
平成２７年９月５日（土）から９月１８日（金）まで
（１４日間）

伊達市企画財政部企画課企画調整係
〒052-0024　伊達市鹿島町20番地1
電話番号 ：０１４２－２３－３３３１（内線２１４）
ＦＡＸ番号 ：０１４２－２３－４４１４
Ｅメール ：kikaku@city.date.hokkaido.jp

お 問 い 合 わ せ 先
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伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略(案)

に対する市民意見公募（パブリックコメント）の結果

伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略(案)に対する市民意見公募結果につい

て、ご意見と市の回答を下記のとおり公表いたします。

伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略
（案）



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

回答内容

（２）定住促進のための環境整備（P50）の基本的
方向において、「若い世代が安心して働き、結
婚・出産・子育て・教育がしやすい環境整備に切
れ目なく取り組む」とあります。
　しかし、目指す姿の中では、結婚に関する内容
はなく、施策の推進においても、具体的な取り組
みはありません。
　出生率を上げるためにも、「婚活」などの取り
組みを積極的に行ってはと考えますので、ご検討
下さい。

　定住促進のための環境整備といたしましては、
まずは若い世代が暮らしたいと思えるまちづくり
を行うために、雇用の確保や子育てをしやすい環
境を整えることに優先的に取り組む考えでおりま
す。
　結婚に関する施策の取組につきましては、広域
的な取組も視野に入れながら協議してまいりたい
と考えております。

提出された意見の内容

1-1

その他

その他

1

既登載

反　映

意見
提出者

意見
番号



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-1

その他

　今後５年間（実質４年半）の「総合戦略」が、
地方創生交付金を受けるための一時的な企画に終
わるのではなく、2018年度までの第六次総合計画
及び、2019年度から始まる第七次総合計画と連
動・融合して、大きな成果を挙げることを期待し
ております。
　また、５年の期間を前期、中期、後期に区分さ
れているので、ＰＤＣＡサイクルの徹底を切望い
たします。

　今回策定する総合戦略につきましては、現在の
総合計画を補完し、次期総合計画に反映すること
を前提としております。
　また、原則毎年ＰＤＣＡサイクルによる戦略の
評価、見直しを行うこととしており、有識者の意
見を頂戴し、改善を行いながら、施策の展開を
図ってまいります。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-2

反　映

　(1)～(3) ご意見のありましたとおり修正いたし
ます。

　(4)(5)　ご意見にありますとおり、和暦で大き
な数字の年についてはイメージが難しいと感じら
れるかと思いますが、和暦により期間の年数を計
算される場合もありますことから、2019年（平成
31年）以降も併記といたします。

反　映

既登載

その他

　文中に表示されている年号について、有識者会
議での委員からの提言（第１回の会議録参照）も
踏まえて、西暦を優先して和暦を括弧内に表示し
たことは、地方自治体の公文書としては画期的な
ことであり、大いに評価いたします。
　但し、せっかくの先進的な取り組みに万全を期
すために、次の５点について、改善・修正してく
ださい。

(1) 第Ⅲ章　総合戦略編の47～49頁、51～53頁、
55頁に共通することですが、囲み表の重要業績評
価指標（KPI）の年度表示がH31年ないしH26年と和
暦のみになっているので、2019年ないし2014年に
修正願います。

(2) 年号表示の形式について、本文中では、2008
（平成20）年と表記 されていますが、読みづらく
スッキリしないので、新聞の上部欄外の日付表示
のように2008年（平成20年）と表記したほうが、
１字増えるだけで、はっきりして読み易くなるの
で、同様に全文を修正してください。

(3) 同じく年号表示の件で、表紙には平成27年９
月５日と表示されていますが、ここも、本文と整
合させるために、2015年（平成27年）９月５日に
修正してください。

(4) 45頁今後の施策の方向の３行目に2060（平成
72）年　と記載されていますが、45年後の平成72
年というのは、イメージできません。頁全体の流
れからみても、この部分だけ西暦と和暦を併記す
る必要がないので、2060年と表記するように修正
してください。

