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平成 27 年 3 月 31 日 

 

「観音寺市都市計画マスタープラン（案）」についての 

パブリック・コメント手続き実施結果 

 

 平成 27 年 1 月 22 日から平成 27 年 2 月 20 日までの 30 日間「観音寺市都市計画マ

スタープラン（案）」について実施したパブリック・コメント手続では、２名の方か

ら 40 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。 

 これらの意見について、内容を要約して整理し、それら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：「観音寺市都市計画マスタープラン（案）」 

○提出意見 <意見の提出者数> ２名  <意見の数>    40 件 

      <意見の提出方法> 意見書による意見の提出   1 件 

               電子メール         1 件 

 

№ 該当箇所 ご意見（要約） 意見に対する市の考え方 

1 全般  改定案としての PDCA サイクルが実行

できているか、疑問に感じる点がかなり

ある。 

 各地域における「現況と課題」が「将

来像」「整備方針」とリンクしていないと

しか思えない箇所がある。 

 中間改定のための食い違いと思われる

が、課題と方針の再整理を求める。 

 地域別方針の「地域における現況

と課題」では地域の概要説明と課題

の抽出を行い、それらを踏まえて、

「地域の将来像」では地域の特色を

生かすことともに市全体に対する役

割なども盛り込み、将来像と重点目

標を定めました。「整備方針」では、

課題の解消だけでなく、将来像を実

現するための基本的な方針を定めて

います。 

2 全般  計画策定の趣旨(p2)において、「平成

20年度に市域全体としての都市計画マス

タープランを策定し、長期目標年度を平

成 29 年、短期目標年度を平成 24 年度と

しています。」と記されている。 

 短期目標年度である平成 24 年度の実

績を公表・評価することを求める。 

 平成 24 年度までの実績を踏まえ、

本市の統計データや都市基盤整備の

現況、市民意識調査結果を第１章観

音寺市の現況と課題において、整理

し掲載しています。事後評価が必要

な事業につきましては、公表してい

ます。 

3 全般 【観音寺市第 3 次行政改革大綱(案)】に

よると本市の財政状況は、歳入面におい

て、人口減少により市税を中心とした歳

入の増加が期待できないことに加えて、

 今回の改定では、持続可能なまち

づくりを目指し、集約型都市構造の

実現に向けた方針を盛り込みまし

た。しかしながら、その実現にも財
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平成 28 年度から普通交付税の合併算定

替の段階的縮減が始まり、平成 33 年度ま

でに現在の普通交付税額から 10 億円以

上が削減される見込みです。 

 上記の財政状況を踏まえた「改定案」

として、当初策定時との相違点の説明が

皆無である。 

 財政制約に対する対処方法を明確に記

述することを求める。 

政計画が伴いますので、財政計画に

沿った実施計画を策定してまいりま

す。 

4 全般  パブリック・コメントの募集において、

【なお、資料が大量であるため、資料の

配布は行いませんので、ご了承くださ

い。】とあるが、本改定案は重複表記、無

駄な中表紙、白紙等のムダが非常に多い。 

 今回の「資料が多いとの理由での不配

布」は、資料作成時の努力不足が原因で

ある。 

 本資料全 174 頁の約 10%が、無駄な頁

である。他にも工夫・検討すべき点があ

る。 

 市民の皆様にわかりやすい表記と

するために中表紙や重複表記の頁を

設けています。 

5 序章 

1.4 上位計

画・関連計

画 

 

 <まちづくりの６つ基本計画>の「まち

づくりの基本目標」について、本改定案

中に異なる「まちづくりの基本目標」

(p6)・(p54-55)・(p68)が存在する。 

 用語の定義を確定し、3 種類の「まち

づくりの基本目標」相互の位置づけを整

理することを求める。 

 p6では上位計画「観音寺市総合振

興計画後期基本計画」に示された「ま

ちづくりの基本目標」を掲載してい

ます。この基本目標を踏まえ、都市

計画の観点から「まちづくりの基本

目標」を設定(p54-55,68)していま

す。 

6 第 1 章 

1.2 人ロ 

 

