第２期北見市総合計画前期基本計画（案）に対する
パブリックコメント実施結果について
１．意見募集期間

平成 30 年 12 月 3 日（月）～平成 31 年 1 月 7 日（月）36 日間

２．資料閲覧場所

（１）市ホームページ
（２）市役所、各総合支所、支所出張所

３．意見提出者数及び件数

２人

等１５ケ所

２９件

４．提出方法の内訳
郵
人

送

ファクシミリ

E メール

持

数

参

計

２

２

５．意見の処理状況
区

分

処

理

内

容

件

数

Ａ

意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの

１

Ｂ

意見の趣旨等は、計画に盛り込み済みと考えるもの

Ｃ

計画に盛り込まないもの

６

Ｄ

その他、質問、要望、意見等

３

１９

計

２９

６．意見の概要と市の考え方
番号

意

見 の 概 要

1

（計画案 10 ページ）

区分
Ｂ

市 の 考 え 方
【計画案に盛り込み済み】

第１節分野別 1-1 で、第２期北見市総

分野別施策 1-1「現状と課題」や主要

合計画基本構想 P5 の健康福祉の分野別

施策（1）
「子育て支援の充実」において

施策①の「安心して子どもを産み育てる

「安心して子どもを産み育てることが

ことができ」の部分を分野別施策に載せ

できる」環境づくりや支援の必要性を示

るべき。付加として「安心して結婚し子

し、①の個別施策では、希望あふれる子

どもを産める生活状況を作るためディ

育て支援の充実に向けて、妊娠・出産・

ーセントワーク（人間らしい働き甲斐の

育児に至るまで切れ目の無い支援など

ある仕事と生活の実現）にとりくむ」を

の推進を掲げており、ご意見の趣旨は包

付加する。

含しております。
また、働きがいのある人間らしい仕事
と生活に関しては、分野別施策 3-3 創造
性あふれる雇用環境の充実および 5-2

1

互いに尊重する地域社会の形成の項目
の中でワーク・ライフ・バランスの推進、
多様な就労環境の創出などを推進する
こととしており、ご意見の趣旨は包含し
ております。
2

（計画書 10 ページから）

Ｄ

【ご意見として承ります】

まちに活気があり、まちが元気である

人口減少や少子高齢化が進む中、多様

ためには、子どもや若者が多く、それぞ

な子育てニーズに対応するため、子育て

れが輝けるまちであることが必要だと

支援の充実は今後のまちづくりに重要

思う。そのためには、出産から子育て、

な施策と考えており、ご意見をいただき

教育、雇用の充実など取り組むべき課題

ましたとおり、分野別施策 1-1 に「希望

は多いと思う。

あふれる子育て支援の充実」を掲げてお

特に子育て支援により人口が増加す

り、さらなる子育て支援の充実に向けた

る町もあるので、
「子育てに力を入れて

取組に努めてまいります。

いる、入れて行く」ということがわかる
計画が大切だと思う。分野別施策 1-1 の
主要施策に子育て支援にかかることが
書かれているが、積極的な取り組みがな
されるよう希望する。
3

4

（計画案 14 ページ）

Ｃ

【計画案に盛り込まないもの】

（1）の①健康づくりに関し「子ども

医療費、給食費の無料化などの個別具

の健康増進に、医療費と給食費の無料化

体的な事業は、毎年度策定する実施計画

の実施を検討し取り組みます」を付加す

などにより検討や位置づけが行われる

る。

ものです。

（計画案 15 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

③「こころの健康を支える支援体制の

LGBT や引きこもりに関しては、分野

充実」の中に「LGBT の取り組み、引きこ

別施策 5-2「互いに尊重する地域社会の

もり」を付加する。

形成」の中で、多様性を認めあう社会の
実現、人権尊重のまちづくりにおいて引
きこもり、LGBT など性的マイノリティ
への理解促進を図ることを記載してお
り、ご意見の趣旨は包含しております。

