
令和２年３月 26 日 

 

 

「第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)」についての 

パブリック・コメント手続実施結果 

 

 

 令和２年１月 15 日から令和２年２月 14 日までの 30 日間「第２期観音寺市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略(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 18 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：「第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略

(案)」 

○提出意見  <意見の提出者数> １名  <意見の数> 18 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。 

※ページ数はパブリック・コメント反映後の総合戦略に対応しています。 

№ 該当箇所 ご意見（要約） 意見に対する市の考え方 

1 第１章 

１ 総合戦

略の位置づ

け 

２ 観音寺

市総合振興

計画との関

連性 

【P1】 

市の各種計画類全体におけ

る位置づけを明確にするこ

とを求める。 

位置づけや関連性を説明す

る図を追加いたします。 

2 第１章 

２ 観音寺

市総合振興

計画との関

連性【P2】 

図中の地域活力の向上の削

除理由の詳述を求める。 

図中に地域活力の向上を追

加記述いたします。 



3 第２章 

１ 現状と

課題 

【P5～6】 

（２）～（６）の内容に変化

が無い理由の明記を求める。 

人口推計は長期的視点に立

って分析されるため、市民

の生活に与える影響につい

ては第 1 期と変えておりま

せん。 

4 第２章 

２ 目指す

べき将来の

方向性と課

題への取組 

【P8】 

ＳＤＧｓに基づく課題取組

をより大幅に採用・実施する

ことを求める。 

第２期総合戦略では、ＳＤ

Ｇｓの視点を取り入れ、Ｓ

ＤＧｓを原動力として地方

創生を推進することとして

おり、誰一人取り残されな

い社会の実現を目指し、取

り組みます。 

5 第３章 

２ 施策の

基本的な方

向と具体的

な施策 

【P11～24】 

数値目標・基準値・目標値・

ＫＰＩの明確な定義・意味・

単位の記述を求める。 

説明不足な部分について、

注釈の追加記述を行いま

す。 

6 第３章 

基本目標１ 

数値目標 

【P11】 

目標値の確保における、女性

従業員に対する対策の記述

を求める。 

また、基本目標２（３）ＫＰ

Ｉ外国人の人口との関連を

明確に記述することを求め

る。 

基本目標１でしごとづくり

を、基本目標２で女性が働

きやすい職場環境の整備を

対策としています。 

数値目標は外国人を含んで

おり、日本人と外国人の全

体で従業員数の維持を目標

としております。 

7 第３章 

基本目標１

（１） 

【P11】 

より多数の従業員の職場を

確保するために、他の施策・

ＫＰＩの設定を求める。 

UJI ターンを促す情報発信

や就職説明会、農業分野で

は新規就農の促進やサポー

トによる担い手の育成を図

るなど複数分野にわたる施

策を行い、それに対応する

KPI を設定しております。 

 

 



8 第３章 

基本目標１

（２） 

【P12】 

サテライトオフィス、リモー

トワークにはインターネッ

ト環境の整備が課題である。

ＩＴインフラ整備、高度情報

通信ネットワークの形成、ネ

ットワークの安全性・信頼性

の確保等に関する施策・ＫＰ

Ｉの設定を求める。 

ＩＴインフラ整備などは重

要であると認識をしており

ますが四国のほぼ中央に位

置する本市の立地優位性、

災害が少ないことをＰＲす

るとともに、企業ニーズに

応じた立地候補地の紹介等

により企業の誘致を図って

いきます。 

9 第３章 

基本目標２

（１） 

【P15】 

三豊中学校を含む内容に是

正することを要求する。 

三豊中学校は三豊市観音寺

市組合立の中学校であり、

観音寺市教育委員会の管轄

では無いため、対象として

おりません。 

10 第３章 

基本目標２

（２） 

【P16】 

女性の就業率は 80％を超え

ている。就業女性に対する具

体的施策、ＫＰＩの設定を求

める。 

多様な働き方に対応するた

め、子育てに対する支援体

制の充実や保育ニーズに対

応したサービス提供、放課

後児童クラブの拡充などの

施策により就業女性に対す

る支援を図っています。 

11 第３章 

基本目標２

（３） 

【P17】 

外国人に関するＫＰＩだけ

でなく、高齢者、障がいのあ

る人に対するＫＰＩの設定

を求める。 

誰もが活躍できるまちを目

指し、高齢者、障がいのあ

る人、外国人の活躍の場を

支援します。ＫＰＩの設定

については、客観的に把握

可能な数値、項目を指標と

しております。 

12 第３章 

基本目標２

（４） 

【P17】 

女性の職場確保を第一位と

するＫＰＩの設定を求める。 

また、県事業であるかがわ女

性キラサポ宣言に対応する

市事業の創立を求める。 

市の事業として、積極的改

善措置の推進、ワークライ

フバランスの推進などにつ

いて、市内事業所への啓発

を推進するなど関係機関へ

の働きかけを行います。Ｋ

ＰＩの設定については、客

観的に把握可能な数値、項

目を指標としております。 

 



13 第３章 

基本目標３

数値目標 

【P19】 

意味の詳述、出典の明記を求

める。 

また、交流人口の意味の詳述

を求める。 

ＫＰＩの出典及び担当課の

一覧を追加、並びに交流人

口ほかの注釈を追加いたし

ました。 

14 第３章 

基本目標３

（１） 

【P20】 

市内の道の駅に関して、売上

額ではなく設備充実をＫＰ

Ｉとすることを要望する。 

本市に訪れた観光客等を量

る指標として道の駅の売上

額をＫＰＩに設定しまし

た。また、指標については

客観的に把握可能な数値、

項目としております。 

15 第３章 

基本目標３

（２） 

【P20】 

関係人口の意味の詳述を求

める。 

関係人口の注釈を追加しま

した。 

16 その他 市として統一された人口ビ

ジョンを作成することを求

める。 

人口ビジョンに関しては、

貴重なご意見として、今後

の参考にさせていただきま

す。 

17 その他 人口ビジョンに付いて、市の

各種計画類全体における位

置づけを明確にすることを

求める。 

人口ビジョンに関しては、

貴重なご意見として、今後

の参考にさせていただきま

す。 

18 その他 人口ビジョン（案）の確定後

に、総合戦略（案）のパブリ

ック・コメントを実施する手

続き順序の変更を求める。 

人口ビジョンと総合戦略の

関係性から同時期の見直

し・策定としております。 

 

【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 


