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射水市人口ビジョン（素案）及び射水市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（素案）に関するパブリック・コメントの実施結果について 

 

 

１ 実施期間 

  平成２７年９月１８日（金）から１０月１６日（金）まで 

 

２ 閲覧を行った書類 

  射水市人口ビジョン（素案）及び射水市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案） 

 

３ 書類の閲覧場所等 

 (1) 射水市ホームページ 

 (2) 窓口等での閲覧（１１箇所） 

  ・市政策推進課 

  ・各地区行政センター 

  ・市図書館 

 

４ 寄せられたご意見等 

 (1) 意見等の提出者数  ２名 

 (2) 意見の件数    ３４件 うち人口ビジョンに関すること  ４件 

                  総合戦略に関すること   ３０件 

５ ご意見等の提出方法 

 (1) ＦＡＸ    ７件 

 (2) 電子メール ２７件 

 

６ ご意見等の概要・ご意見等に対する考え方 

  別紙のとおり 
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□射水市人口ビジョン 

 
 

№ 素案の対象箇所等 意見等の概要 意見等に対する考え方 修正の有無 

1 

（３）人口の自然増

減（出生数、死亡数）

の推移 

(P３) 

 図 1-4射水市の出生数、死亡

数の推移に加えて、死亡率、出

生率を併記することによって、

人口増減の理由の把握に役立

つのではないか。 

人口増減の理由のうち、死亡数は、人口

ビジョンに記載したとおり、今後、高齢化

の影響から増加が見込まれますので、過去

の死亡率を併記する必要性は、低いものと

考えています。なお、出生率については、

Ｐ7 に合計特殊出生率の推移を載せていま

す。 

無 

2 

②年齢５歳階級別

人口の純移動の推

移 

(P４) 

 1950、1970、1990、2010

年の年齢別人口構成を示す人

口ピラミッドを追加すること

によって、人口移動の推移が理

解し易くなるのではないか。 

人口ビジョンでは、将来の人口展望が重

要と考えています。また、Ｐ2の図 1-3に過

去からの年齢３区分別人口の推移を載せて

いることから、過去の人口ピラミッドを追

加する必要性は低いものと考えています。 

無 

3 

（１）2060 年の目

標人口 

(P22) 

72,000 人を確保する努力目

標に対して、具体的な施策に乏

しいのではないか。また、社人

研や創成会議の推計と本市の

目標人口との差違について、明

確に説明することが重要では

ないか。 

人口ビジョンは、現状と課題を把握した

上で、将来の目指すべき将来人口を展望し

ています。この人口ビジョンを踏まえ、具

体的な施策については、総合戦略に盛り込

んでいます。なお、社人研等の推計と本市

の目標人口との差違については、Ｐ24以降

に記載しています。 

無 

4 

≪市民希望出生率

の算定≫ 

(P23) 

国民希望出生率の備考欄に

「日本創成会議」人口問題検討

分科会の試算と注釈を追加す

ればどうか。また、県民希望出

生率の備考欄に「結婚と出産に

関する意識調査」の結果値と注

釈を追加すればどうか。 

「市民アンケート」の結果よ

り割り出した出生率計算の因

子の数値に国及び富山県の数

値を参考値として併記すれば

どうか。 

人口ビジョンは、市民の皆さんにわかり

やすいものにしたいと考えています。この

ことから、本市の数値のみ記載するほうが、

理解しやすいものになると考えています。 

無 
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□射水市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
 

  

№ 素案の対象箇所等 意見等の概要 意見等に対する考え方 修正の有無 

1 

１ 総合戦略の位

置づけと役割 

(P1) 

（まち・ひと・しごと創生法

第１０条）は、自明のため削除

すればどうか。 

また、（２）第２次射水市総

合計画との関係の記載を「第２

次射水市総合計画では、まちづ

くりの５つの基本方針にそっ

た基本計画の分野別計画に示

す施策・事業のうち３つの視点

により重点的・戦略的に取り組

む施策・事業を重点プロジェク

ト「射水創造プロジェクト」と

位置付け、このプロジェクトで

は、少子高齢化・人口増加に関

する政策、安全・安心に関する

政策、地域活性化に関する政

策、環境に関する政策、人口に

関する政策などに横断的・一体

的・計画的および集中的に展開

し取り組むことにより総体と

して計画の実効性を高めてい

る。」に修正すればどうか。 

 あわせて、１ページの図の射

水未来創造プロジェクトの５

つの政策にそれぞれ“政策”を

つければどうか。 

法律に基づき、策定したことを明らかに

するため削除しないこととします。 

また、第２次総合計画と総合戦略との関

係を説明する項目なので、第２次総合計画

においての重点プロジェクトの位置づけを

説明する必要はないものと考えています。 

なお、図に５つそれぞれ「政策」をつけ

ることによって、図が分かりにくくなると

考えていることから修正しないこととしま

す。 

無 

2 

２ 推進・検証体制 

(P2) 