5

（計画案 17 ページ）

Ｂ

②の地域医療に関し「自治区によって

【計画案に盛り込み済み】
地域医療の課題としてのご意見です

は医師の高齢化が進む中」公的・・・と

が、①「地域医療体制の充実」の中で、

付加する。

医療の現場を支える医師や看護師など
医療従事者の確保支援を掲げており、ご
意見の趣旨は包含しております。

2

6

（計画案 20 ページ）

Ｃ

【計画案に盛り込まないもの】

②の認知症に関し「認知症の方の事故

②では認知症高齢者支援の充実を進

に対しての支援（保険等）を検討し取り

めるこことしておりますが、事故保険な

組みます」を付加する。

どの個別具体的な事業は、毎年度策定す
る実施計画などにより検討や位置づけ
が行われるものです。

7

（計画案 20 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

③の福祉介護支援に関し「介護現場の

各種ハラスメントに関しては、分野別

ハラスメント被害をなくすため、実態を

施策 5-2「互いに尊重する地域社会の形

把握し、実効ある施策を展開します」を

成」の（2）
「人権尊重のまちづくり」に

付加する。

おいて、各種ハラスメントの相談体制の
充実や防止について記載しており、ご意
見の趣旨は包含しております。

8

（計画案 20 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

④の高齢者の生きがいづくりに関し

高齢者一人暮らし世帯などに対し、民

「一人暮らし、高齢者世帯の訪問を行い

生委員等による見守り活動などが行わ

ます」を付加する。

れており、③の「福祉・介護支援の充実」
では、地域での見守りや支えあう仕組み
などの体制づくりを推進することを記
載しており、ご意見の趣旨は包含してい
ます。

9

（計画案 24 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

第２節の教育文化に関し、現状と課題

分野別施策 2-1 では、
「豊かな心を育

の下から 3 行目の学校教育では、
「一人

む教育の推進」を掲げており、豊かで健

ひとりの居場所と出番を作り」を付加す

全な人間性と生きる力を育む教育の重

る。

要性や教育環境の充実などを記載して
おり、ご意見の趣旨は包含しています。

10

（計画案 25 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

③の教育体制に関し、
「支援講師や外

③の「児童生徒の個性と学力を伸ばす

国語指導助手（ALT）の増員」を付加す

教育体制の充実」では、児童生徒の個性

る。

や学力向上に向けて、教育活動支援講師
や外国語指導助手による授業の改善や
指導方法の充実などを記載しており、ご
意見の趣旨は包含しているものと考え
ますが、増員については教育現場の状況
等を勘案しながら個別具体的に判断す
るものです。

3

11

（計画案 25 ページ）

Ｃ

【計画案に盛り込まないもの】

③の教育体制に関し、下から 2 行

教員配置は学級数による配置基準に

目 ・・・創出に向けて「教職員の加配

より行われており、教員の採用配置や加

や」を付加する。

配については北海道主体でありますこ
とから追記はしないこととします。

12

（計画案 27 ページ）

Ｃ

（3）②の修学支援に関し、生徒に対

【計画案に盛り込まないもの】
②「就学支援の充実」では、経済的理

する「給付型」奨学金と付加する。

由による奨学金の支給や入学準備金の
貸付などの支援を掲げておりますが、新
たな「給付型奨学金制度」などの個別具
体的な事業は、毎年度策定する実施計画
などにより検討や位置づけが行われる
ものです。

13

（計画案 30 ページ）

Ｂ

（2）の生涯スポーツに関し、①の最

14

【計画案に盛り込み済み】
①「身近なスポーツ活動の推進」では、

後に「冬に体を動かすのが大事なので、

さまざまなスポーツを楽しむことがで

冬のスポーツができる場所を増やすよ

きる機会の創出を記載しており、ご意見

う検討し実施する」を付加する。

の趣旨は包含しています。

（計画案 36 ページ）

Ｃ

（1）の農業振興に関し、2 行目の整備

【計画案に盛り込まないもの】
（1）の「持続的に発展する農業の振興」

や維持のあとに「価格保障と所得保障」

では、安定した農畜産物の生産に向けた

を付加する。

農業生産基盤の強化や販路拡大などを
推進し、持続的に発展していくことを目
指していることから、価格保障や所得保
障は国全体に関わることでもあり、本計
画には盛り込まないものです。

15

16

（計画案 38 ページ）

Ａ

【ご意見を参考に修正します】

（2）の林業の推進に関し、4 行目の森

ご意見を踏まえ、「計画的な伐採や造

林資源の維持に「植栽、間伐、伐採を計

林による森林資源の維持」に修正しま

画的に行う」を付加する。

す。

（計画案 41 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

（4）の工業の振興に関し、最後に「各

第 3 節「にぎわいと活力あふれるまち

自治区内に仕事を増やす取り組みが必

づくり」では、工業振興を含め、魅力と

要です」を付加する。

活力ある産業振興や観光振興、雇用環境
の充実などを掲げており、全市的に取り
組む施策であるため、ご意見の趣旨は包
含しています。

4

17

（計画案 42 ページ）

Ｃ

②の商店街の活性化に関し、最初に

【計画案に盛り込まないもの】
商店街のみを捉え「多核」と補足、強

「多核となる」を付加する。

調する必要は無いと考えますことから
追記はしないこととします。
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（計画案 43 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

（6）の中小企業の振興に関し、最後

（6）
「地域経済を支える中小企業の振

に「各自治区の中小企業の維持のため、

興」では、活力ある地域経済には地域経

地元での仕事を増やすことに取り組み

済の主役である中小企業の存在が重要

ます」を付加する。

であり、新たな商品開発や販路拡大、企
業間連携や産学官連携などを推進し、よ
り一層活性化していくことを掲げてお
り、全市的に取り組む施策であるため、
ご意見の趣旨は包含しています。
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（計画案 48 ページ）