(5) (4)に関連して2頁、3頁、10頁、33頁、35頁、
37頁及び38頁などには、2040（平成52）年、2060
（平成72）年の表記がなされています。また38頁
には2030（平成42）年との表記がありますが、こ
れらについては、平成のイメージが湧いてこない
ので、それぞれ、2030年、2040年、2060年という
西暦表記に揃えてください。
　西暦と和暦を併記するのは、過去から現在及び
本戦略の目標年度である2019年（平成31年）　ま
でとし、それより先は西暦表記のみにしてくださ
い。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-3

反　映

２頁
　(１) 策定の背景
　１行目と３行目中ほどに、日本の総人口をそれ
ぞれ「12,808万人」「10,728万人」と表示してい
ますが、読みにくいので、「1億2,808万人」「1億
728万人」にそれぞれ市民目線に立って修正してく
ださい。

　ご意見のありましたとおり修正いたします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-4

反　映

９頁から
２．伊達市に於ける人口の現状分析

(1) ９頁　(１) 総人口及び年齢３区分別人口の推
移と将来設計
　①総人口及び年齢３区分別人口の推移と将来設
計の図表Ⅱ－２－１のタイトルが、「図表Ⅱ－２
－１伊達市の総人口の推移（1955～2060年）」と
ありますが、図の内容からすると、「図表Ⅱ－２
－１伊達市の総人口と年齢３区分の推移（1955～
2060年）」になるので、修正してください。

(2) 図表の横軸、年の数字表記が90度転倒してお
り、非常に見にくいです。また100年に及ぶ変化を
示しているので、５年刻みにする必要はなく10年
刻みで良いです。10年刻みにすれば、年数字を横
にして、数字のみを記載し右欄外に、（年）と記
入すれば、縦軸の（人）と同じで見やすくなるの
で修正してください。
※　以降の図表も同様ですが、政府に提出するた
　めの資料なのか、市民に理解してもらうための
　資料なのか、どちらでしょうか。
　　市民目線に立って表示するのであれば、見易
　さを優先してください。

(3) 11頁　（２）人口の自然増減に関する分析
　①出生数・死亡数の推移（自然増減）のグラフ
の横軸に年の表示は(2)と同様に、年の数字表記が
90度転倒しており、非常に見にくいです。また50
年に及ぶ変化を示しているので、２年刻みにする
必要はなく４年刻みで良いです。４年刻みにすれ
ば、年数字を横にして、数字のみを記載し右欄外
に、（年）と記入すれば、縦軸の（人）と同じで
見やすくなるので修正してください。

(4) 14頁　（３）結婚・出産・子育てに関する住
民意識
　①独身でいる理由の図表では、アンケートをど
の年代層の何人（男女別）に対して行い何％の回
答があったかの前提条件を、前段に記載してくだ
さい。
　また、棒グラフでは、男性の数の右側に女性の
数を重ねて表示していますが、これでは調査の意
図が理解できません。
　このケースでは、一般常識に照らして男女のグ
ラフ棒を横に並べて比較表示するように修正して
ください。
　更に、棒の色ですが、男女別がイメージできる
ような色（例：青とピンク）に変えてください。

次頁へ

　ご意見のありましたとおり修正いたします。

　併せて、P18の図表Ⅱ－２－14につきましても、
(3)と同様に修正いたします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-4

(5) 18頁　(４) 転入者数・転出者数の推移（社会
増減）
　②直近２か年度の年齢階層別転入・転出状況の
図表はよく考えて分析していますが、残念なが
ら、細かすぎて、なかなか見る気になれません。
　本体の棒状グラフを見やすくするべく、つぎの
ように改善してください。
　◎左端に2012（平成24）年とありますが、2012
年に修正してください。
　◎枠の-200の表示は、-150を超える棒グラフが
無いので削除してください。
　これで、棒グラフ全体を長くすることができま
す。
　もし、左右を200に揃えるべきと考えるなら、19
頁を見てください。
　◎棒グラフ内の数字と文字は左に90度回転して
ください。簡単なことで驚くほど見やすくなりま
す。
　◎下部欄外の色別の脚注は無意味なので削除し
てください。それはグラフ内に数字と文字が表示
されているからです。では、数値が少なくグラフ
の中に表示できない部分はどうするか、それは、
斜線を棒グラフの外に伸ばすなどして表示すれば
よいことです。

