！」という強い意見が出て

いました。住民懇談会・説明会でも独特の意

見が出ており、とても気になるところです。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　伊達市の抱える課題につきましては、これ

まで行ってきた市民参加の中でも多くのご意

見をいただいております。

　ご指摘いただいたとおり、有珠山噴火をは

じめ、水害、風害、大滝区においては雪害な

ど、近年多くの災害が発生している状況もあ

りますので、この点につきましては素案P13

（５）「伊達市が抱える課題」に追加させて

いただきます。
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

①人口の減少と人口構造の急変が多くの困難

をもたらす

　１行目：本市の人口は減少傾向にあるのは

事実ですが、「この傾向は今後も継続し」と

それをそのまま受け止めるかのような表現が

気になりました。それに続く文章も同様に人

口減を当然のことと受け止めてしまっている

ようです。

　人口減を止める意識は持てないでしょう

か。それだけの魅力が伊達市にはあると思っ

ています（それを確認するためにP8-9など前

段が重要）地理的にも文化的にも他市町村に

負けない良さがあるにも関わらずそれが意識

されていないようにみえ、そのため移住促進

や雇用機会を増やすことにアピールが足ら

ず、活かされていないようにみえ、残念に

思っております。

　この段の出だしは、「この傾向が今後も継

続してしまうようであれば」という表現にと

どめて「少子化・高齢化の進行と合わせて、

人口構造が急変するものと考えられます」と

できないでしょうか。あわせて10-11行目のし

めの文章も「こうした変化に対応して」とい

うよりは、「我が市の人口減少の要因を分析

し対策を考え」というような考えと表現にな

ることを強く希望します。

なお、8-9行目は少子化高齢化の話ですので次

の段にまとめられてはと思いました。

意見

提出者

　素案P13（５）伊達市が抱える課題では、

あくまでも現在の状況として課題を整理して

おり、人口減少につきましては、2018年に国

立社会保障・人口問題研究所が公表した「日

本の地域別将来推計人口」を基に客観的に推

計したもので、今後行っていく新たな取組な

どの効果は含まれておりません。

　ここで挙げているほかの課題につきまして

も、ほとんどが人口減少を原因としたものと

なっており、人口減少への対策は特に重要な

課題であると認識しております。

　これまでも対策として移住・定住に関する

取組等行ってきておりますが、ご指摘のとお

り、アピールも含めて成果が十分であるとは

言えない状況であり、こちらについては、さ

らに効果的な取組について検討を進めてまい

ります。

　しかし、伊達市だけではなく日本全体の人

口が減る中、主要都市を除いた自治体では人

口の取り合いとなっており、現状では、人口

増加を前提としたまちづくりを目指すことは

大変難しいことから、そうした状況を踏ま

え、厳しい視点で記載させていただいており

ますので、ご理解いただければと思います。
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

⑤地域コミュニティの活力が失われ、人のつながり

が希薄化する

出だしに「人口の減少や少子化、高齢化の進行は、

自治会等を中心とする地域コミュニティの担い手不

足を誘発し、地域活力の低下につながります」とあ

りますが、はたしてそうでしょうか？

　自治会は加入率が減り、役員のなり手が不足する

という大きな課題を抱えていますが、加入し活動を

支えているのは若年層ではなく、退職後に自分の時

間を持てるようになった高齢者自身であったりもし

ます（自営業の若手もいないわけではありません

が）　今後高齢化が進むということは同様に「自分

の時間をもつ人が増える」ということでもあり、活

動する人材が増えると考えることもできます。むし

ろ課題は「自治会への加入と参加意欲」で、これま

でと比べ「自分の時間を大切にする」と言われてい

る団塊の世代とそれ以降の人たちが、自治会という

互助活動にどれだけ意義を感じて参加するか、なの

ではと感じています。地域コミュニティは自治会ば

