
Ｎｏ． 区分 意　見　の　内　容　等 ページ 修正前 修正案又は対応案

1
第６
部会
意見

＜計画の構成＞
基本方針から重点項目などの章立てが、か
なりあちこちに飛ぶイメージがある。

構成
・

目次

第２部　基本構想
　第１章　目指すべき将来像
　第２章　主要指標の見通し
　第３章　土地利用方針
　第４章　施策の大綱
　第５章　重点メニュー

第２部　基本構想
　第１章　目指すべき将来像
　第２章　施策の大綱
　第３章　人口の見通し
　第４章　土地利用方針
　第５章　重点メニュー

※主要指標の見通しにあった就業人口・交流人口は、第１部
第２章黒部市の概況で整理する。

2

第２・
３.・４
部会
意見

＜西暦と和暦＞
記載内容を統一したほうがよい。

全 西暦（和暦）で統一する。

3 事務局
＜表記＞
記載の統一

全 説明文における「等」は、ひらながの「など」に統一する。

4 事務局
＜第１章序論　第1節　計画策定の趣旨＞
文言の整理

1

　この間、本格的な人口減少時代に突入し、地域経済規模の
縮小や生活水準の低下等が懸念されるほか、高齢化の進行
や東日本大震災を・・・さらには北陸新幹線の開業など、・・・
　このような社会情勢・・・・・・第１次黒部市総合振興計画での
取り組み・・・・・・

　この間、本格的な人口減少時代に突入し、地域経済規模の
縮小や高齢化の進行、東日本大震災を・・・さらには北陸新幹
線が開業するなど、・・・
　このような社会情勢・・・・・・第１次黒部市総合振興計画の取
り組み・・・・・・

5 事務局
＜第１章序論　第３節　計画の構成と期間
図の説明＞
文言の整理

2 具体的なまちづくりの施策・事業 まちづくりの施策・メニュー

6 事務局
＜第１章序論　第３節　計画の構成と期間
図の説明＞
文言の整理

2

　
・事業内容
　　・実施主体
　　　　・財源内訳　など

●具体的な事業
　　・事業内容
　　　　・実施主体
　　　　　　・財源内訳　など

第２次総合振興計画中間報告（案）　　修正箇所等一覧
H29.2.23 審議会全体会資料

資料３-３
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7 事務局
＜第２章黒部市の概況　第２節　沿革＞
説明文の修正

4
　昭和28年(1953年)10月・・・・・・・旧黒部市と旧宇奈月町が合
併し、新『黒部市』が誕生しました。

　1953年(昭和28年)10月・・・・・・・旧黒部市と旧宇奈月町が合
併し、現在の『黒部市』が誕生しました。

8 事務局

＜第２章黒部市の概況　第３節　人口及び
世帯＞
説明文の追加
グラフ（人口動態の推移）の追加

5

　
　平成27年国勢調査によると、人口は40,991人で減少している
一方、世帯数は・・・・・・核家族化が進行しています。

　

　
　2015年（平成27年）国勢調査によると、人口は40,991人と減
少している一方、世帯数は・・・・・・核家族化が進行していま
す。
　人口変動要素のうち社会増減（転入-転出）については、転
入数が転出数を上回る転入超過の年も見られる一方、自然
増減（出生-死亡）については、死亡数が出生数を上回る自然
減少が続いており、人口減少の大きな要因となっています。

9 事務局
＜第２章黒部市の概況　第４節　産業＞
節名の変更

5 第４節　産　業 第４節　産業別就業人口

10 事務局

＜第２章黒部市の概況　第４節　産業別就
業人口＞
説明文の追加
グラフ（産業別就業人口の推移）の追加
※意見№1に伴う修正

5
・
6

　
　本市には、世界に展開する企業をはじめ、水を活用する企
業が数多く立地していることもあり、割合は減少傾向にあるも
のの第２次産業の就業人口割合は全国や富山県と比べて高
くなっています。
　一方で、第３次産業の就業人口割合は増加しており、サービ
ス業や観光業への就業者が増加傾向にあります。
　また、中山間地から黒部川扇状地にかけ、稲作を中心とし
た農業生産が営まれていますが、後継者不足から第１次産業
の就業人口は減少し続けています。