 <地区別人口の推移>(p18)および<将来

人口の推計>(p21)において、「観音寺およ

び豊浜の都市計画区域」における将来人

口の推計がない。 

 観音寺および豊浜の都市計画区域にお

ける将来人口の推計資料の明示を求め

る。 

上位計画である香川県策定の「観

音寺都市計画区域マスタープラン」

および「豊浜都市計画区域マスター

プラン」に示されておりませんので、

掲載しておりません。 

7 第 1 章 

1.2 人ロ 

 

 

(4)就業・通学者の流入出状況(p22) 

 「市外流出が多くなっている状況で

す。」は正確な表現ではない。 

 「市外流出が増加し、市内流入は減少

している状況です。」への修正を求める。 

 いただいたご意見を踏まえ、表 

現を「市外流出が増加し、市内流入

は減少している状況です。」に修正し

ます。 
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8 第 1 章 

1.5 都市基

盤整備 

(1)道路の整備状況 

 <都市計画道路整備状況図(観音寺)>、<

都市計画道路整備状況図(豊浜)>(p37)の

図中の同路線名の「引き出し線」が分か

りづらいので、「引き出し線」の「矢印」

への変更を求める。 

 いただいたご意見を踏まえ、「引き

出し線」を「矢印」に修正します。 

9 第 1 章 

1.5 都市基

盤整備 

(2)公園・緑地の整備状況(p38) 

 表<都市公園等の整備状況>(p38)は【公

園・緑地の整備方針】(p100)の表と同一

で、資源のムダである。 

 どちらか、一方を削除し、「p○を参照」

の表記への変更を求める。 

 p38 の表は都市公園等の整備状況

を整理したものです。また、p100 の

表は公園・緑地の整備方針図中の番

号に対応した公園・緑地の名称等の

説明として必要ですので掲載してい

ます。 

10 第 1 章 

1.6 市民意

識調査 

 

 アンケートのみの実施で、前回実施し

た「農家・商店・女性団体・PTA・障害者」

等へのヒアリングは、なぜ今回実施しな

かったのか疑問がある。 

 アンケートのみの実施で、前回実施し

たヒアリングを、なぜ今回実施しなかっ

たかの説明を求める。 

 今回の改定は中間見直しであり、

上位計画の改定に即すること、社会

経済情勢の変化や都市基盤施設の計

画変更、都市施設の新設等計画的な

まちづくりの進捗との整合を図るこ

となどを主な目的としており、基本

的な方針は現行都市計画マスタープ

ランを踏襲しますので、広く市民の

意見を集約できるアンケート調査を

実施しました。 

11 第 2 章 

1.2 目標人

口 

 表<人口の推移と目標>（p51） 

 表中の「年平均伸び率」の「H22-H24」

の数値が理解できません。 

 表中「年平均伸び率」「H22-H24」の数

値の再検討を求めます。 

 表<人口の推移と目標>(p51)は、上

位計画「観音寺市総合振興計画後期

基本計画」に示された数値を掲載し

ています。 

12 第 2 章 

1.5 まちづ

くりの基本

目標 

(1)安心して豊かに暮らせるまちづくり

(p54) 

○安心・安全で豊かに暮らせるまちづく

り(p68) 

 (p54)と(p68)どちらかが、誤りである

と思われるので、修正を求める。 

 いただいたご意見を踏まえ p68 の

「○安心・安全で豊かに暮らせるま

ちづくり」を「○安心して豊かに暮

らせるまちづくり」に修正します。 

13 第 2 章 

1.5 まちづ

くりの基本

目標 

(6)集約型都市構造への転換等による低

炭素型都市づくり(p55) 