かりではありませんが、「地域コミュニティの担い

手不足」は「少子化、高齢化の進行」が誘発するも

のではなく、「市民の互助意識と意欲がふるわない

こと」が要因のように感じています。

　そう考えると重要なのは６行目以降に書かれてい

る「活動しやすい組織のあり方の検討」であり、多

様な「個人」の好む活動の場（それらの動きと表現

されている部分）と地域コミュニティが連携するこ

と『が』重要なのではないでしょうか。

市民が自分の時間を大切にしながらも、自分が幸福

に暮らしていける環境を維持するために互助にも意

識を向けられるようになることが大切だと感じてい

ます。

　そして共助公助はそれを助ける「後ろ盾」とし

て、後4行の部分をこれからもしっかりとお願いし

たいと思っております。

意見

提出者

　人口減少や高齢化がコミュニティ活動に与

える影響についてですが、これらが進行する

ことで労働人口は減少し、年金受給開始年齢

も引き上げられたことなどから、定年延長

や、退職後も働き続ける人が増え、これまで

以上に退職後の時間が少なくなってきており

ます。

　そうした状況が地域コミュティの担い手不

足に大きな影響を与えている一方で、ご指摘

のとおり、自分の時間を大切にする人が増え

ていることもコミュニティ活動の低下の原因

となっております。

　こちらへの対策として、共助意識の啓発は

行ってまいりますが、急激な意識の転換は難

しいことから、素案にも記載しておりますと

おり、参加しやすい環境づくりを進めること

が重要であると考えております。

　

　いただきましたご意見につきましては、現

在の素案の中に不足しておりましたので、記

載を追加いたします。

12-4

反　映反　映反　映反　映

12

40/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

（３）まちの魅力を高め、まちに新たな風をおこす

①人口の減少と人口構造の急変が多くの困難をもたらす

ここを読むと「人口減少をくいとめ〜」とあり、P13①の

表現として気になったことが表現上の問題であったと安堵

します（やはり前述の表現は考え直していただければと）

　まちの魅力を高め　とありますが、市は伊達市の魅力は

どこにあると感じているでしょうか。これは住民説明会で

市長に答えていただきましたが、北海道の魅力のようにも

聞こえました。

　ここで書かれている通り「まちの魅力を高める」ことは

重要なポイントです。ただ、それには漠然と良いところを

伸ばすというよりも、魅力を知り、意識し、それを磨き上

げるように伸ばすのが効果的ではないでしょうか。無い・

足りないもの（課題）を知り、意識し、つくりあげる・呼

び込むというのも同じく、今自分の手元にどんなものがあ

るかを知ることで把握できるのだと思います。高校生ワー

クショップや広域アンケート、みらい会議などでは市民か

らたくさんの魅力があげられていたと思います。それらも

拾いながらまちの魅力を顕在化し、その中から特に計画的

戦略的に伸ばす魅力を選び（絞り込み）、目標と計画をた

て、実行する。そういった作業がないため（もしくは書か

れていないため）その後に記載されていることの焦点がぼ

やけたり、唐突な印象を受けます。伊達はこんな街、この

ような魅力がある街という部分をはっきりと示し、その後

の「キーワード」「将来像」そして「目標」〜計画へとつ

なげてもらえればと思っています。

＊私自身は、移住組なので伊達の魅力・よいところを具体

的にいくつもあげられます。それを生まれ育った人があま

り意識されているようには見えず、磨けば良いのにその気

配があまり見えないことを「もったいない…」と常日頃

思っています。

＊顕在化する方法　たとえば「伊達にある日本一」とか

「日本ではじめて伊達で行われたこと」例）ノルディック

ウォーキング（大滝）「伊達の有名人」画家音楽家スポー

ツ芸能　「伊達を舞台にした作品」「何が有名」伊達野菜

市民があまり知らないこと、実は自慢できることもあるの

ではないでしょうか（その逆も？）確認しあって誇りにで

きたら強いと思います。これらをコラムにしてもおもしろ

いかもと今書いていて思いました。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　第七次伊達市総合計画を策定するにあた

