
「第５次防府市総合計画（素案）」に対する意見と市の考え方

《提出者数　９人　　２７件》

【対応区分】
Ａ：意見を受けて加筆・修正をしたもの
Ｂ：施策、事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの
Ｃ：すでに記載済み又は対応済みのもの
Ｄ：意見を反映することが困難なもの
Ｅ：その他

複数の内容が記載されているご意見は、項目ごとに分割、整理しているものもあります。

可能な限り原文のまま掲載しています。（明らかな誤字・脱字と思われるものは修正しています。）

項目１：序章
　社会状況　「情報通信技術の進展・普及」（P８）

№ 意見 市の考え方
対応
区分

1 　市政においても、こうした技術を積極的に活用し、市民の利便性の
向上と効率的な行政運営・・・とあるが、市民の利便性の向上という表
現はしっくりしない。市民生活の利便性の向上なら理解できる。

　ご意見のとおり表現を修正します。 A

項目２：第１章　まちづくりの基本目標
　10年後のイメージ・５年後の目指す姿（P15～P18） 

2 　 ５年後の目指す姿と10年後のイメージは、総合計画一覧となって
いてわかりやすい。

　案に賛同いただいたものと考えます。 E

3 　５年後と10年後のイメージ図では、防府の将来がイメージできる内
容となっており、きっとご覧になられた市民の皆さまも夢を膨らませて
くださるのだろうと思います。

　案に賛同いただいたものと考えます。 E

項目３：第２章　重点プロジェクト（防府市まち・ひと・しごと創生総合戦略）
　１ 安全・安心を第一にしたまちづくり（P21～P30）

4 　防府警察署の誘致については、現在県に要望が行われた後に、
県からの回答を待っている所と伺っておりますが、新庁舎敷地に警
察や県の施設を誘致し行政ゾーンを形成することは、利便性の面か
ら考えても市民に多大なメリットがあると感じております。

　案に賛同いただいたものと考えます。 E

5 　「防府のまちの防災ネットワークを築きます」欄
佐波川右岸エリアの地図内の黄色破線で囲んだ円。ほかの三つの
防災拠点は、囲まれていないのに佐波川右岸だけ囲まれている意
味が良くつかめない。

　ご意見の趣旨を踏まえ、黄色破線を
削除し、表現を統一します。

A

　３　健やかな暮らしを支える福祉のまちづくり（P37～P40）
6 　計画自体は全体的に、素晴らしい出来になっておりますが、注文を

付けるとするならば、市民から一番要望の多い、ご高齢の交通弱者
を救済するための新たな具体的施策の記述がないことを残念に思い
ます。

　高齢者をはじめとする、自らの移動手
段を持たない人の日常生活を支える移
動手段を確保することは重要であること
から、P39に「高齢者など交通弱者の移
動手段として利用するバスやタクシーの
運賃助成を行います。」と記述していま
す。
　ご意見の趣旨を踏まえ、記述を「高齢
者などの交通弱者対策も含めた、地域
の実情に応じた交通サービスの検討を
行います。」と変更します。

A
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7 ・地域力を高める取り組み
　地域力の基礎となるのは、県や市の公助とともに、自治会を中心と
した「共助の力」です。防災分野をはじめ、高齢者福祉や障碍者福
祉、介護などの分野で、これまで以上にきめの細かいサポートを実
現するためには、デジタル化だけでなく、しっかりとした自治会の組
織が不可欠です。
　今回の素案でも、重点プロジェクトとして公民館や自治会館の改築
が取り上げられています。
問題は、基盤となる自治会の規模のばらつきが大きいことです。令和
３年１月現在の市内自治会のデータを見ると、1200 世帯を超える自
治会があれば最小９世帯という自治会もあり、66 自治会の内、３分の
１の22自治会が世帯数100 以下という偏在が目立ちます。歴史的な
経緯やカバーする広さなど整理すべき課題はありますが、この際自
治会組織を200～500世帯規模に統合・再編成し、全域の自治会の
力を底上げすることが、地域力の強化につながります。

　自治会は、安全・安心な地域づくりの
ためになくてはならない存在であり、そ
の活性化、地域力の強化について、重
点プロジェクトに位置付けています。
　自治会の規模については、自治会そ
れぞれの実情を踏まえる必要があること
から、防府市自治会連合会や、各自治
会のご意見に応じて対応してまいりま
す。

D

8 　また自治会の基盤が強化されて、小中学校との結びつきを強める
ことができれば、登下校の交通安全・見守り活動だけでなく、元気な
高齢者の力を活用して、先生たちだけでは手が回らないスポーツや
地域の歴史学習などに協力してもらえる仕組みも作り出すことが可
能になります。核家族化がさらに進んで、おじいちゃんやおばあちゃ
んとあまり接したことがない子どもが、高齢者から地域の伝統文化な
どについて話を聞いたり、話し方や礼儀を教わる機会も増えてきま
す。
 高齢者自身にとっても、具体的なミッション・役割を担ってもらうこと
で、生きがいや地域に必要とされている実感も得られ、生涯現役社
会の実現にも寄与します。地域に暮らす多様な人たちを結びつけ、
地域力を高めるには、施設整備やセミナー・講習会などの開催も必
要ですが、何よりも日々顔を合わせる自治会を強くすることが近道だ
と考えます。

