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第８次安城市総合計画（後期計画）（案）パブリックコメント意見募集結果 

１ 意見募集の概要 

（１）意見募集期間  令和元年１１月２８日（木）～令和元年１２月２７日（金） 

（２）周知の方法   広報あんじょう（１２月１日号）及び市公式ウェウサイト 

（３）閲覧場所    企画情報課窓口、市民交流センター、図書情報館（アンフォーレ内）、あんぱ～く、あんステップ♬、保健センター、柿田公園管理事務所内「エコ

きち」、教育センター、文化センター及び各地区公民館、青少年の家、市民会館、東祥アリーナ安城（市体育館）及びマーメイドパレス、市民ギャ

ラリー、社会福祉会館及び各福祉センター、市公式ウェブサイトにも掲載 

（４）意見を提出できる人 ①市内に在住・在勤・通学している ②市内に事業所などを有する ③市内で活動している  ①～③いずれかに該当する人 

（５）意見提出方法  住所・氏名とご意見を記入し、持参か郵送、ファクス、電子メールで企画情報課まで提出 

２ 意見募集の結果概要 

（１）意見提出人数  ５名 

（２）意見総数    ４６件 

（３）提出方法    電子メール２件  持参２件  FAX１件 

（４）結果の公表   広報あんじょう（３月１日号）、企画情報課窓口、市民交流センター、図書情報館（アンフォーレ内）、あんぱ～く、あんステップ♬、保健センター、

柿田公園管理事務所内「エコきち」、教育センター、文化センター及び各地区公民館、青少年の家、市民会館、東祥アリーナ安城（市体育館）及び

マーメイドパレス、市民ギャラリー、社会福祉会館及び各福祉センター、市公式ウェブサイト 

 

 

３ 提出された意見及び市の考え方について 

 

 

番

号 
計画案の該当箇所 ご意見の概要（基本は原文どおり） 市の考え方 計画への反映 

意見 

区分 

１ 
【P7】 

第２章 策定の背景 

後期計画（案）に「第２章 第１節 第２

項 技術革新と自治体行政」を新たに加筆

されたことは、政府が進めようとしてい

- - D 

【意見区分】 

A：ご意見を受けて加筆・修正したもの    （  ０件） 

B：ご意見の考え方が現行案に含まれていたもの（  ２件） 

C：現行案とおりとしたもの         （ １１件） 

D：案に関連する質問など          （ ３４件） 

※番号8について、意見区分が２種類あるため、意見総数と意見区分の合計が一致しません。 
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第１節 本市を取り巻く

社会情勢 

第２項 技術革新と自治

体行政 

（１）新たな社会〝

Society5.0〝 

る施策を総合計画に積極的に取り入れよ

うとする姿勢と共に大変評価できます。

後塵を拝するのではなく、率先して進め

ていただきたい。 

２ 

【P7】 

第２章 策定の背景 

第１節 本市を取り巻く

社会情勢 

第２項 技術革新と自治

体行政 

（２）自治体行政の書き

換えを構想する〝自治体

戦略2040構想〝 

「第２章 第１節 第２項 技術革新と自治

体行政」の具体的な施策の実施は、「第６

次安城市行政改革大綱（後期計画）」によ

り実行されると思えばよいのでしょう

か。 

「第２章 第１節 第２項 技術革新と自治体行政」は、

本市を取り巻く社会情勢の説明であり、これら社会情勢

を踏まえた今後の施策推進にあたっては、本総合計画の

理念に基づき、行政改革大綱など各課が所管する計画等

で位置づけられ実施されるものと考えております。 

- D 

３ 

【P8～9】 

第２章 策定の背景 

第１節 本市を取り巻く

社会情勢 

第３項 今後注目すべき

“機会”と“脅威” 

後期計画（案）に「第２章 第１節 第３

項（３）産業構造の変化」、「（５）不透明

な社会経済情勢・国際情勢）」及び

「（７）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

の理念(誰一人取り残さない)」を新たに

加筆されたことは、大変評価できます。

特に自動車産業の激変による影響は安城

市にとっても大きなインパクトがあると

思います。 

- - D 
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４ 

【P17】 

第３章 土地利用の方針 

第１節 土地利用構想 

第３項 健康づくりの支

援 

第４項 優良農地の保全 

農薬未使用・最低限使用の徹底 

農福（体の弱い方や障害のある方といっ

しょにできる）連携のしくみ作り 

農薬の使用方法の指導は、計画案に記載のとおり該当す

る個別計画に委ねております。また、農福連携の仕組み

作りについては研究を重ねた上で次期個別計画への反映

を検討してまいります。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 

５ 

【P17】 

第３章 土地利用の方針 

第１節 土地利用構想 

第３項 健康づくりの支

援 

現行の「第３章 第１節 第３項 健幸交流

軸の形成」を、後期計画（案）では「第

３章 第１節 第３項 健康づくりの支援」

に変更していますが、変更理由はなんで

しょうか。後退した印象を受けますがい

かがでしょうか。 

自転車ネットワークを中心とした健幸交流軸を含め、市

全域において健康づくりに資する様々な施策を展開し、

市民の健康づくりを支援することで、健幸都市を実現す

ることを目指すものとして変更しました。 

従いまして、後退ではなく、さらに推進するための変更

であると考えております。 

- D 

６ 

【P17】 

第３章 土地利用の方針 

第１節 土地利用構想 

第３項 健康づくりの支

援 

後期計画（案）では「市民の健康づくり

を支援するために、中心市街地拠点施設

「アンフォーレ」や広域的な公園などを

核として自転車ネットワークなどで結び

ます。」とありますが、「自転車ネットワ

ークなどで結ばれた状態」とはどのよう

な状態を具体的にどのようにイメージさ

れているのでしょうか。到達点がイメー

ジできません。特に、従来との相違点は

なんでしょうか。 

No.5と同様の考え方です。 - D 

７ 

【P20】 

第４章 基本理念 

【P24】 

日本のデンマークといわれた頃の安城の

農業中心の姿にもどし持続可能社会実現

と農業の歴史をアピールする。 

本市は、歴史的に、先駆的な農業を中心に発展してきま

したが、今後の持続可能な発展のためには、農業だけで

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

C 
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第２節 目指す都市像 なく、商業や工業といった様々な産業分野の調和を図り

