
NO. 策定委部会・事務局回答

第３章
達成方針
【　３-　】

70～ ページ 行目 意見 回答担当課：福祉課（健康福祉部長）

　他の章との兼ね合いからもキャッチフレーズ的な文言は控え
たいと考えます。

第３章
達成方針
【　３-　】

70～ ページ 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　「予防医療」については重要と考えます。
　「予防医療」の文言は、法人・民間等で医療行為・医療サービ
スを意として使われいますが、市では、国の法律・ガイドライン・
指針からの文言を引用したいと考えます。

第３章
達成方針
【　３-　】

70 ページ 行目 意見 回答担当課：福祉課（健康福祉部長）

　心身ともに健康で…　には「元気で活き活き」という意味を含
んでいます。
　メンタル面に対する支援、予防医療については、健康づくりに
内包されているという考えです。

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）

1

2

3

内容

「元気で活き活き」というキャッチフレーズを盛り込んでもらいたい

　日本の医療・保険制度は「診断」と「治療」に限定されているが、「自
分の健康は自分で守る」という観点から「予防医療」という言葉を随所
に導入したらどうか

　「元気で活き活き」、「予防医療」という言葉を盛り込み、以下のように
変更したらどうか。
↓
　すべての市民が、心身ともに健康で、安心して毎日「元気で活き活
き」した生活を望んでいます。国が目指す「地域共生社会」を実現する
ためには、支える側と受ける側に分かれるのではなく、年齢や障がい
の有無に関係なく、全ての人が、住み慣れた地域で、その人らしく、安
心して自立した生活を送るための役割を持てる仕組みづくりが求めら
れています。
　また、社会全体で支え合う取組を安定的に継続させていくためには、
市民自らが地域共生の課題を我が事として考え、主体的に活動するこ
とも必要となってきます。
　このため、市民の主体的な健康づくりやメンタル面に対する支援や保
険・予防医療・医療体制の充実、高齢者・障がい者の生きがい対策、
介護予防対策、介護サービスの充実などにより、高齢者は健康寿命を
延伸させ、市民誰もが住み慣れた地域、人間関係の中で、安心して
「元気で活き活き」と暮らせるまちづくりを進めます。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-　】

70 ページ 行目 意見 回答担当課：福祉課（健康推進部長）

　地域共生社会の実現を目指すための方向性については、第
三次地域福祉計画で示しております。さらに詳細については、
福祉分野の各個別計画で示しているところです。

第３章
達成方針
【　３-１　】

70 ページ 行目 意見 回答担当課：福祉課

　地域福祉の考え方は、その地域に住むすべての人が福祉の
担い手であり、受け手であるということです。支援を受ける側の
みではなく、支援をする側の役割等も掲げています。

第３章
達成方針
【　３-１　】

70 ページ SDGｓの下 行目 質問 回答担当課：福祉課

　福祉に関する教育を実施しています。社協の地域福祉行動計
画にもありますが、福祉やボランティアに関する出前講座や職
場体験、障がい者スポーツ体験等を実施しています。
　また、日頃の教育や保育活動を通じて、家庭や子どもの問題
の発見に努め支援につなげていくことも重要なことと考えます。

第３章
達成方針
【　３-１　】

70 ページ 下から11 行目 意見 回答担当課：福祉課

国の高齢社会白書でも「進展」という文言を使用しています。

4

5

6

7

「学校等などとの連携」とありますが、学校が福祉にどのように関わっ
ていくのか教えてください

　「少子高齢化の進展」とあるが、「進展」は肯定的なイメージの言葉な
ので「進行」に変えてはどうか。

　前文7行目からの「このため～」を以下のように変更
　このため、互いに支え合う地域共生社会の実現を目指すため、包括
的な支援体制の確立・強化図り、引きこもりや地域社会からの孤立が
長期化している地域住民に就労支援・居場所づくりを通じて自立した
日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保します。

〈理由〉地域共生社会の実現に向けて今年（2021年）4月「地域共生社
会一括法」が施行された。この方の中心は改正社会福祉法であり、そ
の第４条１項で「地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を
尊重し合い、参加し、共生する地域社会の実現を目指さなければなら
ない」とし、その実現に向けて市町村に「包括的な支援体制の構築」を
求めている。そして新たな事業実施に対しては財政的処置も明記され
ている。