 「観音寺市地球温暖化防止計画(エコオ

フィス計画)」において市庁舎関係のデー

タ集計・公表すら何年も放置している状

態で、この新項目が実施できるのか疑問

 今後とも、総合的な施策の展開に

より、低炭素型都市づくりに取り 

組んでまいります。 
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である。 

 市庁舎・及び関連施設における、確実

な実施を要望する。 

14 第 2 章 

2.2 将来都

市構造 

(1)拠点(p58)の説明と【都市構造の方針】

(p62)の説明において、タイトルは異なる

が、文章は同一であり、資源のムダであ

る。 

 どちらか、一方を削除し、「p○を参照」

の表記への変更を求める。 

 市民の皆様にわかりやすくするた

め、掲載しています。 

15 第 3 章 

1.1 土地利

用の方針 

1.1土地利用の方針(p69) 

【土地利用の方針】(p72) 

 タイトルは異なるが、文章は同一であ

り、資源のムダである。 

 どちらか、一方を削除し、「p○を参照」

の表記への変更を求める。 

 市民の皆様にわかりやすくするた

め、掲載しています。 

16 第 3 章 

交通体系の

方針（p79） 

(4)公共交通の方針 

3)鉄道利用環境の充実（p79） 

 鉄道利用環境の充実が掲げられて、観

音寺駅南北の交流の確保という表現にな

っています。 

 もう少し具体的に課題を掲げて、駅南

側への改札口・連絡通路の整備として、

ＪＲと協議し実現を図るべきだと思いま

す。 

 また、ＪＲ豊浜駅はアクセス道路・駅

前広場の整備と三豊総合病院まで歩道の

整備(p137)が掲げられています。 

 ＪＲ豊浜駅は、近くに拠点病院がある

にもかかわらず、特急列車が停車しない

こと、高松～豊浜間の普通列車のほとん

どが観音寺駅での乗換となり階段の昇降

が利用者の負担となっています。 

 ＪＲに対し普通列車の直通運転の増加

と特急列車の停車を求める方針を打ち出

すべきだと思います。 

 豊浜駅と三豊総合病院の間に列車ダイ

ヤにあわせた、送迎バス・タクシーの運

行を計画すべきだと思います。 

 いただいたご意見を公共交通の利

便性向上に関する取組みの参考にさ

せていただきます。 
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17 第 3 章 

1.2 交通体

系の方針 

(7)環境負荷の軽減、景観への配慮(p80) 

 「透水性舗装」および「緑化」への配

慮が削除されている。対応が完了したと

は思えない状況である。 

 「透水性舗装」および「緑化」への配

慮が完了していないのに、削除した理由

の明記を求める。 

 道路整備にあたっては、状況に応

じ透水性舗装や緑化に配慮していま

すので、掲載していません。 

18 第 3 章 

1.3 都市防

災の方針 

1.3都市防災の方針(p86)に詳細に記述さ

れており、【都市防災の方針】(p90)での

再記述は内容的にも不可思議である。 

 全くのムダであるので、この部分の削

除を求める。 

 市民の皆様にわかりやすくするた

め、掲載しています。 

19 第 3 章 

1.4 生活排

水処理施設

の整備方針 

(1)計画的な整備推進(p92)と【生活排水

処理施設の整備方針】(p94)の説明はタイ

トルが異なるが、文章は同一であり、資

源のムダである。 

 どちらか、一方を削除し、「p○を参照」

の表記への変更を求める。 

 市民の皆様にわかりやすくするた

め、掲載しています。 

20 第 3 章 

1.6 公園・

緑地の整備

方針 

1.6公園・緑地の整備方針(p97) 

 表中の「都市計画区域内の住民一人当

たりの都市公園面積(目標)」の目標値が

低すぎる。 

 当初は、全国目標の 20 ㎡/人に対し、

各々、「観音寺（実績：17.76 ㎡/人に対

し、目標：18.5 ㎡/人）」、「豊浜（実績：

7.98㎡/人に対し、目標：8.5 ㎡/人）」を

設定していた。 

 現時点での設定として、「観音寺（実

績：18.4 ㎡/人に対し、目標：18.5 ㎡/

人）」、「豊浜（実績：8.2 ㎡/人に対し、

目標：8.5 ㎡/人）」であり、当初の目標

に近づいているが、全国目標の 20 ㎡/人

に対しては満足のいくレベルではない。

特に豊浜においては、目標値の 41％でし

かない。 

 「都市計画区域内の住民一人当たりの

都市公園面積(目標)」の目標値の見直し

を求める。 

 

