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令和２年度第２回市民WGのまとめ 

「市民の役割と地域・団体・事業所等の役割を提案しよう！」 

基本目標１：健やかに暮らす（仮） 

◆「地域福祉」は、高齢者福祉や障害者福祉、児童福祉の上位概念であるので、基本目標として

はどうか。最低限、施策の順番を変えてはどうか。（施策４、施策１、施策２，施策３のよう

に） 

 

施策１ 子育て・子育ち支援 ～安心して子育てができる環境をつくります～ 

  

★「市民の役割」⇒子どもの役割を盛り込む。例えば、「家族や友達と仲良くします。」子ども同

士が問題を解決する能力が低下しているように思うので、そのような能力を高めるような趣旨

の事項を役割に盛り込んではどうか。 

★「地域・団体・事業所等の役割」⇒子ども目線の役割を加えてはどうか。 

◆高齢者と子どもの交流可能な組織づくりを施策に盛り込んではどうか。 

◆食品ロスをなくすため、フードドライブを通じて子ども食堂の運営を支援していくような施策

の記述や「市民の役割」への記述を。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○子どもの心や身体の健康に配慮し子どもを育てま

す。 

○身近な子どもや子育て家庭に声掛けを行うなど社会

全体で子どもを守り、育てるという意識を持ち、行動し

ます。 

○地域団体やＮＰＯ等の市民活動団体、教育・保育等

の事業者は、連携して子育てを支援し、子どもの成長

を見守ります。 

〇企業は、仕事と子育てが両立できる働き方ができる

ように努めます。 

○子育てをする家庭を地域※地縁型コミュニティで見守

り、寄り添います。 

 

施策２ 
高齢者福祉・介護保険～高齢者がいつまでも元気で安心して暮らせるよう支援します～ 

 
  

◆くるりんばすの小型化を！！⇒ワゴン車にしてガソリン代の節約、名鉄バスでは大きすぎるし、

ステップが高くて乗降しにくい。東郷町のバスは小型化して、

日進市民でも 65歳以上ならば無料で利用できる。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と

生きがいを生み出すよう努めます。 

○市民は、生涯を住み慣れた身近な地域で健康に生

活できるよう、地域のコミュニティに参加し、健康づくり

に心がけます。 

○地域団体、ＮＰＯ、ボランティア、民間企業等は地域

における支え合い体制づくりの構築のため、互いに連

携・協力するように努めます。 

○地域団体や NPO 等の市民活動団体は、高齢者が生

涯住み慣れた身近な地域で健康に生活ができるよ

う、地域のつどいの場等を提供し、高齢者の社会参加

を促すよう努めます。 

 

資料－２ 
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施策３ 障害者・障害児福祉 ～障害者福祉の充実を図ります～ 

  

★「市民の役割」⇒当事者のことを、当事者自身やその家族が理解し、必要な際に伝えられるよ

うにする（自ら声をあげることも大切！？） 

★「市民の役割」⇒当事者は、自己理解・発信・解決能力の向上に努める。（障害のある方自身

が、自身をエンパワーメントさせていくことが自助力として必要。） 

★市民の役割を「障害についてお互いに知り、理解し合い、誰もが共存・共生できる包摂力のあ

る地域づくりに努めます。」と修正する。 

★地域・団体・事業所等の役割を「地域団体、ＮＰＯ、ボランティア、事業所等は、障害のある

方が生涯住み慣れた身近な地域で健康に生活ができるよう、地域における支え合い体制づくり

の構築のため、互いに連携・協力するように努めます。」と修正する。 

◆施策の内容から知的障害者に対する施策が見えてこない。 

◆「施策が目標とするまちの姿」の記述はよいが、実際どのように障害者に対して援助を行って

よいのか、その方法やそもそも障害者がどのようなことで困っているのかといった情報すら分

からない（障害のある方のお困りごとやニーズを見えるようにしてはどうか）。 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○障害に対する理解を深め、心のバリアフリーの推進に

努めます。 

○地域団体、ＮＰＯ、ボランティア、事業所等は地域にお

ける支え合い体制づくりの構築のため、互いに連携・

協力するように努めます。 

 

施策４ 地域福祉 ～地域共生社会の実現を目指し、地域での支え合い、助け合いを進めます。～ 

  