(6) 19頁　③直近２か年度の地域ブロック別転
入・転出状況
　これも、興味ある分析ですが、前記と同様に、
棒状グラフの右側の色別ブロックの脚注は削除し
てください。グラフの中に文字と数字を記入して
いるからです。
　では、スペースが狭くて記入できない部分はど
うすれば良いか。
　斜線を棒グラフの外に伸ばすなどして表示すれ
ばよいことです。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-5

その他

31頁　②伊達市における主な弱みについて
　アンケート及びヒアリングから抜粋した自然環
境、産業観光分野、食・飲食、文化、学業、医
療・福祉、人口関連、地理・交通、その他の10分
野に亘り、45項目が主な弱みとして羅列されてい
ますが、これらを、この総合戦略の中でどのよう
に取組んでいくのか、どこに記載されているので
しょうか。
　市民から突きつけられた課題に、真剣に向き合
うことなく、ばら色の未来を論じても絵に描いた
餅になってしまいます。
　少なくとも、各項目ごとに市の機関が考えてい
る対策を記載してください。

　今回策定する総合戦略につきましては、当市の
人口の推移や推計、まちの特徴を理解した上で、
人口減少対策や地域活性化のための施策の方向性
を示すものです。
　施策の推進にあたっては、この目的に沿って取
組を進めるものであり、すべての弱みに対する個
別の対策について記載するべきものとは考えてお
りません。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-6

反　映

42頁　①地域資源を生かした産業を育て、雇用を
生み出す
　本文１行目の末尾から２行目にかけて「広く市
外をマーケットとして外貨を稼ぐ事業」との記述
がありますが、一般常識や広辞苑においては「外
貨を稼ぐ」とは、「輸出を伸ばして外貨（円以外
のドル、ユーロなどの通貨）を蓄えること」と定
義されているので、本文を読んだ人が、「伊達産
品の輸出をするのか」と誤解しないでしょうか。
実は私もそう思いました。

　そこで、急遽調べてみましたら、確かに、2005
年（平成17年）に総務省自治行政局過疎対策室が
出した143頁に及ぶ報告書「地域内発型産業の確立
による地域経済の自立促進～「外貨獲得」と「地
産地消」による過疎地域の活性化～」の17頁から
20頁にかけて、「外貨」という言葉が頻出してい
ます。
　ここで言う「外貨獲得＝外貨を稼ぐ」という言
葉の主旨は、「いわゆる経済活動を通して地域外
から地域内に流入するお金」と定義し、外貨獲得
型産業の活性化と、獲得した外貨を地域内で循環
させることを推奨しています。
　然しながら「外貨」という言葉は、過疎地域の
活性化に関与している役所や専門家の間には浸透
しているかもしれませんが、一般には分かりにく
いので、本戦略の中では使わないで、別な表現に
すべきと思います。
　そこで、「広く市外をマーケットとして外貨を
稼ぐ事業」との記述を、「豊富にある伊達産の資
源に付加価値を付けて、大都市圏などのマーケッ
トに販路を拡大する事業」などに修正すべきで
す。
　どうしても「外貨」という言葉を使わなければ
ならい縛りがかかっているのであれば、「外貨を
稼ぐ」という言葉の解説文を、当該頁に記載して
ください。

　地域産品の販路の拡大につきましては、将来的
には、輸出も視野に入れながら検討を進める必要
があると考えており、「外貨」という言葉で表現
したいと考えております。
　しかし、当面は、市外のマーケットへの販路の
拡大が施策の中心となることから、ご意見にあり
ますとおり、言葉の解説文を記載いたします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-7

反　映

43頁　２．施策展開への基本方針　(２) 伊達市総
合計画と連動した取組
　①総合計画との連動の図表Ⅲ－２－１の円内
に、第六次伊達市総合計画と記載されています
が、肝心な計画期間の記載がありません。「2009
年度～2018年度」と記入してください。
　同じく、第七次の部分には「2019年度～」と記
入してください。