り、高校生ワークショップなどを行ってまい

りましたが、普段生活する中で当たり前のよ

うにあるものが、他の地域に住む方からすれ

ば、非常に魅力的なものであるということに

気づくことは、ご指摘のとおり、伊達市から

出たことがない人ほど難しいものでした。

　そうした意味でも、伊達市以外から来られ

た方や、伊達市で生まれて一度違う地域で生

活した方などの視点は大変重要であると考え

ております。

　また、外に向けて情報を発信するだけでは

なく、市内に住む方にも魅力に気づいていた

だき、市全体として盛り上げていくことも必

要となります。

　伊達市の歴史や自然、野菜など、これまで

も魅力を発信する取組を行ってまいりました

が、今後はさらにアピールを行っていくとと

もに、新たな視点での魅力探しを積極的に

行ってまいります。
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

地域産業の中核を担う農業の振興

　まさに「農」は伊達市の強みだと感じてい

ます。

　ただし、それを「生業」として市民が続け

ていくにはさまざまな整備と支援が必要であ

り、中には「業」としては難しい人もいるの

ではないでしょうか。

それでも我が市が「農」に取り組みやすい利

点をもっていることは確かであり、家庭菜園

を楽しみたい」という理由で近隣（室蘭市な

ど）から移住し通勤している人も少なくあり

ません。「誰もが家庭菜園を楽しめるまち」

というキャッチフレーズで移住促進をはかれ

るほどの強みだと思っていますし、「楽しみ

から生業へ」段階的に担い手を育てられる可

能性も秘めているのではないでしょうか。

　ここでは正論として「農業」の振興につい

て書かれていますが、もう少し視野と戦略を

広げて「農」からの振興として、目指すべき

姿や取り組みを考えてみてはいかがでしょう

か。これは違う分野にもかかるかもしれませ

んが。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　現在、当市で農業を生業を目指す方（新規

就農者）は、市外から移住され国や市の支援

を受けながら、市内の現役生産者の指導のも

と、独立に向けて２年間の研修に励んでいま

す。

　新規就農するには、研修期間中の生活資金

や就農後の営農資金の工面をはじめ、農地の

取得や就農指導者の確保等様々な課題があり

ますが、楽しみながら農業を「生業」とする

過程は、長期的な視点でみると農業に関する

様々な経験を経ることで、独立する機会をう

かがうことができ、担い手を確保するうえで

の一つの方法ではと考えます。

　いただいたご意見につきましては、農業の

振興としてだけではなく、生涯学習や移住促

進などにもつながるものですので、実施計画

を策定する際に、実現の可能性を含めて検討

してまいります。
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【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

消費者ニーズに対応した商業の振興

　「にぎわいの創出」はとても大切なことだ

と思います。にぎわいは地域全体を明るくし

ます。中心市街地の空洞化がたびたび問題と

してとりあげられ対策が練られ助成などもさ

れていますが、周辺地域に買い物や飲食でき

る店舗がなくなっていっていることも大きな

問題です（有珠や稀府、黄金の人たちと話す

機会に必ず話題になるのがこの課題です）

買い物弱者への支援に含まれるかもしれませ

んが、地域コミュニティに活力を与えるため

には店舗のある地域への足や商品配達を増や

すだけでなく、地区地域に「にぎわい」を

再・創出する考えや制度も重要だと考えてい

ますがいかがでしょうか。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　郊外への大型店舗の進出や、自家用車の普

及、人口減少などの影響を受け、まちなかの

商店が閉店・撤退するなど、伊達市に限らず

中心市街地の空洞化が全国的に問題となって

います。

　また、高齢化も進むなか、運転免許証の返

納などにより買い物難民も増加しています。

　これらの問題を解決するためには、新規開

業者の増加や交通手段の充実が必要となるこ

とから、現在も各事業者へ支援を行っており

ます。しかし、いずれも市からの補助金等に

より維持していくという仕組みだけでは、根

本的な解決は難しいことから、事業者も採算

が取れる仕組みづくりについて関係者の意見

も伺いながら検討してまいります。
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【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