　自治会など、地域と小中学校との結
びつきについては、学校と地域が相互
に連携・協働し、子どもたちの成長を支
えて行くことが必要であるという考えのも
と、P34に「子ども、学校、地域がともに
成長する「コミュニティ・スクール」の取
組を活性化します。」と記述していま
す。
　いただいたご意見は、今後の事業実
施にあたり参考とさせていただきます。

B

４　活力ある中心市街地の形成（P41～P42）
9 　中心市街地のまちづくりについては、民間活力への期待と言いな

がら、駅北地区の開発について道路計画も含めもう少し具体的なイ
メージを描けないものか。
市民の希望・期待は大きい。

　ＪＲ防府駅北の公有地への民間活力
導入については、検討委員会を設置す
ることをP42のスケジュールの中にお示
ししています。この委員会において、具
体的な方策を検討し、お示しいたしま
す。

C

10  中心市街地の活性化について申し述べます。防府駅北側の旧国鉄
官舎跡地や八王子住宅跡地に、高齢者や乳幼児のいる家庭が住め
る市営住宅を建設することを検討することを提案します。行動範囲が
広くない人たちが中心市街地に住むメリットは、病院やスーパー、図
書館、幼稚園、保育園が近くにあって、快適に暮らせることです。さ
まざまな世代が一か所に住むことによって、新しい付き合いや共助が
生まれてきます。駅の近くにそうした複合型の居住空間が生まれれ
ば、周辺の民間マンションなどにも波及し、周辺市町村からの住み
替え需要も喚起できます。
 虎の子の公有地を活用して新しい起爆剤とする試み、中心市街地
に人口を張り付けるコンパクトシティの試みを、防府市の先端的な取
り組みとして展開することを検討すべきです。

　JＲ防府駅北の公有地への民間活力
導入については、No.9をご参照くださ
い。
　いただいたご意見は、今後の事業実
施にあたり参考とさせていただきます。

B
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　５　強みを活かした産業力の強化（P43～P48）
11 　農業分野では、重点プロジェクトでも分野別施策でも、県の農業試

験場を誘致した後、具体的にどのような施策を実施することにより、
市内の農業を活性化するのかという具体的な記述がないことを残念
に思っております。また、市内の食料自給率が18％（国全体では
38％）しか無いのに、市内の自給率を向上させるための具体的な記
述が見当たらないため、全く危機感を持っておられないのだろうと残
念に思いました。
　現在の計画では、ありきたりな国の方針に沿った施策の取り組みし
か記されておりませんが、防府市独自の新たな施策を次々と構築し
ていかない限り、耕作放棄地の増加に歯止めはかかりませんし、新
規就農者を呼び込むこともできませんので、防府市独自の具体的施
策の記述をしてください。
　今のところは、目先の儲かる農業を目指す産業政策中心の記述と
なっておりますが、地域の農地を守り続けるための地域政策の取り組
みも、もう少し増やして頂きたいと願います。

　農業の振興は、本市の産業振興にお
いて重要な分野であり、また、県の進め
る「農林業の知と技の拠点」が令和５年
に完成予定であることから、重点プロ
ジェクトに位置付けています。
　農業振興の取組内容については、重
点プロジェクト及び分野別施策の中で
包括的に記載していることから、原案の
とおりといたします。
　いただいたご意見は、今後の事業実
施にあたり参考とさせていただきます。

B

12 ・地域を動かすエンジン
　県農業試験場が移転してくるのを契機に、県内最大の平野を有す
る本市を「農林業の知と技の拠点」として位置づけて、産業基盤の強
化を進める方針は大賛成です。新規就農者の育成はもちろん、他地
域からの農業生産法人や種苗センターの誘致もターゲットにしてよ
いと考えます。ドブロクづくりなど農産物や特産物の加工事業にも目
を向けて、農林業の多角的な技術集積力を高める努力も大切です。
また市内だけでなく、耕地の少ない周南市や下松市の住民などにも
むけて農地を貸し出し、親子で野菜作りを楽しめる市民農園や野菜
づくりのノウハウを教えるスクールの開設なども、交流人口を増やす
施策の一環として検討してみる価値はあります。

　県が進める「農林業の知と技の拠点」
は、令和５年の完成予定となっており、
この「拠点」との連携による本市の農林
業の振興への効果が期待できることか
ら、重点プロジェクトに位置付けていま
す。
　いただいたご意見は、今後の事業実
施にあたり参考とせていただきます。

B

13 　産業振興について。企業誘致へ向けた具体的方策、地場企業の
育成・支援の具体的方策がもう少しあればなお良い。

　「企業誘致、地場産業の育成・支援」
は、市全体の活性化に直結する課題で
あることから、重点プロジェクトに位置づ
けています。取組については、重点プロ
ジェクト及び分野別施策の中で包括的
に記載していることから、原案のとおりと
いたします。