振興することが重要であると考えております。 

また、農業の歴史につきましては、学校の授業やまちか

ど講座などにおいて行っております。 

前のままとさせてい

ただきます。 

８ 

【P21】 

第４章 基本理念 

第１節 基本理念に込め

た思い 

第１項 “豊かさ”とと

もに“幸せ”を実感でき

る5つの要素 

安城市は全国有数の財政豊かな行政市町

村でありながら、社会保障制度が恵まれ

ている訳ではない。特に国民健康保険で

は個々の負担金の低減が可能と判断でき

るにもかかわらず、旧態以前どころか料

率上昇がはかられた。国民健康保険加入

者には年金生活者や低所得者などが在籍

しており、負担金の低減・軽減化を謳う

項目がほしい。 

また、障害者の方々が市街地を散歩でき

るように、歩道がバリアフリー化になる

ような方策も謳う項目がほしい。 

国民健康保険における保険税の軽減や減免については、

国民健康保険の加入者を対象に、社会経済状況を踏まえ

た国の制度改正に合わせ、実施計画や国民健康保険運営

協議会の議論を経た後、条例等に基づき実施するもの

で、個別の計画等で対応しております。 

また、歩道のバリアフリー化につきましては、「P53 施

策の方針（2） ①交差点特殊舗装、灯火点滅鋲の設置や

段差の少ない歩道の整備を推進します。」において、段

差の少ない歩道の整備を推進することを示しているもの

と考えております。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

B、C 

９ 

【P26～28】 

第５章 持続可能な開発

目標（SDGｓ） 

開発によって失われる事が多い、環境に

ダメージを与える 

”守る”、”残す”今の状況でどう活かす

かが必要 

ロハスな生活をもっと進めていくべき

だ。 

環境を守る生活やロハスな生活を進めることは、持続可

能な開発目標（SDGｓ）の目標達成に向けた取組を進め

ることであり、また、総合計画の各施策の方向性と重な

るものと考えております。 

- D 

１

０ 

【P28】 

第５章 持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ） 

後期計画（案）として、今回新たに、「第

５章 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

を加筆されたことは、最新の世界＆日本

総合計画は、本市の最上位計画であり、今後策定される

個別計画にも、この趣旨を反映するよう努めてまいりま

す。 

- D 
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第３節 総合計画におけ

るＳＤＧｓの位置付け 

の動向と総合計画との関係を明確にされ

たことと共に大変評価できます。これか

ら策定される個別計画にもこの主旨（Ｓ

ＤＧｓとの関連性を明記する）を反映い

ただきたい。 

１

１ 

【P34】 

第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第１節 健幸都市推進プ

ロジェクトの体系 

現行の「第５章 重点的に取り組むべき政

策（基本計画①） 第１節 重点戦略「健

幸都市推進プロジェクト」では「健幸プ

ロジェクト１ きっかけづくり、健幸プロ

ジェクト２ しくみづくり、健幸プロジェ

クト３ まちづくり」が、後期計画（案）

では「第６章 重点戦略「健幸都市推進

プロジェクト」 第１節 健幸都市推進

プロジェクトの体系」では「健幸プロジ

ェクト１ ひとづくり、健幸プロジェクト

２ しごとづくり、健幸プロジェクト３ 

まちづくり」にと大きく変わっています

が、変更した理由はなんでしょうか。 

第８次総合計画（後期計画）では、現計画の重点戦略を

発展的に見直し、「ひとづくり・しごとづくり・まちづ

くり」の３つの柱で構成する「健幸都市推進プロジェク

ト」に再構築し、新たな重点戦略として推進してまいり

ます。１つ目の柱は「ひとづくり」で、誰もが健やか幸

せに暮らせるよう、地域で支える健幸づくりの仕組みの

構築や、保育ニーズへの対応をはじめとした子育て環境

の充実、次世代を担う子どもたちの教育環境づくり、ス

ポーツを通じた地域の活性化などを進めます。２つ目は

「しごとづくり」で、安定した雇用の維持を図るため、

工業用地の確保や多様な業種・業態の企業を誘導する環

境整備に努めるほか、スマート農業の推進、市域を超え

た広域連携による商業・観光振興などを進めます。３つ

目は「まちづくり」で、住みたい、住み続けたくなるま

ちとなるよう、地域における防災力の向上のほか、土地

区画整理事業による都市基盤整備や、ＪＲ三河安城駅地

区における公民連携事業の推進により、市有地や公共的

空間の利活用を通じたまちづくりを進めます。 

これらは、健幸都市の実現に向けた重点戦略であると同

時に、国が進める地方創生に資する施策でもあります。

- D 
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重点施策を推進することにより、全ての世代が健やかに