　本市の就業人口は、1995年（平成7年）をピークに減少が続
いており、産業別人口はいずれの産業も減少傾向にありま
す。
　本市には、世界に展開する企業をはじめ、製造業が数多く
立地していることから、第２次産業の就業人口割合が全国や
富山県と比べて高く、本市の産業別就業人口の大きな特徴と
いえます。
　また、中山間地から黒部川扇状地にかけ、稲作を中心とし
た農業生産が営まれていますが、後継者不足などの影響によ
り第１次産業の就業人口割合は、５％未満となっています。
　それに対して、第３次産業の就業人口割合は増加しており、
サービス業や観光業を中心とした就業が進んでいます。

グラフ（人口動態の推移）の追加

グラフ（産業別就業人口割合の推移）

グラフ（産業別就業人口の推移）

グラフ（産業別就業人口割合の推移）
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11
第３
部会
意見

＜第２章黒部市の概況　第４節　産業別就
業人口＞
グラフ（産業別就業人口割合の推移）にある
平成27年の黒部市と富山県、全国の値は区
分を分けて見せたほうがよい。

6 黒部市と富山県の間に区分線を入れる。

12 事務局
＜第２章黒部市の概況　第５節＞
第５節の追加

7 第５節　交流人口　を新規に追加する。

13
第６
部会
意見

＜第３章時代の潮流　１急激な人口減少・
少子化、超高齢化社会の到来　 keyword＞
「生活サービスの機能の喪失」は少し言い過
ぎではないか、また、「地方都市の魅力衰
退」とあるが、地方都市ならではの魅力が最
認識されてきていることもあり、表現があまり
適切ではないのではないか。

8

【人口減少、少子高齢化、生活サービス機能の喪失、地方都
市の魅力衰退　等】

【人口減少、少子高齢化、生活サービス機能の低下、地方の
魅力創造　等】

14 事務局
＜第３章時代の潮流　１急激な人口減少・
少子化、超高齢化社会の到来　 説明文＞
説明文の修正

8
・・・・、現在増加している高齢人口も平成32年頃を・・・・・

今後、人口減少や少子化・・・・・サービス機能の喪失、・・・・・

・・・・、現在増加している高齢者人口も2020年（平成32年）頃
を・・・・・
今後、人口減少や少子化・・・・・サービス機能の低下、・・・・・

15 事務局
＜第３章時代の潮流　２安全・安心に対する
意識の高まり＞
説明文の修正

8
　平成23年３月の東日本大震災の発生は、我が国に広域かつ
甚大な被害をもたらし・・・・・・・・富山県においても、災害の発
生が懸念されます。

　2011年（平成23年）３月の東日本大震災は、我が国に甚大な
被害をもたらし・・・・・・・・富山県においても、いつ、災害が発生
してもおかしくない状況です。

16 事務局
＜第３章時代の潮流　４北陸新幹線の開業
＞
説明文の修正

9

　平成27年３月の北陸新幹線の開業により、黒部宇奈月温泉
駅には県東部の玄関口として、多くの利用客が本市を訪れて
います。
　本市と首都圏との交流が飛躍的に拡大し、・・・・・・・

　2015年（平成27年）３月の北陸新幹線の開業により、県東部
の玄関口である黒部宇奈月温泉駅は、多くの利用客でに賑
わっています。
　北陸新幹線の開業は、本市と首都圏との交流を飛躍的に拡
大し、・・・・・・・

17 事務局
＜第３章時代の潮流　６価値観の多様化
説明文＞
説明文の修正

9
　また、近隣との付き合いが希薄化しがちな現代におい
て、・・・・

　また、人間関係が希薄化しがちな現代において、・・・・
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18 事務局
＜第３章時代の潮流　７次代を担う子どもの
育成　 説明文＞
説明文の修正