C

14 　産業インフラとしての道路網整備はわかりやすく良い。 　案に賛同いただいたものと考えます。 E

15 　新たな道路網「防府・未来へのネットワーク」を築きます。につい
て。
市役所から向島方面に向かう道路が改良された道路であるが、交通
渋滞がひどい。特に新田交差点付近の渋滞がひどい。この渋滞を解
消するためには、市役所から自衛隊東側を通って中関港に向かう
しっかりした道路が必要である。この道路を造ることで現在の交通渋
滞の解消につながると考える。

　中関・新田方面の渋滞解消に寄与す
る道路の整備については、各方面から
も要望をいただいており、検討を進めて
いたところです。
　ご提案の道路については、もともと都
市計画道路として位置付けており、この
度「（仮称）防府北基地東道路」として、
整備に向けて調査を進めていくこととし
ましたので、Ｐ24・Ｐ47「防府・未来への
ネットワーク構想」の図及びスケジュー
ルに追加します。

A
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16 　10年後のイメージ、それを実現するための5年後の目指す姿が示さ
れるとともに、具体的なスケジュールと写真や図解で、みんなにわか
りやすい、市民目線、企業や働く人の目線から作り始められた計画と
感じ取りました。こうした計画であれば私の思いも検討していただける
のではないかと、意見書を提出させていただきます。

　中関・新田方面の渋滞解消に寄与す
る道路の整備については、No.15をご
参照ください。

A

　私は30年以上防府市中心部の事業所に勤務しています。仕事柄、
市内を車で移動することが多いのですが、中関方面の工場地帯へ
向かう道路の渋滞に困っています。特に南北移動が朝、夕になると
どのルートも渋滞し、30分以上の余裕をもって目的地に向かわなけ
ればならない、また帰って来れないという状況で、仕事に支障をきた
したこともあります。本計画の中に防府第２テクノタウン完成とありまし
た。企業進出が進めばさらに交通量が増え、朝夕に限らず渋滞にな
るのではないかと心配しています。以前、防府市の都市計画道路と
いう資料を目にしたことがあります。防府市が整備を予定している道
路がいくつかあったように記憶しています。南北の渋滞解消に効果
的ルートはないのか検討していただき、中関エリアと国道２号線を結
ぶ新たな道路整備として総合計画の中に盛り込んでいただければと
思います。

　６　恵まれた資源を活かした交流拡大（P49～P54）
17 　将来に向けた産業として、大きなポテンシャルを持っているのは、

観光です。バスで団体客が大挙して訪れるという旅行のスタイルは、
既に時代遅れです。家族や友人たちの小グループで楽しい時間を
共有したりSNSで発信したり、一人ひとりの体験や共感を大切にする
旅行に人気・関心が集まっています。詳細は、観光振興計画のパブ
リックコメントで申し述べますが、４つの拠点をアピールするだけで
は、従来型旅行の延長線を抜け出すことはできません。
第一に４拠点を中心に懐の深い歴史文化や自然をたどる、防府の街
ならではの「ものがたり」づくりを進める必要があります。そのものがた
りに沿って、街を巡りながら春夏秋冬の季節ごとの姿を楽しめる、周
年型の観光を開発します。言うなれば、街全体をひとつのテーマ
パークとして整備・開発する試みを進めるという、発想の転換が求め
られていると思います。

　観光振興については、経済的波及効
果が高い地場産業であるとともに、防府
に対する誇りの醸成につながる分野で
あることから、重点プロジェクトに位置付
けています。
　ご意見の趣旨については、重点プロ
ジェクト及び分野別施策の中で包括的
に記載していることから、原案のとおりと
いたします。

C

項目４：第３章　分野別施策
　４　産業・労働

18 　（２）商工業・サービス業の振興（P87）と（３）中小企業の振興（P88）
だけを比較すると、（２）①以下の内容からして（２）「産業振興の推
進」とでもすべきだが、全体の項目が「産業・労働」であるので、（２）
商工業・サービス業の＜方針＞の文章を、「本市の経済を牽引する
商工業・サービス業など産業の更なる成長を目指し、関係機関と連
携し、企業立地や事業拡大の促進、物流機能の充実などに努めま
す」としたら如何か。

　ご意見の趣旨を踏まえ、表現を修正し
ます。

A
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　６　都市・建設
　（１）交通ネットワークの整備
　①道路の整備　（特に歩道の整備）
（序論）
　防府市の場合、戦災に遭っていない為古い道路がそのまま残って
いて、今日の姿までに整備するのが大変であったと思います。隣接
する周南市や宇部市の整備状況を見れば一目瞭然です。山口市の
場合は前記二市とは違って、古い町の古い道路を県都に相応しい
姿に変えていった経緯が有ります。さて、防府市はマツダの進出が
有り、一方カネボウの撤退、協和発酵の大幅な規模縮小が有り、この
両方の要因で一時伸びていた人口も、天井を打ち減少に向かって
います。こういう環境下で道路整備に掛ける予算は限定的にならざる
を得ません。そこでピンポイントで提案いたします。
尚、道路名は詳しくありませんので、私なりの記載をいたしますことご
容赦ください。