３－１【地域福祉】ともに支え合い、安心して暮らせるまちをつくる
に「地域弱者」を追加したらどうか
↓
３－１【地域福祉（地域弱者）】ともに支え合い、安心して暮らせるまちを
つくる
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-１　】

70 ページ 下から6 行目 質問 回答担当課：福祉課

　介護相談員や民生委員は親族の説得といった業務までは行
いませんが、包括支援センターやケアマネを交えて、ご家族の
負担がより少なくなる介護サービス利用等を考えています。

第３章
達成方針
【　３-１　】

71 ページ 10 行目 意見 回答担当課：福祉課

　上記の前文、現状と課題の中でも、「誰もが福祉の担い手で
あり、受け手である」ということを記載しています。

第３章
達成方針
【　３-１　】

71 ページ 行目 意見 回答担当課：福祉課

　災害時要支援者名簿は、各区長・自治会長が所持し、個別支
援計画の中に支援する人が記載されています。民生委員が全
ての人をフォローするという体制にはなっていません。

第３章
達成方針
【　３-１　】

72 ページ 行目 意見 回答担当課：福祉課

　支援者数や相談者数を成果とするには、その時々の社会情
勢等に左右されてしまうので、成果の指標とはできないと判断し
ました。

第３章
達成方針
【　３-２　】

73 ページ 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№２の回答と同様。

12

8

10

9

11

　③各主体に期待される主な役割の　◎市民の所で、
　地域共生社会の実現のため～、の文章の他に、以下の内容の文言
も入れていただきたい。
　・誰もが福祉の担い手であり、受け手であるということ、の理解

「ダブルケア問題」等について
何人かいる兄弟姉妹のうち、介護を任ってくれる人が限られれている
家庭が多いように感じます（お嫁さんだけなど）
お願いしても手助けを断られるようです。相談員さんに他の親族を説
得してもらうような策はありますか？

民生委員について
地域によっては、各戸オールお年寄りで、災害等があっても民生委員
さんが手助けすることは難しいです。書類上は民生委員さんが、いざと
いう時に助ける人リストはありますが活用できないと思います。

　数値化しやすいのは理解できるが、成果指標がボランティアのグ
ループ数だけで良いのか。
　①現状と課題の深刻的な表記や、④施策の内容から統一感に欠け
ると思う。

３－２【健康づくり】すべての人が心も体も健康で生活できるまちをつく
る
に「予防医療」を追加したらどうか
↓
３－２【健康づくり（予防医療）】すべての人が心も体も健康で生活でき
るまちをつくる
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-２　】

73 ページ 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　健康寿命について、「健康寿命の算定方法の指針」等を確認
しました。それにより、ご意見を参考に修正いたします。
①について
　日常生活動作が自立している期間（健康寿命）を伸ばすため
に、市民の健康づくりや予防・健康管理を支援し健康な心や体
を市民自らが育てる意識を高めます。
②について
　また、市民一人ひとりの主体的な健康づくり活動を支援してい
くために、医療機関や関係機関、関係団体などと連携を図りま
す。

第３章
達成方針
【　３-２　】

73 ページ 行目 意見 回答担当課：健康推進課

ご意見を参考に、
2行目を修正せずに、７行目にあります、「生活習慣改善等」を
「生活習慣改善（運動・食生活・休養等）」に修正いたします。

第３章
達成方針
【　３-２　】

73 ページ 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　ご意見を参考に以下のとおり修正いたします。
　市民一人ひとりの健康に対する意識が高まり、健康診査・が
ん検診により疾病の早期発見が図られ、生活習慣病の重症化
や65歳以下の死亡者（早世）が抑制されます。また、高齢者の
特性にあわせた保健事業、介護予防事業の一体的実施等によ
り、健康寿命が延びています。

13

15

14

　①現状と課題の２行目「～延ばすことが期待されています」を以下の
ようにしたらどうか

　「～延ばすことが大切です。そのために、予防医療として、病気になら
ないような運動とバランスの取れた食事が最も重要といえます」

健康寿命の延伸、予防医療の観点から、前文を以下のようにしたらど
うか
↓
　①心身ともに自立し、健康的に日常生活ができる期間（健康寿命）を
伸ばすために、市民の健康づくりや予防・健康管理を支援し健康な心
や体を市民自らが育てる意識を高めます。
　②また、市民一人ひとりの主体的な健康づくり活動を支援していくた
めに、医療機関や学校・健康づくり推進協議会・民間団体などと連携を
図ります。

