
 平成 30年２月 16日 

 

 

「第２次観音寺市総合振興計画 (案)」についての 

パブリック・コメント手続実施結果 

 

 

 平成 30年１月４日から平成 30年２月２日までの 30日間「第２次観音寺市総

合振興計画（案）」について実施したパブリック・コメント手続では、１人から

37件の意見をいただきました。ご意見をいただきありがとうございました。 

 この意見について、内容を要約して整理し、それに対する市の考え方とあわ

せて以下に示します。 

 今後とも市政につきまして、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

○意見を募集した施策等：「第２次観音寺市総合振興計画（案）」 

○提出意見  <意見の提出者数> １名  <意見の数> 37件 

<意見の提出方法> 持参 １名  

※ 提出いただいたご意見は、趣旨を変えない範囲内で、簡略化または文言等の

調整をしています。また、内容が類似しているご意見につきましては、まと

めて１件分として市の考え方を示しています。 

 

№ 該当箇所 ご意見（要約） 意見に対する市の考え方 

1 序章 

第２章  

３ 時代の

潮流 

（５） 

【P13】 

“新しい公共”“協働”によ

る地域づくりのシステムの

確立との記述に「自治基本条

例」に関する記述の追加を求

める。 

「自治基本条例」について

は、Ｐ13中の「“協働”によ

る地域づくりのシステムの

確立」に含みます。 

本計画においては、自治基

本条例について、基本構想

Ｐ32中の「基本目標７の基

本施策（１）」、前期基本計

画Ｐ128中の「基本施策７－

１の主な取組（１）」で記述

しております。 

2 序章 

第３章  

３ 安全・安

「避難時や被災後の支援体

制の強化」とあるが、「避難

行動要支援者の避難行動支

「避難行動要支援者の避難

行動支援」、「福祉避難所」

等の整備については、Ｐ15



心な防災・減

災体制の整

備 

【P15】 

援」、「福祉避難所」等は、未

整備であるため、これらへの

取り組み、整備に関する記述

を求める。 

中の「支援体制の強化」に

含みます。 

本計画においては、災害に

備えた体制づくりとして、

基本構想Ｐ25中の「基本目

標２の基本施策（６）」、Ｐ

29～Ｐ30中の「基本目標５

の基本施策（４）、（５）」、

前期基本計画Ｐ71中の「基

本施策２－６の主な取組１

の（２）」、Ｐ107中の「基本

施策５－４の主な取組２の

（４）」、Ｐ109中の「基本施

策５－５の主な取組３の

（２）」で記述しておりま

す。 

3 基本構想 

第２章  

基本目標２  

【P24】 

「コンパクトシティの考え

方に基づく都市機能の充実

と公共施設の集約化を図る」

とあるが、「中心市街地ゾー

ン」の現在の商店街は道路整

備に伴い、商店街の体を成し

ていない。この現状に対し、

どの様な都市機能の充実を

図り、公共施設の集約化が必

要なのか記述を求める。 

基本構想では、基本目標と

基本施策の方向などを示し

ております。コンパクトシ

ティなど市街地の形成につ

いては、前期基本計画Ｐ62

～Ｐ63「基本施策２－２」

の主な取組に記述している

とおりです。 

4 基本構想 

第２章  

基本目標２  

基本施策

（３） 

【P24～P25】 

「市街地内の内環状道路や

市内の拠点を結ぶ外環状道

路」との記述について、「内

環状道路」「外環状道路」の

具体的表示（図示等）を求め

る。 

個別の具体的表示（図示等）

については、関連する計画

に示しております。 

「内環状道路」「外環状道