　ご意見のありましたとおり修正いたします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-8

反　映

44頁　(３) ＰＤＣＡサイクルの確立と地域間の連
携促進
　①取組体制とＰＤＣＡサイクルの説明の中で、
{施策の立案及びＰＤＣＡサイクルを推進していく
こととします}とありますが、ＰＤＣＡサイクルと
はどういうものか、解説が必要です。
　第六次総合計画の94頁などを参考にして記載し
てください。

　ご意見のありましたとおり修正いたします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-9

反　映

44頁　ＰＤＣＡサイクルの確立と地域間の連携促
進
　囲み表の下段「市民意見等」の２つ目に、・関
係者ヒアリング、団体等意見交換（市内関係団
体）：６月実施とありますが、予定どおり実施さ
れたのでしょうか。実施したのであれば、関係・
団体の数及び回数を記載してください。
　会議録の中には出ていないので、未実施であれ
ば修正してください。

　ご意見のありましたとおり修正いたします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-10

その他

45頁　３．今後の施策の方向

(1) 囲みの中の６行目に、「子どもが生まれ」と
ありますが、「子どもが大勢生まれ」に修正して
ください。
　※　子どもが生まれるのは当たり前であり、出
　　生率を上げるのが目標であれば、子どもが沢
　　山生まれなければなりません。

(2) 囲みの中の14行目に、「伊達で生まれ育った
人たちは、このまちで学び……」とありますが、
全員が地元で学び通すことはあり得ないので、
「生まれ育った人たちの多くは……」に修正して
ください。

(3) 囲みの中の16行目に、「高齢者は生涯現役を
貫き」とありますが、それはあり得ないので、
「高齢者は生涯現役を目指して」に修正してくだ
さい。

　(1) 「子どもが生まれ」の表現につきまして
は、婚姻率や出生率の低下に表れておりますよう
に、子どもを生むことが当たり前とは言えない現
状の中で、将来はそれが当たり前になる社会を目
指し、イメージしているため、この表現としてお
ります。

　(2)(3)につきましては、すべての人、高齢者が
そうなることは難しいと認識しておりますが、多
くの方がそうなることをイメージしてこの表現と
しております。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-11

反　映

47頁　④施策の推進

(1) 施策の内容の①で（具体的事業）の２つ目
に・伊達サラダの「商品開発」とありますが、④
の（具体的事業）の１つ目にも・伊達サラダの商
品開発の記載があり重複しています。
　①の（具体的事業）の方を、・伊達サラダの
「商品展開」に修正してください。

　(1) 施策の内容の文中にありますとおり、「伊
達サラダの商品展開」に修正いたします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-12

その他

47頁　④施策の推進

(2) 同じ頁の③の（具体的事業）に「体験型観光
の推進」とありますが、２つ目に「観光案内ボラ
ンティアの育成」を追加してください。
　観光物産館の本来業務であるインフォメーショ
ンを充実させるためには、観光案内ボランティア
の配置が欠かせないからです。

　この施策は「健康に寄与する産業の活性化」が
目的であり、その具体の施策の一つとして伊達市
の食をPRする農業体験等をメニューとした「体験
型観光」の推進を登載しております。
　ご意見のありました観光案内ボランティアの業
務につきましては、健康に寄与する産業とは直接
的に結び付けることが難しいため、この戦略への
事業の追加は考えておりません。
　しかし、観光物産館を訪れた観光客の市内への
誘客は喫緊の課題と認識しており、第六次総合計
画にも登載されておりますとおり、観光協会とと
もに配置を検討してまいります。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-13