暮らし、幸せを実感できるまちづくりに取り組んでまい

ります。 

１

２ 

【P34】 

第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第１節 健幸都市推進プ

ロジェクトの体系 

この項目などにつき、市民に周知しなけ

れば全く価値のない物になりますが、現

行は月２回発行される「市の広報」が、

その周知の役目を担っていると思いま

す。しかし市はこれを１回に減少させる

計画のようです。この市広報は重要であ

り、現行の月２回の発行からの減少はあ

ってはなりません。 

広報あんじょうは、情報提供の媒体が多様化する中、紙

媒体から電子媒体へのシフト及び広報あんじょうの配布

にかかる経費節減のために令和２年４月から月１回の発

行を予定しています。 

月１回の発行となっても、必要な情報は従来どおり掲載

してまいります。また、市公式ウェブサイトやLINE等

多様な媒体においても情報提供をしてまいります。 

- D 

１

３ 

【P35】 

第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第２節 具体的な取組 

健幸プロジェクト１ ひ

とづくり～健康で幸せに

暮らし続ける～ 

基本的方向１ 生涯にわ

たり健康で幸せに暮らし

続ける環境づくり 

取組内容 ① 

３５頁の「健幸プロジェクト１ ひとづく

り 基本的方向１ 生涯にわたり健康で

幸せに暮らし続ける環境づくり」の「取

組内容 ①健康に関する情報

を・・・・、健康に関する活動に「参加

したくなる機会」の充実を図ります。」と

ありますが、具体的にはどのような機会

の充実をイメージされているのでしょう

か。特に、従来との相違点はなんでしょ

うか。 

参加したくなる機会の充実は、「行動したくなる環境の

整備」として、「あんじょう健康マイレージ事業」や

「健康測定会」を、「参加したくなる機会の創出」とし

て、アンフォーレや保健センター、地区公民館を会場に

「健康づくりきっかけ教室」を、「知りたくなる機会の

創出」として、医師等を講師とする「あんじょう健康大

学」を実施します。 

また、安城市薬剤師会と協力した「まちの健康おくすり

屋さん事業」を実施します。市内の薬局で簡易な健康測

定や健康相談を受ける機会を提供し、健康づくり施策の

啓発や情報発信を行います。 

なお、従来との相違点は、No.11と同様の考え方です。 

- D 

１

４ 
【P39】 

３９頁の「健幸プロジェクト３ まちづく

り 基本的方向１ 市民とともにつくる

「まちづくりのルール」については、条例に定めるもの

から、規則、計画など、多種多様なものがあると考えて
- D 
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第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第２節 具体的な取組 

健幸プロジェクト３ ま

ちづくり～みんなでつく

る住みたい、住みつづけ

たいまち～ 

基本的方向１ 市民とと

もにつくる持続可能なま

ち 

取組内容 ② 

持続可能なまち」の「取組内容 ②地域

のコミュ二ケーションの醸成を推進する

ため、まちづくりのルール化や公民連携

によるまちづくりを進めます。」とありま

すが、まちづくりのルール化はどのよう

に進められるのでしょうか。また、公民

連携はどのように進められ、その具体的

なイメージはどのような状態なのでしょ

うか。特に、従来との相違点はなんでし

ょうか。 

おります。これまで同様、今後も必要に応じ、現有の計

画などの見直しを行うとともに、必要に応じて新たなル

ール作りを進めていくものと考えております。 

「公民連携」については、本市が持つ多様なネットワー

クを生かし、公共空間の利活用や、民間投資に呼応した

新たなまちづくりについて具体的に考えたり、話し合っ

たりする機会をつくることを進めてまいります。 

なお、従来との相違点は、No.11と同様の考え方です。 

１

５ 

【P39】 

第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第２節 具体的な取組 

健幸プロジェクト３ ま

ちづくり～みんなでつく

る住みたい、住みつづけ

たいまち～ 

基本的方向１ 市民とと

もにつくる持続可能なま

ち 

取組内容 ⑧ 

３９頁の「健幸プロジェクト３ まちづく

り 基本的方向１ 市民とともにつくる

持続可能なまち」の「取組内容 ⑧多様

な主体がまちづくりに参加できる体制を

強化するため、企業やＮＰＯ、大学、高

校などとまちづくり活動の連携を強化す

るなど、関係人口の創出、拡大を目指し

ます。」とありますが、関係人口の創出、

拡大をどのようにして具体化するのでし

ょうか。特に、従来との相違点はなんで

しょうか。 

基本的な考え方として、関係人口の裾野を広げるために

は、地域の魅力を磨き上げ、関わりの価値を引き上げる

努力が必要であると考えております。 

関係人口の創出、拡大のための具体的な取組としまして

は、みらい協創フォーラムのような多様な人々の出会い

や交流を通じたイノベーションの創出といった、ケンサ

チの取組を引き続き充実させることと考えております。 

なお、従来との相違点は、No.11と同様の考え方です。 

- D 

１

６ 
【P39】 

３９頁に「<参考>関係人口」とあります

が、この関係人口という視点は「基本的

関係人口とまちづくりの関係性は、No.15と同様の考え

方です。 
- D 
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第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第２節 具体的な取組 