10 ・・・、「知（自らで様々な問題を解決する力）」・・・・ ・・・、「知（自ら様々な問題を解決する力）」・・・・

19
第４
部会
意見

＜第３章時代の潮流　７次代を担う子どもの
育成　 説明文＞
「知」「徳」「体」との記載があるが、保育所で
は食育を推進しているので「食」を加えてほ
しい。

10
　また、子どもの表現力や学習意欲の低下、・・・・・

　また、子どもたちの食生活の乱れや学習意欲・自己表現力
の低下、・・・・・
※「知」「徳」「体」の「体」の中には「食」も含んでおり、「食」の追
記はしないが、説明書きに食生活に関する説明を追記。

20 事務局
＜第４章住民意向の動向　第１節調査の概
要　市民アンケート調査対象＞
文言の整理

11 　市内在住の20歳以上の中から、・・・・・ 　市内在住の20歳以上の市民から、・・・・・

21
第６
部会
意見

＜第４章住民意向の動向　第１節調査の概
要＞
回答者の属性（男女、年代）の記載もあるべ
きではないか。

11 表の下に回答者の属性（性別・年齢）を追加する。

22
第６
部会
意見

＜第４章　住民意向の動向　第２節市民ア
ンケート、第３節中高生アンケート＞
市民アンケートと中高生アンケートの対比が
あっても面白いのでは。

12
・
14
|

18

アンケート内容が共通の項目（①黒部市への愛着、②定住意
向、⑤本市の自慢と改善点、⑥本市の将来像、⑦黒部市の将
来を表すキーワード）の場合は、グラフ横に互いの回答割合が
分るコメントを追加

23 事務局
＜第４章　住民意向の動向　第２節市民ア
ンケート、第３節中高生アンケート＞
グラフの修正

12
・
16

グラフの色の変更（強調したい部分を赤褐色系の色とした）

24 事務局
＜第４章　住民意向の動向　第２節市民ア
ンケート、④重要施策＞
説明文の修正

14
　「学校教育環境の整備（35.6％）」と回答する市民の割合が高
くなっています。

　「学校教育環境の整備（35.6％）」、「図書館・公民館の機能
充実(35.4%)」と回答する市民の割合が高くなっています。

25 事務局
＜第４章　住民意向の動向　第２節市民ア
ンケート、⑤本市の自慢と改善点＞
説明文の修正

14
　本市の自慢には・・・・・・半数以上を占めています。
　改善点には・・・・・・・

　本市の自慢できる項目には、・・・・・・半数以上を占めていま
す。
　一方、改善すべき項目には・・・・・・

4
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26 事務局
＜第４章　住民意向の動向　第２節市民ア
ンケート、⑤本市の自慢と改善点＞
グラフ名の修正及び位置の変更

14
■自慢■
■改善点■
※グラフを横に配置

■自慢できる項目■
■改善すべき項目■
※グラフを縦に配置

27 事務局
＜第４章　住民意向の動向　第３節中高生
アンケート、④本市の自慢と改善点＞
説明文の修正

17
　本市の自慢には・・・・・・半数以上を占めています。
　改善点には・・・・・・・

　本市の自慢できる項目には、・・・・・・半数以上を占めていま
す。
　一方、改善すべき項目には・・・・・・

28 事務局
＜第４章　住民意向の動向　第３節中高生
アンケート、④本市の自慢と改善点＞
グラフ名の修正及び位置の変更

17
■自慢■
■改善点■
※グラフを横に配置

■自慢できる項目■
■改善すべき項目■
※グラフを縦に配置

29
第５
部会
意見

＜第５章　黒部市の課題＞
項目に番号を付けた方が分かりやすい。

19
・
20

各項目に番号を付ける。

30 事務局
＜第５章　黒部市の課題＞
項目名の修正

19 人口減少、少子高齢化社会への対応 人口減少、少子高齢化への対応

31 事務局
＜第５章　黒部市の課題＞
項目名の修正

19 快適な住環境の充実 快適な住環境の整備

32 事務局

＜第５章　黒部市の課題　安全で安心でき
る暮らしを実現する防災・防犯体制の強化
＞
説明文の修正

19
●市民の安全と安心を確保するため、市民・地域・企業・行政
が連携した・・・・・

●市民の安全と安心を確保するため、市民・地域・事業所・行
政が連携した・・・・・

33 事務局
＜第５章　黒部市の課題　地域資源の活用
による交流人口の拡大＞
説明文の修正

20
●新幹線開業効果を持続し、・・・・・・・・国内外からの来訪者の
受入体制の整備と積極的に情報を発信し、交流人口
の・・・・・・・

●新幹線開業効果を持続し、・・・・・・・・国内外からの来訪者の
受入体制の整備や積極的な情報発信など交流人口
の・・・・・・・

5
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34 事務局
＜第５章　黒部市の課題＞
「心豊かな人材の育成」を「豊かな心の育
成」とさせていただきたい。

