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確認箇所 ご意見 回答

・基本構想を達成するために基本計画があり、基本計画を達成するために実施計画があるという認識で問題あ
りませんか。

・問題ありません。それぞれ、目的と手段の関係性となっております。

・既に議論されているかもしれませんが、基本構想の計画期間の「１０年」の根拠は何でしょうか。多くの自治体
が10年や20年など「区切り」のよい期間に設定しています。そうではなく、市長の任期に合わせるなども一案と思
います。

・基本構想の計画期間（１０年間）が長すぎるのではないでしょうか。かつてと違い変化の激しい時代に、１０年先
のことを詳細に予想することは難しく、その計画を立てるために担当課の精鋭を動員するに忍びないので、市長
交代に伴う政策転換なども考えれば、計画単位を４年とし、市長選一定期間後を計画の起点としていくのが良い
のではないでしょうか。

・内容について、市長、議員、市職員などにとっては、理解されるものと思います。ただ、市民にとっては、一読で
は理解できないかもしれません。もし、市民向けも考えているならば、①元号と西暦の併記、②各章に２～３行程
度の当該章の内容をまとめた文章、を検討してもいいと思います。また、別途、小中学生向けの冊子を作っても
いいかもしれません。

・①、②は対応いたします。資料2基本構想（修正案）をご確認ください。なお、小中学生向けの冊子については、今後
検討してまいります。

・「協働会議」の積極的な議論とその集約が活かされていると思います。しかし、その開催時期が昨2019年であ
り、今回のCOVID-19の問題の発生前なので、通常の「医療、健康づくり」の中で、公衆衛生インフラについての
議論がなされていなかったのではないでしょうか。本審議会の中で、こうした重要な課題とその対応について確
認し、どのように「第5次総合振興計画」に反映するのかは重要と思われます。

・医療や健康といったテーマについて、協働会議で議論いたしましたが、おっしゃる通り新型コロナウィルス（COVID-
19）の発生前の会議であったため、公衆衛生のインフラについての議論はなされておらず、提言書にもその観点は
入っておりません。その内容を補完する意味でも、本審議会において、計画にどう反映させていくか、委員各位におか
れましては、ご意見をいただければ幸いです。

・今後の予定について、審議会の会議が通常通り行えない中、７月末の市長に対しての答申、９月議会への上
程は難しいのではないでしょうか。一度予定を中断し、半年あるいは一年程度延期し、新型コロナウィルス感染
症が終息してから審議会を再開してはいかがでしょうか。

・新型コロナウィルス感染症の影響により、今後の進め方について、事務局において検討を行いました。その結果、①
総合振興計画は、他の行政計画の指針となるため、計画期間を変更することにより、他の行政計画期間との齟齬が
生じること。②戸田市同様令和２年度に現行計画の期間が満了する他の自治体の動向を確認したところ、審議会を中
止している自治体はありますが、審議会そのものを中断し、年度をまたいで延期するという自治体は確認できず、書面
会議による対応を行い、予定通り令和３年度からの計画開始を目指していること。以上２点を踏まえ、策定経緯でお示
しした予定で進めていきたいと考えております。
ご理解・ご協力を賜わりますようお願いいたします。

・パブリック・コメントはなかなか意見として少ないが、協働会議の意見は重要であると思います。
・ご意見でもいただいたとおり、パブリック・コメントにおいてはあまり意見がございませんでした。しかしながら、協働会
議においては、４１名の委員により、活発な議論が展開されました。お示しした通り、ここで協議された内容をもとに、
提言書が提出されておりますので、基本構想にも反映しております。

・人口統計の再調査が行われているのはなぜでしょうか。
・平成３０年度に実施した人口推計は、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計の基準年であった２０１５年
（平成２７年）の数値を用いて推計を行いました。しかし、より正確性を期することが望ましいため、計画策定前の直近
年である、２０１９年の１０月１日を基準年として再推計を実施したものとなります。