次代を担う子どもたちを育む教育の実現

　02豊かな心と健やかな体を育む教育の推

進」の中にぜひ「福祉への高い意識」を身に

つけられることを入れていただきたいと思っ

ています。

伊達のまちの特性を考え、他市町村よりも自

然な形で多様性を受け入れ、学びやすいとい

う利点を活かし、「さすが福祉のまちをうた

う伊達の子どもは意識やふるまいが違う」と

いわれるように懐深くやさしく育てていけた

らと思います。住民説明会では手話の話をさ

れていましたが、肢体不自由児者父母の会な

ど当事者団体からは「もっと私たちのことを

知ってほしい・伝えたい」という声が聞かれ

ます。また、たとえば駐車場のマナーや優先

席利用に対するマナーを親子で育てていくな

ど、もっと身近なところから取り組んでもら

えたらと思っています。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　伊達市立学校においては、これまでも障が

いのある児童生徒と障がいのない児童生徒が

共に学習や活動を行い、相互の理解を深める

ための教育活動である交流および共同学習を

実施してまいりました。

　また、総合的な学習の時間を通して手話の

学習や福祉施設への訪問、体験学習を行うこ

とで福祉への意識を高めてきたところであり

ます。

　今後におきましても、素案P62施策0202

「次代を担う子どもたちを育む教育の実現」

の必要な取組「01.確かな学力の向上を目指

し特色ある学校づくりの推進」の中にも記載

しておりますが、伊達市のふるさと教育とし

て「だて学」を実施してまいりますので、そ

の学習の中で、福祉の学習をこれまで以上に

充実させ、人と人とが同じ社会に生きる人間

として、共に助け合い、支え合って生きる共

生社会の担い手を育んでまいります。
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既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