20 教育環境や生涯学習環境の充実による心豊かな人材の育成 教育環境や生涯学習環境の充実による豊かな心の育成

35 事務局
＜第５章　黒部市の課題　７教育環境や生
涯学習環境充実による豊かな心の育成＞
説明文の修正

20
●多様で変化の・・・・・子どもたちの健やかな成長と心豊かな
人権尊重社会を築くことが必要です。

●多様で変化の・・・・・子どもたちの健やかな成長と人権尊重
社会を築くことが必要です。

36 事務局
＜第１章目指すべき将来像　第１節まちづく
りのテーマ＞
文化欄の説明文の修正

23
　黒部川・清水などの・・・・・・・黒部らしさを追及した新たな文
化の創造

　黒部川・清水などの・・・・・・・黒部らしさを追求した新たな文
化の創造

37 事務局
＜第１章目指すべき将来像　第１節まちづく
りのテーマ＞
説明文の修正

23

　本市が将来にわたり・・・・・舞台としたさまざまな交流が有機
的・・・・・

　さらに、子どもから高齢者まで、すべての年代においてがそ
れぞれの夢や生きがいをもって生活し、・・・・・

　本市が将来にわたり・・・・・舞台とした様々な交流が有機
的・・・・・

　さらに、子どもから高齢者まで、誰もがそれぞれの夢や生き
がいをもって生活し、・・・・・

38 事務局
＜第１章目指すべき将来像　第１節まちづく
りの基本理念＞
説明文の修正

24

　今後10年間の新たなまちづくりを持続的に推進するために
は、各地域が持つ特性を地域間の機能分担や相互連携を進
めることにより、最大限に活かし、・・・・・・・
　まちづくりのテーマ・・・・・・・、誰もが安心して心豊かに暮らせ
る魅力ある「黒部市」の創造を目指します。

　今後10年間の新たなまちづくりを持続的に推進するために
は、地域間の機能分担や相互連携を進めることにより、各地
域の特性を最大限に活かし、・・・・・・・
　まちづくりのテーマ・・・・・・・、誰もが安心して心豊かに暮らせ
る魅力あふれる「黒部市」の創造を目指します。

39 事務局
＜第１章目指すべき将来像　第１節まちづく
りの基本理念＞
図の修正

24

まちづくりの基本理念：「市民の参画と協働によるまちづくり」

参 画

まちづくりの企画・計画段

階から整備、管理・運営に

至るさまざまな部分におい

協 働

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参 画

まちづくりの企画・計画か

ら整備、管理・運営に至る

さまざまな段階におい

協 働

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6
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40
第１
部会
意見