推進・検証体制についての体

制案を明示すればどうか。ま

た、総合戦略の検討組織及び策

定スケジュールを追加すれば

どうか。 

推進・検証体制については、総合戦略に

記載したとおり、外部委員で構成する総合

戦略推進委員会で毎年度、事業の効果検証

を行うことにしています。 

総合戦略の検討組織についても、議会を

はじめ、総合戦略推進委員会及び市民など

幅広い各層との意見を踏まえ、策定すると

記載していることから、検討組織を追加す

る必要性は低いものと考えています。 

なお、総合戦略推進委員会の会議内容に

ついては、ホームページで公表する予定で

す。 

無 
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3 

２ 推進・検証体制 

(P2) 

「幅広い各層の意見を踏ま

え策定するものである。同時に

施策の効果を…」を「幅広い各

層の意見を踏まえ策定するも

ので、不断に施策の効果を…」

に修正すればどうか。 

施策の効果の検証については、ＰＤＣＡ

サイクルで進行管理を行い、毎年度総合戦

略推進委員会で検証・事業改善を行うこと

にしています。 
無 

4 

（１）ＰＤＣＡサイ

クルでの進行管理 

(P2) 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

及びＰＤＣＡサイクルの言葉

について、簡単な解説を付記す

れば、どうか。また、ＰＤＣＡ

サイクルの進行管理をわかり

やすくするため、模式図を追加

すればどうか。 

Ｐ２に解説と模式図を追加します。 

有 

5 

（１）ＰＤＣＡサイ

クルでの進行管理 

(P2) 

「総合戦略の施策について

は、重要業績評価指標（ＫＰＩ）

を設定し」を「総合戦略の施策

については、客観的な重要業績

評価指標（ＫＰＩ）を設定し」 

に修正すればどうか。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定につ

ては、施策の効果を検証できるよう、客観

的な指標としていることから修正の必要は

ないものと考えています。 
無 

6 

（２）国・県の施策

との連携 

(P2) 

「地方創生に取り組むに当

たっては、財源の確保はもとよ

り、より効果的な施策を展開す

るため、国・県と連携しながら

進める。」を「地方創生に取り

組むに当たっては、国・県と連

携して財源の確保を十分に確

保し総合的・計画的に施策を展

開する。」に修正すればどうか。 

効果的な施策を展開するため、国・県と

連携しながら、財源の確保を行い、総合的・

計画的に施策を展開してまいります。 

無 

7 

１ 本市の強み・特

徴の最大活用 

(P3) 

「コンパクト」や「ポテンシ

ャル」を日本語で表現すれば、

どうか。また、強みとしての「子

育てしやすいまちとして周知

されている。」の根拠はあるの

か。あわせて、弱みに宿泊施設

が少ないことを記載すべきで

はないか。 

「生活利便施設の立地がや

や少ない。」を「生活利便施設

の立地が多くはない。」に修正

すればどうか。 

コンパクトやポテンシャルを日本語に表

現することによって、たとえばコンパクト

をご意見のとおり「密集」とすると「平野

部に住宅が密集」という記載になり、実態

とあわない記載になると考えます。 

強みとしての「子育てしやすいまちとし

て周知されている。」の根拠については、総

合戦略策定に当たり実施したアンケート結

果などで得られていると考えています。 

また、宿泊施設が少ないことについては、

近隣市で補完しており、記載する必要性は

低いものと考えていますが、引き続き誘致

を図ってまいります。 

 なお、生活利便施設の立地についてはや

や少ないと認識しており、修正する必要は

無 
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ないものと考えています。 

8 

（１）地理的特性 

(P3、4) 

交通に「万葉線」を挿入すれ

ばどうか。（P4の図2-1に挿入） 

既に記載しています。 

無 

9 

（４）地価 

(P6) 

他市の鉄道駅前地区とは、他

市の鉄道駅前周辺地区のこと

なのか。表現を明確にしてほし

い。 

「他市の鉄道駅周辺に比べて高くはな

い。」に修正します。 
有 

10 

（６）生活利便施設

（医療・商業）の立

地 

(P7) 