生涯学習の推進と地域人材の育成

　P60雇用と迷いましたが、「役割」創出とし

て、ここに「健康・福祉人材の育成」もあげ

るというのはいかがでしょうか。

　たとえば、健康づくり事業として茨城県が

「シルバーリハビリ体操指導士養成事業」と

いうものを行っています。「生涯学習」と

「役割」と「健康・介護予防」が一体となっ

た興味深い事業で、すでに県全域にと大きな

広がりと成果を見せています。その効果に注

目し日本理学療法士協会もそれを全国に普及

させる取り組みをはじめたところです。「楽

しい」がみつかり、自分らしく輝くだけでな

く「人も助け（不足を補い雇用につながる可

能性も）」「将来の自分も助ける（介護予

防）」という点でおもしろいのではないか、

我が市でも導入してはどうかと考えていると

ころです。

（ボランティア育成、P67高齢者福祉の充実と

も悩みましたが、まず自分たち自身が楽しみ

学ぶこと「生涯学習」から広がるという点で

はこちらかと）

意見

提出者

　伊達市では、介護予防の一つとして「いき

いき100歳体操」を取り入れております。こ

の体操はわかりやすく、だれでも安全で効果

的に運動することができ、継続しやすい運動

となっております。

　この体操について、これまで地区介護予防

講座や出前講座での実施、DVDの配付などを

行い、住民同士がグループで継続することが

出来るよう支援を行ってまいりました。

  今後更に体操を普及するためには、指導者

等リーダー的役割を担う人材が必要になるこ

とから、指導者を養成する講座の実施を検討

しているところです。

　また、健康カラオケを用いたプログラムに

おいても音楽健康指導士養成講座受講に係る

経費の補助を行うとともに、資格取得後の

フォローアップ研修を行いながら、活躍の場

を広げることができるよう支援を行っており

ます。

　その他にも市内には健康増進を目的として

活動を行っている団体もあることから、ご意

見のとおり、P63施策0203「生涯学習の推進

と地域人材の育成」と素案P67施策0302「高

齢者福祉の充実」の両方の施策で担当課の連

携をはかりながら進めてまいります。
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

福祉の充実と多様性の尊重

03自立支援〜　自立を目指しながら〜　とあ

りますが、今は「自立」という言葉を簡単に

使わないようになりました。下位計画である

「障がい者計画」の方が先に目標や説明表現

を変えていると思います。上位計画もここの

表現については見直す必要があるのではない

でしょうか。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　ご意見のありましたとおり、平成25年、障

害者自立支援法から障害者総合支援法に代

わったことにともない、「自立」の代わりに

「基本的人権を享有する個人としての尊厳」

という文言が明記されたことから、「障がい

者計画」の基本理念を修正しております。

　しかし、国や北海道の計画における目標等

については「自立」という表現が使われてお

り、広く一般にわかりやすい表現という観点

から、総合計画に記載する際は「自立」とい

う表現にいたしました。

　また、取組の説明文につきましては、「自

立を目指しながら」を「自らの決定に基づき

主体的に」に修正いたします。
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◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

高齢者福祉の充実

　01高齢者の生きがいづくりの推進　は大切

な取り組みではありますが、ここに「自分ご

と」として地域コミュニティや市全体のこと

を考える気持ちも育てる仕掛け・仕組みが必

要だと感じています。今は自分が楽しむこと

「趣味人」が増えてきていると言われていま

す。お節介な人が減ったとも、お節介をき

らったりけむたがる社会になったとも聞きま

す。02高齢者支援体制の整備にも関連します

が、なんとなく待っていても人材は育たず、

どこも活動の担い手が育たずに苦労していま

す。01と02や役割などを結びつける「仕掛

け・仕組み」が必要ではないかと感じていま

す。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　介護予防や高齢者の生きがいづくりを目的

に、介護予防自主グループのない地域におい

て介護予防教室「はつらつ倶楽部」を実施し

ております。実施にあたっては、その後の自

主グループ化を念頭に置き、更にはコミュニ

ティの創出・活性化につながるよう準備段階

から地元自治会と協議を重ねております。

　教室終了後も自主グループ化に向けた話し

合いを行い、担い手となる世話人を選出いた

だいております。

　高齢者支援体制の整備等、地域での支え合

い・助け合いの体制づくりを目的に、連合自

治会単位で役員や民生委員、老人クラブや介

護予防自主グループ等の代表者等の関係者が

集まり協議を行う「支え愛★地域づくり座談

会」が現在４つの連合自治会で開催されてお

ります。

　これらの取組は、非常に地道で時間のかか

るものではありますが、「仕掛け・仕組み」

につながるものと考えております。

　今後もコミュニティの創出や担い手育成等

地域づくりについて市民のみなさんとともに

考える取組を推進してまいります。

12-11

その他その他その他その他
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

まちの整理・整頓と機能的なまちづくり

　04住宅・住環境の整備の中に、住宅・宅地

の流通促進支援とあります。西浜や山下、稀

府、黄金などの高齢者と話していると、「空

き家が増えて犯罪が心配」という声も多く聞

かれます。空き家を住めるように整備して活

用することも有用ですが、店舗やサロン（お

茶のみ場）、貸し農園などにして「日中に

通って使ってくれる人を増やす」というのも

一案ではないでしょうか。住むまではいかな

くとも通いで日中のにぎわいが増えることで

も地域の活性化や見守り支援などにつながる

ように思います。

意見

提出者

　市としましても、空き家対策や地域コミュ

ニティの活性化は非常に重要であると考えて

おり、老朽家屋の解体や改修等に係る費用の

一部補助や、新規出店者への支援（チャレン

ジショップ支援事業補助金）など、内容や支

援範囲を見直しながら実施しております。

　第七次伊達市総合計画の中でも、引き続き

安心・安全な住環境の整備に向けて取り組ん

でまいります。

12-12

その他その他その他その他
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提出された意見の内容 回答内容