　②５年後の目指す姿の1つ目を以下のようにしたらどうか
↓
　 市民一人ひとりの健康に対する意識が高まり、フレイル予防事業や
ロコモなどの介護予防事業の一体的実施。定期検診やがん検診によ
り、糖尿病や高血圧など、病気のリスクを早期発見し、生活習慣病の
重症化や65歳以下の死亡者（早世）が抑制され、健康上の問題で日常
生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）が延びていま
す。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-２　】

73 ページ 下から7 行目 質問 回答担当課：健康推進課

　「自殺」という文言には、犯罪を想起させるものがあり、偏見や
差別を助長するとして、遺族や遺児に関する表現については
「自死」という表記が用いられております。
　平成29年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱には「自
殺」と表記をされており、公的な表現の中では、「自殺」と表記を
しますが今後も状況に応じて、丁寧な使い分けをしていくことが
重要と考えます。

第３章
達成方針
【　３-２　】

73 ページ 下から3 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№２の回答と同様。

第３章
達成方針
【　３-２　】

74 ページ 2 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　ご意見として承りました。

第３章
達成方針
【　３-２　】

74 ページ 5 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№２の回答と同様。

18

17

19

16

「自殺」が「自死」という表現に置き換わっていることもあるようですが、
公の書類ではどちらを用いた方が良いのか教えてください。

以下のように修正したらどうか

「各種健診（検診）の～」
↓
「予防医療や各種健診（検診）の～」

以下のように修正したらどうか

「～共有し、課題解決に取り組む」
↓
「～共有し、市外のかかりつけ医の充実、往診医療、オンライン診察な
どにも積極的に取り組む」

以下のように修正したらどうか

「～元気に暮らせるように健康に関する学習をし、啓発する」
↓
「～元気に暮らせるように予防医療に関する学習をし、啓発する」
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-２　】

74 ページ 9 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№２の回答と同様。

第３章
達成方針
【　３-２　】

74 ページ 11 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　ご意見のとおり「啓発を行うとともに、予防接種法に規定され
る定期予防接種を推進する。」と修正いたします。

第３章
達成方針
【　３-２　】

74 ページ 15 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№２の回答と同様。

第３章
達成方針
【　３-２　】

74 ページ 16 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№２の回答と同様。

第３章
達成方針
【　３-２　】

74 ページ 24 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№２の回答と同様。

21

23

24

20

22

以下のように修正したらどうか

「健康診査及び～」
↓
「予防医療と健康診査及び～」

以下のように修正したらどうか

「３－２－１ 生活習慣病等の発症予防及び重症化予防に努める」
↓
「３－２－１ 生活習慣病等の発症予防医療及び重症化予防に努める」

　「希望者に対して予防接種を実施する」とした方が誤解を招かないと
思う。

以下のように修正したらどうか

「～啓発をおこない、特定健康診査の～」
↓
「～啓発をおこない、予防医療の大切さを実践することや、特定健康診
査の～」

以下の内容を追加したらどうか

　◆予防医療に関する情報の提供や実践プログラムを実施します。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-２　】

74 ページ 下から8 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№２の回答と同様。

第３章
達成方針
【３-２】

74 ページ 最終行 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　ご意見を参考に「多様な主体と連携した市民の健康づくりに資
する講座を開催します。」を修正します。

第３章
達成方針
【　３-３　】

76 ページ 行目 意見 回答担当課：健康推進課

№２の回答と同様。

項目３－３については、国、県の医療計画、地域医療構想との
整合をはかりつつ推進してまいりますのでご理解ください。

第３章
達成方針
【　３-３　】

76 ページ 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　ご意見を参考に、前文ではなく、①現状と課題及び③各主体
に期待される主な役割を次のとおり修正します。。
①　・感染症の流行等、社会情勢の変化やニーズに対応できる
ような診療体制の整備を検討する必要があります。
③　市（行政）　・医療体制におけるDXの検討、推進に努めま
す。

