
野々市市第二次総合計画（案）についての総合計画審議会委員の皆様からのご意見と野々市市の考え方について

NO ページ
項目

(施策番号)
取組概要
の番号等

ご意見等の内容 市の考え方

1 41 基本姿勢
１３～１５行目あたり
「転入してきた人たちに住み続けてもらうことも大切」とあるように『「野々市ファン」
としてつながりを持ちつづけてもらうこと』ではいかがでしょうか

　ご意見のとおり修正いたします。

2 49 1-1
「めざす
姿」に向
けて・・・

関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
・大学生が在学中に地域活動に参加する機会とは？
①何か現在活動しているのでは、教えてほしい。
②昭和の頃に野々市市では青年団が３つ存在していて、団員（大学生や社会人）
が盆おどりや清そう活動、花いっぱい運動をしていた。私も参加していたが野々
市ファンの取組に合うと思うが再開できないものか。

　「大学生が在学中に地域活動に参加する機
会」の現在の活動の事例としましては、金沢工業
大学の学生と町内会との連携による防火パトロー
ルの実施などが挙げられます。
　また、ご提案の内容につきましては、具体的な
事業内容の検討の際に、参考にさせていただき
ます。

3
51,
112

1-2
5-4

未来を考えた街作りが必要だと感じます。そして、野々市の歴史を伝え、子供たち
（移動してきた市民にも）伝統的な文化にふれる機会が増えると良いです。

　ご意見の「未来を考えた街作り」につきまして
は、33ページでは10年後の将来都市像を、40
ページでは2030年のSDGsの達成に向けた取組
方針を示すとともに、基本計画における各施策に
おいても、10年後やその先を見据えた「めざす
姿」を設定して取り組むことといたしております。
　また、「野々市の歴史や伝統的な文化にふれる
機会」につきましては、52ページ取組概要①「伝
統行事の後継者育成とすそ野拡大」や112ペー
ジ施策４「文化活動の充実」において取り組んで
まいります。

「野々市市第二次総合計画」の策定にあたり、総合計画審議会委員の皆様より事前にお寄せいただきましたご意見等

の内容とそれに対する本市の考え方を取りまとめましたので公表します。

１ 募集期間 令和３年８月19日（木）から同年９月10日（金）まで

２ 意見提出者数 ９名

３ 意見等数 33件

資料２
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NO ページ
項目

(施策番号)
取組概要
の番号等

ご意見等の内容 市の考え方

4 55 1-3
Ｑ２．現在、どこの国の方が何人野々市に住んでいるのでしょうか？その方々に
野々市の良い所、悪い所（困り事）などを知りたい。

　令和３年８月末現在の住民基本台帳での人数
は、中国165人、ベトナム142人、韓国70人、フィリ
ピン61人など、合計で546人です。
　アンケート等は実施しておりませんが、外国人
のための日本語教室などにおいて、日常の様々
な困り事などの相談を受けており、その都度対応
をしております。

5 58 1-4

Ｑ３．人権について（男女共同参画、平和意識向上を含む）
中学生のいじめについて全国的なNewsで知られましたが、コンパクトな街の中に
石川県ナンバー１，２とマンモス校がある。子供達、先生にその負担はないので
しょうか。今後子供達を含め人権問題をどのように啓発していくのか？映画だけで
よいのか？映画のチョイスがいまいち（個人的な意見ですみません）

　大規模校では、児童生徒数に応じて教職員も
多く配置され、協力して組織的かつ多面的な視
点から子どもたちを見守り、子どもたちの安心感
につなげております。
　また、人権啓発活動につきましては、例年、市
内の小中学校の児童生徒を対象に啓発活動を
実施しておりますが、今後、さらに子どもを含めた
人権啓発を充実させる際に、ご意見を参考にさ
せていただきます。