健幸プロジェクト３ ま

ちづくり～みんなでつく

る住みたい、住みつづけ

たいまち～ 

基本的方向１ 市民とと

もにつくる持続可能なま

ち 

<参考>関係人口 

方向１ 市民とともにつくる持続可能な

まち」にどのように反映され、活かされ

るのでしょうか。特に、従来との相違点

はなんでしょうか。 

なお、従来との相違点は、No.11と同様の考え方です。 

１

７ 

【P40】 

第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第２節 具体的な取組 

健幸プロジェクト３ ま

ちづくり～みんなでつく

る住みたい、住みつづけ

たいまち～ 

基本的方向３ まちへの

愛着・誇りの醸成と豊か

で暮らしやすい生活の実

現 

取組内容 ① 

４０頁の「健幸プロジェクト３ まちづく

り 基本的方向３ まちへの愛着・誇り

の醸成と豊かで暮らしやすい生活の実

現」の「取組内容 ①市民に本市の魅力

を再認識してもらうため、・・・・観光資

源を周回できる多様な観光モデルコース

を設定します。」とありますが、観光モデ

ルコースが設定された状態とは具体的に

どのようなイメージのものなのでしょう

か。特に、従来との相違点はなんでしょ

うか。 

現在、歴史や自転車利用の視点で設定したモデルコース

をホームページなどで紹介しておりますが、新たに、市

外の人に楽しんでいただくことができ、安城市に来訪さ

れる方が増えるよう、広く様々な要素を組み合わせた観

光の視点でモデルコースを考案し、観光ガイドマップへ

の掲載やホームページなどで紹介を行ってまいりたいと

考えております。 

なお、従来との相違点は、No.11と同様の考え方です。 

- D 
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１

８ 

【P40】 

第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第２節 具体的な取組 

健幸プロジェクト３ ま

ちづくり～みんなでつく

る住みたい、住みつづけ

たいまち～ 

基本的方向３ まちへの

愛着・誇りの醸成と豊か

で暮らしやすい生活の実

現  

取組内容 ③ 

４０頁の「健幸プロジェクト３ まちづく

り 基本的方向３ まちへの愛着・誇り

の醸成と豊かで暮らしやすい生活の実

現」の「取組内容 ③市民の積極的なま

ちづくりへの関与を推進するため、公園

や道路、遊歩道の利活用と施設整備にお

ける公民連携の推進、・・・・。」とあり

ますが、公民連携の推進がされている状

態とは具体的にどのようなイメージのも

のなのでしょうか。特に、従来との相違

点はなんでしょうか。 

公民連携については、例えば本市で言えばアンフォーレ

の整備のように、民間資金やノウハウを活用した施設整

備や施設の活用が実施されることと考えております。 

今後もこの地域の持続可能な発展のために、多様な主体

の連携を通じて、イノベーションを創出し、民間投資を

呼びこみ、公共投資とともにその投資が連鎖的に波及す

るような、公民連携によるまちづくりを進めてまいりた

いと考えております。 

なお、従来との相違点は、No.11と同様の考え方です。 

- D 

１

９ 

【P40】 

第６章 重点戦略「健幸

都市推進プロジェクト」 

第２節 具体的な取組 

健幸プロジェクト３ ま

ちづくり～みんなでつく

る住みたい、住みつづけ

たいまち～ 

基本的方向３ まちへの

愛着・誇りの醸成と豊か

で暮らしやすい生活の実

現 

４０頁の「健幸プロジェクト３ まちづく

り 基本的方向３ まちへの愛着・誇り

の醸成と豊かで暮らしやすい生活の実

現」の「取組内容 ④安全で快適な生活

環境の整備のため、自転車走行空間の整

備を行い、自転車ネットワークの拡大を

図ります。」とありますが、自転車ネット

ワークが拡大された状態とはどのような

イメージなのでしょうか。特に、従来と

の相違点はなんでしょうか。 

自転車ネットワークについては、現在、エコサイクルシ

ティ計画に基づき、自転車走行空間の整備を進めており

ます。従来に引き続き、今後も自転車ネットワークの拡

大を図ってまいります。 

なお、従来との相違点は、No.11と同様の考え方です。 

- D 
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取組内容 ④ 

２

０ 

【P44】 

第７章 基本計画 

１ 健康・医療 

課題 

この項目に、保険料負担割合低減ないし

は軽減に言及する項目が欲しい。 

国民健康保険における保険税の軽減や減免については、

国民健康保険の加入者を対象に、社会経済状況を踏まえ

た国の制度改正に合わせ、実施計画や国民健康保険運営

協議会の議論を経た後、条例等に基づき実施するもの

で、個別の計画等で対応しております。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 

２

１ 

【P46】 

第７章 基本計画 

２ スポーツ 

４６頁の「現状と課題」の「現状」には

「スポーツ指導者の資格保有の割合は低

い状況です。」とあり、「課題」には「ス

ポーツ指導者の資質向上のための取組が

必要です。」とあって、４７頁の「施策の

方針（１）④優れたスポーツ指導者の養

成により、安全に楽しく、質の高いスポ

ーツの指導が行われることで、子どもの

健全な成長や夢の実現を図ります。」とあ

りますが、「スポーツ指導者の資格」とは

どのようなものでしょうか。また、その

資格はどのようにすれば得られるのでし

ょうか。 

スポーツ指導者の資質向上のための取組の一環として、

「スポーツ指導者養成講習会」を毎年開催しておりま

す。地域でスポーツ指導に携わっている方や指導者を目

指している方を対象に開催しており、受講料１，０００

円で、約５ヶ月わたり９科目を受講し、「安城市公認ス

ポーツ指導者」として認定されます。その後は、市体育

協会ホームページに掲載され、問い合わせがあった場合

には指導者として紹介もしております。この講習会を通

じて広く市民に対して、安全に楽しくスポーツの指導が

行われるよう努めています。 

- D 

２

２ 

【P47】 

第７章 基本計画 

２ スポーツ 

４７頁の「施策の方針（３）①ホームチ

ームサポーター事業を実施し、企業との

スポーツ連携を強化していきます。」とあ

りますが、「ホームチームサポーター事

業」の推進にあたっては事業の持続性を

この事業は、日本リーグなどへ参戦する地元企業チーム

の選手からの技術指導会や、市主催のイベントへ選手が

参加し、市民と交流する機会の充実を、企業と連携して

実施しています。今年度は、市広報紙で３チームの特集

を組み、チームからは「オリジナルグローブ」や「日本

- D 
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考え行政経費で進めるのではなく、早期

に事業の自立化を進めていただきたい。 

リーグの始球式への参加」などの読者プレゼントの提供

を受け、思い出に残る交流が出来ました。今後も市民が

チームや選手を知ってもらい、応援できる機会を増やす

など、企業チームと連携をより深めて進めてまいりま

す。 

２

３ 

【P48～51】 

第７章 基本計画 

３ 環境 

４ 都市基盤（住環境） 

施策の方針（２） 

④良質な水を持続的に供

給できるよう、矢作川水