意見

番号
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

居住環境の整備と地域環境の保全

04身近な地域環境美化の推進　にペット飼育

者のモラル向上のための啓発とありますが、

これは飼育者はもちろんのこと市民全員の意

識改革が必要だと考えます。

　犬は登録制ですが、飼育数で犬を抜いたと

いう猫についてはその限りではありません。

昨今問題となっている多頭飼育崩壊の問題は

伊達市内でもおきており、動物愛護団体が保

健所や獣医と組み必死で支えていますが、終

わる気配のみえない長い闘いを無償で続けて

いる状態です。

また、野良猫に対するえさやりが大きな問題

に至ることを意識できていない市民も多く、

先進地域のような「地域猫」対策があるわけ

でもありません。これらも動物愛護団体の献

身的な活動でなんとかつないでいる状況です

が、殺処分に至るケースもある現状だと聞い

ています。

　市民意識の向上のために、市としても、広

報にあがる犬の登録の案内以外に愛護団体や

獣医らとともに計画的に対策（セミナー、イ

ベントの案内・協働開催など）を考える必要

があるのではないでしょうか。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　これまでも、広報紙やホームページにおい

て猫の飼い方やマナーに関する情報の掲載・

周知をおこなっていますが、併せて、問題の

ある飼い主や野良猫へのエサやりによるご近

所の被害に関する相談・苦情があった場合に

は、必要に応じ個別訪問をし、注意や啓発を

行っています。

　引き続き効果的な啓発・周知方法を検討す

るとともに、関係団体等が行うイベント等に

ついては、必要な協力・支援を行ってまいり

ます。

12-13

その他その他その他その他

12

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見

提出者

49/52



様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

公共交通網の確立

　事前質問に答えていただいた内容にあった

「現在、市内の公共交通のほか送迎バスやス

クールバスなどの交通資源について調査を

行っており、今後は伊達市の既存の交通資源

を最大限に有効活用した公共交通の仕組みを

考えていきます」というお話しに期待しま

す。

　以前より提案していたのは、市バスのより

効果的な運用です。

たとえば、高齢者など運転できず移動に困難

をきたす層に対し、健康づくりや福祉のイベ

ントなど有用なイベントに対し、もっと積極

的に市バスを循環で走らせていただけたらと

願っています。特にそれが市が主催・共催す

る事業ならなおさらです（cf.９月は２つもお

願いしたいイベントがありました）　民間事

業の活性化も大切ですので、愛のりタクシー

や民間バスがより一層使いやすくなる案内の

繰り返しとともに、それらがまわらない地域

や時間、大人数の移動の補助に市バスも使わ

れることを期待しています。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　市で所有するバスなどの活用方法につきま