19 (本論=個別に指摘)
１．自動車道路は産業輸送・観光振興を重点にして整備が計られて
います。
　①三田尻大橋から東に向かって沖今宿まで伸びる湾岸道路は既
に完成していますが、その先、木部丸久の間は牟礼柳・新出合橋ま
で開通していますが、完成にもう少し掛かります。この道路は産業用
としてとても重要な道路です。西浦・中関・築地・新築地の工業団地
と R２バイパスを結び市外・県外との工業製品輸送の動脈として機能
しています。
　②観光道路としては、多々良２丁目のいわかわ商店あたりを起点に
して、西へ毛利邸～国分寺～天満宮へとつながる新道が、反対方面
の東へ伸びて牟礼柳・新出合橋で湾岸道路に直結されると、その完
成によってR2バイバスに繋がることで、観光客のスムーズな流出入に
より観光の動脈として機能し、併せて市内での渋滞を回避できます。
現在牟礼柳・酢貝地区で工事が進捗しています。湾岸道路も観光新
道もいずれも両側に広い歩道が整備され、車との分離がなされてい
て、歩行者への危険が回避されています。只、残念なのは三田尻大
橋～沖今宿の間は歩行者がほとんどいなくて、勿体ない歩道となっ
ています。産業輸送道路であるため、一般市民の居住地から離れて
いるからです。
さて、池田市長肝いりの新農業試験場へのアクセス道路について
は、その概要を知らない為、今は何も言えません。

　道路の整備については、ご意見にあり
ますように「産業輸送・観光振興」のた
めの目的はもちろんのこと、「重点プロ
ジェクト１安全・安心を第一にしたまちづ
くり」にも位置づけています。その中で、
「防府・未来へのネットワーク構想」とし
てお示しし、国・県・市が連携し、防災
拠点などを繋ぐ幹線道路ネットワークの
構築を進めることとしています。
　ご意見のうち、中関方面の渋滞解消
に寄与する道路の整備については、
No.15をご参照ください。
　また、三田尻大橋につきましては、県
の所管となっておりますので、ご提案の
内容も踏まえ、県と協議を進めてまいり
ます。

A

　③湾岸道路の車道の問題点に触れます。それは三田尻大橋の設
計に有ります。耐震強度不足も有りますが、車の進入方法がまずい
です。東から大橋に入ると、頂上で右に振れてまた左に振れ、港湾
福祉センターの南側で既存の産業道路と接続します。用地買収の
問題が有ったのかもしれませんが、どうして三田尻港入口の信号に
直進しなかったのでしょうか。
変則的なカギ型の交差点になったばかりに産業道路と三田尻大橋
の両方から中関方面へ向かう朝の渋滞がひどいです。夕方は朝程
ではありませんが、反対に向かって渋滞します。いずれ三田尻港入
口交差点から、旧日本たばこ産業までの二車線は四車線化されるで
しょう。そうなれば三田尻大橋も四車線化と耐震強度問題解消の為、
架け替えが必要でしょうから、三田尻大橋を三田尻港入口交差点に
向けて接続できませんか。 ここは野島桟橋へ進む一方通行道路を
含む変則五差路となりますが、四車線化と相俟って渋滞がかなり改
善されるでしょう。車道の問題点はここだけです。以下歩道につい
て。人に優しい町造りに歩道の整備は欠かせません。歩くことが快
適、且つ楽しめる整備をしてください。
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20 2.歩道の整備は遊歩道のように歩道の中にミニ公園が有ったり、花
壇が有ったりするものが理想的ですが、防府市の場合は冒頭で述べ
ましたような推移から道幅が広くなく、車道も歩道も今以上の拡幅が
望めません。そこで遊歩道の理想は無理であり、せめて人間を車か
ら守る整備が必要です。昨今老若男女を問わずドライバーが、歩道
の学童など人間に突っ込んで死傷させる事故が増えています。歩道
が有ってもそんな状態ですから、整備されていないと何をかいわん
やです。前述の湾岸道路の三田尻大橋から東、沖今宿までの歩道
同様、折角整備されても利用率が低くては無駄になります。そこで歩
行者の多い市街地の歩道の問題箇所を指摘します。それは私が良
く使う歩道ですが、市街地で車の往来が多い道路なので、事故にな
る前の整備を望みます。

　歩道の整備など、子どもたちの安全に
関する内容は、「子どもの交通安全対
策」として重点プロジェクトに位置付け
ています。また、「交通安全の推進」「道
路の整備」については分野別施策の中
で記述しています。ご意見をいただい
た箇所については、市全体の歩道等の
整備を進める中で、参考にさせていた
だきます。