系の恩恵を受けるため、

上下流・自治体の枠を超

え、矢作川水源の森の保

全に努めます。 

環境、気象、自然 今のままではとても

不安です。 

今のままで将来子どもたちに何を残して

いけるか心配です。 

破壊された環境の中では人間が普通に生

きることは難しい。 

特に水に関した点で３０％地下水を使っ

ている安城にいつまで地下水のミネラル

豊富のおいしい水が永遠に届くのでしょ

うか。 

安城市では、根羽村との交流も長く、水

源の水の確保ができていますが、今、山

は荒れ、高齢化、人口不足、人手不足で

維持が大変だと思います。 

水源上流、中流、下流が協力し、命の

水、恵みの水を維持供給できる活動支援

が必要です。その為に、下流域安城とし

て何ができ、どう支援するのか考え行動

に移して欲しいです。今すぐです。 

平成３年１２月に安城市と根羽村が締結した「分収育林

契約」は、官行造林制度の伐採期を迎えた「水源の森」

を何とか伐採せずに保護育林したいという根羽村からの

要請に応えたものでした。根羽村と安城市の上下流域自

治体連携の試みは、当時「森林法」に新たに加わった森

林整備協定に基づくもので、「全国第１号」として大変

注目されました。以来、３０年近くに渡り、この契約に

基づき、「水源の森」の管理・施業として、間伐や、遊

歩道・歩道・作業路等の修繕を根羽村と折半で行ってき

ました。そして、このことは、現在も環境省のホームペ

ージで優良事例として大きく紹介されています。安城市

では、これらの事業活動を通じて、自然界における水循

環及び水源保全の大切さを学ぶとともに、市民への啓発

にも努めてまいりました。 

上記の「分収育林契約」の満了が近づく中、この間に

「育林」に対する社会認識が一定の収益を見込む「経営

的視点」から持続可能な水資源を保全する「環境的視

点」へと変化し、上下流域の自治体連携による水資源の

涵養、森林資源保護育成を目的とした森林整備協定とい

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 
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自然林にし、スギ、ヒノキに頼らず、広

葉樹林にする。 

自然林の中で、山の役割、山のあるべき

姿を見学。体験する。 

山のない安城では、山から学ぶ事も多い

と思います。 

生きものとの共存で、私たちの生きる仕

方も考えてゆきたいです。 

経済も大切ですが、心満たされる環境で

毎日を送りたいです。 

った事業が、ますます重要な役割を担うようになりまし

た。 

今後の更新・継続に向けては、より水源林としての相応

しいあり方、具体的には現在の針葉樹から広葉樹及び広

葉樹を含めた天然に近い混合林へと転換することも視野

に入れつつ、さらに一層環境面を重視した「市民参加

型」の事業内容に拡充していくことについて、現在検討

を進めているところです。 

しかし一方で、市としては、仮に「水源の森」と同規模

の土地を新たに取得・確保して管理面積を増やしても、

これにより直接的な水源保全を追求するのは、水源の恩

恵をもたらしている広大な山林面積からいって、現実的

でないと認識しています。そこで、これまで育んできた

「水源の森」事業を水環境保全に対する安城市と根羽村

のシンボリックな取組みと捉え、正にこの場所・この事

業に一層注力することで、全国のモデル的役割を引き続

き担い情報発信してくべきであると考えています。 

２

４ 

【P49】 

第７章 基本計画 

３ 環境 

施策の方針（３）資源循

環とごみ減量の推進 

明治用水土地改良区は長野県平谷村や根

羽村などに、それ相応の水源涵養林を保

有しています。しかし、安城市は分収育

林を保有していますが、水源涵養林を保

有しておりません。しかもこの分収育林

は２年後に契約満了を迎えますが、安城

市は分収育林（矢作川水源の森）の今後

No.23と同様の考え方です。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 
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について保全に努めますとＰ５１に記す

に留めてあります。 

しかし、「矢作川水源の森」の実態は根羽

村との共有の分収育林であり、水源の森

とは、ほど遠いものです。 

「水」は生物の命を繋ぎ、文化や農業・

漁業・工業を育む重要なものです。さら

にその治水事業は災害を防止する上でも

税金を投入せざるをえないものです。 

いま、一般市民の感覚からすれば、「蛇口

をひねれば水が出る。これはしごく当然

で当り前の出来事」なのです。ところが

実態は水源地の森林は荒れたい放題で、

水涵養能力が極端に激減しているので

す。また上・中間流域の田も減少し、こ

れまた水涵養能力が激減しています。こ

の水涵養能力の減少は「水」の枯渇を意

味します。涵養能力の減少の実態を踏ま

え、「水循環の保全を推進します」だけで

は、安城市全体に「水」が枯渇の危険に

さらされている現状を訴えることはでき

ないと思います。 

２

５ 

【P50】 

第７章 基本計画 

４ 都市基盤（住環境） 

下水道は新たに「川・流水路」を切削し

新設するのと同様の効果になります。下

水道が完備すれば、それで使用する水量

下水道は重要なインフラであり、本市では、定期的にマ

ンホールや下水道管などを点検し、必要な修繕を行うな

ど、計画的な維持管理を行っております。 

- D 
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課題 分、その分量が川を迂回し、別の流水路

で流れることになります。 

この流水路が、詰まったり・破れたりし

て滞ることは許されません。市民の意識

も問われ、なおかつ、衛生上のこともあ

り管理者の能力が問われる重要なところ

で、なにがあっても公営事業でなければ

なりません。 

併せて、下水道管の詰まり等による緊急事態が発生した

場合の非常連絡体制を整え、適切な対応ができるように

しております。 

今後も、市として、引き続き下水道の適正な維持管理に

努めてまいります。 

２

６ 

【P51】 

第７章 基本計画 

４ 都市基盤（住環境） 

施策の方針（２） 

④良質な水を持続的に供

給できるよう、矢作川水

系の恩恵を受けるため、

上下流・自治体の枠を超

え、矢作川水源の森の保

全に努めます。 

流域社会に向けて上流の水源の森を保全

することは大変意義がある。なぜなら安

城は水によって発展した街であり、今後

も安城市民にとっての「命の水」は自ら

作ることが必要だから。 

山の現状は手入れされていない荒れた人

工林なので保水能力や森の生態系が貧弱

で災害に弱い。したがって、その土地に

本来生えていた樹木に変えていくことが

必要と思われます。分収育林は、ブナ帯

の樹木が本来の樹木です（植生を調査し

た結果）。 

方法として、水源地を買い、安城市に必

要な水源林に林層転換する事業を始める

べきだと思います。 

根羽村の山林を水源地とするには、困難

が発生します。なぜなら、山村と下流域

No.23と同様の考え方です。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 
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では利害が異なるからです。したがっ