 国土交通省においては都市計画中

央審議会の答申を踏まえて、長期的

な望ましい都市公園等の整備目標を

20 ㎡/人としておりますが、現実性

を踏まえた途中段階の目標値とし

て、観音寺および豊浜都市計画区域

の都市公園面積の目標値を設定して

おります。 
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21 第 3 章 

1.6 公園・

緑地の整備

方針) 

4)既存公園等の機能拡充(p98) 

 「ファミリープール」が削除されてい

る。閉鎖後の跡地処理・有効活用が行わ

れた状況とは思えない。 

 「ファミリープール」の跡地処理・有

効活用に関する計画の記述を求める。 

「観音寺ファミリープール」の跡地

利用については、現在検討していま

す。 

22 第 3 章 

1.6 公園・

緑地の整備

方針) 

4)緑化への住民意識の向上(p99) 

 屋上緑化が削除されている。屋上緑化

が普及した状況とは思われない。 

 屋上緑化が削除された理由の明記を求

める。 

 本市においては、屋上緑化できる

施設が少なく、地上において緑化面

積を確保できるので、削除しました。 

23 第 3 章 

1.6 公園・

緑地の整備

方針) 

【公園・緑地の整備方針】(p100) 

 港町子供の遊び場、本大町子供の遊び

場、宮の元地区公園、神田神社(さくら公

園)の 4 箇所が削除されている。整備完了

として削除されたのなら良いが、それな

らば表中の 50 箇所は未だ未整備と言う

意味だとすれば、問題である。 

 上記 4 箇所の公園が削除された理由の

明記を求める。 

 港町子供の遊び場、本大町子供の

遊び場、宮の元地区公園については、

廃止されております。また、神田神

社(さくら公園)については、管理主

体が本市ではないことから削除しま

した。 

24 第 3 章 

1.7 水と緑

のネットワ

ーク形成の

方針 

1.7 水と緑のネットワーク形成の方針

(p102)の説明と【水と緑のネットワーク

形成の方針】(p104)の説明は、タイトル

は異なるが、文章は同一であり、資源の

ムダである。 

 どちらか、一方を削除し、「p○を参照」

の表記への変更を求める。 

 市民の皆様にわかりやすくするた

め、掲載しています。 

25 第 3 章 

1.8 都市景

観形成の方

針 

(1)景観資源の把握(p106)と【都市景観形

成の方針】(p110)の最上段の表はタイト

ルは異なるが、文章は同一であり、資源

のムダである。 

 どちらか、一方を削除し、「p○を参照」

の表記への変更を求める。 

 p106 の表は景観資源を整理した

ものです。また、p110 の表は都市景

観形成の方針図中の番号に対応した

景観資源の名称等の説明として掲載

しています。 

26 第 3 章 

1.8 都市景

観形成の方

針 

【都市景観形成の方針】(p110)の最上段

の表から「旅館晩翠：国登録有形文化財」

が削除されています。 

 「都市景観形成」として重要であるの

で、削除した理由の明記を求める。 

 

「旅館晩翠」は、通りから見えな

いので、削除しました。 
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【都市景観形成の方針】(p110)の「香川