B

　①緑町の山根寝具店・明屋書店の交差点から西へ公会堂・税務署
先の交差点までの間の歩道の整備。ここは公会堂側に歩道が有りま
すが、幅が狭い上に歩道上に電柱が立っていて、とても歩きづらい
です。過日乳母車を押して進む母親が、歩道の無い税務署側を歩
いているのを見て、「そちら側は危ないですよ。公会堂側を歩きませ
んか。」と言いました。返ってきた返事は、「公会堂側は乳母車を押し
ては歩けません。狭くて電柱のそばを抜ける時に対向者が来れば、
そこで対向者が通り過ぎるまで待って進みます。」そこでよく見ると、
東に向かって右側は縁石で幅が限られていて、左は排水の為の傾
斜が有り、更に電柱が歩道上に立っている状況では、乳母車を押し
て歩く事の不自由さが分かりました。反対側の税務署～明屋書店間
には過去に歩道を作る計画があったのか、いつでも対応できるよう
に、ほとんどの建物が前面を引込めています。そこで駅通り商店街の
ベルクラシック・ルルサス・アスピラート程の広さは無いにしても、この
間の用地を買収してその広さ分を反対の公会堂側歩道拡幅に充て
て、乳母車でも車いすでも安心して行ける広さの歩道を整備して頂
きたいです。防府市公会堂は駅から歩いて10分程であり、使い勝手
の良い大型会場なのに、昨今公演が少なくなっています。改修され
たばかりの公会堂に市内外のお客を沢山呼べる催し物を積極的に
誘致してくたさい。歩道拡幅は人を呼び込む為にも必要です。また、
緑町の東地区はコスモス・ビッグ・明屋書店といった大型ではない
が、来店者が多い物販店の集積が有り、三祐病院も有り、歩道が整
備されると歩行者が安心して歩けるでしょう。駅～新天地～公会堂～
緑町にかってのような、歩行者の流れを取戻すことは地域活性化の
一助となります。

　②国分寺に隣接したスマイルほうふの交差点は1.で記載した観光
道路と旧カネボウまで南下して伸びる道との交差点です。東西に延
びる観光道路は、両側にしっかりと歩道が整備されていますが、南下
する道路には一部歩道が有りません。それは新道交差点のひらた内
科・国分寺薬局→旧R２交差点のファミリーマート・田村テントの４百
メートルの間です。それより南下して旧カネボウまでは両側には歩道
が整備されています。この歩道未整備の道路は日増しに通行量が
増えています。私の知るだけでも美和ハイツ・旧岩田酒屋前の同じ
場所で2件の自転車飛び出し事故が有り、１件は死亡事故、もう一件
は軽傷事故でした。このように歩道のない道を渡るのは、車も人も見
通しが悪くて事故が発生します。しかしここは両側に建物がビッシリと
建っていて、歩道用の土地の収用は不可能でしょう。そこで両側の
溝に蓋をして路側帯を整備すれば、人が一旦停止をして車の確認
ができますし、路側帯自体が簡易歩道にもなります。同様の例として
岸津神社から東に岸津苑に向かう、岸津児童公園あたりまで道路の
右の側溝にその施工がされた為、一方通行にするという計画が取止
めになっています。
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　③旧R２の紫雲荘→無法松の交差点の歩道橋は問題が有ります。
ここは歩道橋があるだけでその下に歩道は有りません。小学生は通
学に歩道橋を渡るでしょうが、大人特にお年寄りは渡れません。直進
歩道が無いばかりに 一旦信金方面へ西に渡り、長崎ちゃんめんへ
北に渡り、無法松・セブンイレブンへ東に渡る不自由を強いられてい
ます。しかしそのような順法精神は持合わせていないのでしょう。僅
かですが赤信号にも拘らず飛び出す人、青信号を待って歩道の無
い処を渡る人。車は仕方なく停車しますが、そうでないドライバーもい
るし、夜間で見落とすドライバーもいて、事故を起こすと双方不幸に
なります。また 歩道橋自体が大型設置物で歩行の邪魔になっていま
す。このような実情から紫雲荘→無法松間の歩道橋は撤去し、上手
(かみて)のローマ・藤村酒場の交差点、外に天神ピア交差点や駅み
なと口の山口銀行・西京銀行・イオンの交差点同様、車の為に歩行
者に不自由を かけない、車歩分離信号の交差点を設置してくださ
い。また歩道橋を撤去すれば紫雲荘側の歩道を空き地(持ち主が分
からない)まで寄せて、現歩道部分を左折車線にして、そのまま産業
道路に入り、直進車と分離すれば僅かですが、交差点の混雑を避け
ることができます。本来は紫雲荘部分も含めて改良しないと効果は限
定的です。

　④また松崎小学校の南西門の歩道橋は、狭い歩道の中央部分に
設置されている為、右も左も狭くて不自由しています。どうして車道
側に寄せなかったのでしょう。国府中学校の歩道橋も車道側に寄せ
てあるのにえんず側の歩道部分が狭い。多分どの歩道橋も狭い歩
道が先にできて後、歩行者の特に学童の安全の為に設置したから
無理があったのでしょう。高齢者は増え続ける、学童は減り続ける現
状から歩道橋撤去の検討が必要ではありませんか。