て、東京都や横浜市が水道水源林事業を

進めているように安城市が土地を取得す

る方が目的をよりスムーズに進めます。

安城市と根羽村との関係はウィン・ウィ

ンの関係になることも肝要かと思いま

す。 

荒れた山を放置すれば、本年起きた東海

北陸地方を襲った水害が今後も起きま

す。平成12年には矢作川上流を襲った山

崩れ（沢抜け）今後も発生することが予

測できます。すぐ手を打てる方法とし

て、森林環境税のうち譲与税を使ってい

くことが最速、最善な方法かと思います

が。 

２

７ 

【P51】 

第７章 基本計画 

４ 都市基盤（住環境） 

施策の方針（２） 

④良質な水を持続的に供

給できるよう、矢作川水

系の恩恵を受けるため、

上下流・自治体の枠を超

え、矢作川水源の森の保

全に努めます。 

現行の記載である 

『④良質な水を持続的に供給できるよ

う、矢作川水系の恩恵を受けるため、上

下流・自治体の枠を超え、矢作川水源の

森の保全に努めます。』 

を、 

『④良質な水を持続的に供給できるよ

う、矢作川水系の恩恵を受けるため、上

下流・自治体の枠を超え、矢作川水源の

森の取得・確保に努め、広葉樹林帯の育

No.23と同様の考え方です。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 
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成・保全を図り、百年・千年の森を築く

ことを目指します。』 

へ変更することと、 

『⑤上記④の実現のための財源として、

上水道使用料の水１トンにつき、１円を

充当することを図ります。』 

を追加記載することを提案します。 

２

８ 

【P51】 

第７章 基本計画 

４ 都市基盤（住環境） 

施策の方針（２） 

④良質な水を持続的に供

給できるよう、矢作川水

系の恩恵を受けるため、

上下流・自治体の枠を超

え、矢作川水源の森の保

全に努めます。 

「水源の森」の実態は根羽村との分収育

林で、「スギ」と「ヒノキ」を人が植樹し

た人工林です。その人口林は、スギ・ヒ

ノキを伐採して建材などに使用するため

のもので、生産林と呼ばれるものです。

ですから人口林・生産林には極端です

が、水涵養能力はありません。ところが

里山と呼ばれる雑木で構成される森林

は、実のなる落葉樹などや針葉樹が入り

交ざる「針・広葉混交林」で、落ち葉な

どが造る腐葉土があります。この腐葉土

が「みどりのダム」と呼ばれる働きをし

て水涵養機能を持つのです。 

今、安城市が保全しようとしている森林

は、根羽村や根羽森林組合とも相談し、

分収育林をあきらめ、間伐をして、その

跡地に「『ブナ』『こなら』など実のなる

落葉樹」を植樹し、市民が憩え、生物多

No.23と同様の考え方です。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 
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様性があり、持続性のある環境保全林に

切り替え、真の「水源の森」とするべき

時にきていると思います。 

切り替えに必要な財源経費は、安城市が

負担することは言を待ちません。 

２

９ 

【P52】 

第７章 基本計画 

５ 生活安全 

現状 

現状把握に、一項目付け加え 

「障害者の方が、「車椅子」で出かけられ

る、段差のない歩道をつくる」 

を付け加えていただくようにお願いいた

します。 

「P53 施策の方針（2） ①交差点特殊舗装、灯火点滅鋲

の設置や段差の少ない歩道の整備を推進します。」にお

いて、段差の少ない歩道の整備を推進することを示して

いるものと考えております。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

B 

３

０ 

【P54】 

第７章 基本計画 

６ 都市基盤（交通） 

課題 

５４頁の「課題」に「自転車走行空間の

整備は、国の自転車活用推進計画におい

て、整備促進が求められています。」とあ

りますが、これは「現状」であって「課

題」ではないと思います。「整備を求めら

れていますが、実現できていないこと」

が「課題」ではないのでしょうか。 

国からは、整備促進を求められている現状ではあります

が、安城市では、既に自転車走行空間の整備を実施して

おり、長期的な事業になることから、将来の財政負担を

考慮し広義にとらえ課題として考えています。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 

３

１ 

【P55】 

第７章 基本計画 

６．都市基盤（交通） 

施策の方針 

（２）公共交通網の充実 

現状では、新幹線三河安城駅と名鉄新安

城駅の間には「あんくるバス」が走行し

ています。しかし、この路線バスは直通

で運行している訳ではありません。場合

によっては空気を運ぶ場面があるかもし

れませんが、「こだま」発着に合わせて直

通バスの運行を検討していただきたいと

思います。 

あんくるバスの地域路線は、各地域間を連絡する役割を

担うバスになりますので、拠点となる各駅を直通で結ぶ

ようなバスは現在考えておりません。 

運賃は、運行に係る費用の財政負担の軽減やコミュニテ

ィーバスの継続性を確保するために、受益者負担の原則

から定額料金を採用して利用者からの負担をお願いして

おります。 

- D 
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また、今後「運転免許返納」を促進する

ためにも、刈谷市が実施する運賃「無

料」運行なども併せ検討していただきた

いと思います。 

３

２ 

【P55】 

第７章 基本計画 

６．都市基盤（交通） 

施策の方針 

（３）安全、安心、快適

な道路交通環境の実現 

② 

５５頁の「施策の方針（３）②「安全で

快適な自転車利用環境創出ガイドライ

ン」に従って安全で快適な自転車走行空

間の整備を行い、自転車ネットワークの

拡大を図ります。」とありますが、「安全

で快適な自転車利用環境創出ガイドライ

ン」は公表されているのでしょうか。公

表されているとすれば、どのようにすれ

ば参照できるのでしょうか。 

国土交通省のホームページで公表されています。参照方

法は、以下のＵＲＬでご覧いただけます。 

http://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/guidel

ine.pdf 

- D 

３

３ 

【P60～61】 

第７章 基本計画 

９ 観光 

６０頁の「現状と課題」の「現状」には

「平成２７年（２０１５年）３月に本證

寺境内（野寺町）が、国史跡の指定を受

け、歴史資源としての価値が高まってい

ます。」とあり、「課題」として「本證寺

などの歴史資源を有効に活用する必要が

あります。」とあって、６１頁の「施策の

方針（１）①デンパーク、・・・・国指定

史跡の本證寺などの歴史資源

や・・・・・、新たな観光資源の創出に

努めます。②市民や市外からの観光客

に、・・・・観光資源を周回できる多様な

No.17と同様の考え方です。 - D 
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観光モデルコースを設定します。」とあり