しては、公共交通実態調査の結果を分析して

から具体的に検討することになりますが、高

齢化社会が進むなか、自家用車が無くても快

適な生活を送ることができるよう、実現可能

な対策を考えてまいります。

12-14

その他その他その他その他
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載既登載既登載既登載

その他その他その他その他

安全な暮らしの確保

　事前質問であげお答えをいただきました

が、自然災害に対する取り組みは整理して一

項目としてあげていただければと思っており

ます。特に有珠山噴火は必ず起きる災害であ

り、直接被害が少なかったとしても、近隣自

治体の支援をする立場になることは間違いあ

りません。そういった視点で「必要な取り組

み」にしっかりとあがることを望みます。ま

た洪水はまちの中枢である中心市街に甚大な

被害を及ぼしました。これまでとは自然災害

の傾向が変わってきていると言われ、今まで

大丈夫だった対策も見直しが必要です。傾向

を学び対策を先手先手で行って欲しいと願っ

ています。そしてその際にはより一層ユニ

バーサルデザインな環境になることを期待し

ています。

　災害対策の項目があがれば、「ペットの避

難対策」についても、昨今は同行避難など社

会的問題としてもとりあげられ環境省のガイ

ドラインも変更になるほどですので、一言で

も触れていただきたいと思います。住民説明

会でも質問があがっていましたし、実際にこ

れまでの自然災害発生（大雨・洪水）時に避

難勧告をためらい自宅にとどまったのはペッ

トのいるご家庭でした。避難所を用意すると

いう視点に限らず、普段からの準備（しつ

け・連携など）や考え方を育てることなど

は、今足りていない重要な課題だと感じてお

ります。

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

　有珠山噴火対策の重要性につきましては、

十分理解しております。

　具体的な内容となるため素案に記載してお

りませんが、有珠山周辺の１市３町と北海

道、関係機関で構成する、有珠山火山防災協

議会において、平常時からの広域的な防災体

制を構築しております。

　また、近年、異常気象に伴う水害や風害

等、これまでになかった災害が多発している

ことについても、対策が必要であると考えて

おり、気象庁が発表する各種防災情報を基

に、早期に避難情報を発信する体制の構築

や、中小河川の水位及び山間部の雨量監視な

どを検討してまいります。

　これらの対策を進めるにあたっては、外国

人旅行客の増加や少子高齢化など社会情勢の

変化に対応できるよう多言語に対応した総合

ハザードマップの作成や福祉避難所の充実等

を図ってまいります。

　ペット避難対策に関しましては、行政とし

てペットを受け入れ可能な避難所の整備など

に取り組んでまいります。しかし、アレル

ギー体質の方やペットを飼育していない家庭

もあり、一様に扱うことはできないことか

ら、十分に検証したうえで対応を検討してま

いります。

12-15

その他その他その他その他
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様式第１号（第２条）

【【【【 】】】】

◎◎◎◎ 凡　例凡　例凡　例凡　例

【【【【 】】】】 ：：：： 意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの意見の全て、または一部を案に反映するもの

【【【【 】】】】 ：：：： 既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの既に案に盛り込んでいるもの

【【【【 】】】】 ：：：： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったものその他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映反　映反　映反　映