 (視点を変えて)
　昭和30～40年代の日本はどの市町村の街路も人があふれて賑や
かでした。まだ車の所有者が少なくて公共交通機関を利用するか、
自転車か歩くかで行き来する人が多かったからです。歩行者が多け
れば、食堂や喫茶店や商店に人が立寄ります。自然と街が形成され
てきました。
私は今も急用でない限り、電車に乗るのに美和町から防府駅まで歩
いて行きます。街や人の情景が良くわかります。犬を連れての朝の
散歩も出来るだけ遠隔地まで行きます。例えば、佐波川白坂公園ま
で、更に延ばして→人丸橋・サイクリングターミナル→丘越えで牟礼
中学校→自宅まで、木部丸久まで、潮彩市場まで、桑山を周回しま
す。会う人会う人に挨拶をしながら行きます。その一言の反応でその
人が良く分かります。無言の人・口の中でモゴモゴ言う人・学生のよう
に明るくハッキリと返す人様々ですが、楽しいですよ。
上記提案は実際に駅までや、犬の散歩で歩いての気付きからです。
　さて、地球の温暖化防止のため、CO２の発生を如何に抑え込むか
が世界的な議論となっています。日本政府も色々なメニューを示して
いますが、それとは別に個々人として何かやることは無いの?
　時計の針を逆に向して、少し昔に戻る努力や工夫はどうですか。車
で行って車で帰ってでは何も変わりません。足を使って町を見、人と
触れ合うと色々の問題点が良く分かりますし、自分も健康になりま
す。そこで「ウォーキング防府！」の掛け声の元、歩いて防府を知ろ
う。そして新しい発見をしよう。それがCO２排出削減に寄与し、自分
が健康になり、新しい発見で博識にもなります。
こういう視点から、是非快適で楽しく歩ける歩道の整備をして頂きた
いです。
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項目５：第４章　行政経営改革
21 ・マイナンバーの積極的な活用とデジタルまちづくりの推進

　政府は 2021 年度以降、デジタル化を一層推進する方針を示して
います。デジタル化は、単に行政手続きの利便性・標準化・効率化を
進めるだけでなく、AI も活用してきめの細かい市民のサポートを進め
るための契機となるものであり、マイナンバーはその中核となる仕組
みです。
　防府市は、医療・介護・福祉・健康維持のそれぞれの分野で、積極
的にマイナンバーを取り入れ連携させて、市民の生活をきめ細かく
サポートする体制を整えるべきです。
まず中核病院の県立総合医療センターを中心に、市内の病院や医
院のネットワーク化・電子カルテの共有を進め、さらに投薬や健康診
断、介護判定のデータ、リハビリテーションの記録などをマイナン
バーに紐づけ運用することによって、さまざまな角度から市民一人ひ
とりの健康状態を把握し、改善増進のためのアドバイスも行います。
暮らしの質と市民の満足度がともに高まって、併せて国民健康保険
料の効率的な運用が図られ、行政コストの低減にもつながるはずで
す。
　幸い防府市は、2018年度から宇部市などと共に、自治体クラウドの
取り組みがスタートして、基盤の整備は進んでいます。また新しい市
役所庁舎の建設で、新しいシステムに移行する時期を迎えており、
県内のみならず全国の市町村に先駆けて、マイナンバーを活用した
デジタルまちづくりに向かって走り出せる絶好の環境が整っていま
す。このチャンスを逃してはなりません。

　マイナンバーの活用とデジタル化の
推進については、いずれも国・県と連携
して進める重要課題であることから、行
政経営改革の取組項目と位置付けてい
ます。
　ご意見の趣旨につきましては、P105の
（１）行政のデジタル化の推進①行政手
続の利便性向上②行政事務の標準化・
効率化の推進の中に包括的に記載し
ています。
　いただいたご意見は、今後の事業実
施にあたり参考とさせていただきます。

B

項目７：全般事項について
22 　全般的に図解・写真を多く取り入れて見やすく、わかりやすくなって

いる。
　案に賛同いただいたものと考えます。 E

23 　今回の2021-2025総合計画は、池田市政第１期の中間点を過ぎ
て、３年目から第２期に向けた期間に設定されています。これまでの
２年半は、いわば前市長時代の計画をベースにした期間でした。こ
れに対し今次総合計画は初めて、池田市政の自前の計画です。
行政施策の継続性が一定程度担保されていることは大切ですが、コ
ロナ感染拡大によって、社会全体は大きな変化のうねりの中にありま
す。もう元には戻れない「グレートリセット」が突き付けられている今、
現状の大胆な見直しは不可欠です。
５年後を見据えて、従来の延長線上で展開していく施策と変革・改革
を進めていくべきチャレンジをしっかりと分けて検討することが、ター
ゲットイヤーの2040年に向かっていく最初の道筋だと思います。

