「日野町人口ビジョン（案）」および「日野町くらし安心ひとづくり総合戦略（案）」
に対するパブリックコメントの実施結果

「日野町人口ビジョン（案）」および「日野町くらし安心ひとづくり総合戦略（案）」に対するパブリックコメント（住民意見募集）の結果な
らびに寄せられたご意見の概要とそれに対する町の考え方をお知らせします。
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

１

意見募集期間
・平成 27 年 9 月 25 日(金)

から

10 月 24 日(土)まで

２

公表資料の閲覧
・企画振興課（役場 3 階）、町政情報コーナー（役場 1 階）、各地区公民館に備え付け縦覧。
・町ホームページに掲載。

３

提案方法
・書面提出：意見書を直接提出または郵送、ＦＡＸ、電子メールにより住所・氏名・電話番号を明記のうえ提出。

４

意見の提出（意見提出者数）
・２４件
1

５

意見の反映状況
【日野町人口ビジョン（案）に関する反映状況】
意見に対する反映状況

件数

(1)案を修正したもの

０件

(2)案を修正しなかったもの

７件

内、既に案に記載済みのもの

(A)

内、具体的な要望事項であり、施策の取り組
みの内容に含まれているもの
(B)
合

計

２件
５件
７件

【日野町くらし安心ひとづくり総合戦略（案）に関する反映状況】
意見に対する反映状況

件数

(1)案を修正したもの

４件

(2)案を修正しなかったもの

１３件

内、既に案に記載済みのもの

(A)

内、具体的な要望事項であり、施策の取り
組み内容に含まれているもの
(B)
合

計

１件
１２件
１７件
2

６

意見の概要と町の考え方
・寄せられたご意見の内容と、それに対する町の考え方は次のとおりです。なお、下表の分類欄の符号は、上記の反映状況の区分
に対応しています。

【日野町人口ビジョン（案）を修正しなかったもの】
№

1

2

箇所、頁、行等
現
状
意見・提案等
意見・提案等に対する反映状況
分類
５ページ
パターン 1（日野地区）では、増
３パターンあるが、総合戦略でパ
人口が減少している地区（パターン （２）
（２）地区別の人口の推 加がみられ、パターン 2（東桜谷地 ターン２の対策が積極的でないと ２）への対策としては、総合戦略の基本 （Ｂ）
移
区、西桜谷地区、西大路地区、鎌掛 思う。
方針①では、施策９「若者等の就職相談
地区、南比都佐地区）では、一貫し
窓口の窓口」、基本方針②では、施策６
て減少が続き、パターン３（必佐地
「伝統文化等後継者育成の促進」により
区）では、横ばいとなっています。
町に誇りをもつことや、施策７「定住支
援相談窓口の整備」、施策８「空き家を
活用した定住促進」などの施策を複合的
に実施することにより移住・定住促進に
取り組んでいきます。また、農村集落の
空き地に新たに住宅が建てられるよう
に、都市計画法の規制緩和に向けて関係
機関への働きかけを進めています。
８ページ
日野町の合計特殊出生率は、概
全国、滋賀県平均をこえても、満
５４ページの将来展望人口では、平成 （２）
イ）合計特殊出生率の推 ね全国平均を上回っています。
平 足してはダメ。２．０７を目指すべ ５２（２０４０）年に、合計特殊出生率 （Ａ）
移
成２6（2014）年についても、 き。
を２．０７にし、以降維持することによ
全国平均および滋賀県平均を上
って安定した人口維持を見通していま
回り、日野町の合計特殊出生率
す。

は、1.59（独自推計）となって
います。

3

１３ページ
地域別に転入数から転出数を 転出先と比べ、何が丌足している
総合戦略の施策を実施するなかで、転 （２）
エ）日野町との地域別人 引いてみると、直近４年間（平成 か、よく考えるべき。転出先の魅力 出理由の多くが仕事の都合や結婚のた
（Ｂ）
口移動の状況
23（201１）～2６（201４） は？
めによるものとなっていますが、引き続
年）の県内市町別の移動状況で
き分析等を進めていきます。
3