路」については、観音寺市

都市計画マスタープランに

示しております。 

5 ①「橋梁の計画的な補修や更

新を行うとともに、落橋防止

対策を進めます」との記述に

①緊急輸送道路に架かる橋

梁について、落橋防止対策

から進めますので現在の記



ついて、「落橋防止」とは、

橋梁の上部構造（桁部分）が

下部構造（橋脚、橋台）から

脱落、落下することに対する

防止対策を意味し、上部構造

自体、下部構造を対象として

いない。 

「落橋防止対策」を「耐震補

強」「耐震対策」等へ変更す

ることを求める。 

②平成28年度施政方針には、

『「橋梁長寿命化修繕計画」

を見直し市道にかかる360橋

全ての修繕計画を策定する』

とあるが、「観音寺市橋梁長

寿命化修繕計画」（平成 24年

３月）以降、類似の計画は公

表されておらず、橋梁の計画

的な補修や更新による、必要

な維持管理が行われている

か疑問である。「市道にかか

る 360橋全ての修繕計画」に

関する記述を求める。 

述としております。 

②基本構想では、「橋梁の計

画的な補修や更新を行う」

という、基本施策の方向を

示しております。また、市

道にかかる 360橋について

は、調査を順次実施してお

り、調査結果を踏まえ修繕

計画に反映してまいりま

す。 

6 基本構想 

第２章  

基本目標４  

【Ｐ27】 

大学その他のサテライトキ

ャンパスやサテライトオフ

ィス、「ＮＨＫカルチャー」

等の誘致による「学び」の環

境整備に関する考慮・記述を

求める。 

Ｐ27中の「市民大学や女性

大学などの内容の充実」に

含みます。 

7 基本構想 

第２章  

基本目標４  

【Ｐ27】 

前期基本計

画 

第２章  

基本構想と前期基本計画に

「幼保小中連携教育の推進」

の記述があるが、観音寺市民

の子弟が通う「三豊中学校」

の位置づけに関する記述を

求める。 

中学校には三豊中学校を含

みます。 

三豊市と連携して施策を進

めてまいります。 



基本目標４  

基本施策４

－１  

【Ｐ87】 

8 基本構想 

第２章  

基本目標７ 

基本施策

（２） 

【Ｐ32】 

「高度情報通信基盤」の観音

寺市における具体的内容、説

明を求める。 

基本構想では、基本目標と

基本施策の方向などを示

し、前期基本計画、実施計

画に基づき施策を進めてま

いります。 

9 前期基本計

画 

第１章  

２ プロジ

ェクトの内

容 

にぎわいプ

ロジェクト 

【Ｐ41】 

第２章  

基本目標３  

基本施策３

－２ 

【Ｐ76～Ｐ

78】 

「観光基本計画に基づく」と

あるが、観音寺市には「観光

振興条例」、「観光基本条例」

の類が現在存在しておらず、

「観光基本計画」も存在しな

い。架空の計画に基づく記述

の撤回を求める。 

本計画の計画期間中に策定

する計画であるため、現在

の記述としております。 

10 前期基本計

画 

第１章  

２ プロジ

ェクトの内

容 

やすらぎプ

ロジェクト 

【Ｐ42】 

①「公共施設や住宅の耐震

化、緊急輸送路の確保など」

とあるが、「緊急輸送路の確

保」と「緊急避難路の確保」

のどちらを優先整備するか

明確に記述することを求め

る。 

②「観音寺市緊急輸送道路沿

道（人口集中地区）」に三架

橋が「２次輸送確保路線」と

して示されているが、大型車

①②「緊急輸送路の確保」

と「緊急避難路の確保」は、

どちらを優先するというも

のではないと考えておりま

す。プロジェクトの記述に

ついては、広く「緊急輸送

路の確保など」と表現して

おります。 

 

 