　貴重なご意見ありがとうございます。
現在、新庁舎の建設をはじめ、防府駅
周辺のまちづくり、国道２号の拡幅整備
など、本市の将来に向けた施策を総合
的に進めていく重要な時期を迎えてい
ます。
　新型コロナウイルス感染症の影響など
先行きが不透明な面もありますが、本市
の将来を見据えた上で、真に必要な事
業を重点的に推進してまいります。

E

24 　この総合計画の目標年度が2030年、その年はくしくもSDGsの目標
年度と一致している。世界がこの目標達成に向かっているとき、ふる
さと防府市が後れをとることなく、17の持続可能な目標のどれもが実
際の具体的な施策のどの部分と密接な関連があるのか明示して欲し
い。明確に位置付けることで市政の具体的な施策に反映させてほし
い。分野別課題に掲載されてはいるものの、現時点では載っている
だけで具体的ではないような印象がぬぐえない、是非検討してほし
い。

　SDGsの意義や重要性については認
識しており、序章の「第5次防府市総合
計画の基本的な考え方」の中で、SDGs
の理念に沿って推進する旨を記載して
います。そのうえで、SDGsの理念や施
策との関連性を市民と共有することが重
要であることから、分野別施策毎に、関
係するSDGsの目標のマークを表示して
います。

C

25 　５年間の計画期間で実施する計画を図表や写真でわかり易くかつ
具体的に提示されており、章建て内容ともに秀逸。とりわけ「令和７年
の人口11万２千人以上」を将来展望の期間目標に掲げたのは、「定
住人口」の重要性に立脚しており、周辺都市と比較して、子育て、保
育、医療、まちづくり、教育、文化、環境、産業、労働など全ての分野
で豊かさや優位性を目指し、その実現のための「重点プロジェクト」を
実施するものであるから。

　案に賛同いただいたものと考えます。 E

26 　実に具体的な計画が、スケジュールと共に記されており、図やイラ
ストも多く用いられていることから、これまでの総合計画に比べると、
比較にならないほど良い出来になるのではないかと感じております。

　案に賛同いただいたものと考えます。 E
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27 　21世紀は命と健康、気候変動等、地球規模で考える事が迫られて
いる世紀です。そういう中で、大都会型指向でない「心と身体が癒さ
れる街」が求められて来ます。
＜安心して住める街つくり＞
　今回、コロナ禍で考えさせられた事が多く、切り抜ける為の方策とし
て政府は自助・共助・公助を謳っていますが、本来・行政は自助・共
助を支えつつ、公助を担うという役割を果たすものだと考えます。
　コロナ禍では弱い立場の所にしわ寄せが来ています。又、大経済
圏の過密の弊害も見えてきました。防府市は現在マツダと関連会社
に係る家族の比重は高いと思います。今、経済界は"2030年、脱炭
素を目指す"と言っています。意外とそのスピードは早いようです。自
動車業界も電気自動車化を加速し、デジタル化するので、労働者の
大巾な減少につながるとのこと。
　今後、防府市は現在ある地形・資源・人材・企業等の力を活かして
"大型でなく中型・小型の発展で良い"とする街つくりに備えていく必
要があります。
　高齢化社会に向かっている時代に"安心して過ごせる、住める街"
をつくって、若い力を活用し高齢化時代の先駆けとなる＜安心して
住める街づくり＞を目指す事が必要です。

　市政全般に対する要望と捉え、提出さ
れたご意見は、参考意見として取り扱い
させていただきます。

E

１　災害から市民を守る対策
　①災害対策本部の立ち上げ
　　これ迄、大雨・洪水時に対策本部を立ち上げたように、今回のコ
ロナ禍のような時も対策本部を立ち上げ、24時間体制の相談窓口を
つくること。
　雇用の不安・失業と住居の確保、事業者への対応・病院の手配・
教育機会の保障等々、問題が多岐に亘り、市民個人の手に余り、行
政の指導・援助が必要である。
　②安全な避難場所の確保
　　市をいくつかのブロックに分け、安全な場所を確保し、広い公園と
公設施設・公営住宅をつくり、公営住宅には１人暮らしの高齢者・障
害者・１人親家庭等、困窮者に提供し、公園や施設は、日頃から市
民の憩いの場として活用する。
　③県の保健所を防府市に設置すること
　　この度のテレビ報道で目にしたが、10万都市で県の保健所が無
いとは怠慢ではないのか、対応し切れるのか。強く抗議し、設置させ
なければいけない。
　④全国の原発を止めて電力供給を多元化で考える
　　防府市がいくら良い立地条件を生かして発展を望んでも、大地
震・災害が予想される地域の原発災害にまき込まれます。又、大規
模の電力に頼りきれば、大停電を招くといった事態があったように、
それだけに依存するのではないエネルギー自給自足の取組みと援
助が必要と考えます。小規模な各家庭・各事業所単位でも取組める
蓄熱方式の採用など多様化の検討をしていく事が重要です。