4

は、甲賀市、東近江市、近江八幡
市、草津市、栗東市、湖南市に対
して大きく転出超過となってい
ます。また、県外では、東京都、
大阪府、奈良県、愛知県に対して
転出超過となっています。
２２ページ
一方、
「日野町の丌満なところ」 交通の便の何が、具体的に調査し
住民意識調査の交通体系の整備では、 （２）
ク）転出者の日野町に対 では、「交通の便」が 83.3％と た方がよい。電車？山道が多い？
「交通機関の利便性向上」、「交通網の （Ｂ）
する評価
最も多く、次いで「買い物などの
改善」について多くのご意見をいただい
日常生活」が 34.6％となってい
ています。移動手段として鉄道も含めた
ます。
交通網の充実が求められていると分析
しています。

２４ページ
次に「日野町の丌満なところ」 日常生活、交通の便は、甲賀市と
交通の便では、甲賀市にはＪＲの駅が （２）
ク）転出者の日野町に対 で多い、「交通の便」と「買い物 何が違うのか、調べましたか？
５箇所あることや駅周辺の宅地開発と
（Ｂ）
する評価
などの日常生活」と回答された方
大型店の進出が大きな要因と考えられ
が、どこへ転出されているのかを
ますが、総合戦略の施策を実施するなか
みると、「交通の便」が丌満と回
で、引き続き分析を進めていきます。
５

答した方は、甲賀市、東近江市、
近江八幡市、大阪府、京都府、兵
庨県への転出が多くなっていま
す。また、「買い物などの日常生
活」では、が丌満と回答した方は、
甲賀市、草津市、湖南市、大阪府
への転出が多くなっています。
4

３３ページ
（２）高校生（日野高校）
の定住意向
ア）将来も「今、住んで
いるところ」に住みたい
か
６

全般
７

高校生の定住意向をみると、日
高校生は、将来を決める重要な時
いただいたご意見のとおり、子どもの （２）
野町在住者は、「どこかへ移り住 期。親や周囲が、日野町の良い所を ころから日野町の良い所を知り、誇りを （Ｂ）
みたい」が 34.9%最も多く、次 伝えきれていない。地域学は必要。 もつことは大切なことと考えています。
いで「一度は町外へ出てみたい
このことから総合戦略では、生涯学習の
が、戻ってきたい」が 31.4%と
学びを通じて、子どもや地域の人々が日
なっています。
野町の良さを知るために、基本方針②で
日野町以外在住者と比較すると、
は、施策６「生涯学習の機会の充実」、
将来的に住みたい割合（「ずっと
基本方針④では、施策５「異分野・多世
住み続けたい」と「一度は町外へ
代交流の創出」、施策６「学びの機会の
出てみたいが、戻ってきたい」の
充実」のなかで取り組んでいきます。
合計）は、日野町在住者の方がや
や多く、日野町への愛着が少し強
いと考えられます。
文字と文字の間が狭いので読み
文字間隔については標準の設定とし
（２）
にくいです。もう少し間隔を広げて ていますので、現状のままとしました。 （Ａ）
もらえると有りがたい。

5

【日野町くらし安心ひとづくり総合戦略（案）を修正したもの】
№

１

２

箇所、頁、行等
現
状
意見・提案等
１ページ
この総合戦略は、まち・ひと・しご
人口ビジョンに対する総合戦略
１．総合戦略の位置づけ と創生法（平成２６年法律第１３６ の関連性がわかりにくいです。
号）に規定される市町村まち・ひ
と・しごと創生総合戦略とし、平成
２７年度からの５年間の基本的な
方向と施策の取り組みを定め、もっ
て安心して暮らせる地域をつくり、
その地域の魅力で交流人口および
定住者人口を増やしていくことに
より、持続発展可能な地域をつくる
ために策定しました。

意見・提案等に対する反映状況
分類
総合戦略の位置づけの部分に、「日野 （１）
町人口ビジョン」との関係を追加いたし
ます。

３ページ
平成２３（2011）年から１０年
２）第５次日野町総合計 間を計画期間とする「第５次日野町
画との関連
総合計画」は、町内７地区および各
種団体とのまちづくり懇談会など
の意見を踏まえ、日野町総合計画懇
話会において人口減少、少子・高齢
化を見据えて、住民の叡智を結集し
策定しました。
この総合計画にある、雇用、子育て、
介護、防犯・防災、自治活動などの
多岐にわたる施策については、既に
取り組みを進めていることから、そ
の取り組みと総合戦略とを関連付
けることにより、より効果を高めて
いきます。