その他

　本戦略案に関する報道発表では、目玉政策の１
つとして、「カラオケと軽運動を組み合わせた有
料の健康教室の開催を促す」とあります。お腹か
ら声を出すことは、腹式呼吸ができることと、心
肺機能の維持に効果的です。
　私は、これに加えて高齢者の趣味として、楽器
演奏教室の開設と歌声喫茶の起業の促進を提案し
ます。楽器としては、ピアノ、エレクトーン、
ハーモニカ、ウクレレ、ギター、アコーディオ
ン、オカリナ、三味線、琴などがあります。
　現代は、カラオケという便利なものがあります
が、自分で楽器を演奏することは、手指を使うの
で脳の活性化にも役立ち、介護予防に最適です。
　伊達の市民の中には、楽器演奏に秀でた方も多
数いらっしゃると思うので、そのような人材を活
用するためにも、「音楽・芸能人材バンク」のよ
うなものを立ち上げるべきと考えます。
　そこで、48頁◆市民の健康増進に貢献する産業
の活性化　②民間事業者等による伊達市民向け健
康増進プログラムの展開の（具体的事業）に、次
の２つを加えてください。

・楽器演奏教室の開設支援と同好会の育成
・歌声喫茶と生音楽喫茶（禁煙・禁酒）の起業支
援

　ご意見のありましたとおり、楽器の演奏は脳の
活性化に役立ち、介護予防に効果があるとされて
おり、他の自治体では介護予防事業に取り入れら
れているところもあります。
　楽器演奏教室の開設支援と同好会の育成につき
ましては、コミュニティ活動の一環としての側面
も持ち合わせると考えるところであり、「市民ク
ラブ活動支援センター」の取組と併せて検討いた
します。
　また、歌声喫茶と生音楽喫茶の起業支援につき
ましては、「健康関連事業の起業支援」におい
て、健康産業に位置付けられる事業の募集を行う
中で、支援に関する検討を行いたいと考えており
ます。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-14

その他

54頁　(３) 生涯現役社会の実現（戦略３）
　生涯現役社会を実現するということは、介護認
定率を限りなくゼロに近づけることになります
が、そんなことは不可能です。
　①基本目標（数値目標）には、「５年後の介護
保険認定率：現在の推計より２ポイント減少」と
ありますが、当市の「第２次健康づくり伊達２１
（平成25年度～平成34年度）概要版」では「第１
号被保険者の介護認定率の現状値は16.8％で、目
標値は現状より減少」と記載しており、数値目標
を示せていません。
　当戦略により、介護認定率を２ポイント減少で
きたとしても、14.8％が要介護者です。これで生
涯現役社会が実現できたことになりますか。
　タイトルの、「生涯現役社会の実現」は、「生
涯現役社会を目指して」に修正してください。

　ご指摘のありますとおり、介護認定率をゼロに
近づけることは困難であると認識しております。
　その中で、戦略のテーマを「生涯現役社会の実
現」としておりますのは、目標とするのはあくま
でも、５年後の介護保険認定率を現在の推計より
２ポイント減少させることであり、「生涯現役社
会の実現」を目指して取組を進めていくという意
味であることをご理解いただきますようお願いい
たします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-15

反　映

54頁　(３) 生涯現役社会の実現（戦略３）
　③目指す姿で、「健康上の問題がない状態で日
常生活を送れる期間」を「健康寿命」と呼ぶと記
載していますが、「」内の文言を「介護などの人
の力を借りずに日常生活を送れる期間」に修正し
てください。
　原文だと、日常生活には支障がなく積極的に社
会参加をしているが、持病があるため薬が手放せ
ず、定期的に通院・検査を受けている人は、健康
上に問題があるため「健康寿命」の中に含まない
ことになります。
　◎厚生労働省の【健康日本２１（第２次）】で
は、「健康上の問題で日常生活が制限されること
なく生活できる期間」を「健康寿命」と定めてい
ます。
　同時に、市町村における「健康寿命」算定の指
標としては「日常生活動作が自立している期間の
平均」を想定しています。

　ご指摘のありました部分につきましては、健康
増進計画「第２次健康づくり伊達２１」にありま
すとおり、「日常的に介護に頼ることなく心身と
もに健康で暮らすことのできる期間」に修正いた
します。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-16