・会議やイベントが多く計画されているが、新型コロナ対応、また、様々な立場の人の声を反映するためにも、会
議をリモート方式としてはどうでしょうか。今回、ｚｏｏｍなどが普及したため、多人数が物理的に集まり合うことなく
意見交換ができることや、口下手な人でもチャットを使うなどして参加しやすくなるなど利点も見られているため、
より良い意見聴取に役立つと思います。

・リモート方式による会議は、今後の会議の在り方として参考としたい内容であります。しかしながら、現状として実施
する設備や環境が整っておらず、委員のリモート環境が不明であったため、書面会議とさせていただきました。また、
資料の説明文を分かりやすく準備するとともに、委員からいただいたご意見について、全委員にお示しすることで、情
報共有を図りたいと考えております。

                                                                                                                                        

総合振興計画について

策定経緯について

議題１

議題２

・総合振興計画の策定根拠となる「戸田市自治基本条例」では、１３条に「市長は、中長期的視点から市の将来像を示
し、まちの発展のため総合的かつ計画的な市政運営を行います」とあり、１５条に「行政は、総合的かつ計画的な市政
運営を図るための基本構想及び実現するための基本計画を策定します」という条文があります。そのため、第５次総
合振興計画では、あくまで「市が目指す方向性」を示す計画であるという観点から、ある程度長期的な期間が望ましい
と考え、期間を１０年として定めました。しかしながら、社会情勢などに応じて、臨機応変に計画の内容が変わること
や、期間が変わることも今後は考えていく必要があるとも認識しております。したがって、今計画は１０年計画でスター
トいたしますが、基本目標のP３に、※計画の内容や期間については、社会情勢の変化等により、見直しをすることがあ
ります。という文言を追加いたします。
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【序章】

・「時代の潮流」は、グローバルでも、日本でも、社会経済情勢が目まぐるしく変化している中で、少子高齢化だけ
でもないように思いますし、なかなか掴みにくい言葉のように思います。しかし、今回SDGsという持続可能な開発
目標が位置づけられ、地域の自主性及び自立性がますます重要となるとともに、個人、企業、教育等あらゆる社
会、経済、文化活動等にとり、今回のCOVID-19問題で広く確認されたように、公衆衛生面でのインフラが基本中
の基本という認識が広がっていると思います。安定した財政基盤をもつ、戸田市が他の課題への対応とともに、
この課題への先進的取り組みが可能かと期待されます。それと並行して、市民が行政、企業の協働に市民が主
体的に参加し、協働して、まちづくりを行う協働を推進していくというような少しふくらみをもたせたものとして、「第
5次計画」を理解して頂けるようになればと感じました。
・P2の「時代の潮流」という表現が少し気になります。P6では「社会経済環境」（時代の潮流）となっていますの
で、併せてはいかがでしょうか。
・基本目標Ⅲの「安心して暮らせるまち」、Ⅳ「安全な暮らしを守るまち」、さらにはⅤ「・・・生活基盤が整備された
まち」、Ⅵ「都市環境・・・」すべてにかかわる問題として、今回のCOVID-19は、社会・経済・環境に関する課題とし
て重要な広い意味での「生活基盤」(＝公衆衛生インフラ」の脆弱性を浮き彫りにしていると思います。将来都市
像を横に貫く、あるいはその基盤となる点で、総合振興計画において、何らかの加筆が必要ではないでしょうか。
・P.11-12の図表5はわかりにくいです。また、縦軸の満足度スコアが0.1の値で横軸が引かれているのは何故で
しょうか。この図は、もっとわかりやすく、右下の領域を作る修正が必要のように思います。
・P.18-20の財政関係の図表での様々な用語の解説が必要ではないでしょうか。