最近設立の大型会員店のコ

ストコ倉庫店や新湊きっとき

と市場などの記述は不要か。 

生活利便施設の立地について、他市と比

較し、本市の状況を把握することを目的と

して記載していることから、個別の企業名

を記載する必要はないものと考えていま

す。 

無 

11 

（７）産業集積 

(P8) 

強みのある産業の定義がよ

くわからない。産業の特化係数

についても端的な説明が必要

ではないか。 

強みのある産業として、全国と比較し従

業者数比が高いものや市外からの通勤者が

多いものをあげています。また、産業の特

化係数の説明については、記載したとおり

です。 

無 

12 

（９）交流人口 

(P9) 

「多くの交流人口を集客し

ている。」を「交流人口が多い。」

に修正すればどうか。 

「多くの人が訪れている状況にある。」に

修正します。 有 

13 

２ 本市の特徴か

らみた戦略全体の

方向性 

（４）人口減少に対

応したまちのリノ

ベーション 

(P11) 

まちのリノベーションにつ

いて、注釈をつければどうか。

また、「公共施設の配置計画を

早急に検討する必要がある。」

を「現在射水市が実施している

配置計画などを早急に検討実

施する。」に修正すればどうか。 

総合戦略の注釈については、専門的な用

語の説明を行うものに限定しています。 

公共施設の配置計画については、現在未

策定のため、早急に検討する必要があると

考えています。 

無 

14 

３ 戦略実行に当

たっての視点 

(P11) 

「産学官金労言」の用語をこ

の戦略で統一して使用すれば

どうか。 

連携を図る組織がその都度異なる場合も

あることから、戦略で統一して使用するこ

とはできないものと考えています。 

無 

15 

（３）国の政策５原

則を踏まえた施策

の推進 

(P11) 

「政策５原則に基づき推進

していく。」を「政策５原則に

基づき選択・集中して推進して

いく。」に修正すればどうか。 

政策５原則に基づき推進していく際に

は、当然、選択・集中という視点で推進し

てまいります。 
無 

16 

 オ 結果重視 

(P12) 

「政策効果を客観的な指標

により検証し、必要な改善を行

うものとする。」を「政策効果

を客観的な指標により検証し

Ｐ2 にも記載しているとおり、ＰＤＣＡ

サイクルで進行管理を行い、総合戦略推進

委員会で検証・事業改善を行うことにして

います。 

無 
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て進行管理を行い必要な改善

を行うものとする。」に修正す

ればどうか。 

17 

Ⅲ 基本目標 

(P13) 

「２ 地域のしごとづくり」

は、産業の振興・雇用の創造と

言い換えると講ずべき施策の

方向の内容と適応するのでは

ないか。 

「３ 市の魅力を内外に発

信し、新しい人の流れづくり」

は、市外からの移住促進を明記

することも重要ではないか。 

「４ 安心して暮らせる時

代に合ったまちづくり」は、ま

ちづくりに加え、人づくりも大

変重要ではないか 

「２ 地域のしごとづくり」は、産業の

振興・雇用のほか、射水ブランドの発信や

地元産材を生かした商品の開発など、この

地域独自のしごとを創出していくという目

標を設定したものです。このことから、記

載を変更することは考えていません。 

市外からの移住促進については、Ｐ20に

「（１）移住・定住への支援」の項目を設け

て、具体的に明記しています。 

人づくりについては、大変重要であると

認識しており、Ｐ25 に「（２）地域づくり

を担う人材育成の推進」の項目を設けて、

具体的に明記しています。 

 

無 

18 

Ⅲ 基本目標 

(P13) 

「射水市の強み・特徴」を「射

水市の強み・弱み・特徴」に修

正 

２ 地域のしごとづくりの

（１）「地域産業活性化、新産

業の展開」を「地域産業活性化、

新産業の創出・誘致などの展

開」に修正 

３ 市の魅力を内外に発信

し、新しい人の流れづくりの

「（２）人を呼び込む観光振興」

を「（２）シティプロモート戦

略の高度化により人を呼び込

む観光振興の強化・拡張」に修

正 

４ 安心して暮らせる時代

に合ったまちづくりの（１）安

心・暮らしの創造を「安心・暮

らしの創造と不安構造の払拭」

に修正すればどうか。 

射水市の強みや特徴を最大限に活用して

総合戦略を策定することから、修正する必

要はないものと考えています。また、施策

の方向は、分かりやすく記載することにし

ています。 

無 

19 

（２）児童生徒の教

育支援 

(P15) 