の保存木」 

「豊浜八幡神社のホルトノキ群」が削除

されている。 

 指定解除された理由は重要であるの

で、理由の明記を求める。 

「豊浜八幡神社のホルトノキ群」

については、対象樹木が枯れたこと

から「香川の保存木」の指定を香川

県が解除したため、削除しました。 

27 第 3 章 

2.0 低炭素

まちづくり

の方針 

2)低炭素交通環境への改善(p113） 

 「パークアンドライド」について 

 箕浦駅における実施可能性の検討につ

いての記述を求める。 

 「サイクルアンドバスライド」について

市内で運行されているコミュニティーバ

スの乗降場所は国道を除いて、自由であ

る。この現状に対して、駐輪場所の設定

ついて疑問がある。 

 どの様な場所を「バス」との接点とし

て想定しているのか、明記を求める。 

箕浦駅における「パークアンドラ

イド」については、市民からの要望

があれば、鉄道事業者と協議するな

ど検討してまいります。 

「サイクルアンドバスライド」に

ついて「バス」との接点として公共

施設や公民館、集会場などを想定し

ています。 

28 第 3 章 

2.0 低炭素

まちづくり

の方針 

4)多様なエネルギーの導入・活用(p114) 

 家庭における「太陽光発電」における

電力の活用について、電力会社と、家庭

の「太陽光発電」における電力との問題

についての説明を求める。 

 電力会社と家庭の「太陽光発電」

における問題については、今後の動

向を注視していきます。 

29 第 4 章 

2 観音寺北

部地域 

(2)地域の課題 

「歩いて身近に利用できる公園の拡充」

(p121)が課題として記述されているが、

2.3 整備方針(p122-125)では、一切取り

上げていない。計画策定としては破綻し

ている。 

 課題提起をしていながら、整備方針か

ら除外した理由の明記を求める。 

p127に「ポケットパークの整備」

を掲載しています。 

30 第 4 章 

2 観音寺北

部地域 

2)防災機能の向上(p124) 

 「避難地および非常用の備蓄庫を備え

た防災機能公園」の整備が削除されてい

る。防災機能公園の整備が完了したのな

ら、その箇所の明記を求める。 

 観音寺小学校に隣接して防災機 

能を備えた防災広場を整備しまし

た。図＜観音寺北部地域の課題図＞

(p121)中に防災広場を追加します。 

 

31 第 4 章 

2 観音寺北

部地域 

＜中心市街地の整備方針図＞(p127) 

 「駅周辺の空間形成および交通機能の

向上」があるが、当初方針にあった「駅

の橋上化」が削除されている。「南北分断

「駅の橋上化」について鉄道事業

者と協議をしてきましたが、調整が

整わず、その実現が困難となってい

ますので、削除しました。 
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の解消」が削除された理由の明記を求め

る。 

32 第 4 章 

2 観音寺北

部地域 

＜中心市街地の整備方針図＞(p127) 

 図中には「一の谷川の河道整備および

沿道整備」があるが、堤防上道路の整備

に疑問がある。 

 市役所と明治橋間の堤防上道路の駐車

自動車対策は放置状態であるが、沿道整

備には含まれない理由が知りたい。 

「一の谷川の河道整備および沿道

整備」は、県と協議していきたいと

考えております。また、駐車自動車

につきましては、対処してまいりま

す。 

33 第 4 章 

2 観音寺北

部地域 

＜中心市街地の整備方針図＞(p127) 

・交差点改良への取組み 

 東西 2カ所のうち、西側の県道 239号

線と 240 号線の交差点については、隣接

する観音寺踏切起因の渋滞が発生してい

る。これは観音寺駅裏から(観音寺東踏切

方向)の流入交通が原因である。 

 観音寺踏切と観音寺東踏切間の JR 線

路沿いは、一般交通だけでなく、警察・

消防等の緊急車両も日常的に利用してい

る。 

 しかし、JR 四国との問題がある。観音

寺踏切と観音寺東踏切間の通路は正式に

は道路ではなく、JR 四国の敷地である。

全面舗装はされているが、道路ではない

ので当然、車道外側線、停止線はない。

特に停止線が無いため、県道 240 号線と

の交差部で渋滞が起こり、危険な場合は、

観音寺踏切内での立ち往生が、朝夕の混

雑時に発生している。危険防止のため、

県道側からの一方通行化が必要である。 

 JR沿線(観音寺踏切と観音寺東踏切間)