平成２３年度から取り組んでいます （１）
第５次日野町総合計画につきましては、
本年度に５年目を向かえることから、そ
の到達点と残された課題を、公募委員を
含めた総合計画懇話会で点検をいただ
いているとことです。点検の結果につい
ては公表を予定しています。今回の総合
戦略は、人口減少、少子・高齢化に特化
して、既に取り組みを進めています第５
次日野町総合計画と関連付けることに
よって、その効果を高めることを目指し
ています。また、総合戦略につきまして
は、図表等を追加するなど工夫いたしま
す。

総合戦略は、５年前に作成された
ものが、あると思うのですが、その
結果はどうなっていますか？今回
の新しい総合戦略だけを見てもま
ったく分かりません。非常に読みに
くいし、それまでの経過からの延長
上に、目標があるように見えませ
ん。町民が、だれでも（子供も含め
て）分かるような資料を作ることは
必要です。

6

全般

１０ページ以降の表ですが、枠線
いただいたご意見のとおり、施策の区 （１）
を工夫して見やすくして欲しい。区 切りの枠線を工夫します。
切りが分かりにくいです。

全般

空きスペースに写真があれば、も
っと見たくなる資料になると思い
ます。

３

４

7

いただいたご意見のとおり、空きスペ （１）
ースに写真を追加します。

【日野町くらし安心ひとづくり総合戦略（案）を修正しなかったもの】
№

箇所、頁、行等
１ページ
２．町の役割

現
状
意見・提案等
町は、人口減少を克服するため、 地方創生の要は各地域、地区で
住民に身近な地方公共団体とし
ある。もっと公民館の活用を。公
て、人口減少と少子・高齢化の現 民館は町の施設です！！
状と課題を住民と共有し、集落機
能と地域コミュニティを維持して
いくために共に考え、地域の特色
や資源を活かし、地方創生に資す
る施策を実施します。このことに
より、住民の自治の力を高めてい
き、自主的なまちづくりを進める
ひとをつくり、さらに地域内経済
循環を活性化することで持続発展
可能な安心して暮らせる地域をつ
くることをめざします。

意見・提案等に対する反映状況
分類
公民館の活性化については、大変重 （２）
要と考えています。既に第５次日野町総 （Ｂ）
合計画では、次代に対応した公民館づく
りが盛り込まれています。総合戦略は、
第５次日野町総合計画と関連付けによ
りその効果をより高めるため、地方創生
の部分に特化したものとして策定して
います。
この総合戦略では、公民館を活性化し
ていくには、地域で子どもを育てる気風
や地域の人々とともに、地域の課題に気
づき、学習していく必要があることか
ら、基本方針②では、施策６「生涯学習
の機会の充実」、基本方針④では、施策
５「異分野・多世代交流の創出」、施策
６「学びの機会の充実」のなかで取り組
んでいきます。

１２ページ
施策１
「体験型観光の推進」

・（一社）近江日野交流ネットワ
ークによる農村生活体験と民泊の
受入により、交流人口の拡大を図
ります。さらに、近江日野商人の
教えを活かしながら大学・企業等
の研修受入に取り組みます。
・棚田ボランティアなどの農業体
験を通じて、交流人口の拡大を図
ります。

教育旅行による農村生活体験は、青少 （２）
年の健全育成教育に寄不するとともに、 （Ｂ）
地域の人的・経済的活性を図るために取
り組んでいます。この農村生活体験を通
じて、日野町の魅力を伝えるとともに、
住民の誇りを醸成していくことで、日野
町に関心を持っていただき、住民との交
流を深めることで、将来の移住につなが
ると考えています。
そのために総合戦略では、日野の魅力
を伝えるために、基本方針②では、施策
３「日野の「たから」情報発信の推進」、

1

２

民泊で、将来の移住につながる
とは思えない。具体的にどうすれ
ば、体験者は移住してくる？現状
では無理でしょう。

8

移住促進のために、施策７「定住支援相
談窓口」、施策８「空き家を活用した定
住促進」などにより、総合的に取り組み、
移住と定住の促進につなげていきます。
１３ページ
施策５
「伝統文化等後継者育成
の促進」

・町内各地域の伝統文化や歴史資
産を知る講演会や体験学習会など
により、伝統文化等の学習と啓発
を行い、後継者育成を支援すると
ともに誰もが誇りをもって、日野
町を紹介できる気風をはぐくみま
す。
・町史ダイジェスト版と小学校社
会科郷土学習資料「わたしたちの
日野」を活用し、地区の行事や歴
史、しきたりや伝統を知ることで
郷土愛を育み、様々な世代が連携
した地域づくりを支援します。