・ご意見をいただいたとおり、今回の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の拡大防止のために、活動の自粛や業
務の縮小などを行っていることを踏まえますと、全ての社会的活動を行う上で、公衆衛生面におけるインフラが基本と
なるものと認識しております。基本構想におきましては、P6（２）中に、感染症対策についての文言を追加いたします。
詳細につきましては、資料２　P6、7をご覧ください。
・P2の「時代の潮流」という表現につきましては、いただいたご意見のとおり、下記のとおり修正いたします。
※戸田市は、これまで４次にわたる総合振興計画により、社会経済環境の変化と課題に対応し、・・・
・いただいたご意見を踏まえ、P24の将来都市像において、基本目標をまたがるものとして、自然災害と並ぶ形で、下
記の文言を追加いたします。
※また、便利で快適なだけでなく、感染症に対する防止体制を確立するとともに、自然災害などに強い都市環境を目指
すことで、・・・
・P11,12の図表につきましては、いただいたご意見をもとに、資料２のとおり修正いたしましたので、ご確認ください。な
お、横軸につきましては、満足度スコアの平均値を示しているものとなります。
・財政関係の用語に関わらず、専門的な用語には注釈をつけて対応いたします。

・P2若年層における人口の流出入が激しいことは大きな課題であるため、原因を簡単に記載したほうが対策に
つながりやすいように感じます。

・人口増加が続いている理由の一つとして、通勤・通学などの交通の利便性があります。「将来都市像」では、その旨
説明しておりますが、「概要」においても、下記のとおり修正いたします。
修正案：一方で、戸田市の強みである交通の利便性の高さは、転入だけでなく、転出の要因にもなっており、特に若年
層における人口の流出入が激しいという特徴があります。これは、周辺地域においても同様の傾向がみられます。さら
に、現在は市民の平均年齢は・・・

・P17図表９の歳入の推移について、「依存財源」と「自主財源」とあるが、それぞれの財源の内容は何ですか。
・依存財源割合は低下傾向が続いているが、問題はないのですか。
・「類似団体」とありますが、それらの団体はどこの市町村ですか。

・自主財源は、市町村税など自主的に収入する財源となります。一方、依存財源は、地方交付税など、国または都道
府県から交付される収入となります。
・依存財源割合が低下しているということは、自主財源の割合が上がっていることとなります。一般的に、自主財源の
割合が高いほど、財政運営の自主性や安定性が保たれることとなります。ご意見をいただいた依存財源割合の低下
については、市の財政状況の安定性が保たれている判断材料となります。他自治体よりも自主財源の割合が高いこ
とは、自主的な財政運営ができることになりますので、問題はありません。しかしながら、本市においても、財政状況に
ついて課題は多く存在します。代表的なものを、本項で分析しております。
・類似団体は、主要財政指標が類似している団体（首都圏で人口や産業構造が類似した団体）となります。注釈として
掲載いたしますが、具体的な団体は、入間市、三郷市、坂戸市、青梅市、昭島市、小金井市、国分寺市、伊勢原市、
海老名市となります。

・文章中の図表については、全体的により見やすい色に変えてはどうでしょうか。特に、白抜き文字は見づらく、
分かりにくいです。また、P11、12の図表５はが見づらく、読みにくいと感じます。

・白抜き文字につきましては、紙質の問題もあると思いますが、お送りした第４次総合振興計画後期基本計画におい
ても採用しており、出来上がりのイメージとしては、そのような形となります。しかしながら、背景色によって見づらいも
のもあると思いますので、図表やレイアウトについては、いただいたご意見を踏まえ、今後、見やすいものとなるよう調
整いたします。なお、P11、１２の図表５は、資料２のとおり修正いたしましたので、ご確認ください。

・実施した市民意識調査の回答者の年齢別比率が実際の人口構成比とリンクしていますか。仮に大きな差異が
あるようなら、調整した比率が「意識」なのではないかと感じました。