Ｂ

①の人材確保に関し、最後に「最低賃

【計画案に盛り込み済み】
①「人材の定着・確保に向けた支援」

金の引き上げの働きかけを強め、非正規

では、雇用や就労の安定を図るため雇用

でも正規と変わらない労働条件の確立

環境の健全化を推進することとしてお

に努力し、格差是正にも努力します」を

り、ご意見の趣旨は包含しています。

付加する。
20

（計画案 51 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

市民満足度指標に「ディーセントワー

分野別施策 3-3「創造性あふれる雇用

ク（人間らしい働きがいのある仕事と生

環境の充実」での（2）
「多様な就労環境

活の実現）」の目標値を付加する。

の創出」において、施策の評価指標「き
たみワーク・ライフ・バランス認定事業
所数」を掲げており、類似する指標とし
てご意見の趣旨は包含しています。

21

（計画案 51 ページ）

Ｄ

【ご意見として承ります】

評価指標の「平均所得の目標値」では

第３節の施策の目標値である「平均所

税の負担、社会保険料他の値上げの中で

得」においては、税負担等後の最終的な

実質現状と変わらなくて良いのか疑問。

可処分所得ではなく、その前段の平均所
得の向上を目標としており、実質的な所
得の向上につながるものと考えており
ます。

22

（計画案 54 ページ）

Ｂ

②のごみの減量化等を図るため「ごみ

【計画案に盛り込み済み】
②の「ごみの減量化と資源循環の推

の分別をきちんと行い」を付加する。

進」では、ごみ減量化や分別等の推進に
ついて記載しており、ご意見の趣旨は包
含しています。

5
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（計画案 62 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

②の危機管理に関し、最後の行の強化

②の「危機管理体制の強化」では、災

のあとに「避難所の充実」を付加する。

害時の対応や危機管理体制の向上を図
ることとしており、ご意見の趣旨は包含
しています。
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（計画案 63 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

KPI に「災害備蓄（食糧備蓄）数（ア

災害備蓄品として確保するべきもの

ルファ米）」が載っているが、災害備蓄

は各種ありますが、代表的なものとして

数の中に実態を考え「アレルギーの人、

食糧備蓄を施策の評価指標に設定した

高齢者を考えた食事、ダンボールベッ

ものであります。食糧以外の災害備蓄品

ト、トイレ」の確保の目標が必要。また、

についても、
（1）「防災の強化」におい

「避難所の中に福祉避難所の部分の確

て、災害備蓄品の充実などを図っていく

保」の目標が必要なので付加すべき。

こととしております。
また、福祉避難所については現在老人
ホームなど 14 施設と協定を締結してお
り、（1）「防災の強化」において危機管
理体制の向上を図っていくこととして
おり、施策の評価指標には設定しており
ませんが、ご意見の趣旨は包含していま
す。

25
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（計画案 68 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

②の情報提供に関し、最後に市や自治

②「情報提供の推進」では、計画書の

区の計画がたくさん作られても市民は

個別配置場所等の個別具体的な記載は

知る機会がほとんど無いので「市・自治

ありませんが、市政情報についてわかり

区の計画を市役所・総合支所・支所、図

やすく市民に提供することを掲げてお

書館、分室にすべて置く」を付加する。

り、ご意見の趣旨は包含しています。

（計画案 68 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

①の市民参画に関し、最後に「意見の

市民意見募集は「北見市パブリックコ

募集に市民がこたえやすいように（案）

メント手続実施要綱」に基づき実施して

をおく場所を増やし貸出を行う」と付加

おり、意見募集により、いただいた意見

する。意見を出しても北見市として公表

概要及び市の考え方については公表し

しないし考え方を示さないところもあ

ているところであります。①では市政へ

るので、道のようにすべて公表し、A～D

の市民参画の促進を掲げており、市民へ

までランク付けしているのを参考にす

の広報広聴機会の充実を図ることとし

べきと思うので、次の文章を付加する。

ており、ご意見の趣旨は包含していま

「意見についてすべて公表し、北見市の

す。

考え方をわかりやすく公表します」
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（計画案 70 ページ）

Ｄ

【ご意見として承ります】

（2）の①協働のメリットのイメージ

市民主体の協働のまちづくりについ

が書かれているが実現を図るためには、

ては、計画書案 8 ページに第 3 章の持続

もっときめの細かいかかわりが必要と

可能なまちづくりの展開方針や第 4 章

思う。意見です。

の分野別施策の 70 ページ（2）住民自治
の推進の中でも協働によるまちづくり
の推進を掲げており、今後の施策展開に
おいて、よりわかりやすい周知等に努め
ていきます。
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（計画案 73 ページ）

Ｂ

（2）の人権尊重に関し、2 行目の大前

【計画案に盛り込み済み】
（2）「人権尊重のまちづくり」では、

提のあとに「優生思想を抑制し」と付加

すべての人が個人としての人権が尊重

する。弱者を排除することになるので。

されることを大前提としており、ご意見
の趣旨は包含しています。
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（計画案 75 ページ）

Ｂ

【計画案に盛り込み済み】

（1）の行政運営の効率化に関わり、

分野別施策 5-3「効率的な地域経営の

はじめに「市民に寄り添いながら」を付

推進」において、行政に求められる役割

加する。現状と課題に書かれているよう

や市民ニーズが多様化する中、効率的な

にニーズの多様化と質の高いサービス

行政運営を進めることとしており、市民

が求められている中で効率的な地域経

ニーズの的確な把握に努めるなど、ご意

営の推進のためには絶対必要なことと

見の趣旨は包含しています。

思う。
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