28

26

25

27

３－２－３　の項に追加。
・高等教育機関等と連携した健康づくりに関する講座の実施
＜背景＞
千曲市と包括連携協定を締結している長野県立大学などからの提供
が考えられる。

３－３【保健・医療】いつでも適切な医療を受けられる安心のまちをつく
る
に「予防医療」と「保健指導」を追加したらどうか
↓
３－３【保健・予防医療・医療】いつでも適切な保健指導・医療を受けら
れる安心のまちをつくる

以下のように修正したらどうか

「健康づくり計画（健康（ヘルス）アップ千曲21）～」
↓
「予防医療における健康づくり計画（健康（ヘルス）アップ千曲21）～」

前文に以下内容を追加したらどうか

　「～確保に努めます」
↓
「～確保に努めます。また、感染症予防の観点からもデジタル技術に
よるオンライン診察も検討されます」
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-３　】

76 ページ 行目 質問 回答担当課：健康推進課

　市として、医療にかかわる市民のニーズや実態を把握しておく
ことは重要と考えますので、必要に応じて調査、分析を行ってま
いります。医療体制については、国・県の医療計画、地域医療
構想との整合を図りつつ、推進していくことが求められておりま
すのでご理解ください。

第３章
達成方針
【　３-３　】

76 ページ 中程など 行目 質問 回答担当課：健康推進課

　すでに重度障がい者等で主治医がいらっしゃる方は、まず主
治医に地元でかかりつけ医を持ちたいというご要望をしていた
だき、地元の医院に紹介していただくことが望ましいと考えま
す。

第３章
達成方針
【　３-３　】

76 ページ 下から11 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№28と同様です。

31

29

30
「かかりつけ医について」
重度障がいを持つ人などは、地域の開業医さんでかかりつけ医を見つ
けることが難しいです。断わられてしまいます。日常生活圏で見てもら
える開業医さんを探すお手伝いは相談員さんでできますか？

　機関医療である千曲中央病院をはじめ市内のクリニック等医療供給
体制は市民の需要・要望に応えられる状況にあるのか。今年6月に公
表された「市民意識調査」によれば、市政にとって保健・医療の重要度
は高いが、95.2％（重要78.2％、やや重要17.0％）に達し、さらに市政へ
の要望も保健・医療がトップで41.4％である。そして、市政への不満で
はトップ５に保健・医療となっている。このような状況をどのように考え、
分析するのか、もう少し丁寧な説明が必要と思う。
　特に、①現状と課題で何がそうさせているのか、市民の生活意識の
問題か、医療機関の問題か、市医師会等の意見聴取を含め丁寧な説
明が必要と思う。

以下のように修正したらどうか

「医師会との連携を深め、一次医療提供体制を堅持する」
↓
「医師会との連携を深め、受診や往診の他に、デジタル技術を活用し
たオンライン診察などによるDXを推進し、感染症予防にも考慮した一
次医療提供体制を堅持する」
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【３-３】

76 ページ 下から8 行目 意見 回答担当課：健康推進課

　№28と同様です。

第３章
達成方針
【　３-３　】

76 ページ 下から3 行目 意見 回答担当課：健康推進課、福祉課

【健康推進課】
　大田原での出張診療は、へき地医療（無医地域）の対策に係
る診療ですのでご理解ください。
【福祉課】
　65歳未満の方の福祉についても充実いたします。

第３章
達成方針
【　３-４　】

80 ページ 1 行目 意見 回答担当課：高齢福祉課

　ご指摘のありました意見を踏まえ、3-4方針を以下のとおり変
更します。

　高齢者の豊かな知識や経験を生かし、生きがいをもって社会
参加につながるための取組みを進めます。
　また、可能な限り住み慣れた地域で、尊厳をもって自立した生
活を送るために、介護予防の推進や地域の支え合い体制づく
り、介護サービスの基盤整備の取組みを進めます。

33

３－４－１　高齢者の生きがいと社会参加を支援する　の項に追加。
・現代に即した高齢者の多様な姿を提示し、積極的な高齢者の選択肢
を広げる。例えば「いきがい仕事」という発想。
＜理由＞
３－４方針全体に、すでに激変している現代に即して欲しい。元気な高
齢者は旧来の高齢者像にははまりきらない。「高齢者等の雇用の安定
等に関する法律」は意識して欲しい。