・市民意識調査は、１６歳以上の市民の方を対象に実施し、年齢、性別、居住地域などの人口構成比に沿って調査を
行いました。回答者は年齢の高い方ほど回答率が高くなっているため、完全に人口構成比と調査結果が一致するも
のではありませんが、大きな差異はなく、回答数からも、統計的にも有効な調査結果となっております。したがって、調
査の結果については、市民の意識が反映されているものと認識しております。

・P13について、協働会議に参加した方がわかるような説明があるとよいと思います。
・P18調べればすぐわかりますが、「扶助費」という言葉はあまり一般的ではないので、説明があったほうがよいと
思いました。

・巻末資料に協働会議の提言書を掲載し、併せて委員名簿を掲載する予定でおります。
・「扶助費」に関わらず、専門的な用語は、巻末資料に注釈をつけて対応いたします。

第１章　総合振興計画の概要について

第２章　策定に当たっての背景

議題３
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【基本構想】

・浸水や火災などがない、安心・安全なまちとなることが必要です。
・今後人口が増えるので、学校などの施設が必要です。
・住み続けることのメリットについて、様々な工夫をしてはどうでしょうか。

・将来都市像の策定に当たっては、協働会議で提言された「安心・安全なまちでなければ、人は住まない」という考え
方をもととして表現しております。具体的には「自然災害などに強い都市環境を目指す」といった文言に、いただいた
意見を集約しております。
・施設の在り方などについて、総合振興計画において具体的な数値や目標を示すことは難しいですが、個別計画にお
いて具体的な方向性などを示し、進めていくこととなります。
・基本計画や個別計画において、市の魅力をお示しするなど、今後検討いたします。

・「みんな」が主に市民を表し、「私たち」が市民に議会、行政を含むものという理解でよろしいですか。 ・そのとおりです。もちろん、「みんな」に議会、行政も入りますが、主に市民を表しています。

・「このまちで良かった」というのは結果であって、目標となるのか疑問です。将来都市像が、そのまま戸田市民
全員の道しるべとして行動を律していく基準になるのが望ましいと思います。作っておしまいではなく、議会や行
政がそれを目指して実施するということを、事あるごとに確認していくのが良いと思います。

・「市民が魅力を感じ、愛着を育んで定住できるまちにしたい」という協働会議の提言書に込められた思いを表現する
ため、「このまちで良かった」という文言としたものであり、そのように感じる市民の方が増えることを目標として記載し
たものであります。定住につきましては、市民意識調査において、８２．３％の方が、住み続けたいと回答しております
が、今後、様々な行政分野におけるまちづくりを進めることで、住民満足度を向上させることが、将来都市像の達成に
つながるものと考えており、「このまちで良かった」という表現は、大きな枠で捉えると、市民の道しるべになると認識し
ております。
なお、作っておしまいではなく、将来都市像の実現を目指して業務を遂行し、進捗を逐次確認する必要があると考えて
おります。周知方法などを工夫しながら、意識啓発を図ってまいります。

・Ｐ24の文章に「積極的に参画し、戸田市の新たな価値や魅力を「ともに創出して・・・」とあります。将来都市像を
考えるならば「積極的に参画し、未来を見据えて、戸田市の新たな価値や魅力を「共」に「創」り出して・・・」とした
ほうが、将来都市像につながると思いました。

・いただいたご意見を踏まえ、下記の通り修正いたします。
修正案：「積極的に参画し、未来を見据えて、戸田市の新たな価値や魅力を「共」に「創」り出して・・・」

1.将来都市像
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・基本目標の順番は、これまで進めてきた市の施策の順位でよいと思います。
・基本目標においては、重点事項を定めてはおりませんので、特に順位はありませんが、ご意見のとおり、これまで進
めてきた第４次総合振興計画における順番をベースとして、基本目標の順番といたしたいと考えております。

・浸水や、火災発生などから市民の財産を守ることについて、基本目標における順位付けはありますか。
・ご意見をいただいた内容は、基本目標Ⅳ「安全な暮らしを守るまち」に示しております。なお、基本目標については、
特に順位はありません。市で進める施策として、全て重要な目標と位置付けております。