について、駅周辺整備、交差点改良とし

ての対応・改善を求める。 

 駅周辺整備、交差点改良について

は、県および鉄道事業者と協議して

いきたいと考えております。 

34 第 4 章 

3 観音寺東

部地域 

(1)地域の概要(p128) 

 H12 の人口は 11,506 人ではなく、

11,520 人、H17の人口は 11,374 人ではな

く、11,388 人である。 

 人口について、過去の資料との照合を

求める。 

 今回の中間見直しにあたり、過去

の人口統計を確認し、修正しました。 
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35 第 4 章 

3 観音寺東

部地域 

3.2 観音寺東部地域の将来像 

 重点目標(p130)に「◎自然環境の保全」

を挙げているが、3.3 整備方針(2)文化的

景観の保全(p131)には、「自然環境の保

全」に該当する整備方針が不明確である。 

 「自然環境の保全」に該当する整備方

針を明確にすることを求める。 

 ご意見いただきました p130 の重

点目標に誤りがございました。重点

目標の「◎自然環境の保全」を「◎

文化的景観の保全」に修正します。 

36 第 4 章 

4 観音寺西

部地域 

4.2 観音寺西部地域の将来像 

3)農地の保全活用(p139) 

 「樹園地」：広辞苑に無い単語である。

農林水産省の資料でも、わざわざ定義が

記載されている専門用語である。「果樹

園」を想像するが、単に「果樹園」だけ

の意味ではない。 

 資料編での解説を要望する。 

 ご意見を踏まえ、資料編に「樹園

地」の解説を掲載します。 

37 第 5章 

計画の実現

に向けて 

1.2 整備プログラムの策定(pl51) 

 「整備プログラムの策定」の内容は、

市民を愚弄した内容である。 

 【観音寺都市計画マスタープランの策

定にあたって 平成 21 年 3 月策定(2009

年)】とほとんど同じ文章である。p151

までの文章にも同一文章が多くを占めて

いるが、社会状況の変化を考慮した内容

として妥当である。しかし、pl51 の内容

は、全く経年変化、都市再生整備計画事

業の変遷を無視した無責任な文章であ

る。 

・例えば 

 (1)整備スケジュール(p151・p152) 

 (前略)そのためにも、優先順位を定め

て整備に取り組むことが必要です。都市

計画マスタープランの整備目標は平成29

年度としていますが、ここでは、概ね 5

年以内に整備するものを短期、概ね 10 年

以内に整備するものを中期、それ以降の

ものを長期として位置づけます。(後略) 

 平成 21 年においては、次の文章が続

く。 

観音寺都市計画マスタープランに最も

「高齢者住宅・若者向け住宅」の

整備状況は、居住対象者を高齢者・

若者向けに限らず、民間による一般

住宅の整備が行われているところで

す。 

「橋上駅化」については、№31 の

ご意見で回答しています。 

「ファミリープールの利活用」に

ついては、№21 のご意見で回答して

います。 

「フラワーロード」としての整備

は完了しておりませんが、河川敷と

いう立地も考慮しながら、緑化推進

を検討していきます。 
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関わりの深い都市計画区域の再編や用途

