
第３回　第２期廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討会議意見一覧 資料２

○ 修正する
― 修正無し

内容

1
基本目標１
KGIについて

KGI「市内総生産」はざっくりしすぎてはいないか。どの仕事により重点を置くのかに
よって、捉えるべき領域が異なるのではないか。

─
市内総生産は市内のあらゆる業種の生産活動の付加価
値評価額から算出されており、各施策を包含するKGI
として設定しました。

2
基本目標１
（１）

基本目標１の施策（１）及び施策（３）について
内容が重複するように思われるのですが、整理の必要はないでしょうか？

―
両者には、市内部で起業・創業する（１）と、新たな
都市活力創出基盤を整備促進する（３）という違いが
あります。

3
基本目標１
（１）

単純に起業・創業を促すのではなく（業種不問ではなく）、廿日市市で期待できる成
長産業の企業誘致等の促進や次代の基幹産業の育成・振興につながる施策を行うべ
き。また、起業・創業において産業に革新を生み出していけるような新たな取り組み
を重視すべき。
そのためには、スタートアップ育成支援団体による投資や成長資金調達といった市が
直接支援するだけでなく、外部よりの資金調達を図る施設を展開し、その成果をKPIと
すること

─
現時点では、起業・創業に関して外部より資金調達を
図る施策や制度がなく、今後も未定です。

4
基本目標１
（２）

「新基本目標1(2)お宝ザクザクはつかいち」が地域資源を活かした事業の効果を計測
するのであれば、地域全体の観光消費額ではなく、宮島以外の地域における観光消費
額の増加額をKPIとすべきではないでしょうか。 ―

宮島地域にも地域資源があり、市全体を対象とした
KPIとしています。

5
基本目標１
（２）

KPIとして観光客一人当たりの消費額を挙げているが、全体の消費額も併せてKPIとす
べきではないか

─
他自治体と比較するため観光客一人当たりの消費額を
設定しています。

6
基本目標１
（２）

技術継承を伝統工芸だけに限定することは理解できない。持続的な経済発展に寄与す
るための技術継承でないとおかしい。

─

市として「宮島細工・木製製品」に対してふるさと名
物応援宣言を行っており、特にこれらを活用した地域
ブランドの創出を図っているため、KPIに設定しまし
た。

7
基本目標１
（２）

市民が市内の農林水産物を消費することが、目標及びKGIの達成にどれだけ寄与するの
か？施策及びKPIとして適切とは思えない。

―
効果は小さいかもしれないが、地域内経済循環を促す
ことが市内総生産額に寄与すると考えています。

8
基本目標１
（２）

KPIの一つとしてあげられているBCP策定企業数ですが、「横断的な目標１」にも関連
するものであり、採用したことはよいと思います。ただ、施策（２）のKPIという位置
づけでよいのかが、よくわかりません（施策（１）ないし施策（３）に入れる方がよ
いようにも思われます）。

―

BCP計画を策定するタイミングはある程度組織体がで
きた場合と考えており、施策（１)は起業・創業段階
のためそぐわず、（３）は持続可能な経営の推進とは
違う視点のため、（２）の中で整理します。

9
基本目標１
（３）

ここでは今後の成長が見込まれる産業や次代の基幹産業の育成・振興、そのための人
材誘引・育成を行うべきである。市内生産品の販路拡大という従来型の視点のみでは
持続的な経済発展（10年先、20年先を見越しての）は見込めないと考える

―

基本目標１（３）の取組として新機能都市開発事業が
あり、優れた立地特性を活かした都市機能を誘導する
ことにより、市内企業の移転又は市外企業の新規立地
を促進することで、設備投資及び経営規模拡大などに
よる新たな財源を確保し、将来を見据えた新たな都市
活力を創出することとしています。

10 基本目標２

施策の意図が、廿日市（市）に興味関心を持つ、地域の人と資源を知る　となってい
るが、移住・定住のためには、そもそもの移住・定住に結びつく魅力を高め続けてい
くことが必要。
そのためには、現状の人口動態（社会増減）において、転入転出の世代別の実態とそ
の要因を分析し、何を伸ばせば（あるいは変えれば）転入超過を持続できるのかを見
出して、これを実現化するための施策を展開することである。
それにはまちの魅力向上、暮らしの魅力向上（いずれも周辺市町や移住を目指すエリ
アと比較しての優位性を確保すること）が必要。現状の施策方針は、この視点が全く
欠落している。

○

「まちの魅力向上、暮らしの魅力向上」は４つの基本
目標に共通している事項です。
基本目標２はこの魅力を市外のターゲットと市民に
知ってもらうことを目的としています。
転入転出の世代別の実態把握は、人口ビジョンで行い
ます。