・現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、テレワークやオンライン学習、オンライン診療などが進めら
れています。しかし、今までこのような経験がなかったので、環境が整っていません。これを機会に各分野でIT化
が急速に進むと思われます。戸田市でも、子どもから高齢者まで市民一人一人のIT化を進めていく必要がある
のではないでしょうか。人が集まり、ふれあうことも大事ですが、今回の緊急事態を受けて、そばにいなくても「一
人一人がITでもつながっているまち」という考えも必要だと思いました。どこかに市民全体のIT化を進める考えを
入れられないでしょうか。また、急速なIT化により、生活も変わってくると思います。見直す点が出てくるのではな
いでしょうか。

・基本構想の２７ページ「情報共有・発信の強化」において、行政情報を分かりやすく市民に提供するとともに、市民同
士の情報共有が大切であることをうたっており、この中にご意見にある「地域情報化の推進」が含まれると認識してお
ります。基本構想においては、具体的な表現とはしていないことから、文言の追加は難しいと考えておりますが、基本
計画において、「地域情報化の推進」を進めることを、取り組み方針に記載する予定でおります。具体的には、シビック
テック（ICTを使って自分たちで地域課題を解決する市民団体）等と協働しながらニーズ把握を行い、地域課題の解決
に活用することや市民にとって使いやすいサービスを目指し、デジタル化の推進を図ることなどを示したいと考えてお
ります。このような取り組みを進めることによって、いただいたご意見のIT化の推進を図ることにつながるものと認識し
ております。

・基本目標Ⅴ及びⅥは、一緒でもよいのではないでしょうか。目標は数が多くないほうが良いのではないでしょう
か。

・基本目標Ⅴでは、都市基盤やライフラインの整備、公共交通の利便性の向上などを目指しており、基本目標Ⅵで
は、公園や自然に親しむ空間の創出、環境の保全や衛生環境の向上を図ることを目指した目標と位置付けておりま
す。重複する部分もあると思いますが、「都市基盤の整備」と「自然や環境との調和」といった、別々の観点から、基本
目標を分けております。

・基本目標Ⅰ～Ⅶに産業振興・雇用創出の考え方が入っていない。Ⅶの「活力あふれ人が集い心ふれあうまち」
の説明文に加えてはどうでしょうか。

・基本目標Ⅶの文章に、第４次総合振興計画のⅥの文章での「市内産業支援」等を参考にして、もう少し文面を
加えてはどうでしょうか。

・「外国人にもやさしいまち」、「外国人が住みやすいまち」などの文言を入れたほうが良いのではないでしょうか。

・基本目標については、具体的な表現を掲載しておりません。基本目標Ⅶでは、「国内外の地域住民の交流を促進す
る」ことを掲げており、いただいたご意見の内容は、この部分に含まれると認識しております。また、３．計画推進のた
めにの「協働によるまちづくり」の５行目に、国籍も含め「違いのある様々な人々が、お互いを認め合い、共に生きてい
くという共生の理念を大切にする」と記載しておりますので、いただいたご意見の内容は、この部分にも含まれると認
識しておりますので、現状の文言とさせていただきたいと存じます。なお、基本計画において、外国人の市民の方に対
する支援について、市の取り組み方針を記載いたしますので、詳細はそこで示されることになります。

・基本目標は、かぶってくる部分も多くあると思いますが、そのすみ分けはどう考えているのでしょうか。

・基本目標やそれを構成する基本計画（施策）においては、内容が重複する部分があります。基本計画（施策）に紐づ
く「事務事業」において、すみ分けを行っておりますが、行政課題については部局横断的に対応する必要があるため、
「関連部局や所属が全て担当となる」という認識を持ち、課題の解決に取り組んでいるため、すみ分けについて考えて
はおりません。