★「地域・団体・事業所等の役割」⇒地域課題を掘り起こす場づくりの把握に努める。課題解決

の取組を市民に広く知らせ、参加のしくみづくりをする。（地域課題を面的に共有するために

は、発信し、共有することが必要。例えば、障害者の雇用を進めたい事業者がそれを地域に発

信するとか） 

★市民の役割の下線部をわかりやすく。誰かって誰？ 

★地域・団体・事業者等の役割の下線部を加筆する。支援の中には寄付やマンパワーとしての協

力もある。 

◆「主要施策④：地域福祉活動拠点の充実」は、「地域福祉活動拠点の創出・充実」として、既

存のコミュニティではないようなあり方を考えていく必要がある。赤ちゃんから高齢者まで多

様な人が集まれる仕組み、ごちゃまぜのコミュニティが必要。 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○地域共生社会の考え方を意識して、地域課題を共有

し、課題解決に協力します。 

○困りごとを抱えず誰かに相談します。また、地域の困り

ごとを相談機関等につなぐ意識を持ちます。 

○地域課題の把握に努め、課題解決に向けて協力・支

援します。 
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施策５ 健康づくり ～病気を予防し、健康な心と体づくりを支援します～ 

  

★市民の役割の内容を２つに分ける。「①市民は、日ごろから健康づくりを意識して生活します。」

「②健康診査や各種予防接種などを受け、健康寿命を延ばすような行動をします。」 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は、日ごろから健康づくりを行うとともに、健康診

査や各種予防接種・健(検)診を受けることで、健康寿

命を延ばすという意識を持ち、行動します。 

○地域団体や NPO 等の市民活動団体は、市民が健康

に暮らせる体制整備に協力し、各種活動の機会を提

供します。 

〇企業は、従業員が健診、予防接種等を受ける機会を

提供し、従業員が健康に働ける環境づくりに努めま

す。 

 

施策６ 医療・感染症対策 ～適切な医療受診の体制づくりと感染症対策を進めます～ 

  

◆インフルエンザの予防接種の助成を高齢者だけから、全世代に拡大してほしい。 

◆ドナー教育を学校での勉強会等の行事で⇒献血・骨髄バンク等への知識、必要性を知る。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○かかりつけ医をもつように努め、病気の予防や健康の

維持に努めます。 

○病状に応じた適切な医療機関が選択できるよう、平

常時から地域の医療情報が入手できる方法を知って

おくようにします。 

○献血、骨髄ドナーバンク等に関心を持ち、協力するよ

うに努めます。 

○医療関係機関は、病診連携や診診連携、医福連携、

市との連携など、多様な連携を進め、市民に対して安

心できる地域医療の提供に努めます。 

 

施策７ 社会保障 ～適切な医療が受けられ、安心な暮らしを支援・保障します～ 

  
 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民はかかりつけ医・薬局を持つとともに、急病時に

利用できる医療ついての情報収集に努めます。 

○市民は、献血、骨髄ドナーバンク等に協力します。市

民は、ジェネリック医薬品の積極的な活用等により、

医療費を抑制し、保険制度の適切な利用に努めま

す。 

○地域団体やＮＰＯ等の市民活動団体は、行政、病院

等と協働でかかりつけ医の普及や救急医療体制につ

いての情報提供に協力します。また、献血事業、骨髄

バンクドナー登録の周知等に協力します。 

○住宅の供給者は、生活困窮者等誰もが安心して暮ら

せるよう、民間賃貸住宅への円滑な入居に向けた理

解と協力に努めます。 
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基本目標２：安全・安心を高める（仮） 

施策８ 防災・危機管理 ～自然災害をはじめとする様々な危機への対応能力を高めます～ 

  