6
58,
102

1-4
5-1

今回の中学校のいじめ問題は野々市市民の１人としてとてもショックな出来事でし
た。まだ真相は明らかではなく時間のかかる問題ではありますが、今後もこの問題
に市がどう向き合ってどう解決してそれを教訓として生かして行けるのかは大きな
課題であると思う。
複雑でデリケートな問題ではありますが、個人的には、例えば「いじめを絶対許さ
ない市」宣言できるよ様な状況になってほしい。

　ご意見として受け止めさせていただきます。

7
65,
66

2-2

自分の経験談ですが・・・
子供が学校でケガをして、夜、体調が急変して、夜間子供救急に連絡。自宅近く
の病院を紹介してもらったが、総合病院でも断られて、子供救急センターと病院な
どを自分で何回も連絡して、１時間30分後に病院が決まり、そこからも１時間はま
たされて、深夜１時まで病院にいました。急変した子供を見ながらTELのやりとりの
苦痛と不安、医療現場の連携の乏しさを感じました。野々市は人口が増え、それ
も若い年齢の方が多い小さな子をかかえる親が不安にならない野々市市になっ
てほしいです。南ヶ丘病院も移転して、医療が充実した街作りも必要と感じまし
た。

　ご意見を踏まえまして、次のとおり修正し、取り
組んでまいりたいと考えております。

　取組概要②を次のとおり修正いたします。
「②適切な医療機関受診のための環境づくりと普
及啓発
　市民が適切に医療を受けられる環境づくりに取
り組むとともに、市民一人ひとりが・・・」

　また、主な事業に次の事項を加えます。
「・石川中央都市圏による金沢広域急病センター
の共同運営」
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NO ページ
項目

(施策番号)
取組概要
の番号等

ご意見等の内容 市の考え方

8
66,
67

2-2

食育に関する事業への記述があってもよいのではないでしょうか。食と健康は
切っても切り離せないものです。石川県立大学ではそういった食に関する講義も
取り扱っています。学生等を巻き込みつつ、市民との関わり合いを作れるような活
動も考えてみてもよいかと思います。

　取組概要①「こころとからだの健康づくり支援」
において、大学や食に関するボランティア団体、
生産者、地域住民等と連携・協働し、市民のライ
フステージに応じた食育の事業に取り組んでまい
ります。

9
96,
112

4-2
6-2

都市化の進んでいる野々市地区ですが、自然環境の保全や生物の生息地の保
全に努めていただきたいと思います。
子供達が春には田んぼでオタマジャクシを見たり、夏にはセミを秋にはトンボを追
いかける自然・田んぼ・緑地を残してあげたい
治水対策の側面も　あると思います

　田畑の保全については、97ページ取組概要①
「市内における自然環境の保全」や、123ページ
取組概要②「関係団体との連携による農業振興
と地産地消の推進」において取り組んでまいりま
す。

10
92，
99

4-1
4-3

環境問題について
世界中が注目している分野だと思います。コンパクトシティーだからできる目標を
出し、目標を明確に市民に実践してもらえたらと考えます。
例　脱炭素　温暖化が進み、気候変動が起る。なぜ？
　　　　　　　　①ゴミ問題　生ゴミ、可燃ゴミ、不燃ゴミ
　　　　　　　　　　出さない＋増やさない
　　　　　　　　　　＝２Rする　※３Rより２Rを個人的にすすめたいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なぜならリサイクルは困難

　　　　　　　　　　生ゴミ
　　　　　　　　　　・生ゴミをコンポストなど“肥料”←農業として利用
　　　　　　　　　　　（県大と協力）　市民で協力
　　　　　　　　　　・食ロス　子ども食堂、フードバンクで利用

　　　　　　　　　　可燃ゴミ、不燃ゴミ　クルクル交換、必要な方に渡す
　　　　　　　　　　ボランティア、ＮＰＯに協力
　
　　　　　　　　　　小さな時から、２Ｒをあたりまえにしてしまう社会（学びの場を作る）

　92ページ施策番号4-1「環境負荷の少ない社
会の構築」や、99ページ施策番号4-3「循環型社
会の形成」において、環境問題やごみ減量に向
けた普及啓発活動に取り組んでまいります。
　また、いただいたご意見の内容につきまして
は、具体的な事業内容を検討する際に参考にさ
せていただきます。