地域の見直し、および都市計画道路の見

直しなどについては、都市計画マスター

プランの策定後、早期に着手していくこ

ととします。 

 ここにある「都市計画区域の見直し」

等の整備目標「短期」のほとんどが、今

回の「整備スケジュール」(p152)におい

ても整備目標「短期」のままである。「中

期」もほとんど同一である。これは、こ

の 5年間で進捗が「ゼロ」を示している。 

 表から削除された「高齢者住宅・若者

向け住宅」の整備、「橋上駅化」「ファミ

リープールの利活用」「フラワーロード」

等の整備状況の記述を求める。 

38 第 5章 

計画の実現

に向けて 

【(1)整備スケジュール】の文書が、今回

の改定文章として、正規のものであるな

らば、5 年以内に整備する短期は平成 32

年、概ね 10 年以内に整備する中期は平成

37 年を意味し、平成 29 年度の整備目標

は、無意味に等しい。 

(1)整備スケジュール(p151・p152)につい

て、全文章の修正・再検討を求める。 

今回の改定は中間見直しであり、

目標年度も平成 29 年度と現行都市

計画マスタープランを踏襲しており

ますので、整備スケジュールについ

ても引き継ぐことは適切と考えてお

ります。 

39 第 5章 

計画の実現

に向けて 

(2)事業手法・事業主体(pl51) 

 近年では公会計において、単年度会計

から長期的な収支を把握する会計へと転

換を迎えており、今まで以上に財政状況

を勘案した整備が望まれていることか

ら、まちづくり交付金のような国の事業

制度を活用しながら整備を行っていきま

す。 

 また、事業によっては行政が事業主体

ではなく、NPO や民聞が主体となって行

うものも存在します。さらには、PFI 等

を活用した事業手法や維持管理において

は指定管理者制度の導入など、行政以外

との連携も見据えた事業推進を検討しま

す。 

 以下、「観音寺都市計画マスタープラン

 今後も事業を進めるにあたって

は、最善の方法を検討し、まちづく

りに取り組んでまいります。 

 なお、「まちづくり交付金」につき

ましては、現在「社会資本整備総合

交付金」に変わっておりますので、

修正します。 
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の策定にあたって(平成 21 年 3月策定)」

より 

 近年では公会計において、単年度会計

から長期的な収支を把握する会計へと転

換を迎えており、今まで以上に財政状況

を勘案した整備が望まれていることか

ら、まちづくり交付金のような国の事業

制度を活用しながら整備を行っていきま

す。(中略) 

 また、事業によっては行政が事業主体

ではなく、NPO や民聞が主体となって行

うものも存在します。さらには、PFI 等

を活用した事業手法や維持管理において

は指定管理者制度の導の導入など、行政

以外との連携も見据えた事業推進を目指

します。 

 「目指します。」から「検討します。」

に変更とは、【後退宣言】である。中間時

点での「検討します。」では遅すぎる。 

 検討ではなく、実行することを要望す

る。 

 末文のみの変更であり、内容の修正・

変更は一切行われていない。例えば、「ま

ちづくり交付金」は、平成 16年度に「ま

ちづくり交付金」制度として創設された

が、平成 22 年度からは、「社会資本整備

総合交付金」に統合され、都市再生整備

事業の基幹事業として位置付けられてい

る。 

 当初のままの、たった６行ですまされ

ているが、事業の推進手法が、改定の最

重要箇所である。事業推進の手法に対す

る市の姿勢を疑わざるを得ない内容であ

る。 

 初頭に引用したような財政状況下での

「今まで以上に財政状況を勘案した整

備」が可能な事業手法の計画を要望する。 
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40 その他  「資料が多いとの理由での不配布」は、

インターネット利用によるダウンロード

ができない市民にとっては、差別であり、

不平等であり、パブリック・コメントへ

の参加を妨害する行為である。大量な資

料であるからこそ、閲覧のみでの、パブ

リック・コメントへの参加は不可能であ

る。適切な情報提供こそが「パブリック・

コメント」の基礎である。 

 行政情報の発信をアピールしている

が、「形」だけのジェスチャーでしかない

のが現状である。 

 「観音寺市パブリック・コメント手続要

綱」こそ、パブリック・コメントの対象

にすべきである。 

 「観音寺市のパブリック・コメント」に

関する、パブリック・コメントの実施を

求める。 

 「観音寺市パブリック・コメント手続要

綱」の改訂を求める。 

 このご意見は、「観音寺市都市計画

マスタープラン(案)」に対するご意

見ではなく、「パブリック・コメント」

に対するご意見と思われますので、

担当部局にお伝えします。 

 

 

 