両の通行が制限され、どの震

度レベルの耐震補強が行わ

れているか不明であり、「緊

急輸送路の確保」に関する追

加記述を求める。 

11 前期基本計

画 

第２章  

基本目標１  

基本施策１

－１  

４ 企業誘

致の推進 

【Ｐ51】 

基本施策１

－４ 

２ 工業の

振興 

（２） 

【Ｐ57】 

基本施策１－１の「４ 企業

誘致の推進」と基本施策１－

４の「２ 工業の振興」の

「（２）企業誘致の推進」に

ついて、同一内容であり統合

整理し、主管部署を明確にす

ることを求める。 

基本施策１－１について

は、工業も含め本市の立地

や地域特性に合う企業との

意味で記述しております。

基本施策１－４について

は、工業の振興として製造

業等の誘致との意味で記述

しております。本計画では、

主な取組の主管部署につい

て表記しておりません。 

12 前期基本計

画 

第２章  

基本目標１  

基本施策１

－４  

【Ｐ56】 

成果指標に「商工会議所会員

数」「商工会会員数」と二種

類の表記があるが、１市２町

が合併した現在、二つの団体

が並立し合併しない理由が

理解できないため、用語集等

における説明の記述を望む。 

観音寺商工会議所と観音寺

市大豊商工会は、それぞれ

商工会議所法と商工会法に

基づく認可法人との違いが

あります。二つの団体が合

併しない理由については、

本計画で扱う内容ではあり

ませんので、記述しており

ません。 

13 前期基本計

画 

第２章  

基本目標２  

基本施策２

－１ 

【Ｐ60～Ｐ

成果指標の地籍調査進捗率

の目標が 65％で、「観音寺市

空家等対策計画」が実施でき

るか疑問であり、目標値の改

善を求める。 

地籍調査は、国土調査法に

基づき実施しているもので

あり、「観音寺市空家等対策

計画」と連携したものでは

ありません。目標値につい

ては、調査を計画的に行う

なかで、現在の値としてお



61】 ります。 

14 「（５）島しょ地域」の記述

が、Ｐ36～Ｐ37と同一内容で

あるため、統合整理すること

を求める。 

Ｐ61中の主な取組「（５）島

しょ地域」に住民の利便性

の向上に関する記述を追記

いたします。 

15 前期基本計

画 

第２章  

基本目標２  

基本施策２

－２ 

【Ｐ62～Ｐ

63】 

基本目標２

－３  

【Ｐ64～Ｐ

65】 

関連計画として記載されて

いる「観音寺市都市計画マス

タープラン」の計画期間が

「Ｈ32～Ｈ41」となってお

り、存在しない計画に基づく

架空部分の削除を求める。 

関連計画に記載しているＰ

63、Ｐ65、Ｐ116、Ｐ118の

計画期間を現行計画の計画

期間「Ｈ21～Ｈ31」へ修正

いたします。 

16 前期基本計

画 

第２章  

基本目標２  

基本施策２

－４  

【Ｐ66～Ｐ

67】 

「基本施策２－４ 安心し

て暮らせる居住環境の整

備」、「２ 安心して暮らせる

住環境の整備」、「（２）世帯

特性に対応した住環境の整

備」というように、「居住環

境の整備」と「住環境の整備」

の２種類の記述が混在して

いるため、違いを明確にする

ことを求める。 

目次中の基本施策２－４、

Ｐ25、Ｐ42、Ｐ66中の「居

住環境」との記述を「住環

境」へ修正いたします。 

17 前期基本計

画 

第２章  

基本目標２  

基本施策２

－４  

２ 安心し

て暮らせる

住環境の整

空家等対策の推進について、

関連計画と「観音寺市空家等

対策計画」との関係性が明ら

かでないため、関係性を明確

にすることを求める。 

空家等対策の推進に関連す

る計画として、関連計画に

「観音寺市空家等対策計

画」計画期間Ｈ29～Ｈ33を

追記いたします。 



備 

（１） 

【Ｐ66～Ｐ

67】 

18 前期基本計

画 

第２章  

基本目標２  

基本施策２

－４  

２ 安心し

て暮らせる

住環境の整

備 

（２） 

【Ｐ67】 

「サービス付き高齢者住宅」

の解説付記を求める。 

Ｐ67中の「サービス付き高

齢者住宅」を「サービス付

き高齢者向け住宅」に修正

し、用語集に説明を追記い

たします。 

19 前期基本計

画 

第２章  

基本目標２  

基本施策２

－６  

【Ｐ70～Ｐ

72】 

関連計画に「観音寺市地域防

災計画Ｈ30～」、「観音寺市耐

震改修促進計画Ｈ30～」とあ

るが、計画期間がＨ30からと

なっており、存在しない計画

に基づく架空部分の削除を

求める。 

ご意見９と同様の理由か

ら、現在の記述としており

ます。合わせてＰ61「観音

寺市地域防災計画Ｈ26～」

を「Ｈ30～」に修正いたし

ます。 

「観音寺市耐震改修促進計

画Ｈ30～」については、平

成29年度に見直しを行って

おりますので、計画期間を

「Ｈ29～Ｈ32」に修正いた

します。 

20 前期基本計

画 

第２章  

基本目標２  

基本施策２

－６  

１ 防災体

制の充実 

「観音寺市総合防災マップ

（平成 27年３月発行）の「津

波による浸水想定と被害の