その他

総合的な所見として、
　この「伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビ
ジョン・総合戦略」素案は、44頁の図表では、推
進本部及びプロジェクトチームによって作成され
ることになっていますが、出された案のレベルを
見ると、内部で十分に練り上げられたものとは思
えません。
　「地方創生法」に基づく交付金決定時期までに
時間の制約があるため、素案作成を外部に委託す
ることは仕方がないにしても、その内容の吟味が
きちんと行なわれた形跡が見られないことが大変
残念です。

　人口ビジョン・総合戦略につきましては、人口
の将来展望及び伊達市が今後目指すべき将来の方
向を提示し、まち・ひと・しごと創生に関する施
策の方向性を示す計画としております。
　計画策定にあたっては、有識者会議の意見を踏
まえ、庁内組織である推進本部及びプロジェクト
チームにおいて施策の検討を進め、計画案として
とりまとめました。
　具体的事業につきましては、この総合戦略の方
向性に沿い、目標を達成するための事業につい
て、今後内容を詳細に検討してまいりますので、
ご理解をいただきますようお願いいたします。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： 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

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

2 2-17

その他

　市民の意見を公募する期間は、緊急を要するな
ど、やむを得ない場合を除いて、30日間と定めら
れていますが、今回は14日間と短く、市民は意見
を書くのに苦労されていると思います。
　出した意見は後日公表されるので、氏名は表に
出ないにしても、的外れな意見にならないよう
に、提出前に精査をしなければなりません。。
　本件の意見公募期間短縮には、どのような事情
があるのか説明が必要です。
　当市では総合戦略を９月末までに策定するそう
ですが、多くの自治体では10月までに策定するよ
うです。９月と10月ではどこが違ってくるので
しょうか。
　審議会等で結論を得てからのパブリックコメン
トでは、実施する意義が薄いと、これまで何度も
指摘されています。つきましては、本戦略の成案
を確定する前にもう一度有識者会議の開催を切望
いたします。

　総合戦略につきましては、平成27年10月中に策
定することで、戦略に位置付けられた事業に対し
国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付
金（地方創生先行型・上乗せ交付分）」の充当が
可能となり、当市においても今年度実施事業への
充当を計画し、国に対し実施計画の提出を行って
おります。
　総合戦略策定にあたっては、当市におきまして
は９月中の策定を目標として、当初８月始期での
市民意見の公募を行うことで事務手続きを進めて
きましたが、市民代表や産官学金労各界代表者、
学識経験者による有識者会議での意見聴取及び議
論を十分に行ったことにより、議会での意見聴取
及び市民意見の公募の開始時期が予定より遅れる
こととなりました。
　10月までに総合戦略の策定を行うためには、公
募のあった市民意見を反映させる事務手続きの必
要期間を勘案すると、９月中旬までに公募を終え
る必要があるため、市民意見の公募の期間を14日
間に短縮することといたしました。期間短縮によ
り、意見を公募する期間を十分に確保できなかっ
たことに対し、お詫びを申し上げます。
　目標を９月と設定した理由といたしましては、
総合戦略に基づく事業の取組について、可能なも
のは年度内の早期に実施が可能となるよう、ま
た、来年度実施事業の検討作業に早期に着手でき
るよう、策定期間を短縮したものです。
　次回有識者会議の開催につきましては、第４回
の有識者会議において、大きく考え方が変わらな
い限りは次回会議は招集しないことで確認をいた
だいており、座長と協議の上、次回会議開催の判
断を行う考えでおります。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-1

その他

はじめに、この度は、業者委託で原案をつくり、
審議会４回をへて、今回の市民への意見公募と
なったようです。委託や審議会メンバーなどを見
ると市はかなり力を入れているのように見受けま
す。今回は特に、伊達市民の今後に関わりの深い
ビジョン・総合戦略です。伊達の市民・伊達の事
業者等が加わり、大きな協力があって、初めてこ
の事業が達成されると考えます。その意味から
も、市民(事業者含む)に内容を良く知らせ市民と
ともに作る努力が、まちづくりには重要かと考え
ます。

1.公募の期間が余りにも短すぎと思います。今回
は14日間。一般には30日間です。意見をだそうに
も、考える時間が少なすぎです。短くなった理由
を明記してください。今後の改善の為に必要と思
います。