＜第１章目指すべき将来像　第２節基本方
針１＞
市民は、成り立ちまでを理解するより、日常
生活において自然から恩恵を受けていること
を認識することが重要である。

25
　また、峡谷に源・・・・・・河川、海岸についても、その成り立ち
を市民一人ひとりが理解し、・・・・・

　また、峡谷に源を・・・・・・河川、海岸などの自然との共生に
ついて、市民一人ひとりが理解し、・・・・・

41 事務局
＜第１章目指すべき将来像　第２節基本方
針１＞
説明文の修正

25
　さらに、市民との連携による・・・・防犯体制を強化し、災害
や・・・・・

　さらに、市民との連携による・・・・防犯体制の強化を図り、災
害や・・・・・

42 事務局
＜第１章目指すべき将来像　第２節基本方
針2＞
説明文の修正

25
　そのため、農林水産業の活性化では、持続可能な経営を目
指し、担い手の確保や生産基盤の充実、

　そのため、農林水産業の活性化では、持続可能な経営を目
指し、担い手の確保・育成や生産基盤の充実、

43
第３
部会
意見

＜第１章目指すべき将来像　第２節基本方
針3＞
基本方針の説明文と事業メニューの表現を
統一したほうがよい。

26
　そのため、都市間・地域間を結ぶ道路網の整備・・・・・・よる
利便性の高い総合公共交通網を形成し、・・・・・・

　そのため、都市間・地域間を結ぶ道路網の整備・・・・・・よる
地域交通ネットワークの利便性向上と利用促進を積極的に進
め・・・・・・

44
第５
部会
意見

＜第１章目指すべき将来像　第２節基本方
針５＞
子どもたちの「たち」はひらがなとすべきで
は、「健やか」も他との箇所と整合を図っても
らいたい。

27
　将来を担う子ども達がすこやかに成長できるよう、家庭・学
校・地域が

　将来を担う子どもたちが健やかに成長できるよう、家庭・学
校・地域が

45
第２
部会
意見

＜第２章施策の大綱　基本方針２　商業の
振興＞
商業の衰退は著しい状況にあり、まちの賑
わい創出のため、商業活性化・起業支援を
重点メニューとすべき。

30

○中心市街地の活性化や経営の安定を図る支援に取り組
み、地域特性を活かした商業サービスの充実を図ります。

○魅力と賑わいのあるまちの実現に向け、空き店舗対策や商
業関連団体の支援に取り組みます。

○新規起業や新商品開発、販路拡大などを支援するととも
に、経営の安定化を図る支援に取り組み、地域特性を活かし
た商業サービスの充実を図ります。
○魅力と賑わいのあるまちの実現に向け、中心市街地の活性
化や空き店舗対策に取り組みます。

7
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46
第３
部会
意見

＜第２章施策の大綱　基本方針３　公共交
通対策の推進＞
基本方針の説明文や事業メニューなどと表
現を統一したほうがよい。

31

○公共交通を利用して便利に移動できるまちの実現に向け、
公共交通網の充実や駅舎及び周辺施設等の整備による利便
性の向上を図ります。
○市民に身近な存在となり、気軽に利用できるよう、利用者
ニーズを踏まえた便利で優しい公共交通ネットワークの充実を
図ります。

○駅舎及び駅周辺アクセス道路などの整備による駅利用の
利便性の向上と充実した鉄道網を活かしたまちづくりを推進し
ます。
○市民に身近な存在となり、気軽に利用できるよう、利用者
ニーズを踏まえた便利で優しい地域交通ネットワークの充実を
図ります。

47
第３
部会
意見

＜第２章施策の大綱　基本方針３　道路整
備＞
記載内容が細かすぎる。

31

○市内各地へのアクセス性の強化を図るため、南北・東西方
向の軸となる主要幹線道路や４市街地（三日市、生地、石田、
宇奈月温泉）の主要施設間のネットワークの強化を推進しま
す。

〇東西・南北方向に走る主要幹線道路を軸とし、道路ストック
を有効に活用しながら、市内外とのアクセス性の向上と安全
で利便性の高い道路網の充実を図ります。

48
第３
部会
意見

＜第２章施策の大綱　基本方針３　水道の
整備＞
普及率の向上に関する記載がない。

31
○安全・安心な水を供給できるまちの実現に向け、水道施設
の老朽化対策、安定した水源を確保するための水源施設管
理を推進します。

○安全・安心な水を供給できるまちの実現に向け、水道加入
率の向上に努めるとともに、水道施設の老朽化対策、安定運
営のための水源施設管理を推進します。

49
第３
部会
意見

＜第２章施策の大綱　基本方針３　公園・緑
地の整備＞
市街地に身近な公園が少ないように感じて
おり、充実を図るような記載にできないか。

31

○花と緑豊かなうるおいあるまちづくりに向け、緑化活動への
支援や緑化意識の高揚に取り組みます。

○災害時の避難場所としての機能充実を図るなど、誰もが利
用しやすい安全で快適な公園・緑地の整備を推進します。

○安全で快適に利用できる公園・緑地の整備を推進するとと
もに、歩いて行ける身近な公園の適正な配置や災害時の避
難場所としての機能充実を図ります。
○花と緑豊かなうるおいあるまちづくりに向け、緑化活動への
支援や緑化意識の高揚に取り組みます。