程度（北部と伊吹島）」には、

「浸水深１ｍ以上２ｍ未満」

の地域からの主な避難方向

として「浸水深２ｍ以上」の

地域である観音寺小学校（緊

観音寺市総合防災マップの

見直しについての内容とな

りますので、貴重なご意見

として参考にさせていただ

きます。 



【Ｐ70】 急避難場所）が示されてい

る。また、観音寺小学校は、

２階以上が緊急避難場所と

されているが、浸水深が深く

周囲から孤立してしまうた

め、防災マップの見直しを求

める。 

21 前期基本計

画 

第２章  

基本目標３  

基本施策３

－２  

【Ｐ76～Ｐ

78】 

背景の記述について、観音寺

市の「宿泊業」の現状は、満

足できる状況にあるとは思

えないが、「宿泊業」に関す

る記述がないため、現状と対

策に関する記述を求める。 

「宿泊業」の取組について

は、背景中の「新たな魅力

ある観光商品づくりや観光

ＰＲの強化、来訪者を温か

くもてなす体制づくり」に

含みます。 

Ｐ77中の「主な取組３（２）」

の「滞留性の向上を図り、

宿泊などによる経済への波

及効果を高める取組」の記

述としております。 

22 前期基本計

画 

第２章  

基本目標４  

基本施策４

－１  

【Ｐ86～Ｐ

88】 

基本目標４

－３  

【Ｐ91～Ｐ

92】 

関連計画に「観音寺市子ども

読書活動推進計画Ｈ30～Ｈ

34」とあるが、パブリック・

コメント実施中であり、未確

定計画に基づく内容、表記に

ついては、注記等の付記を求

める。 

本計画の計画期間は、平成

30年度からであり、ご意見

のあった計画についても同

様であるため、現在の記述

としております。 

23 前期基本計

画 

第２章  

基本目標５  

基本施策５

－２  

関連計画に「観音寺市第３期

特定健康診査等実施計画Ｈ

30～Ｈ35」、「観音寺市国民健

康保険第２期データヘルス

計画Ｈ30～Ｈ35」とあるが、

架空の計画に基づく記述の



【Ｐ102～Ｐ

103】 

撤回を求める。 

24 前期基本計

画 

第２章  

基本目標５  

基本施策５

－４  

【Ｐ106～Ｐ

107】 

関連計画に「観音寺市高齢者

福祉計画・第７期介護保険事

業計画Ｈ30～Ｈ32」とある

が、未完成計画に基づく記述

の撤回を求める。 

25 前期基本計

画 

第２章  

基本目標５  

基本施策５

－６  

【Ｐ111～Ｐ

112】 

関連計画の「医療費適正化計

画」によると「地域差指数」

の評価が、３年連続で全国ワ

ースト 30位以内の状態であ

る。また、毎年作成とあるが

過去の計画が確認できず、状

況を隠しているように思え

る。過去の状況を含め、現状

及び今後の対策の記述を求

める。 

関連計画の内容となります

ので、貴重なご意見として

参考にさせていただきま

す。 

26 前期基本計

画 

第２章  

基本目標６  

基本施策６

－１  

【Ｐ114～Ｐ

116】 

関連計画に「観音寺市エコオ

フィス実行計画Ｈ30～Ｈ35」

とあるが、架空の計画に基づ

く記述の撤回を求める。 

ご意見22～24と同様の理由

から、現在の記述としてお

ります。 

27 前期基本計

画 

第２章  

基本目標６  

基本施策６

－１  

３ 良好な

景観づくり 

①「（１）良好な文化的景観

の保存と形成」について、「景

観行政団体」に関する県との

協議は終了しているのか。 

②「景観計画」の策定に伴い、

「景観地区」での自由な建築

物の構築が制限されること

となるため、市民意見の反映

①平成 29年３月 15日から

景観行政団体となっており

ます。 

②個別の計画の内容となり

ますので、貴重なご意見と

して参考にさせていただき

ます。 



【Ｐ115】 方法等についての記述を求

める。 

28 前期基本計

画 

第２章  

基本目標６  

基本施策６

－２  

【Ｐ117～Ｐ

118】 

成果指標の「市民１人当たり

の公園面積」Ｈ28年度（実績）

15.98㎡/人→Ｈ34年度（目

標）17.50㎡/人は、人口減少

により達成できると推測で

きる値であるので、目標値の

見直しを求める。 

計画を見直し、目標値を

17.50㎡/人から 18.00㎡/

人へ修正いたします。 

29 前期基本計

画 

第２章  

基本目標６  

基本施策６

－３  

【Ｐ119～Ｐ

120】 

関連計画に「観音寺市公共下

水道事業計画Ｈ30～Ｈ36」、

「観音寺市下水道ストック

マネジメント計画Ｈ31～」と

あるが、架空の計画に基づく

記述の撤回を求める。 

「観音寺市公共下水道事業

計画」については、ご意見

22～24と同様の理由から、

現在の記述としておりま

す。 

「観音寺市下水道ストック

マネジメント計画」につい

ては、ご意見９と同様の理

由から、現在の記述として

おります。関連計画の記載

は削除いたします。 

30 前期基本計

画 

第２章  

基本目標６  

基本施策６

－４  

【Ｐ121～Ｐ

122】 

関連計画に「観音寺市災害廃

棄物処理計画Ｈ30～」とある