32

34

③各主体に期待される主な役割　の行政の項に追加。
・IoTや最新デバイスを用いた遠隔診療や予防検診などの積極的な導
入に努める。
④施策の項目・内容　の項に追加。
・IoTや最新デバイスを用いた実証導入を進める
＜理由＞
IoTや最新デバイスを用いた新しい診療や予防方式が続々と誕生して
いる。しかも、それらは安価や小規模から導入しやすいものが多い。行
政自らがそうした最新知見に敏感になり、積極的導入に努めて欲し
い。

無医地域（大田原地区）への出張医確保　に、重度障がい者で上記の
ようなケースの人も加えていただきたいです。
あと、65歳未満の方の福祉を充実させていきたいです。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-４　】

80 ページ 12 行目 意見 回答担当課：高齢福祉課

12行目について、下線のとおり変更します。

・介護予防に関する知識の普及や啓発を図り、心身の状態に応
じた健康の保持･増進や重症化予防に重点をおいた活動を展
開し、介護予防ボランティアの活動を支援します。

第３章
達成方針
【　３-５　】

82 ページ 下から10 行目 質問 回答担当課：福祉課

　『合理的配慮』のわかりやすい例としては、車イス利用者の段
差移動の補助、疲労を感じやすい方へ休憩スペースを提供す
る等です。「合理的配慮」とは、単なる思いやりではなく、障がい
のある人からの意思の表明を基に、障がいのない人と平等な
機会・待遇を確保するために、対応のしかたを具体的に調整
し、提供する側に過重な負担のないことを前提に配慮の提供を
することです。
　厚生労働省の「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設
置に基づき、住民主体による『地域課題』の解決力強化・体制
づくりをイメージしています。個々の課題や具体的な場面におい
ては、多様性や個別性が高いものですので、まずは、個々の話
をよく聴くことが大切だと考えます。

第３章
達成方針
【　３-５　】

83 ページ 真ん中 行目 意見 回答担当課：福祉課

　公共施設の種類等にもよりますが、広く市民の声を聞くという
コンセプトの基に建設した新庁舎は、多くの団体の方々や、公
募等の方法で選出された人たちとワークショップを重ね、意見
の聞き取りをしています。今後、公共施設のバリアフリー化につ
いて、障がいのある方やそのご家族、また支援者等の方の声を
聴き、様々な立場の人を交えて考えていくことは、大変重要だと
考えます。

35

36

37

『要介護状態などにならないための予防～』
→現在要介護状態の人が読んだら不快になるのではないでしょうか？
『健康を維持するため』などの言葉にすると、柔らかい印象になりそう
ですが、いかがでしょうか？

『合理的配慮』、『地域課題』　具体的なものは何ですか？

『公共施設におけるバリアフリー化』
様々な種類の病気、障がいを持つ方達や家族に聞き取りをしていただ
きたいです。
駐車場の問題、建物を作る時の問題など、当事者を設計段階から交
えていただきたいです。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第３章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第３章
達成方針
【　３-５　】

83 ページ 下から１３行目 意見 回答担当課：福祉課

・就労移行支援やA型・B型など、さまざまな就労のサービス提
供事業所という意味で「○○系（就労系）」という表記で記載して
おります。

・年度ごと（１年後）の就労定着率については、就労定着支援を
利用されている方の把握は可能ですが、その他の方の職場定
着率を把握することが困難な状況です。また、一般就労への移
行はA型事業所のみならず、移行支援、B型等からの移行、ま
た一般就労から就労系の福祉サービスにつながるケースもあり
ます。このことから成果指標は移行者数のみとしあすが、状況
に応じて対応できる体制が必要でありますので、ご指摘の点も
含めて就労系サービスの充実について検討してまいります。

第３章
達成方針
【　３-５　】

83 ページ 下から9 行目 質問 回答担当課：福祉課

　本分野では相談支援体制を強化して、初期相談時に家族等
も含めた状況を把握し、適切な支援体制を構築するために必要
なコーディネート業務を重要視しています。障がいのある方の
総合相談窓口の基幹相談支援センターと市のケースワーカーと
が連携しながら、障がいのある方の家族等も含めて必要な支援
につなげていくことを想定しています。