提出された意見の内容 回答内容

意見

番号

みんなが参加する協働のまちづくり

これまでパブリックコメントが増えず、審議会の傍

聴なども少なかった頃、周りに促したところ「まち

づくりに参加といっても何をすればいいのかわから

ない…」「どうせ意見を言っても反映されないのだ

から」という声があちこちから聞かれ残念な思いを

していました。まだまだその現状は大きくは変わっ

ていないようにみえますが、驚いたのは今回の総合

計画に関する「シンポジウム」「みらい会議」「住

民懇談会」「住民説明会」の盛り上がりです。とて

も多くの、しかも若者や女性が多く参加していた印

象があります。

　今回ここまで皆が積極的に参加した理由はなん

だったのでしょうか？その要因を分析することでど

ういった投げかけをすれば市民が積極的に参加する

のかがみえてくるように思います。ぜひ分析してい

ただきたいと思います。

もしかしたら、何らかの形で自分たちの考えや意見

が拾われるかもしれないという期待が高かったから

かもしれません。ほかのパブコメなどではそのよう

に感じられないものもありますが、審議会を含め市

がどういう計画でどういう方向に進んでいるかを知

るには貴重な機会であると感じています。まずは

「知ってもらうこと・知ること」から自分ごととし

て捉え参加する気持ちを刺激し育てていければ、と

も感じています（審議会の会議録やパブコメ結果な

どがもっと市民に読まれれば良いのにとも思ってお

ります）

また、今回はそれぞれに対しての市からのレスポン

スも良かったように思います。フェイスブックやHP

での繰り返しの案内も含め、みらい会議の結果が発

表会だけでなく活動センターに掲示されていたり、

そこで出された意見が市が作成する原案や素案に反

映され審議会にかけられたり、結果や資料が早めに

（次の機会前に参考にできるように）HPで公開され

るなど、つながりが意識され、おそらく参加した人

もやりがいを感じていたのではないでしょうか（住

民説明会でもそのような意見が聞かれていました）

市が作成する資料も読み手が受け取りやすいように

推敲・工夫されたものになっていて、それは本計画

だけでなくほかの計画においても感じられるように

なりました。大変な作業とは存じますが、ぜひこれ

からもどうぞよろしくお願いいたします。

　市民参加については、これまでも広報だて

やホームページで周知をしてまいりました

が、参加者が増えず、市民参加制度の市民へ

の浸透が課題でありました。

　第七次伊達市総合計画に係るシンポジウム

や説明会には多くの方に参加をいただきまし

たが、その他の案件に対する市民参加につい

ても参加いただけるよう努力してまいりま

す。

　重点施策３の「活躍」で、市民参加に関心

がある人の割合を増やすなど、まちづくりに

関する目標値を設定しておりますので、身近

なところからまちづくりに興味・関心を持っ

ていただけるような取組を考えてまいりま

す。

　ご意見のとおり、まずは「知ってもらうこ

と」が重要であり、そこが入口となると思っ

ておりますので、これまでの市民参加結果を

踏まえ、興味を持ってもらうため、参加しや

すい環境づくりのためには何が必要なのかを

分析しながら、引き続きまちづくりに参画し

やすい環境づくりに努めてまいりたいと思い

ます。

12-16

その他その他その他その他

12

市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果市　民　意　見　の　公　募　結　果

その他その他その他その他

意見

提出者

既登載既登載既登載既登載
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総合計画審議会 審議計画（案） 

第５回 ９月 26 日（水）18 時 30 分～ 本庁舎２階会議室ＡＢ 

■内容 

第七次伊達市総合計画（素案）の審議 

■審議事項 

・市民参加結果につい・市民参加結果につい・市民参加結果につい・市民参加結果について（住民説明会及て（住民説明会及て（住民説明会及て（住民説明会及びパブリックコメントびパブリックコメントびパブリックコメントびパブリックコメント））））    

■参集範囲 

審議会委員、企画財政部長、事務局 

 

第６回 10 月 12 日（金）18 時 30 分～ 本庁舎２階会議室ＡＢ 

■内容 

第七次伊達市総合計画（素案）の審議 

■審議事項 

・市民参加結果について・市民参加結果について・市民参加結果について・市民参加結果について                    ・将来像について・将来像について・将来像について・将来像について    

■参集範囲 

審議会委員、企画財政部長、事務局 

 

第７回 10 月 22 日（月）18 時 30 分～ 本庁舎２階会議室ＡＢ 

■内容 

第七次伊達市総合計画（案）について諮問 

■審議事項 

・「序」について・「序」について・「序」について・「序」について                                ・「まちづくりに対する市民意識ついて」・「まちづくりに対する市民意識ついて」・「まちづくりに対する市民意識ついて」・「まちづくりに対する市民意識ついて」    

・「基本構想・「基本構想・「基本構想・「基本構想」について」について」について」について                 

■参集範囲 

審議会委員、市長、企画財政部長、事務局 

 

第８回 10 月 29 日（月）18 時 30 分～ 市民活動センター多目的室 

■内容 

前回の審議結果の確認 

■審議事項 

・「基本計画」重点施策について・「基本計画」重点施策について・「基本計画」重点施策について・「基本計画」重点施策について    ・・・・「「「「基本計画基本計画基本計画基本計画」分野別」分野別」分野別」分野別施策施策施策施策についてについてについてについて    

■参集範囲 
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審議会委員、関係部長、企画財政部長、事務局 

 

第９回 10 月 31 日（水）18 時 30 分～ 市民活動センター多目的室 

■内容 

前回の審議結果の確認 

■審議事項 

答申（案）の作成について答申（案）の作成について答申（案）の作成について答申（案）の作成について    

■参集範囲 

審議会委員、企画財政部長、事務局 

 

第 10 回 11 月５日（月）18 時 30 分～ 市民活動センター多目的室 

進捗状況をみて開催 

 

答申 11 月 市長応接室 

■内容 

第七次伊達市総合計画（案）について答申 

■参集範囲 

審議会会長、副会長、市長、企画財政部長、事務局 

 