ますが、「観光資源を周回できる多様な観

光モデルコースの設定」の成果物（アウ

トプット）はどのようなイメージのもの

でしょうか。特に、従来との相違点はな

んでしょうか。 

３

４ 

【P60】 

第７章 基本計画 

９ 観光 

現状 

安城には明治用水上を緑道化してあり、

他市にはない走りやすさがあります。こ

れらを「聖地」として売りにすることも

検討されてはいかがでしょうか？ 

場合によっては、企業と協賛により「ツ

ールド根羽」と称し、安城市役所から根

羽村村役場まで走りぬける競技会や、矢

作川マラソンの様に「矢作川堤」を走り

ぬける競技会があってもいいと思いま

す。ただこれは継続が必要です。 

No.17と同様の考え方です。 - D 

３

５ 

【P62】 

第７章 基本計画 

１０ 都市基盤（市街

地） 

課題 

名鉄新安城駅の橋上化に３０億の血税を

つぎ込みながら、これと云った費用対効

果が得られるとは思えません。この表現

は「してはならない」ものだと思いま

す。できるのなら駅の橋上化は即刻中止

を求めたい事項です。 

今、安城には買い物過疎地が点在してい

ます。例えば里町・宇頭地区や、根崎・

東端地区などなどです。今後運転免許返

名鉄新安城駅の北口と南口を結ぶ現在の地下通路は、暗

く、階段のみの構造となっていますので、新たにバリア

フリーの自由通路を整備し、駅周辺の住民や駅利用者

が、安全で快適に通行できるようにします。併せて、駅

舎も一体的に改修をして利便性の向上を図っていくもの

です。 

- D 
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納促進に向け、生鮮食品など小売商拡充

は急務と思われます。これらの拡充・充

実策に、先に述べた橋上化の３０億を使

用してほしいものです。 

３

６ 

【P65】 

第７章 基本計画 

１１ 防災・減災 

施策の方針 

（５）雨水貯留施設の整

備 

私が住む家の前は、大丸山池がありま

す。この池が掘削された当時は、水深が

２～３ｍほどありました。ところが今

は、池に住むブラックバスや鯉の背びれ

が水面から出るほどの水深になっていま

す。またこの池には葦・ガマの穂の水生

植物が根を付け、夏の終わりには花粉を

まき散らしますので、市で除草をしてい

ただいております。また、過日の台風の

折には、雨水の流入により水面が堤の１

ｍ下まできました。これまで再三再四、

町内会を通じて「浚渫」の依頼をしてき

ましたが、聞き届けてはいただいており

ません。 

今回、この総合計画には「整備」とあり

ますが、「保守・点検」は必須事項です。

「創りぱっなし」や、「やりっぱなし」は

許されません。 

また同時に、公園の遊具なども併せて

「保守・点検」を実施していただき、不

良個所が確認されたならば、即刻「修

大丸山公園調整池につきましては、現状、調整池として

の調整量を確保できており、土砂の堆積等により本来の

調整量を確保することが困難な場合に浚渫を実施したい

と考えております。 

なお、調整池の維持管理につきましては、関連する施

策、事業が掲載されている安城市雨水マスタープランで

適切に実施することとしております。 

また、公園の遊具につきましては日常点検や定期点検を

実施し、必要に応じ修繕等の対応をしています。今後も

適正な維持管理に努めてまいります。 

ご指摘の件は、左記

の市の考え方に基づ

き、計画の内容は従

前のままとさせてい

ただきます。 

C 
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理・修繕」をしていただきたいもので

す。 

３

７ 

【P71】 

第７章 基本計画 

１４ 生涯学習 

施策の方針 

（２）学びの成果を地域

に生かすつながりづくり 

② 

７１頁の「施策の方針（２）②ボランテ

ィア活動などへの橋渡しとして情報の提

供や団体などとのマッチングを進めま

す。」とありますが、マッチングを具体的

にどのような体制で進めるのでしょう

か。特に、従来との相違点はなんでしょ

うか。 

これまでは、所管するボランティアセンターのあり方に

ついて各組織で協議をしてきましたが、今後は市内にあ

るボランティアセンターを支援する組織で協議し、それ

ぞれの役割分担等を明確化させることにより、進捗を図

っていきたいと考えています。 

- D 

３

８ 

【P71】 

第７章 基本計画 

１４ 生涯学習 

施策の方針 

（３）市民の主体的な学

びを支える環境づくり 

② 

７１頁の「施策の方針（３）②生涯学習

の相談・コーディネートを行う人材の育

成・確保・体制の整備を進めます。」とあ

りますが、具体的にはどのように進める

のでしょうか。特に、従来との相違点は

なんでしょうか。 

これまでは、既存団体と協議し、団体単位で進めていま

したが、今後は生涯学習講座による人材を育成すること

に重点をおき、進めていく予定をしています。受講後の

さらなるブラッシュアップ講座を行うことにより、人材

確保につないでいき、ある程度の人材確保ができた段階

で体制を整備していきたいと考えています。 

- D 

３

９ 

【P71】 

第７章 基本計画 

１４ 生涯学習 

施策の方針 

（４）図書館サービスの

拡充 ③ 

７１頁の「施策の方針（４）③図書情報

館の集客力と情報力を活用し、・・・、ボ

ランティアと連携するなど、市民の文化

的交流拠点となる取組を行います。」とあ

りますが、ボランティアとどのように具

体的に連携して市民の文化的交流拠点と

なる取り組みを行うのでしょうか。特

に、従来との相違点はなんでしょうか。 

ボランティアとの連携等については、「第３次安城市子

どもの読書推進計画」（H28-R2）に委ねております。 

今後も図書館ボランティア等との連携を一層進めること

で、市民の文化的交流拠点を目指してまいります。 

- D 
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４

０ 

【P72～73】 

第７章 基本計画 

１５ 文化・芸術 