11 102 5-1

学校教育の充実（102ページ）
21世紀の子ども 教育の最大課題は、GIGA スクール と考えます。大競争が始まる
21世紀のSociety5.0社会に生きる子どもたちはICT を駆使して、この社会で成功
して欲しいものです。この取り組みをなんらかの形で、計画書に反映して頂きたく
思います。

　ご意見の内容につきましては、104ページ取組
概要④「安心、快適な学習環境づくり」において
環境整備を図り、取り組んでまいります。
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NO ページ
項目

(施策番号)
取組概要
の番号等

ご意見等の内容 市の考え方

12 103 5-1 ②

６行目
　「読書活動を通じて、豊かな人間性・・」とありますが、学校教育の充実という包括
的な内容のなかで「読書活動」と限定するのには抵抗があります。
  「読書活動など」とするか「・・・や読書活動などを通じて」がよいのでは

　取組概要②「豊かな人間性をはぐくむ教育の推
進」の６行目を次のとおり修正いたします。
「体験学習や読書活動などを通じて」

13 103 5-1 ②

９～１０行目
  「不安や悩みに関する相談・支援体制」とありますが「関する」が強くあたります。
教育相談などでは「不安や悩みに寄り添う相談・支援体制」のような言い方をして
いると思います。

　ご意見のとおり修正いたします。

14 106 5-2

みんなで取り組む青少年の育成（106ページ）
・あいさつ運動は“5万人あいさつ運動”が提唱されていましたが、これを継続して
頂きたいです。特に、小中高を中心に、子ども たちの挨拶レ ベルで、いじめの有
無を判断し、また挨拶で町内の連帯を高めたいです。
・子ども と大人のまちぐるみ美化清掃、定着させたいです。一過性のプランター設
置に終わらず、ゴミ拾い、高橋川の生物観察までゆきたいです。
・アダプトプログラムもこれとリンクさせて、市民総出で草刈りゴミ 拾い ディを 設け
て、美しい野々市にしませんか。

　「あいさつ運動」、「子どもと大人のまちぐるみ美
化清掃」につきましては、107ページ取組概要③
「学び合う、支え合う地域社会づくり」において取
り組んでまいります。
　また、ご意見の内容につきましては、該当する
分野の個別の計画や具体的な事業内容の検討
の際に、参考にさせていただきます。

15 106 5-2
現状と課
題

４～６行目
　「学校では」、「家庭や地域からは」が主語なのか、ちょっとわかりにくくないです
か。
  「学校は地域住民や保護者と力を合わせて・・・とともに、家庭や地域は必要な
人材や資源を学校に提供するなど、・・」

　次のとおり修正いたします。
「学校は、地域住民や保護者と力を合わせて学
校運営に取り組むとともに、家庭や地域は、必要
な人材や資源を学校に提供するなど、学習活動
に積極的に参画することで、学校と地域が一丸と
なって子どもたちの成長を促していくことが求めら
れます。」

16 107 5-2 ②
　主な事業の中に、「子どもたちの町内会や子供会事業への参加」等の文言が必
要なのではないですか。社会参加についてなので。

　ご提案の内容につきましては、取組概要③「学
び合う、支え合う地域社会づくり」において、子ど
も会等の支援に取り組んでまいります。
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NO ページ
項目

(施策番号)
取組概要
の番号等

ご意見等の内容 市の考え方

17 109 5-3

生涯学習の充実（109ページ）
大卒比率と地域所得は正の相関があります。2010年・東京都は大卒比、25.1で1
位、石川県は15.2で19位、金沢市、野々市市は19.0です。
ICT技術の進歩の早い時代、学問理論も変化に晒されています。市主催の“こと
ぶき大学 ”などの充実はもとより、若い市の職員の方々も変革を求められます。放
送大学、Jmoocや金工大、県立大などのコンソーシアム教育を野々市でも誘致し
て欲しいです。