50 事務局
＜第２章施策の大綱　基本方針４　地域福
祉の充実＞
説明文の修正

32
○市民一人ひとりが安心して社会に関り・・・・・地域での支え
合う・・・・

○市民一人ひとりが安心して社会に関わり・・・・・地域で支え
合う・・・・
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51
第５
部会
意見

＜第２章施策の大綱　基本方針５　学校教
育の充実＞
「総合的な教育」との表現はあまり適切では
なく見直すべきである。

33
○英会話科授業をはじめとした国際化教育の推進、地域資源
や人材を活用した総合的な教育など、・・・・・

○英会話科授業をはじめとした国際化教育、地域資源や人材
を活用した教育など、・・・・・

52
第５
部会
意見

＜第２章施策の大綱　基本方針５　芸術文
化の振興＞
施策中分類と整合を図るため、科学を追加
したほうがよい。

33
○芸術や文化に親しむ機会を充実に向け、市民一人ひとりの
感性や創造性を養う芸術文化活動を推進します。

○芸術・文化・科学に親しむ機会を充実し、市民一人ひとりの
感性や創造性、探究心を養う活動を推進します。

53 事務局
＜第２章施策の大綱　基本方針６　人権尊
重と男女共同参画の推進＞
説明文の修正

34
人権尊重が生活のなかに定着し、・・・・・性別などにかかわり
なく・・・・・

人権尊重が生活の中に定着し、・・・・・性別などに関わりな
く・・・・・

54 事務局
＜第２章施策の大綱　基本方針６　計画的
行政運営の推進＞
説明文の修正

34

○適正な定員管理、人材育成や公共施設の再編などを進め、
行政体のスリム化を図ります。
○ＰＤＣＡサイクルで事業の改善・見直しを進めるとともに公共
施設の指定管理を計画的に行い、効率的で市民満足度の高
い行政運営を推進します。

○適正な定員管理や人材育成、公共施設の適正配置などを
推進し、効率的な行政運営を推進します。
○ＰＤＣＡサイクルによる事業の改善・見直しを進めるとともに
公共施設の管理運営の見直しなどを計画的に行い、行政サー
ビスの向上を図ります。

55 事務局
＜第３章　人口の見通し＞
見出しの追加と説明文の修正

35

　本市の将来人口については、国立社会保障・人口問題研究
所（社人研）の推計によると平成72年（2060年）の人口は約
24,930人となり、平成22年国勢調査人口（41,852人）と比べ約４
割減少することとなります。
　こうした中、本市では、平成27年に黒部市の人口の現状分析
と今後、

（１）黒部市人口ビジョンにおける将来人口
　本市の将来人口については、国立社会保障・人口問題研究
所（以下「社人研」という。）によると2060年（平成72年）の人口
が約24,930人となり、2010年（平成22年）国勢調査人口（41,852
人）と比べ、約４割減少すると推計されています。
　このような現状のもと、本市では、2015年（平成27年）に黒部
市の人口の現状分析をふまえ、

9
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56 事務局
＜第３章　人口の見通し＞
節と見出し番号の変更、説明文の修正

36

第１節　人口と世帯数
（１）人口と世帯数
　国立社会保障・人口問題研究所による人口動態や出生率、
生存率などのデータに基づく社人権の推計（コーホート要因
法）によると、平成39年の本市の人口は、約37,000人と推計さ
れます。また、世帯人員は、核家族化の進行や単身世帯の増
加により、平成39年には1世帯あたり人員が約2.5人、世帯数
は約15,000世帯と推計されます。今後ますます加速することが
予想される人口減少への対応が必要となります。
　本総合振興計画では、「黒部市人口ビジョン」との整合を図
り、本計画の最終年である平成39年の目標人口を39,000人に
設定し、雇用の創出や結婚、出産、子育て環境の充実など、あ
らゆる施策を展開し、持続可能なまちの実現を目指します。

