
第６次廿日市市総合計画後期基本計画に関する意見募集の結果について

１ 募集期間

令和３年３月５日（金）から令和３年４月５日（月）まで

２ 公表場所

廿日市市役所４階経営政策課、同２階行政資料室

各支所情報公開コーナー

廿日市市公式ホームページ

３ 意見等提出件数

９件（提出者３名）

４ 寄せられた意見の概要と市の考え方（受付順）

番号 項目 意見の概要 市の考え方

１ 宮内街道の歩道を整備して

ほしい。メインどおりの歩道

がでこぼこが多く、狭くて歩

きにくい。自転車の通行で転

んだ。

歩道の整備や補修等については、施策方針

「1-2-4 安心して歩行・通行できる安全な環境

の整備」で取り組んでまいります。

ご意見の宮内街道は、県道廿日市佐伯線を指

されていると思いますが、県道廿日市佐伯線

は、広島県が道路管理者であり、歩道の整備や

補修等は広島県が行っています。歩道のでこぼ

こなど具体的な箇所については、県や国など関

係機関と連携し、必要に応じた補修等による安

全な歩行空間の確保に努めてまいります。

２ 宮島街道の渋滞を緩和して

ほしい。ＪＡ病院前の工事に

加え、ほとんど１車線であり

常に渋滞している。渋滞がま

ちづくりを邪魔している。

宮島街道（一般国道２号）の渋滞については、

前期基本計画に引き続き、後期基本計画におい

ても、施策方針「1-2-2 幹線道路の整備」の主

要な課題として取り上げています。渋滞緩和に

向けて、都市間の移動が円滑にできるよう、広

島南道路の木材港西から廿日市インターチェ

ンジ間の優先的な整備促進や、臨港道路廿日市

草津線の全線４車線化の早期完成についての

建設促進期成同盟会を通じた要望活動を行う

など、道路ネットワークの強化や市街地内の円

滑な交通確保に努めてまいります。

資料１



番号 項目 意見の概要 市の考え方

３ 基本計画の

概要 ５社

会の情勢と

後期基本計

画策定に必

要 な 視 点

（２）デジタ

ル社会への

対応

１ 廿日市のソフトウェア

活用においても「協働による

まちづくり基本条例」に基づ

いた施策を推進することを

提案する。

２ 本市におけるＩＣＴ／

ＤＸ人材の不足を前提とし

ながらも他の自治体に見ら

れるスーパーシティー構想

のようなトップダウン型で

の計画主義的なソフトウェ

ア開発を志向しないことを

市民として切に要望する。

３ 本市がアナログとデジ

タルならびに行政と市民の

協働先進都市として内外に

認知されるよう基本計画な

らびに施策の策定・実行を進

めることを提案する。

デジタル技術の進展による新たな社会の到

来を見据えた行政サービスの提供や地域社会

の構築が求められています。

こうした状況の中、本市では、デジタルの専

門知識を有する民間の外部人材を配置し、デジ

タル技術を活用した市民サービスの向上や地

域課題の解決に向けた取組を推進していくこ

ととしています。

取組にあたっては、行政のデジタル化による

市民サービスの向上や、市内各地域の実態や特

性、持続可能な地域社会・地域経済の視点を踏

まえ、ヒアリング等を行いながら計画を策定し

ていくこととしています。

４ Ｐ３６

豊かな自然

の保護活用

成果指標に

ついて

主な課題にて、都市空間の形

成に公園が十分でないと記

載してるにもかかわらず、成

果指標が現状維持となって

いる。また、人口（分母）が

減少していく中で、公園の絶

対面積が維持すれば、一人あ

たりの数値は増えるはずで

ある。成果指標の見直し又は

維持の説明が必要ではない

か。

「主な課題」の「市街地において（略）」を「都

市公園の整備は一定程度進んでいますが、一

部、都市公園が不足する地区があり、計画的に

整備を進める必要があります。また、地域住民

の高齢化により地元管理が困難になりつつあ

る公園や、少子化により利用者の少ない公園な

ども見られます。公園管理の負担の軽減や公園

の質の向上、公園利用者の利便性の向上を図る

ことが課題となっています。｣に変更します。

その上で、成果指標の目標値は変更せず、基

本事業「公園のマネジメント」にあるように、

都市公園の特性や地域ニーズに応じつつ、市民

や民間事業者も参画しながら管理運営を行う

など、都市経営の視点から公園のマネジメント

を推進し、今後も、利用者にとって快適で有効

に活用できる公園を維持していくことを目指

します。



番号 項目 意見の概要 市の考え方

５ Ｐ４９

子どもを安

心して産み

育てやすい

環境づくり

成果指標に

ついて

Ｈ３０の出生率を現況値と

しているが、出生率は年ごと

に変動がある数値である。ま

た、産婦人科数が少ないた

め、里帰り出産するなど、自

治体の環境によっても変動

する。厚生労働省が出してい

る、人口動態統計特殊報告の

数値を使うべきではないか。

本市の合計特殊出生率は、出生数（厚生労働省「人

口動態統計」の母の年齢（５歳階級）別出生数）を

分子とし、住民基本台帳の年齢（５歳階級）別日本

人女性人口（各年 10 月１日時点）×５を分母として