　2-17に対する回答と同様です。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-2

その他

　「市民意見の公募」だけではなく、地元市民・
事業者の意見・知恵を吸い上げる場を持つことが
重要です。例えば説明会を行い、その場で、参加
者から意見を積極的に求める。より具体的なもの
にするためには、ワークショップ的なものがよい
と考えますが、市民との関連で今後どのような予
定があるのかを伺います。

　今回の人口ビジョン・総合戦略にあたりまして
は、伊達市に関係する学識経験者、産官学金労各
界の代表者及び市民代表として各市民団体から選
出いただいた市民の方で組織した「伊達市まち・
ひと・しごと創生有識者会議」を設置し、各界の
意見・知恵をお聴きし、戦略に反映をさせてまい
りました。
　さらに広く市民の皆さまから意見をお聴きする
ことを目的として市民意見の公募を行ったところ
です。
　今後の予定につきましては、PDCAサイクルの推
進に関しましても有識者会議委員からメンバーを
抽出し検証機関を設置し、戦略の推進状況の確認
や評価を行い、その際に委員から意見をお聴きす
ることとなります。
　その他、具体の施策を検討する際や検証にあ
たっては、必要に応じて関係者などからの意見の
聴取を行っていく考えです。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-3

反映

5ページ　伊達市の成り立ちと発展の経過
以下の主旨を追加していただきたい

1.　伊達の発展のそもそもの基盤は、気候の良さ
(比較的温暖、山が風を遮る)、地形(山・扇状地の
平野・川・海)、植物・動物・海浜生物など、自然
にに支えられた事を明記すべきです。

2.　アイヌ文化
　先住のアイヌ民族の知恵や力を借りた事を追記
すべきです。

　「伊達市の成り立ちと発展の経過」につきまし
ては、当市の概要を分かりやすく説明するため、
沿革及びまちの特徴を簡潔、明瞭に記述しており
ます。

1.自然環境の特徴につきましては、関連する項目
において説明しておりますので、改めて項目立て
することは考はございません。

2.アイヌ文化についてのご意見につきましては、
「伊達地域の成り立ち」に追記いたします。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-4

その他

７ページ　④環境に配慮したまちづくり
以下の主旨を追加していただきたい

使い捨て文化を改めていきます(環境条例)。また
私たちの生活にとって脅威の地球温暖化への取り
組みを進めています。

　この項目におきましては、他自治体と比べて特
徴的及び先駆的な事項を掲載しております。
　環境に配慮した全国的にも先駆的な取組とし
て、ごみの有料化及び木質ペレットの地産地消の
取組を記載しておりますので、追加の記載を行う
考えはございません。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-5

その他

9ページ　2.伊達市における人口の現状分析
以下の主旨を追加していただきたい

　健康産業までに行き着く為には、要介護者(老人
病人だけではなく福祉系も含める)数をレベル別に
把握していただきたい。資料にのせ、分析する事
が対策の為に必要です。(45ページ健康社会の実現
も同)

　人口ビジョンは、当市における人口の将来を分
析し、将来展望を提示するものであり、これを踏
まえ、総合戦略において、市が今後目指すべき将
来の方向を提示するものとしております。
　総合戦略につきましては、ご意見のありました
要介護者の詳細な分析により、その対象者への具
体の施策を検討するものではないため、資料とし
て掲示する考えはございません。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-6

その他

43ページ

　総合戦略の計画期間は今年度から５年間として
います。この５年間で計画の策定・展開を図ると
なっているが、「重要業績評価指数」で実行の数
値を表していると解釈してよいですか？
　(意見)伊達市行政として、推進本部は市長から
部長、プロジェクトチームは関係部署職員、そし
て有識者会議が施策の立案とPDCA(計画・実行・評
価・改善)サイクルを推進するとあります。市民に
ついては、市民意見等(アンケート・関係者ヒアリ
ング/関係団体意見交換・パブリックコメント(市
民意見公募))とあります。これだけ大きくまた重
要な事業を行うにあたり、多くの市民・事業者が
関係すると思われますが、市民等の関わりが薄い
という印象です。当の市民が詳しく知らずにいて
は、事業の達成は危ういものになると考えます。
市民参加は事業の始まりだけではなく、事業が実
施され、それが良い状態で進行しているのか、ま
たは改善が必要なのかも市民参加で検証していく
事が今後のまちづくりに必要不可欠と考えており
ます。市はPDCA(計画・実行・評価・改善)サイク
ルを回してと自ら言っているわけですが、市民参
加にも適用すべきではないでしょうか。市の見解
を伺います。