２　命と暮らし
　①農・水産の一次産業は命の要です。生産者、従事者、消費者が
安心して命と健康を守る為の制度の充実と防府らしい地場産業の発
展の為にも引続き援助をお願いします。
　②更に、高齢化社会を見据え希望の持てる街づくりとして介護産
業の充実を提案します。
　②-1団塊の世代の高齢者受け入れ
　　国分寺時代から残っている地盤の安心と、都会にはない自然に
囲まれた公園とセットの介護施設の充実等、アピールし、都会が担え
ない課題を担う。
　②-2脱"車社会"に備える
　　カーシェア・自転車社会と共に循環バス・デマンドタクシー等の活
用で、買物・病院・市役所等、生活上の移動手段を確保する。
　②-3空き家対策・空地の活用・その他
　　・空き家を１人暮らしの人達のシェアハウスや老幼達のお茶の間
食堂等に活用する。空き地や耕作放棄地は貸し出し農園・一坪農園
にして活用する。
　　・保護猫・犬との共生
野良を無くし、各地域の施設で子どもと過ごせる場や、１人暮らしの
パートナーに役立てる。
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３　こどもは未来、子どもの発達保障を多くの人の力で
　①全人的発達の中核である教育現場の充実
　　・少人数学級の実現
　コロナ禍で35人学級の実現が決まったが、教育先進国はこの半分
程度の人数の学級を実現している。１人１人への目配りできる学級運
営の為に必要なことである。
　②子ども達のおかれている状況への支援
　　・各学校に相談員を配置する
　家庭崩壊等、格差がもとで居場所が無い、食事がとれない等、子ど
も達の心身の発達を損なう事態が生じている。個の発達・集団形成
等、人間社会への健全な適合力を持つ、人間成長の保障が必要。
子どもの力になれる相談員が必要である。
　③コロナ禍での配慮
　　コロナ禍で学級閉鎖の中でも給食車を街に配置し、子の欠食状
態にならない配慮と取組みをした国もある。市は市民に対してこうい
う目配りできる市になってほしい。
　④子育てに学校以外の育ちの場を
　　・子育てには、いろいろな人の目や手、心が必要で学校以外の
育ちの場を持つ必要があると思います。
　　・子ども時間を過せる場をつくる
　前述でも触れたように公設施設や老幼茶の間食堂などの提案と共
に寺子屋の構想も良いのではと思っています。戦災に会わなかった
からなのか、防府市には多くの寺が各地にあります。有志による寺子
屋活用で、子の特質に合わせた補習をして貰うとか、こども食堂等、
特色ある"子ども時間を過せる場"を用意すると良いと思います。
４　ジェンダー平等の指数について
　女性を指導的地位に占める割合を30％にする取組みを早期に実
現すること。子ども・家族・地域を含めた生活視点を多く担っているの
が女性です。市民に一番身近な行政機関である市は率先して女性
幹部の登用をして生活者目線を政策に反映する為にも是非実現し
てください。
＜歴史・文化・健康と保養の街つくり＞
　防府市は国分寺・阿弥陀寺等が現存している稀有な街であり、山と
海・川、大きな平野と瀬戸内気候に恵まれた地である事を再認識し、
それを活かした街つくりを目指したら良いと思います。
１　テレワークの普及で一極集中でなく、地方分散という選択肢も生
まれる地方分散の時代に入るのであれば、若い人の力を呼び込む
為にも、受け皿となるような整備をしていくことが必要です。
　又、古墳や文化財等、観光資源を活かし、密でない街つくりを目指
し、"歩く"という健康の基本を保証できる健康都市の道を選び、"個"
の人材力を発揮できる小規模経済型という確実な経済路線を行くと
いう事にしてはどうかと考えます。
　①緑陰公園のある街つくり
　　こどもと親、高齢者のみならず働く若い層もほっとひと休みできる
広い緑陰公園をつくり、災害用地にも転用できるよう市をブロック毎
に分け整備する。
　②遊歩道つくり
　　観光ルートとセットに遊歩道をつくり、歩ける街つくりを実現し、健
康つくりにも貢献する。
　③文化財を活かす街つくり
　　防府市は歴史的な文化財が豊富にあるにも拘わらず展示スペー
スがありません。ミニ文化館（学芸員の個性に任せたユニーク館とか
ミニ美術館、ミニ博物館）を公園や古墳とセットで順次整備して、市民
の目にふれるようにする。
２　上記のイメージ案をいくつか挙げてみます。
　・富海：山側の芸術家村・海側の民泊保養地と介護施設
　・田の浦：プライベートビーチを抱える保養地と介護施設
　・大平山～阿弥陀寺～天神様迄の観光ルートを兼ねた遊歩道
　・御旅所～萩迄の萩往還の歴史サイクリングロード
　・佐波川の疎水を活かした路地街巡り
　・アーケード商店街や遊歩道活用の"市（イチ）"を特色毎に交互に
開く
　・防府市をいくつかのブロックに分け、市民から緑陰公園等々の構
想を募る　終わりに。コロナ禍で見えてきた事は、私達が世界と直結
しているという事です。SDGs・ジェンダーと、国際的な指数で可視化
されてきてます。防府市の先駆的な役割を求めます。
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