第３章
達成方針
【　３-６　】

86 ページ 7 行目 意見 回答担当課：福祉課

以下の文面に改めました。
生活保護制度の理解を深め、自立援助に協力する　→
地域に居住する生活困窮者に対して相談窓口等を紹介する

第３章
達成方針
【　３-６　】

87 ページ 2 行目 意見 回答担当課：福祉課

　社会情勢等により生活支援相談件数は変動します。生活困窮
者の相談件数の増減が成果であるとは言い難く、就労支援や
生活改善の迅速対応に重点を置くこととし、成果指標とすること
を見送りました。統計は毎年とっております。

38

40

39

41
　成果指標の所で、第二次総合計画には、生活支援相談件数の指標
がありましたが、今回の素案には生活保護受給者等の就労自立促進
事業における就職達成者数の指標しかなく、相談件数の項目も大事で
はないでしょうか。

『家族支援』とありますが、具体的にはどのようなことまで含まれるのか
教えてください。
相談員さん一人が支援する人数が多すぎて、とても手が回らなそうで
す。

３－５－２　の第2項に追加。
・多様な就労系サービス提供事業所の整備・・
84ページの成果指標の項、修正。
・移行者数だけではなく、定着率も用いる。
また、A→一般　の一方行ではなく、状況に応じてB/A/一般を行き来で
きるサービス内容を備えた事業所の誘致。

　「自立支援に協力する」の表現がわからない。公助の前に市民同士
で共助してくださいなのか。
　受給者の就職受入の協力なのか。
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NO. 策定委部会・事務局回答

第７章
達成方針
【　７-１　】

129 ページ 5 行目 意見 回答担当課：人権・男女共同参画課

　男女共同参画社会を形成していくうえでは、まず、女性が社会
や地域において方針決定過程へ参画することが重要と考えて
います。女性の参画率が目標に近づくことで、女性だけでなく、
さまざまな方のニーズが反映しやすくなるような仕組みづくりを
推進してまいります。

第７章
達成方針
【　７-１　】

129 ページ 10,13,18 行目 意見 回答担当課：人権・男女共同参画課

　ご意見のとおりと当課も考えております。今後、さらに女性登
用を促進すべく、女性を対象とした、セミナー開催等による啓発
活動も実施してまいります。

第７章
達成方針
【　７-１　】

129 ページ 最下段 行目 意見 回答担当課：人権・男女共同参画課

　LGBTQ+については、当課においても重要な課題ととらえてお
ります。
　LGBTQ+だけに限らず、DVやハラスメント等、様々なジェン
ダーに関する施策が必要と考えておりますので、ご提案いただ
いた内容について、既存の項目へ以下のとおり加筆修正をいた
します。
　「DV・ハラスメント等の防止や、LGBTの理解を促進するため
の啓発を進めます。また、さまざまな困難を抱えた人への支援
体制の整備を図ります。」

『日常生活における性別による固定的な役割分担を見直す』など
『区、自治会、PTAなど～』
『家庭、地域におけるしきたりや～』
これらができれば、女性でも役員がやりやすいと思います。
女性の側の意識改革も合わせて行っていった方がいいですね。

審議会合同部会　第３部会（第７章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

1

②第3項に加筆。
・・・方針決定過程への女性の参画が進み・・
⇒　・・方針決定過程への女性及び多様な主体の参画が進み・・
＜理由＞
単に女性か男性かということではなく、重要な点は、多様性を著しく欠
いている現状を変える、という5年後の姿。

3

７－１－１　の項に以下を追加できないだろうか。
・多様なジェンダーを尊重しあえる気運の醸成と具体的な環境づくり。
＜理由＞
これだけ多様なジェンダーが広く話題になっている中、「多様なジェン
ダー例：LGBTQ+）」について言及して欲しい。特に若いZ世代はこの
テーマには非常に敏感。７％とも報告されており、決して少ない数では
ない。

2
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第７章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第７章
達成方針
【　７-１　】

130 ページ 3 行目 意見 回答担当課：人権・男女共同参画課

　女性の参画割合を上げるためには、意識の醸成と人材育成
が不可欠であること等を鑑みると、現在の成果目標が適当と考
えます。
　また、本目標値は、第4次千曲市男女共同参画計画策定時
(R2）に、男女共同参画計画審議会にて、ご審議いただき、40％
としております。
　女性の参画割合の上昇は、よりよい千曲市づくりに必須であ
るため、今後も、積極的に施策を推進してまいります。