が、架空の計画に基づく記述

の撤回を求める。 

ご意見22～24と同様の理由

から、現在の記述としてお

ります。 

31 前期基本計

画 

第２章  

基本目標７  

【Ｐ127～Ｐ

136】 

「公募委員」が、「自治基本

条例」でなく、「広聴・広報」

の一部として扱われている

のか理解できない。また、基

本目標７にある基本施策４

項目に含まれる22項目の「主

な内容」の相互関係が理解で

公募委員については、市民

の方々へ市政に関する情報

をお伝えし、施策立案段階

から広くご意見をいただき

取り入れたいとの考えか

ら、「広聴・広報活動の推進」

の項目で扱っております。



きないため、基本目標７全体

の構成の再検討を求める。 

基本目標７全体の構成につ

いては、「基本施策７－１」

にまちづくりの基本となる

「協働」、「基本施策７－２」

に情報通信技術を活用した

「利便性向上」、「基本施策

７－３」に市政に関する情

報発信と市民の意見を取り

入れる「市民参画」、「基本

施策７－４」にまちづくり

を支える「行財政運営」に

ついて記述し、全体で「持

続可能なまちづくりのため

の体制づくり」としており

ます。 

32 前期基本計

画 

第２章  

基本目標７  

基本施策７

－１  

【Ｐ128】 

成果指標の「審議会等に占め

る女性委員の割合」Ｈ28年度

（実績）20.8％→Ｈ34年度

（目標）30.0％は、前計画の

目標値と同じであり、達成で

きていない。男女共同参画の

見地から目標値を 50％とす

ることを求める。 

香川県の「第３次かがわ男

女共同参画プラン」では、

目標とする指標として「市

町の審議会等に占める女性

委員の割合、目標（Ｈ32年

度）30％以上」とされてい

ます。また、前計画の目標

値を達成できていないこと

から、まずこの目標値を達

成し、後期基本計画の策定

時に改めて見直すとの考え

から、前計画と同値として

おります。 

33 前期基本計

画 

第２章  

基本目標７  

基本施策７

－１  

１ 住民自

治の推進 

「（１）自治基本条例の制定」

について、制定時期が他県及

び県内自治体と比較して、大

幅に遅れをとっている現状

の説明と制定時期（目標）の

記述を求める。 

自治基本条例の制定に向け

ての事業を進めていくなか

で、制定時期について検討

してまいります。 



【Ｐ128】 

34 前期基本計

画 

第２章  

基本目標７  

基本施策７

－２  

１ 情報通

信基盤の活

用 

【Ｐ130】 

「同報系デジタル防災行政

無線」に対する説明付記を求

める。 

用語集に説明を追記いたし

ます。 

35 前期基本計

画 

第２章  

基本目標７  

基本施策７

－３  

【Ｐ132～Ｐ

133】 

成果指標の「公募を実施して

いる審議会における公募委

員の割合」Ｈ28年度（実績）

14.5％→Ｈ34年度（目標）

20.0％は、前計画の目標値と

同じであり、達成できていな

い。市民の積極的参画のため

にも目標値の改善（例えば

30％以上）を求める。 

前計画の目標値を達成でき

ていないことから、まずこ

の目標値を達成し、後期基

本計画の策定時に改めて見

直すとの考えから、前計画

と同値としております。 

36 前期基本計

画 

第２章  

基本目標７  

基本施策７

－３ 

２ 市政へ

の参画機会

の拡充 

【Ｐ132～Ｐ

133】 

「意見公募（パブリック・コ

メント）等を積極的に実施

し、施策立案参加の促進」と

あるが、現在の意見公募の実

施状況は、短期間に８つの計

画を集中させる過密スケジ

ュールであり、積極的な市民

参画がえられる状況とは思

えない。施策立案への参加促

進のため、意見公募が短期間

に集中しないように年間計

画を作成し、管理することの

明記を求める。 

今年度につきましては、各

種計画の見直しが重なり、

年末から年度末にパブリッ

ク・コメントの実施が集中

しております。今後のパブ

リック・コメントの実施に

あたり、貴重なご意見とし

て参考にさせていただきま

す。 

37 前期基本計

画 

第２章  

①成果指標に「実質公債比

率」Ｈ28年度（実績）9.7％

→Ｈ34年度（目標）13.5％と

①本文と用語集を「実質公

債費比率」へ修正いたしま

す。 



基本目標７  

基本施策７

－４  

【Ｐ134】 

記載させているが、「実質公

債費比率」の誤記であり、本

文と用語集の修正を求める。 

②実質公債費比率の増加は、

「財政の悪化」を示してお

り、誤記であれば修正を求め

る。 

③「財政の悪化」を目標値と

して示しているのであれば、

財政報告として、理由、原因

が明記されているのか疑問

である。このような目標を掲

げた理由、原因の明記を求め

る。 

②③施策を計画的に推進す

るうえで公債費の増加が見

込まれるものの、公債費が

過度に増加しないように抑

制するとの考えから、実質

公債費比率を成果指標とし

ております。 
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