・「安全な暮らしを守るまち」については、昨年の水害など、市民が不安に感じる部分かと思います。
・災害につきましては、市による公助のほか、自助及び共助という観点が不可欠であり、共助においては、様々な団体
が複合的に行うことが望ましいという意見があり、基本目標Ⅳ「安全な暮らしを守るまち」を協働しながら実現したいと
考えております。

・目標間の関係などを、概念図で示したり、文言などで示す予定はありますでしょうか。基本目標には相関性があ
り、さらに、総合振興計画の概要でも記載したとおり、公衆衛生インフラのように、基本目標をまたがるような内容
も多くあると思います。何らかの形で示してもよいのではないでしょうか。

・将来都市像を達成するために、基本目標を定めている形となります。そのような関係性が分かるような図表としまし
ては、資料3施策体系図がありますが、目標間の関係図を示すことは想定しておりません。しかしながら、基本目標を
またがるような内容、特に、いただいたご意見の「公衆衛生インフラ」につきましては、総合振興計画の概要で回答い
たしましたとおり、自然災害と並ぶ形で、P24将来都市像に下記の文言を追加いたします。
※また、便利で快適なだけでなく、感染症に対する防止体制を確立するとともに、自然災害などに強い都市環境を目指
すことで、・・・

・産業振興や雇用創出について、いただいたご意見をもとに、文案を修正いたします。
修正案：多様な働き方の実現や、市内経済を支える産業の振興、町会・ボランティアなどの団体に対する活動の促進な
どにより、「まちの活力」の創出を目指します。
働き方・・・雇用される側だけではなく、雇用する企業側に対する雇用創出を目指すものとして、修正しました。
市内経済を支える産業の振興・・・個別企業だけでなく、地域全体を考えて「振興」と表現しました。
なお、基本計画において、雇用創出と産業振興といった内容の考え方や取り組み方針の詳細を記載いたします。２　基本目標
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・見える化や効率化は、目標とするだけではなく、具体的なアクションとしてできる限りやっていくことが大切だと
思います。

・基本計画において参考とするとともに、庁内においてもフィードバックさせていただきます。

・情報共有・発信の強化について、「まちの魅力発信」の「市民自ら発信できる仕組み」とは、SNS(Twitter、インス
タグラム）のことを指しますか。また、戸田市の公式アカウントに市民が投稿するようなイメージでしょうか。

・具体的な仕組みと情報ツールにつきましては、基本計画に記載いたしますが、現時点ではSNSやアプリなどを活用
することを想定しており、市民が情報の発信源にもなれるような仕組みづくりを検討いたします。なお、情報ツールは
日々進歩しておりますので、市民の方が情報を発信したり共有できるような、有効なツールも活用したいと考えており
ます。情報ツールの内容によっては、公式アカウントへの投稿といった仕組みだけにとどまらない可能性もありますの
で、今後検討するものと認識しております。

・市民にとってより分かりやすい計画となるよう、専門用語には、注釈をつけたほうが良いと思います。

・専門知識がない市民でもわかりやすい内容にしてください。

・計画の中で、３年に１度当たり、進捗状況及び市民満足度、さらには認知度について市民アンケートを取り、広
報等で公表してほしいと思います。

・現在、市では４年に１度、市民意識調査を行っており、市民の行政分野における満足度等についてアンケート調査を
実施しています。また、総合振興計画の進捗状況については、市民意識調査と同様に、市のホームページで公表して
おります。今後、総合振興計画と市民意識調査がより連動するような内容としていきたいと考えております。

・昨年１０月の台風１９号での災害や新型コロナウィルスといった、不確実性のある世の中において、戸田市の危
機管理について、災害対策における優先指示に対する交通整理が、いち早く行動できるよう対応し、的確な手順
で、市民が安心・安全に暮らすことができる仕組みを徹底できるように構築できないかと考えています。戸田市が
強い市であり、強い市民にするためには、強いリーダー（人材育成)が必要と考えます。