算出しています。合計特殊出生率は、本市における

出生の状況を把握できる指標であり、かつ、国、県、

近隣市町も同様に公表しており比較が可能な指標

であるため、成果指標として使用しています。

６ Ｐ６３

農林水産業

の経営力強

化と産業連

関の強化

成果指標に

ついて

コロナ禍の中、達成できるの

か。６３ページと６７ページ

の成果指標を見ても大きく

伸びる要素が分からない。意

図に水産業の生産額向上と

記載しているが、数値は伸び

ていない。関連計画として記

載してある産業振興ビジョ

ンでは、Ｈ３２に達成する数

値となっているが、達成でき

ていない理由も不明である。

同じく意見募集をしている、

まちひとしごとでは、農業や

ビジネスマッチング件数の

増加がＫＰＩで示されてお

り市内総生産額の増加を補

強している。総合計画も成果

指標を増やしてはどうか。

成果指標については、目標値を検討する際に、こ

れまでの実績値の推移や取り巻く環境などを踏ま

えて今後の推移を予測し、その上で、実現可能性の

ある目標となるよう設定しました。

漁業生産額については、水産業の担い手の高齢化

が進み、経営継続が課題となっていることから、

様々な取組により、現状を維持する目標値としてい

ますが、意図では「農林水産業の生産額が向上する」

となっており成果指標との関係性が分かりにくく

なっていますので、意図を「担い手を育成すること

で農林水産業の生産額を維持・向上させる」に改め

ます。

また、廿日市市まち・ひと・しごと総合戦略は、

市の最上位計画である総合計画のうち、地方創生に

対応する目標や施策として取り組む内容を取りま

とめたものであり、より具体的な総合計画の実施計

画と位置付けています。そのため戦略の推進に当た

って、ＫＧＩ（重要目標達成指標）を見据えた、よ

り実行性のある事業実施とするため、ＫＰＩ（重要

業績評価指標）を設定しています。後期基本計画の

施策方針は、まちづくりの課題として捉えており、

施策の目的を対象と意図（対象がどのような状態に

なることを目指すのか）で表し、施策の成果を図る

指標をそれぞれ設定していますので、総合戦略と同

じ指標の追加は行いません。



番号 項目 意見の概要 市の考え方

７ Ｐ６９

観光情報の発

信

成果指標につ

いて

情報発信を測る指標がすべて

ホームページのアクセス件数

としているが、旅行する場合、

民間の予約サイトを使って情

報を得ることが多いのではな

いか。そういったサイトから毎

年データを買うなどして、本当

の観光客の動向（情報発信に対

する反応）を調べてはどうか。

（じゃらんや楽天など）

観光情報の発信の取組みとしては、認知度を

向上させるため、市の観光情報サイトのリニュ

ーアルや、WiFi 環境の整備などを実施してきま

した。これらの成果を計測する指標としては、

複数の指標が考えられますが、代表的な指標と

して、市及び観光協会のホームページのアクセ

ス件数を後期基本計画における成果指標とし

ています。

観光客の動向の把握については、観光庁が公

表している統計情報や、広島県観光客数の動向

などの統計調査、広島県が毎年宮島で実施して

いるアンケート調査や、民間が所有するデータ

などを活用しています。

８ Ｐ８１

新たなビジネ

スを創出する

起業・創業の支

援

主な課題に創業塾受講者への

追跡調査やアフターフォロー

が必要と書いてるので、市の施

策であるセミナー受講者が起

業したかどうか分かっていな

いのではないか。その中で現況

値１０１人としているのはど

のように捕捉し、正確にカウン

トしているのか。

創業セミナー受講者の創業者数は、受講後の

アンケート調査などで把握しています。しか

し、セミナーを受講された後、時間をかけて創

業される方もおられるため、一定期間をかけて

更なる追跡調査の必要性を記載しています。

成果指標としている「創業支援事業計画を活

用した市内創業者数」は、市のほか、産業経済

団体、金融機関など創業支援事業計画で定める

連携創業支援事業者の支援を受けて創業した

人数を毎年 4月に調査をしており、その人数を

現況値として、捕捉しています。

９ Ｐ８１

新たなビジネ

スを創出する

起業・創業の支

援

起業・創業の支援に記載してあ

る、“成長産業”とはどの産業を

想定しているのか。イメージと

してはＩＴ・ＡＩ企業や、介護

であるが、市内企業にそのよう

なイメージは少ない。

市の成長産業は、「観光関連産業」「食料品・

木材製造業」等を想定しており、持続可能な地

域経済の発展を考える上で、こうした産業分野

の競争力強化が課題となっています。そこで、

今後はデジタルの推進やＤＸへの対応が必要

となることから、情報通信分野での創業や新事

業展開、新分野進出等の取組みや上記の成長産

業分野との連携の必要性が増しています。

こうした視点から、成長産業の競争力強化を

図り成長を促進するため、情報通信分野での起

業、創業、新事業展開を支援し、成長産業の発

展を後押しします。


