
平成 30 年６月 26 日 

 

 

「観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略 改定(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４月２日から平成 30 年５月１日までの 30 日間「観音寺市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略 改定(案)」について実施したパブリック・コメント

手続では、２人から 16 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：「観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略 改定

(案)」 

○提出意見  <意見の提出者数> ２名  <意見の数> 16 件 

<意見の提出方法> 持参 １名 電子メール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 第２章 

本市の現状

と課題の整

理 

【P4～6】 

現戦略と全く同一であるの

に改定する理由の追加記述

を求める。 

まち・ひと・しごと創生総

合戦略推進会議において、

事業評価を行っており、そ

こでいただいたご意見をも

とに今回改定を行いまし

た。また、策定から 3 年が

経過し KPI の数値目標の見

直しも併せて行いました。 

2 第３章 

１ ７つの

基本目標と

具体的な施

策 

上位計画である観音寺市総

合振興計画が改正されたが、

７つの基本目標と具体的な

施策がほぼ同一である理由

の追加記述を求める。 

本計画の施策実施期間は平

成31年度まで継続していく

ことが想定されており、施

策の極端な変更はおこなっ

ておりません。また、今回



【P7】 は KPI の目標数値などの変

更が主なものとなっており

ます。 

3 第３章 

基本目標と

政策分野 

【P7～23】 

各 KPI について、個別に改定

理由・改定内容の追加記述を

求める。 

改定の概要にて主な KPI の

変更の説明をいたします。 

4 第３章 

基本目標Ⅰ 

（２） 

【P8】 

「保育所待機児童ゼロを継

続する」から「保育所待機児

童の解消を目指す」と改定す

る理由の追加記述を求める。 

子育て支援施策の充実によ

り、女性の社会進出が進み

その結果、保育所への入所

希望者が増加したことによ

るものです。 

5 第３章 

基本目標Ⅰ 

（２） 

【P9】 

「就学前第２子以降の保育

料無料」から「就学前同時通

園第２子以降の保育料無料」

と改定することが経済的負

担の軽減となる理由の追加

記述を求める。 

就学前第２子以降保育料無

料は無条件になるのではな

く、同一世帯の最年長児が

保育所もしくは幼稚園及び

それに準ずる施設において

保育や教育、支援などを受

けている場合に限るため、

このような表現にいたしま

した。 

6 第３章 

基本目標Ⅰ

（４） 

【P9】 

「支援員の確保」の記述が無

くなっているが、支援員が確

保できている状況の追加記

述を求める。 

国の基準以上の支援員確保

の見通しが立っているた

め、削除いたしました。 

7 第３章 

基本目標Ⅰ

（５） 

【P10】 

KPI 外国語指導助手（ALT）の

配置数における単位の明記

を求める。 

市全体の市立学校における

外国語指導助手（ALT）の配

置数です。 

8 第３章 

基本目標Ⅱ 

数値目標 

【P12】 

H26（83.5％）から H26（82％）

への改定理由の追加記述を

求める。 

数値が誤っていたので、改

定しないこととしました。 



9 第３章 

基本目標Ⅱ 

（１） 

【P12】 

KPI 件数が 35 件+35 件＝70

件から 50 件に削減された理

由の追加記述を求める。 

耐震シェルターは住宅の耐

震改修を行うよりも経費負

担が少ないため、普及を進

めてまいりましたが需要に

マッチしないため、数値目

標の見直しを行ったもので

す。 

10 第３章 

基本目標Ⅲ 

数値目標 

【P14】 

数値目標「転入者数」と（６）

KPI「転入による増加世帯数」

は同じ事象を対象としてい

るのか、していないのかの説

明の追加記述を求める。 

また、両者の関連性を明確に

し、それぞれの数値の意味の

追加記述を求める。 

転入者数と転入による増加

世帯数は同じ事象を対象と

したものではございませ

ん。 

また、両者の関連性はござ

いますが、基本目標に対す

る数値目標と具体的な施策

に対する KPI では対象が異

なりますのでこのままとし

ます。 

11 第３章 

基本目標Ⅲ 

（７） 

【P17】 

KPI が 250 件から 5,000 件と

増加した理由の追加記述を

求める。 

策定当初の寄附件数は 166

件でしたが、平成 28 年度に

大幅なリニューアルを行

い、インターネットからの

申込受付や返礼品の種類の

増加などにより寄附件数が

増加したことによるもので

す。 

12 第３章 

基本目標Ⅲ 

（８） 

【P17】 

KPI の単位と根拠の追加記述

を求める。 

展示販売や外会場（駐車場

やふれあい広場）でのイベ

ント等を含まない年間の来

館者数です。 

13 第３章 

基本目標Ⅴ 

数値目標 

【P20】 

数値目標の改定理由の追加

記述を求める。 

策定当初からの進捗状況に

あわせたものです。 

14 第３章 

基本目標Ⅴ

（１）

KPI「NPO やボランティア団

体」と「NPO 法人や市民活動

団体（法人）」との違いの追

第 2 次観音寺市総合振興計

画前期基本計画の成果指標

に合わせた改定です。 



【P20】 加記述を求める。 

また、法人ではないボランテ

ィア団体の位置づけについ

て追加記述を求める。 

また、法人ではないボラン

ティア団体の支援も引き続

き行います。 

15 第３章 

基本目標Ⅴ

（２）

【P21】 

デマンドタクシーの記述が

削除された理由の追加記述

を求める。 

また、KPI 削減の理由の追加

記述を求める。 

デマンドタクシーも含めた

「地域公共交通」という意

味になります。また、KPI

の修正は現状の事業実績に

よるものです。 

16 その他 具体的な事業を提案する。 

・市営バス関連の施策 

貴重なご意見として参考に

させていただきます。 

 

【連絡先】 

政策部ふるさと活力創生課地方創生推進室 

電 話：0875-23-7803 

F A X ：0875-23-3920 

E-mail：sousei@city.kanonji.lg.jp 