11 基本目標２

KPIの「地域の事業に参画している市民の割合」の高まることが、移住・定住にどう関
わるのか不明である（これが高まることが定住につながっているというエビデンスは
あるのか？）。

○

市民が地域の事業に参画するレベルまで地域に入り込
んでいれば、その地域の魅力を知ってもらうことがで
きていると考えました。
仮説のためエビデンスはありません。
他の意見も踏まえ、KPIは再設定します。

12
基本目標２
（１）

主観かつ定性的な指標をKPIへ設定しているように見え、他KPIとの差異を感じます。

―
適切な定量的指標が無く、アンケートのようにその年
の回答率によって絶対数に差が出る指標を基にする場
合は、割合を使用しています。

13
基本目標２
（２）

（２）拡散希望！・・・を、インナーPRの強化という意味で含めるとしたら、「拡散
希望！」よりも「ディスカバリーはつかいち」とか「はつかいち再発見」のように、
市民の行動変容をイメージできる見出しの方がよいように感じる。 ○

市民が廿日市市の魅力に気づくことをイメージしやす
い、「はつかいち再発見」を施策名とします。

14
基本目標２
（２）

「新基本目標2(2)拡散希望!見どころ満載はつかいち」は転出抑制に向けたインナープ
ロモーション強化を目指すとの事だが、情報発信を強化する事で市の魅力に気づいて
もらう、という事でよろしいでしょうか。 ― お見込みのとおりです。

対応

NO 箇所 意見
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○ 修正する
― 修正無し

内容

対応

NO 箇所 意見

15
基本目標２
（２）

イベントへの参加率をKPIと設定しています。
参加した結果、市民の動態や心理の変化をKPIとしては如何でしょうか。
例えば、「新基本目標2(2)」が転出抑制を目指すものであれば、地域事業への地域参
画率ではなく、市の支援策利用状況の上昇率や市に対して愛着を持つ人間の比率（シ
ビックプライド醸成）等をKPIとしてはいかがでしょうか。 ○

インナープロモーションによる市民の動態変化を表す
ため、次のKPIへ再設定を検討します。
①地域の行事に参加している市民の割合
②地域の事業に参画している市民の割合
2つは関与の段階が異なっています。①行事にお客さ
ん側として参加②主催者側として参画

16
基本目標２
（２）

KPI「地域の事業に参画している市民の割合」はサイトセッション数など興味を持って
いる方々も含んでる割合でしょうか。もし入っていなければそちらも追加ではいかが
でしょう
（例）シティプロモーション室「の廿学」サイト閲覧数・関連記事SNSの閲覧数　 ―

無作為で抽出した市民を対象としたアンケート数値の
ため、含まれていません。
廿学サイトの閲覧数等は効果検証時に主な取組事業の
実績数値として活用を検討します。

17 基本目標３

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえることを考えると、ここには働き方改
革を行っての女性の活躍推進や就職・再就職支援、未就労女性支援も併せて施策とし
て行うべき（それに合わせたKPIも必要）
また、教育では小中学校（コミュニティスクール）に限定しているが、地域社会そし
て国際社会の担い手となる人材の育成を図るためには、学校教育に留まらない教育の
場の提供が重要である。これを施策として展開すべき（KPIも設定すること）

待機児童の解消は施策として行う必要はないのか？

○

基本目標３の中で女性の活躍推進・再就職支援、未就
労女性支援の取組を記載します。

待機児童対策は基本目標３の中で主な取組内容に記載
します。

18
基本目標３
（１）

主観かつ定性的な指標をKPIへ設定しているように見え、他KPIとの差異を感じます。
ゆったりすごせる母親の割合、ではなく、子供とふれあう時間の増加数、等をKPIとし
ては如何でしょうか。 ―

時間数では無く、心の余裕を図ることを目的としてい
るため、現行のKPIを設定しています。

19
基本目標３
（１）

KPIとして「（２）ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合」と
ありますが、母親のみを対象とするのは、適切ではないのではないでしょうか。（保
護者全般とすべきではないでしょうか。） ○

検診時のアンケートは母親以外の回答例もあるため、
保護者に記載を変更します。

20
基本目標３
（２）

まち全体で子どもを育てるの意図①は地域学校協働本部の設置の方が趣旨に合うので
はないか。
②は「児童生徒が」自己有用感を持つとした方がよいかと思う（主語は必要と思いま
すので、他の箇所も点検してください）