　重要業績評価指数（KPI）につきましては、総合
戦略の対象期間である2015年度から2019年度の５
年間における達成目標となります。
　PDCAサイクルの推進につきましては、3-2の回答
にもございますとおり、有識者会議委員からメン
バーを抽出し検証機関を設置し、戦略の推進状況
の確認や評価を行い、その際に委員から意見をお
聴きすることとなります。
　また、検証にあたっては、必要に応じて関係者
などからの意見の聴取を検討していく考えです。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-7

その他

46ページ48ページ　健康産業
　
　総合体育館での健康づくり　それらにポイント
カード発行とあります。しかし、健康増進は体育
館だけではなく、自然のもつ「こころ」と「から
だ」を健康にする働きに着目する必要がありま
す。そのために、外でのウォーキング、自然公園
などの散策、軽登山などなど自然の中や屋外で実
施できるものが多くあります。これらも評価し取
り入れるべきです。

　ご指摘のとおり、体育館だけではなく、屋外の
活動も健康づくりの大切な役割を担っていると認
識しております。一方で、ポイントの付与となり
ますと、金銭的なものも絡むことから、自己申告
ではなく、管理者を配置して適正にポイントを付
与する形になります。そのあたりの課題点を考慮
しまして、今後検討してまいります。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-8

その他

47ページ　健康に寄与する産業の活性化

　伊達野菜で健康に寄与することは、賛成です。
ブランド化／販売／商品開発などなどたくさんの
項目がありますが、健康に寄与する為に一番に考
えなければならないのは、安全・安心ということ
です。
  農薬の事、除草剤のこと、亜硝酸塩など土/水の
ことなどにも留意し書き入れる必要があると考え
ます。
　安心・安全あってのブランドではないでしょう
か？市のお考えをお示しください。

　ご意見にありましたとおり、市としましても食
のブランド化には安全・安心が必要であると認識
しているところであり、農産品の安全・安心対策
につきましては、農業振興施策の展開において検
討、取組を進めております。



【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-9

反映

48ページ　②のウオーキングマップの作成

　賛成です。ただ歩くだけではなく、いろいろな
魅力を取り入れ、多くの人が楽しみながら歩くと
いう内容のものを作っていただきたいと思いま
す。幅広い市民の参加で充実が期待できます。弱
者に配慮も。
　例、木・野草・虫・鳥・俳句・絵・夏の暑さ →
木陰

　ご意見にありましたとおり、楽しみながら健康
増進につなげられるよう、見どころや利便性など
を搭載した、親切なガイドマップ作りを検討して
まいります。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 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

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

3 3-10

その他

51ページ　③遊びを通した子育て　④放課後児童
クラブについて
53ページ伊達を誇りに思うひとづくりについて

　伊達を誇りに思う子供に育ってほしいと願って
います。伊達の歴史・文化を教えることも大切で
すが、自然を体験させることも、その子供の感性
を育て、自分の体験としての伊達を強く印象に残
させることでもあります。伊達での自然体験／学
習も取り入れていただきたいと思います。
　自然を特記する意味は、自然の上に一次産業を
はじめとする産業があり、自然と産業の上に文化
が花開きます。自然という土台なくして産業も文
化もないという認識を持っていただきたく思いま
す。市の考え方をおたずねします。

　　自然につきましても、学習資源としては重要
であると認識しているところでありますが、戦略
の中で、歴史・文化を伝える教育を実施すること
としましたのは、当市が道内では他に類を見ない
歴史や文化を持っていることによるものであり、
戦略としましてはここに特化した取組を進める考
えでおります。