　ご意見の内容につきましては、該当する分野の
個別の計画や具体的な事業内容の検討の際
に、参考にさせていただきます。

18 109 5-3
現状と課
題

　５行目から１０行が一文になっていますが、長すぎませんか。
　「各地区にある・・・多く存在しているようです。」「これらの活動の活性化・・・。」に
分けられると思います。

　次のとおり修正いたします。
「各地区にある・・・多く存在しています。このよう
な状況にあるサークルの活動の活発化を・・・。」

19 109 5-3
現状と課
題

また、８～１０行目
  「興味を示した市民を引き込む仕掛けをつくり、また、若者から・・・学び合う機会
をつくることが必要です。」を
  「興味を示した市民を引き込む仕掛けをつくり、若者から・・・学び会う機会に繋
げることが必要です。」
　ではいかがでしょうか。

　ご意見のとおり修正いたします。

20
109,
112

5-3
5-4

現状と課
題

サークル活動のメンバー固定化、高齢化等の問題はコロナ禍で活動休止状態等
で、よりダメージを受けているし、文化、芸術活動伝統芸能に至るまで、コロナの
影響はかなり深刻な分野がある。回復するには今後数年の時間と大きな努力が
必要。
「現状」にコロナの影響を書き入れる必要があるのでは、と思う。（じょんから祭り、
椿まつりの２年中止等々影響は大きかったと思われる）

　新型コロナウイルス感染症拡大は、様々な分野
に影響が及んでいることから、各施策において、
25ページの野々市市を取り巻く社会動向を踏ま
え、取り組むこととしています。
　このことから、各施策における記載については
最小限としております。

21 111 5-3
「めざす
姿」に向
けて・・・

   【関係人口・・・】
　「生涯学習の機会」が野々市市の魅力アピールにつながるのでしょうか。
  例えば、「大学との連携により充実した生涯学習」を通じて・・なら納得できるか
な。

　次のとおり修正いたします。
「カレードやカミーノなどの魅力ある生涯学習環
境や、大学との連携などによる充実した生涯学習
の機会があることをアピールする。」に修正いたし
ます。

22 114 5-4
「めざす
姿」に向
けて・・・

２行目
　「・ホームページなどで、野々市市の歴史や文化について情報を発信する。」
  上の文に「子どもに野々市の歴史や伝統文化を伝え・・・」とあるのにと思いまし
た。

　「・ホームページなどで、野々市市の歴史や伝
統文化について情報発信する。」に修正いたしま
す。
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NO ページ
項目

(施策番号)
取組概要
の番号等

ご意見等の内容 市の考え方

23 115 5-5 めざす姿

３～４行目
　「幅広い世代の市民が、スポーツイベントやスポーツ団体の活動への参加や、プ
ロスポーツ選手との交流などを通じて、人と人とのつながりを育むことができる　街
ををめざします。」
  街やマチなどのしたほうがピンとくるかと思いましたが、計画書全体との関係もあ
ります。

　「幅広い世代の市民が、スポーツイベントやス
ポーツ団体の活動への参加、プロスポーツ選手
との交流などを通じ、・・・」に修正いたします。
　計画書全体で表記を統一するために、「まち」と
表記させていただきます。

24 116 5-5 ③

６行目
　「多様化」が、何の多様化なのかがわかりませんでした。それで、例えば、５～６
行目にかけてこのような文にしてはいかがでしょうか
　「また、体育施設の老朽化やスポーツ人口の増加と希望されるスポーツ需要の
多様化に対応するため・・・･」

　次のとおり修正いたします。
「また、スポーツ施設の老朽化への対応を進める
とともに、スポーツ人口の増加や、スポーツ需要
の多様化に対応するため、新たなスポーツ施設
の整備を行います。」