―

学校・保護者・地域が知恵を出し合い学校運営に意見
を反映させる「コミュニティスクール」がまち全体で
子どもを育てるに合っているのではないかと考えまし
た。

「意図」の主語は全て「対象」が入ります。

21
基本目標４
（１）

基本目標４の施策（１）について
・KPIとして、歴史、史跡、無形・有形文化にふれる等した市民の割合があげられてい
ますが、廿日市市の自然にふれる等（公園やスキー場の利用等）した市民の割合は含
めなくてもよいでしょうか。
・そもそも、当該施策は、基本目標２の施策（２）と重なる部分が多いように思われ
ます。基本目標２の施策（２）に入れ込むかたちで整理してもよいように思います。

○
・基本目標４（１）は基本目標２（２）と統合しま
す。

22
基本目標４
（１）

（１）市民が楽しむ市内旅行　～はつかいちピクニック！～
KPIを「市内の歴史にふれたり、史跡を訪れたり、無形・有形文化を見たりした市民の
割合」とすることは不適切である。
廿日市市の地域資源は、歴史・文化・観光等だけではない。産業も地域資源であり、
公共施設（建物、公園等）や住宅、民間施設等も地域資源である。公共交通ネット
ワーク、交通環境等の社会インフラ、スポーツも地域資源である。また、社会インフ
ラ等でのバリアフリー、ユニバーサルデザインの導入も地域資源とみなせる。
さらに、廿日市市に住み、あるいは関わっている人そのものも重要な地域資源であ
る。
これらが魅力的であり、それに気づくからこそ、シビックプライドは醸成される。
地域資源　＝　歴史、史跡、無形・有形文化　という発想を改めていただきたい。
「地域資源」についての再考を強く意見する
人口減少社会の中で、超高齢化を迎え、今後もさらなる高齢化が進む中で、廿日市市
がこれからも豊かな多様性を保ち、持続可能な都市であり続けるために、時代に適合
し、次の世代までを見据えて、あらゆる年齢層が歳を重ねても廿日市市で安心して暮
らしたいと思えるようなまちづくりを推進するために、「地域資源」が有用であり、
活きてくると考える。

（1月15日）
・地域資源とは地域が持つもの全てである、マイナーな工場や地域の少し変わった人
物、大野ので盛んなミニ開発も地域資源である。
・このような日常の魅力に気づくからシビックプライドは醸成される。
・市が持つ日常の魅力を測れる指標が良い

○ 他の意見も踏まえ、施策を整理します。

23
基本目標４
（２）

イベントへの参加率をKPIと設定しています。
参加した結果、市民の動態や心理の変化をKPIとしては如何でしょうか。

―
ご意見いただいた変化を図れる指標がありませんでし
た。

24
基本目標４
（２）

意図からすると、KPIは廿日市市のために何かしたい子どもの割合、将来も廿日市市に
住み続けたいと思う子供の割合であろう。地域の行事に参加することは一つの手段に
過ぎないし、それだけの施策では、「はつかいち大好きっ子！」は育たない。行事に
よっては負の影響を引き起こすこともあり得る。 ―

ご意見いただいた割合を図れる指標がありませんでし
た。
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○ 修正する
― 修正無し

内容

対応

NO 箇所 意見

25
基本目標４
（３）

主観かつ定性的な指標をKPIへ設定しているように見え、他KPIとの差異を感じます。

―
適切な定量的指標が無く、アンケートのようにその年
の回答率によって絶対数に差が出る指標を基にする場
合は、割合を使用しています。

26
基本目標４
（３）

「横断的な目標１」をふまえ、意図のところに、「危機に強い地域づくりに取り組
む」を追加してはいかがでしょうか。

―

基本目標４の（３）では通常時の人口減少によって引
き起こされる課題を対象としました。
危機に関することは、どの基本目標にも影響が及ぶた
め、貫く視点として整理します。

27
基本目標４
（３）

「（意図③）福祉・介護サービスを…」、「（KPI（３））福祉・介護に関するサービ
スが…」とありますが、医療サービスも生活をしていく上では不可欠のものですの
で、「福祉・介護」に「医療」も加えた方がよいのではないでしょうか。 ○

実施したアンケート項目名と対応しているため、意図
とＫＰＩは変更を行いませんが、主な取組の中で医療
分野も記載します。

28
横断的な目
標１・２

横断的な目標とするよりも「戦略を貫く視点」として設定をした方が良いと考える。
（２０２１ひろしまビジョンを参考）
「戦略を貫く視点」に変更する場合、DXやICT環境の整備と活用を指す視点や協働によ
る地域づくり・まちづくりの視点があってもよいと思う。