・災害や感染症といった予測できない課題が生じる中で、行政が担うべき役割の整理と、それに伴う対応が求められ
ます。そこで、今回の総合振興計画においては、「強靱化地域計画」を一体的に策定します。この計画は、自然災害が
発生した際の最悪の事態を「リスクシナリオ」として想定し、どのように対応するかを具体的な事業として位置付けるも
のであり、市民の安全・安心な暮らしに寄与するものと考えます。しかしながら、計画を立てるだけではなく、実効性も
担保する必要があります。行政だけによる対応に限度がある中で、地域の方がリーダーシップを発揮していただくこと
ができるように、人材の育成を図ることは、とても重要な観点であると感じております。そこで、総合振興計画におい
て、「協働」といった、市民、議会、行政がそれぞれの役割を理解し、助け合い、理想のまちづくりを進めていくことを改
めて示すことが必要と考え、計画推進のための考え方に位置付けたところです。このような考え方のもと、今後のまち
づくりを進めていく方向でございますので、ぜひ市民の皆さまにも、ご協力を賜りたいと存じます。

・外国人が必要な資料、外国人が手続きする文書（市民課の手続や教育関係の手続等）について、できる限り多
言語（英語、中国語、ベトナム語など）で翻訳し、整備されることを希望いたします。

・現在、「多文化共生計画」のもと、協働推進課が中心となって対応を進めているところです。今後も、対応を進めてい
くとともに、職員の意識啓発を図り、多文化共生計画における「共生の理念」を大切にしていきたいと考えます。

・上流では、彩湖のような貯水池が出来ると思います。この点、開発住宅などの場合は、宅地に貯水槽などを設
置したりするが、今後は、個人住宅の建て替えなどにおいても、貯水槽の設置を図ってはいかがでしょうか。

・いただいたご意見は、基本計画や個別計画などにおいて、具体的に進めていく内容となります。したがって、基本構
想において反映することは難しいですが、庁内におきまして、意見として共有させていただきます。

・新型コロナウィルス感染症が収束（終息）しない場合は、今後も書面会議の可能性はありますか。ＴＶ会議など
のオンラインの審議会の可能性はありますか。オンラインでの審議会は、まだ実施されていないため、実施する
と、全国に対して戸田市のアピール効果もあると思います。
・可能であれば、元号（西暦）といった表示はできないでしょうか。そのほうが読みやすいと思います。なお、基本
構想素案のＰ３は元号表記で、Ｐ２１は西暦表記となっています（Ｐ２１は国連の取り組みなので、西暦を使用した
と思います）。個人的には「令和２年（2020年）」としたほうが理解されやすいと思います。
・各章にリード文（２～３行程度の、当該章の内容をまとめた文章）があると、読みやすくなると思いました。

・議題２でも回答させていただきましたとおり、本審議会は期間と回数の観点から、オンライン方式とすることは想定し
ておりませんが、他の会議につきましては、今後の検討課題となると認識しております。
・元号（西暦）表記については、対応いたしますので、基本構想修正案をご確認ください。
・リード文がない章とある章、目的としてリード文がある章とバラバラであったため、全て「リード文をつける」ことで統一
いたします。基本構想修正案をご確認ください。

・災害だけではなく、感染症のパンデミック等に対応できるまちづくりや対策の構築が必要と考えます。今後は、
市民の価値観が変化する可能性もあるため、コロナウィルス感染症前後の経緯を見ながら、計画や目標も微調
整を行う必要があると思います。

・感染症への対応については、今後考えていかなければならないものであると認識しています。したがって、いただい
たご意見につきましては、庁内で共有させていただくとともに、計画への記載について、検討を進めてまいりたいと考
えます。

その他について

・巻末資料として、専門用語に注釈をつける予定です。それにより、分かりやすい計画書となるようにいたします。

３　計画推進のために
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