（２）人口と世帯数
　人口動態や出生率、生存率などのデータに基づく社人研の
推計（コーホート要因法）によると、本計画最終年である2027
年（平成39年）の本市の人口は、約37,000人と推計されます。
同様に世帯人員は、核家族化の進行や単身世帯の増加によ
り、2027年（平成39年）には1世帯あたり人員が約2.5人まで減
少し、世帯数は15,000世帯を超えることが推計されます。今後
ますます加速することが予想される人口減少時代への対応が
必要となります。
　本計画では、2060年（平成72年）に33,000人を目標とした「黒
部市人口ビジョン」との整合を図り、計画の最終年である2027
年（平成39年）の目標人口を39,000人に設定します。雇用の創
出や結婚、出産、子育て環境の充実など、あらゆる施策を展開
し、人口減少の克服と持続可能なまちの実現を目指します。

57 事務局
＜第３章　人口の見通し＞
見出しと説明文の修正

37

（２）年齢３区分別人ロ
　国立社会保障・・・・・平成39年の・・・生産年齢人口は20,404
人、老年人口は12,692人となります。・・・・・
　これに対し、・・・・・年少人口は4,935人、生産年齢人口は
21,363人となり、・・・・・

（３）年齢３区分別人ロ
　国立社会保障・・・・・2027年（平成39年）の・・・生産年齢人口
は20,403人、老年人口は12,693人となります。
　これに対し、・・・・・年少人口を4,936人、生産年齢人口を
21,371人に増加させ、総体的に老年人口割合を32.5％におさ
えることで、・・・・・

58
第３
部会
意見

＜第３章　人口の見通し＞
老年人口については、65歳から74歳までと、
74歳以上に区分したほうがよい。

37 年齢集計結果のうち老年人口について、65歳以上とする。
年齢集計結果のうち老年人口について、65～74歳、75歳以
上、計の３区分とする。

59 事務局
＜第４章　土地利用方針＞
内容の追加

38
｜
42

検討中 第２回部会では検討中としており、今回新たに提示する。

60
第１
部会
意見

＜第５章重点メニュー　基本方針１＞
ジオパークは場所を表す表現であるため、ジ
オパーク活動の推進としたほうがよい。

43 ・ジオパークの推進 ・ジオパーク活動の推進
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61
第１
部会
意見

＜第５章重点メニュー　基本方針１＞
住民一人ひとりが災害発生時を想定した対
応を認識していることが重要であり、重点メ
ニューに「災害に対する意識啓発活動の推
進」を追加していただきたい。

43
・災害に対する意識啓発活動の推進
を追加

62
第２
部会
意見

＜第５章重点メニュー　基本方針２＞
認定農業者や集落営農組織はすでに網羅さ
れており、括弧書き表現は適切でなない。

43 ・担い手育成の推進（認定農業者・集落営農組織など） ・担い手育成の推進（経営体質の強化など）

63
第２
部会
意見

＜第５章重点メニュー　基本方針２＞
農村環境の保全には水の利活用の視点も
必要である。

43 ・農村環境の保全・整備 ・農村地域の水環境などの保全・活用

64
第２
部会
意見

＜第５章重点メニュー　基本方針２＞
商業共通とするのではなく、別々に事業メ
ニューを設定したほうがよい。

43 ・新規誘致のための施策推進（商業共通） ・新規誘致のための施策推進

65
第２
部会
意見

＜第５章重点メニュー　基本方針２＞
商業の衰退は著しい状況にあり、まちの賑
わい創出のため、商業活性化・起業支援を
重点メニューとすべき。

43
・中心市街の活性化・空き店舗対策の推進
・起業に対する支援の充実
を追加

66 事務局
＜第５章重点メニュー　基本方針３＞
重点メニューの名称変更

44
・三日市保育所周辺土地区画整理事業による市街地整備の
推進

・三日市保育所周辺土地区画整理事業の推進

67 事務局
＜第５章重点メニュー　基本方針５＞
重点メニューの名称変更

44 ・特色ある英会話科授業の推進 ・特色ある英語教育の推進

11