○

基本目標１～４を貫く視点を記載します。
①命と暮らしを守る
②多様な人材の活躍
③DXの実現に向けたデジタル技術の活用
④協働による地域づくり・まちづくり
（県　ひろしまビジョンを参酌）

29
横断的な目
標１

案の表現では感染症に限定されるがそれでよいのか。例えば、「命と暮らしを守る」
「みんなで守る命・くらし・未来」のような表現の方が、より市民生活につながるこ
とを意識してもらえるのではないか。

○
戦略を貫く視点の中で、感染症に限らない多様な危機
への対応を記載します。

30
横断的な目
標１

「横断的な目標１」の副題について、「感染症の克服と」は削除し、「～危機に強い
地域社会の構築～」とした方が適切ではないでしょうか。
計画期間の５年間の中では、新型コロナの問題だけでなく（楽観的かもしれません
が、新型コロナの問題は計画期間前半中には収束する可能性もあります。）、豪雨災
害やその他の緊急事態に対する対応も必要となる可能性がありますので、感染症の克
服（新型コロナへの対応）を特に強調するよりも、全ての「危機」への対応を強化す
るという表現の方がよいように思います。

○
戦略を貫く視点「命と暮らしを守る」の中で多様な危
機への対応を記載します。

31
横断的な目
標１

横断的な目標１の「感染症の克服」について、廿日市市の戦略で克服できるのか。
「新しい生活様式の実践」等の文言へ修正した方が良いのではないか。

○
戦略を貫く視点「命と暮らしを守る」の中で多様な危
機への対応を記載します。

32
横断的な目
標１・２

横断的目標として「感染症に強い地域づくり」「多様な人材活躍の推進」を掲げる事
は素晴らしいと考えます。一方で、横断的目標に資する施策が基本目標4項目からは見
えないため、追加する事でより際立つと考えますが如何でしょうか。
例えば、①支援策の利用状況、コロナ罹患率等をKPIとした感染症対策の施策効果を計
測する　②福祉・介護サービスについてマイノリティな人たちの利用状況について個
別にKPIを設定する、など。

― 横断的目標を戦略を貫く視点として再整理します。

33
横断的な目
標２

「横断的な目標２」に関連する指標は設定しなくてもよいでしょうか。（女性やシニ
アの就労割合、女性の管理職登用の割合等）

―

横断的目標を戦略を貫く視点として整理します。
視点自体に指標の設定予定はありませんが、基本目標
３の中で女性の活躍推進・再就職支援、未就労女性支
援の取組を記載します。

34
横断的な目
標１・２

横断的目標についても、KGIは必要
横断的目標に関する施策が全く示されていない。施策とKPIが必要

―
横断的目標を戦略を貫く視点として整理します。
視点自体に指標の設定予定はありません。

35
女性の視点
について

旧の女性の視点の取扱いについてはもう少し議論が必要である。

○

戦略を貫く視点「多様な人材の活躍」の中で第1期の
女性の視点を記載予定です。
また、第1期の女性の視点の取組内容は基本目標３を
中心に引き継ぎます。

36
女性の視点
について

「多様な人材」に、現戦略で“ウーマンライフはつかいち”というキーワードを挙げ
て、その活躍を促すことを目指していた女性が含まれていることがわかるように工夫
できませんか。資料３に明記してあるとしても、この対比表が公開されると、現戦略
で対象とした女性についてどうしてなくなったのかという意見が出ると思います。 ○

戦略を貫く視点「多様な人材の活躍」の中で第1期の
女性の視点を記載予定です。

37 KGI全体

対象＝廿日市市、対象＝市民の区別が理解しかねます。結局対象は「人」になるので
はないか。「廿日市市」という人と「市民」という人はどのように区別して表現して
いるのか。

―

対象”市民”は、一人一人を対象としています。
対象”廿日市市”は市民に限らず企業や商品、小中学
校という分類でくくられる対象も含んでいます。
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○ 修正する
― 修正無し

内容

対応

NO 箇所 意見

38 その他

防災・防犯に関するものが全くない。これは重要であると考える（“危機に強い”と
いう横断的目標に含まれているのであればよいが）
防災・防犯に関わる施策がないが、これは必須であろう。
その場合のKPIには以下のものが考えられる。
住宅の耐震化率
建築物の耐震化率
地区防災計画策定数
防災空地整備状況（数・量）
空き家率
ハザードマップでの危険エリアへの居住者数

施策ごとにKPIを設定する方針であるということだが、施策については方針が示されて
いないため、現状のもので良いかどうかの判断が困難である。
具体の施策があってのKPIと考える。

○
戦略を貫く視点「命と暮らしを守る」の中で、防災に
関する記載を行います。
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