現状と課題 

施策の方針（１）文化財

の保存と活用 ③ 

７２頁の「現状と課題」の「現状」には

「市民の生きがい・健康づくりのため、

市内の歴史資源を巡るニーズが高まって

います。」とあり、「課題」には「歴史資

源を巡る新たなコースの設定や誘導する

ための標識などが不足しています。」とあ

って、７３頁の「施策の方針（１）③歴

史資源の整備に合わせて、散策コースの

増設・充実を図るとともに、地域の方々

やボランティア団体との協働により、歩

いて楽しいまちづくりを進めます。」とあ

りますが、散策コースの増設・充実の具

体的な成果物（アウトプット）はどのよ

うなイメージのものになるのでしょう

か。安城歴史の散歩道のようなものをイ

メージされているのでしょうか。特に、

従来との相違点はなんでしょうか。 

安城歴史の散歩道は、現在10コースを設定し、市域の

大半をカバーしています。そのなかでカバーできなかっ

た地区については、従来のコースに追加する形で散策コ

ースを増設しています。また、安城ＡＲナビによるナビ

ゲーションや、説明看板版上のＱＲコードからインター

ネットによる情報付加などの充実を行っています。さら

に、従来の史跡説明看板に加え、指定史跡以外の場所に

も説明看板を設置しています。 

- D 

４

１ 

【P74～75】 

第７章 基本計画 

１６ 参加と協働 

現状と課題 

施策の方針（１）市民参

加及び協働のまちづくり

の推進 ① 

７４頁の「現状と課題」の「現状」には

「ボランティア活動に参加するきっかけ

づくりや活動のネットワークを広げられ

るサポート拠点として、・・・・市民交流

センター内に市民活動センターを設置し

ています。」とあり、「課題」には「市民

の価値観の多様化、・・・・、市政への市

民参加・協働による新たな関係づくりが

現行の総合計画との相違点はありません。引き続き効果

的な情報提供に努めてまいります。 
- D 
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必要です。」「町内会、市民活動団体、Ｎ

ＰＯ法人などによるまちづくり活動の活

性化には相互の連携強化が必要です。」と

あって、７５頁の「施策の方針（１）①

市民が市政に参加しやすくするために情

報提供を積極的に行います。」とあります

が、具体的にどのような情報提供をイメ

ージされているのでしょうか。特に、従

来との相違点はなんでしょうか。 

４

２ 

【P75】 

第７章 基本計画 

１６ 参加と協働 

施策の方針（１）市民参

加及び協働のまちづくり

の推進 ② 

７５頁の「施策の方針（１）②まちづく

りの主役である市民、町内会、市民活動

団体、ＮＰＯ法人などと市が地域の課題

を解決するため、市民交流センターを拠

点とした話し合いや交流の場を提供しま

す。」とありますが、具体的にどのような

交流の場をイメージされているのでしょ

うか。特に、従来との相違点はなんでし

ょうか。 

現行の総合計画との相違点はありません。具体的な内容

については個別計画に委ねております。 
- D 

４

３ 

【P75】 

第７章 基本計画 

１６ 参加と協働 

施策の方針（１）市民参

加及び協働のまちづくり

の推進 ③ 

７５頁の「施策の方針（１）③協働によ

るまちづくりへの参加を促すきっかけづ

くりを進めます。」とありますが、具体的

にはどのようなきっかけづくりをイメー

ジしているのでしょうか。特に、従来と

の相違点はなんでしょうか。 

現行の総合計画との相違点はありません。具体的な内容

については個別計画に委ねております。 
- D 
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４

４ 

【P83】 

第８章 行財政運営の基

本方針 

第１節 基本的な考え方 

第２項 多様な主体との

連携・協働 

８３頁の「第８章 第１節 第２項 多様な

主体との連携・協働（１）新しい公共の

まちづくり」に「人口減少・少子高齢

化、・・・・、公民連携による課題解決に

取り組みます。」とありますが、従来の

「協働のまちづくり」と「公民連携によ

る課題解決」とはなにが異なるのでしょ

うか。また、「協働」と「公民連携」をど

のように使い分けているのでしょうか。 

協働とは、市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び

市が、地域の課題を解決するために、それぞれの特性を

生かして補完し合い、協力することです。 

公民連携とは、一般的には、公共と民間が連携して、お

互いの強みを生かすことにより、最適な公共サービスを

提供し、地域の価値や市民満足度の最大化を図る手法の

ことです。 

協働と公民連携の効果的な推進を図ることにより、市民

サービスの更なる向上と本市の持続可能な発展、地域経

済の活性化を目指してまいります。 

- D 

４

５ 

【P83】 

第８章 行財政運営の基

本方針 

第１節 基本的な考え方 

第３項 （１）職員の政

策立案能力の向上 

政府は「働き方改革」と耳触りのいい表

現をしています。これを額面通りに受け

取り、安城市でも時間外労働が減少する

適正な人員配置をお願いいたします。 

時間外勤務の削減は積極的に取り組むべき課題と認識し

ており、そのための適正な定員管理を行うことや職員の

資質向上を図ることが重要と考えております。 

- D 

４

６ 

【P83】 

第８章 行財政運営の基

本方針 

第１節 基本的な考え方 

第４項 市民一人ひとり

に向き合うスマート自治

体 

現行の「第７章 第１節 第４項 市民一人

ひとりに向き合う電子自治体」という表

現を「第８章 第１節 第４項 市民一人

ひとりに向き合うスマート自治体」とい

う表現に、どのような理由で変更したの

でしょうか。 

今後、労働力の絶対量が不足するため、AI、RPAなどの

未来技術を積極的に取り入れ、従来の半分の職員でも自

治体が本来担うべき機能を発揮しなければなりません。

そのようなスマート自治体への転換を推進するため、変

更をしております。 

- D 

 