25 117 5-5
「めざす
姿」に向
けて・・・

【関係人口・・・】
  ２行目　「催事の魅力、知名度」を「催事の魅力度、知名度」としてはいかがでしょ
うか。

　「イベントの魅力度や知名度を向上させる。」に
修正いたします。

26 126 6-3 ①

「女性や若者に向けた創業支援」とあるが、女性と限定する必要があるか、少し疑
問に思う。
施策３の「めざす姿」においては「多様な働き方」、「誰もが働きやすい」とあり、取
組概要①にも「誰もが自分らしい働き方ができる」とある。
野々市市は多様性を重んじたまちづくりをしていると認識しており、基本目標６自
体「みんなが働きたくなる…」とあることから、男女問わず創業支援を行うことが望
ましいと考える。
多様性の面からも、新たな産業の創出の面からも、事業としては、年齢や性別を
特に限定する必要があるのかどうか、ひとつの意見として提出したい。

 　取組概要①主な事業の２行目を次のとおり修
正いたします。
「多様な働き方を後押しする創業支援」

27 126 6-3
③

成果指標

大学生の定住促進を行うとあります。であるならば、県外出身大学生の県内就職
者割合も成果指標に加えた方がよいのではないでしょうか。また、県外出身者の
県内就職に対するイメージなど現状どういった課題があるのか把握に努めてもよ
いのかもしれません。

　ご提案の成果指標につきましては、近隣市町で
構成する石川中央都市圏における「第２期石川
中央都市圏ビジョン（令和３年度～令和７年度）」
において同様の指標を設定し、施策に取り組む
こととしております。
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28 133 7-1
「めざす
姿」に向
けて・・・

野々市市ってこんなまちだったと思い出せるような美しく印象的な街並みを作って
いく
①残念なことに、道路の花だんが草だらけ。神戸市のように、花と緑のまち推進セ
ンターの活動を野々市市でできないものか？
せっかく県立大学があるのだから。市民の緑化の意識レベルを挙げる取り組みが
必要。

　132ページ取組概要①「魅力ある市街地と良好
な住環境の創出」および取組概要②「憩いと安心
に満ちた緑の空間づくり」において、ご意見の内
容も参考にさせていただきながら取り組んでまい
ります。

29 全施策共通
現状と課
題

各現状と課題の部分で具体的な数値、或は傾向等を示したら良い。知りたい、と
思われる部分がある。
例えば
1-1「協働」という言葉の意味とその必要性を市民がどのくらい理解しているのか？
理解度、受け入れ度。（これは改めて調査しなければならない事かもしれません
が）
1-3野々市市に住む外国人の数
2-4児童虐待・貧困の実態或は件数等
5-1いじめ・不登校の実態　多いのか少ないのか　件数等
7-1空き家の数
等々

　冊子を作成する際に、現状の数値や傾向等が
わかるよう掲載したいと考えております。

30 その他
見る人が見やすいレイアウト、フォントを使うべき　現状は30字で改行されており、
単語途中での改行が見にくい点がある。

　冊子を作成する際に参考とさせていただきま
す。

31 その他
最終的には、現行の総合計画と同じサイズになるのか？サイズも含めて見やすい
ものとすべき。

　携帯のしやすさ、読みやすさなどを勘案し、現
行計画と同じサイズを予定しております。

32 その他
「新型コロナウイルス感染症」という文言は「新型コロナウイルス感染症」と「感染
症」で区別して利用してはどうか？
 （新型コロナウイルスが将来的に収束した場合でも文言を修正せずに済むように）

　77ページにて、「新型コロナウイルスを含めた感
染症」を意味する語句は「感染症」と表記するな
ど、ご提案いただきました視点に基づき表記して
おります。

33 その他

Ｑ１．市としてどんな野々市ファンを増やしたいのか具体的に知りたいです。
→そこが明確になると何に予算をきちんと使い、どのくらいまでに何をするのかが
決まり、ＮＰＯやボランティアさんの力を貸してもらい、市のイメージupすることがで
きると思いました。

　41ページに「野々市市に関わりを持ち、応援し
てくれる人」と記載した上で、詳細は、各分野や
各事業において取組を検討し、必要に応じて予
算計上や関係団体との連携を図ってまいります。
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