第７章
達成方針
【　７-３　】

134 ページ 下から4 行目 質問 回答担当課：市民協働課

　地域づくり協議会は、地域住民が主体的に地域特性を活かし
た地域づくりを進める新たな体制として、設立を目指しています
が、現在、市が示す基本的な制度の内容について検討を進め
ており、小学校区単位で、区・自治会や地元消防団、民生児童
委員、交通安全協会、社会福祉協議会などの各種団体や個人
が参加・連携し地域課題を自らが解決していく姿を想定していま
す。
　市としては、全市一斉に設立・運営することが理想と考えてい
ますが、本制度は住民の理解と意識醸成が必須条件ですの
で、より多くの地域で設立されるよう、準備と説明を尽くしてまい
ります。
　なお、ご指摘のとおり、地域で不公平感が生じることは否めま
せんので、地域への説明や設立支援は公平に行います。

成果目標　女性の参画割合　40%　⇒　45％　まで上げられないだろう
か。
＜理由＞
男性／女性という区分も微妙ではあるものの、単純な男性・女性人口
比ならむしろ50%超でなければならない。一気に引き上げる意欲的な目
標を据えて、本気で取り組んで欲しい。5年後に様々な点で変わってい
るはず。女性がここで暮らしたいと思える千曲市になって欲しい。

4

5

　地域づくり協議会について説明願いたい。
　想定している地域規模の参加団体など、成果指標に目標値４組織と
あるが、運営支援に交付金を出す場合、市内の地域で不公平が生じ
ないか。

2 / 4 ページ



NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第７章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第７章
達成方針
【　７-３　】

134 ページ 最下段 行目 意見 回答担当課：情報政策課

第７章
達成方針
【　７-３　】

134 ページ 最下段 行目 意見

第７章
達成方針
【　７-４　】

139 ページ 最下段 行目 意見

成果目標　にオープンデータに関する指標追加。
例えば、「自治体オープンデータ」で公開している千曲市データセット数

8

成果目標　DXに関する指標を追加。
例えば　DX研修受講職員割合
＜理由＞
一般的に最もDX化が遅れていると言われている行政から、まず、全員
（１００％）が研修を受講し、DX化の意義を正しく理解して推進して欲し
い。

6

７－３－３　第1項に追加。
自治体オープンデータへの参画、および、オープンデータの推進。
＜理由＞
オープンデータ推進は、官民データ活用基本法に基づく自治体の義
務。デジタル庁の発足もあり一気に加速すると思われる。脱落自治体
にならないようしっかり推進して欲しい。

　市では、第４次地域情報化計画である「ＩＣＴ活用ビジョン
2023・ＤＸアクションプラン」を今年４月に策定・公表しておりま
す。
　№６「自治体オープンデータへの参画、および、オープンデー
タの推進」項目については、地方公共団体における重要な取り
組みであると認識しており、当該ビジョンの「重点事業」の１つ
「オープンデータの充実、活用の推進」事業として目標値を設定
し事業の推進を図っているところです。
　「オープンデータの推進」については、施策項目内容７-４-３
（１）の「ICT活用ビジョン」の１事業として含まれており、当該ビ
ジョンに計画的に取り組むことにより事業の推進を図ってまいり
ます。
　№７「オープンデータに関する指標の追加」、№８「DXに関する
指標の追加」については、当該ビジョンにおいて「重点事業」と
位置付けている事業のうち、行政サービスの拡充に関わる事業
として、次のとおり成果目標を追加いたします。7
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第３部会（第７章）　事前意見シート（基本目標について）
内容

第７章
達成方針
【　７-４　】

137 ページ 下から2 行目 意見 回答担当課：財政課

　活用にあたっては、公平性、透明性を確保し、実施方針を公
表するとともに、想定されるリスクについても分担を事前に十分
協議し、契約において具体的に明確化するなど、慎重に進めて
まいります。

9

　「PPP/PFI等の推進により民間活力の活用を図り」とあるが、安全
面、リスクマネジメント、入札制度などで課題も多い。慎重に検討すべ
きだと思う。
　50ページとの整合性では理解できる。
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