小中学校の授業に組みこんで
は？きっと将来につながる。民泊
よりはよいはず。

社会科の授業や総合的な学習の中で、 （２）
町史ダイジェスト版（今年度発刊予定） （Ａ）
と郷土学習資料「わたしたちの日野」を
活用し、地域行事や歴史、しきたりや伝
統文化を知る学習を進めていきます。

１３ページ
施策６
「生涯学習の機会の充
実」
１９ページ
施策６
「異分野・多世代交流の
創出」
「学びの機会の充実」

・公民館をはじめとする社会教育
施設において、入門的な学級・講
座の開設等により、幅広い層を対
象とした学習活動を促進します。

地方創生のカギをにぎるのは各
地域の公民館です。もっと住民、
地域に根ざした分かりやすい施策
も必要かと。今こそ、社会教育の
力が求められていると思うので、
公民館の活用について、公民館が
あるべき姿も、示して欲しいです。

公民館の活性化については、大変重要 （２）
と考えています。この総合戦略の各施策 （Ｂ）
を具現化していくには、地域で子どもを
育てる気風や地域の人々とともに、地域
の課題に気づき、学習していく必要があ
ることから、基本方針②では、施策「生
涯学習の機会の充実」
、基本方針④では、
施策「異分野・多世代交流の創出」
、
「学
びの機会の充実」により、取り組みを進
めていきます。

３

４

9

１５ページ
施策１
「出会いの場の創出」

重要業績評価指標（KPI）
カップル成立数
基準値(H26) １７組
目標値(H31) １００組

１５ページ
施策２
「産み育てやすい環境の
充実」

・安心して出産ができるように、
妊婦の健康の充実と経済的負担の
軽減を図ります。
・丌妊治療を受けている夫婦に対
して治療費の一部を補助すること
により経済的支援を行います。

１５ページ
施策２
「産み育てやすい環境の
充実」

・安心して出産ができるように、
妊婦の健康の充実と経済的負担の
軽減を図ります。
・丌妊治療を受けている夫婦に対
して治療費の一部を補助すること
により経済的支援を行います。

１７組/１００組は少ないので
は？これは、結婚した数字か？も
っと力をいれるべき。

５

６

７

産婦人科をつくればよい。

町が補助金を出してでも、町に
産婦人科を作るべき。近くにない
と丌安で仕方ない。

10

この基準値の１７組は、平成２６年度 （２）
に町が５回の婚活イベントを開催し、計 （Ｂ）
９４名の参加をいただき、成立したカッ
プル数になります。婚活イベントについ
ては、試行錯誤を繰り返し開催してお
り、カップルの成立数が伸び悩んでいる
状況にあります。このことから、町の取
り組みだけでなく、公民館などを中心に
地域での開催など、その取り組みを広げ
ていくことによって、目標値の１００組
（累計）が達成できると考えています。
産科医の丌足については、日野町だけ （２）
の問題でなく、滋賀県下の全市町の問題 （Ｂ）
となっています。このことから、滋賀県
の保健医療計画の中で位置づけ、取り組
みを進めていきます。

産科医の丌足については、日野町だけ （２）
の問題でなく、滋賀県下の全市町の問題 （Ｂ）
となっています。このことから、滋賀県
の保健医療計画の中で位置づけ、取り組
みを進めていきます。

１８ページ
基本目標

（４）くらしやすい地域とつなが
り、安心して住み続けられるまち
をつくる

くらしやすい地域とは、いったい
どんなものか？一くくりにできな
いものではないか？施策も内容も
固すぎる気がします。上から「や
れ」で話がすすむほど簡単なこと
ではないでしょう。

いただきましたご意見のとおり、くら （２）
しやすい地域とは、一つの施策を実施す （Ｂ）
れば実現するものではないと考えてい
ます。そのことから、基本目標④「くら
しやすい地域とつながり安心して住み
続けられるまちをつくる」では、「地域
福祉活動の推進」、「コミュニティビジ
ネスの創出」、「障がい福祉サービスの
充実」、「犯罪・事故のないまちづくり
の推進」などの多岐にわたる施策に取り
組むことにより、安心・安全なまちをつ
くることと考えています。また、町だけ
での取り組みでは、実現していくことは
難しいと考えていますことから、「進取
のまちの推進」として地域住民による自
主的なまちづくりなどを促進すること
をめざしています。

２１ページ
重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）の検証

基本目標および施策ごとの重要
業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、
効果検証することにより、総合戦
略に基づいた施策の成果について
検証結果を踏まえた施策の見直し
や総合戦略の改訂を行う PDCA
サイクルの確立を図ります。