「若者向けの市政出前講座

を開催」を「若者向け市政出前

講座の創出・開発を含め開催」

に修正すればどうか。 

開催には、創出・開発の意味合いも含ん

でいます。 
無 
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20 

郷土愛を育む教育

の推進 

(P16) 

施策の内容に「【新】若者向

け企業・工場見学の開催」を追

加すればどうか。 

 

「市内企業と連携した子ども向け職業体

験の実施」の中で検討します。 

 
無 

21 

問題行動等への対

応 

(P16) 

施策の内容に「【新】地域振

興会（地域力）と連携した家庭

教育・パトロール活動等の展

開」を追加すればどうか。 

 

具体的な施策「家庭や地域における教育

の充実」の地域には、地域振興会などの地

域力の意味合いも含んでいます。 

 

無 

22 

ワーク・ライフ・バ

ランスの普及、啓発 

(P19) 

「企業状況調査の実施」を

「制度面の見直しなども含め

企業状況調査の実施」に修正す

ればどうか。 

 企業状況調査の実施には、その結果を踏

まえた制度の見直しの意味合いも含んでい

ます。 

 

無 

23 

基本目標３ 市の

魅力を内外に発信

し、新しい人の流れ

づくり 

(P20) 

施策の基本的方向に以下の

３点を考察した文を提言した

い。 

１市内に宿泊施設を増加す

ること 

２シティプロモート戦略の

高度化により人を呼び込む観

光振興の強化・拡張 

３射水市民の属性としてプ

ライドが極めて強く保守性が

強い地域 

１については、宿泊施設の増加が不確定

なため、施策の方向性に記載しないことと

します。ただし、引き続き、宿泊施設の誘

致に取り組み、誘致が可能となった際には、

施策の基本的方向の見直しを検討します。 

２については、シティプロモートを効果

的に展開します。 

３については、極めて主観的なご意見で

あることから、施策の基本的方向に記載し

ないこととします。 

無 

24 

観光資源の有効活

用 

(P21) 

Wi-Fi 環境について市民に

はまだ十分定着していないた

め簡明な説明が必要ではない

か。 

用語解説を追加します。 

 
有 

25 

観光資源の有効活

用 

(P22) 

観光ボランティアの育成充

実は急務であり、特に郷土愛の

高揚などからも大学生など若

年層の育成が必要である。 

ご意見も参考にしながら、「観光ボランテ

ィアの育成充実」に取り組んでまいります。 

 
無 

26 

基本目標４ 安心

して暮らせる時代

に合ったまちづく

り 

(P24) 

施策の基本的方向の記載「人

口減少は避けては通れない課

題であり」を「人口減少などに

伴う」に修正すればどうか。 

 人口減少を想定したまちづくりが重要と

考えており、「避けて通れない課題」という

表現で記載しています。 

 

無 

27 

基本目標４ 安心

して暮らせる時代

に合ったまちづく

り 

(P24) 

「公共施設の適正配置や既

存ストックの戦略的な維持管

理」を「公共施設の適正配置や

既存ストックの戦略的なスト

ックマネジメントやアセット

マネジメントなど維持管理」に

 ストックマネジメント等の意味合いを含

んだ文言として、戦略的な維持管理と記載

しています。 

 
無 
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修正すればどうか。 

28 

医療体制の充実と

質の高い医療の提

供 

(P25) 

施策の内容に「【新】市民病

院で実施中のＢＳＣ活動の市

民への紹介と市行政面への展

開」を追加すればどうか。 

 市民病院において、平成１９年度から試

験運用を開始したバランス・スコアカード

（ＢＳＣ）については、本格運行に向けて

検証しているところです。 

 

無 

29 

医療体制の充実と

質の高い医療の提

供 

(P25) 

施策の内容「特色ある医療の

提供」に「社会問題化している

認知症を先取り対応する」を追

加すればどうか。 

 認知症の予防については、「高齢者医療の

推進（地域の医療・介護・福祉機関との連

携）で取り組んでまいります。 

 

無 

30 

地域の防災体制の

整備 

(P25) 

豪雨災害などに備え地域防

災計画類や各種ハザードマッ

プ類の見直しが必要と思われ

るので、「【新】行政・事業所で

の事業継続計画(BCP)類の策

定・見直し」を追加すれば、ど

うか。 

総合戦略では、計画類の見直し事項につ

いては、記載していません。 

必要に応じて、地域防災計画や事業継続計

画（ＢＣＰ）の見直しを行っています。 

また、事業所における事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）の策定については、第２次総合計画に

記載しており、促進してまいります。 

無 

 