ＰＤＣＡで施策を回すのは良い
ことですが、１サイクルを回す期
間はどの位でしょうか？１箇月に
１回進捗を確認されるのでしょう
か？１年に１回では、少な過ぎま
す。１年後に「出来ていません」
と言わせないように、フォローを
お願いします。

国の例示では、重要業績評価指標（Ｋ （２）
ＰＩ）の検証については、１年等に１回 （Ｂ）
の期間を設定することとしていますが、
町では年度途中にも実施し、半年に１回
検証を行う予定をしています。

８

９
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２１ページ
重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）の検証

今まで、ダメになった施策がある
と思うのですが、反省点は活用さ
れていますか？そこを反省する部
署を作ったりしても、いいかもし
れません。総合戦略を見ても、前
回の達成状況が全くわかりませ
ん。すでに、ＰＤＣＡで回せてい
ないとは、感じませんか。

これまで個別施策についての目標値 （２）
設定ではなく、町の施策全般にわたり、 （Ｂ）
重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、
ＰＤＣＡサイクルによる検証に取り組
むのは今回が初めてとなります。今後、
このＰＤＣＡサイクルを確立すること
で、施策における取り組みの改善等を行
っていきます。

全般

人口ビジョンは正確なデータで
すので、もっともっと追求しても
良いと思います。特に悪かった点
について、素直に認め、改善する
ことに力を入れてください。「老
後の暮らしやすさに丌安を感じ
る」のは、現状の老年の方たちを
見ているからではないのか？老年
の方たちが、良い扱いを受けてい
て、住み良いのなら、現在の若い
方たちも良い印象を持たれている
はずだと思います。

いただいたご意見につきましては、総 （２）
合戦略の施策を実施するなかで、引き続 （Ｂ）
き分析を進め、取り組んでいきます。

全般

高校生たちの望む日野町の姿は、
その姿を目指すことが大切なので
はなくて、現状がすばらしいと思
ってもらえるような教育（親にも
教育）が必要だと思います。その
ためにも、地域性に富んだ、各地
区への取り組み（公民館の事業等）
にもっと力を入れても良いかと思
います。町の方で、やりたい事が
１００あっても、住民には３０位

地域性に富んだ公民館事業等による （２）
特色ある地域づくりは、大変重要と考え （Ｂ）
ています。公民館を、さらなる活動・交
流の場としていくには、住民、公民館、
町が二人三脚で、住民が学びあい、自ら
まちや文化を創造していく風土を高め
ていく必要があるとことから、基本方針
②では、施策６「生涯学習の機会の充
実」、基本方針④では、施策５「異分野・
多世代交流の創出」、施策６「学びの機

10
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基本目標および施策ごとの重要
業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、
効果検証することにより、総合戦
略に基づいた施策の成果について
検証結果を踏まえた施策の見直し
や総合戦略の改訂を行う PDCA
サイクルの確立を図ります。

12

しか伝わってきません。きっと、 会の充実」により取り組みを進めていき
手がとどかないと思います。その ます。
中間にある公民館に事業委託する
位の気もちで取り組んでほしいで
す。町には、町でしか出来ない事
があるはずです。優秀な人材も多
いはずですので、ぜひがんばって
戦略を立てて頂きたい。５年後に、
全ての目標値（Ｈ３１）を達成し
ていることを期待しています。
全般

この（案）が、閲覧方法が少なす
ぎるのでは？これほどしか、意見
をつのっていないのに。「町民の
意見を反映しました」とは言えな
いでしょう？
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総合戦略（案）は、各地区公民館での （２）
懇談会などを経て、日野町総合計画懇話 （Ｂ）
会での検討と議論を踏まえて策定され
た第５次日野町総合計画をベースとし
て策定されています。
今回の総合戦略の策定にあっては、パ
ブリックコメントまでに、公募委員を含
む日野町総合計画懇話会で、第５次日野
町総合計画にある施策を一つずつ確認
しながら、人口減少と少子化・高齢化に
対するご意見をいただき、総合戦略の施
策へと反映しています。また、産業・金
融機関やマスメディアなどの専門分野
の方々、町議会の人口減少対策特別委員
会および地域経済対策特別委員会から
多くの意見をいただき策定させていた
だいています。総合戦略の実施段階に入
りましても、引き続きみなさまからのご
意見をうかがい、必要に応じて総合戦略
の見直しを実施していきます。