★「市民の役割」⇒市民の防災は、日進市や自宅周辺で発生する災害の危険度を正しく理解する

ことから始まる。記載すべき。 

★「市民の役割」⇒コロナ禍で分散避難が推奨されており、自宅避難も選択肢としてある。「避

難ルートや避難場所の確認を行い、」だけでは、言葉が足りない。 

★防災を考えると、お隣さんとのお付き合いが一番大事であり、市民同士のつながりづくりに努

めることを強調したいが、コロナ禍にあって今は難しい面がある。 

★「地域・団体・事業所等の役割」⇒町内会は、その地域の災害特性（どこが危ないか（高齢者

がいる、古い木造家屋が集中している、水に浸かりやすいなど））を把握して、地域住民に知

らしめる必要がある。オール日進の情報としてではなく、地域・地区レベルの情報として特性

を理解すべき。 

★市民の役割の前提として、身近な地域の災害危険度を“正しく”学ぶことについて、冒頭で言

及しておく。「市民は、自宅周辺で発生する恐れのある災害やその危険個所等（災害特性）に

ついて理解します。」 

★市民同士のつながりづくりに努めることについても触れる。 

★区、自治会、自主防災会等が主体となって、地域の災害特性を把握して、地域住民への周知の

役割を担うべき。 

◆市民が自分・家族にとって必要な備蓄をするにあたって、標準的なガイドラインを市から示し

てほしい（どのような品を何日分備蓄すればいいのかが分かるように）。 

◆災害時要援護者リスト（登録者一覧）はあるが、緊急時の個人情報の扱いが明確でないために、

活用を躊躇している。適切な活用方法について周知すべき。 

◆災害時に避難所までは情報が届くが、そこから地域・家庭までの情報伝達手段が脆弱である。

防災無線が聞けるアプリの導入などを検討してほしい。 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○災害時において、自らの命は自ら守る「自助」を自覚

し、平時から非常時における備蓄品の備え、地域の防

災訓練に積極的に参加し、避難ルートや避難場所の

確認を行い、災害被害の軽減に向けた防災活動に努

めます。 

○区、自治会、事業者、自主防災組織、ボランティア等

はその責務や役割を認識し、お互い助け合い、協働し

て災害に対処できる「共助」の意識が浸透した防災協

働社会の形成に努めます。 
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施策９ 消防・救急 ～火災や救急に対する体制の強化を進めます～ 

  

★「市民の役割」⇒「救急車の適正利用を心がけます。」の部分は、市民の命にもかかわること

なので、一項目扱いにして、もっと明確に訴えるべき。⇒○救急車の役割を正しく理解し、そ

の適性利用に協力します。 

★「地域・団体・事業所等の役割」⇒消防団をどうしていくかは、“地域”が主体となって考え

るべきことである。 

◆一市民として、消防団のことを知らない（入団の仕方、どんな活動してる）。市民の消防団に

対する理解が不足している。 

◆消防団の役割・仕事をもっと市民にＰＲすべき。消防団の訓練などを小中学生に見てもらう機

会をつくるとか、市として消防団の周知に向けた応援ができないか考えてみてはどうか。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は、初期消火訓練や救命講習を受講するなど自

らの安全は自らが守ることができるよう知識や技術を

身につけるとともに、救急車の適正利用を心掛けま

す。 

○地域・団体・事業所等は、地域防災力の充実のため、

訓練・講習等を行います。また、消防団活動を理解

し、協力します。 

○地域・団体は、日頃から消防団と連携した防災活動の

実施に努め、事業所は、地域の消防力の維持のた

め、被雇用者の消防団への入団に理解し、就業時間

中に発生した災害への団員の出動等について協力す

るよう努めます 

 

 

施策10 
交通安全・防犯・消費者行政 

～交通事故や犯罪による被害をなくすための対策を充実します～ 
  

★「市民の役割」⇒「交通安全、防犯」と「消費者被害」はやや性格が異なるので、ひとまとめ

ではなく、別個に記載してみてはどうか。※「地域・団体・事業所等の役割」も同様。 

◆消費者被害については、日進市でやれることには限界がある。被害の幅が広すぎる。国・県レ

ベルで施策を徹底してもらうしかないのでは。市としては啓発活動に努めていく。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は、交通安全、防犯、消費者被害に関する意識

の向上と地域活動への参画に努めます。 

○交通安全、防犯、消費者被害に関する啓発活動を通

じて、共助の意識が浸透した地域社会の形成に努め

ます。 

○また、交通安全、防犯、消費者被害に関する啓発活

動に協力します。 
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基本目標３：暮らしやすいまちを創る（仮） 

施策１１ 道路 ～円滑で安全な移動を下支えする道路交通環境を整備します～ 

  

★家の前など、公共空間であっても、自分の身の回りは積極的に草取りや掃除をするべきである。 

★アダプトプログラムについて、多くの市民は認知していない。市内にある良い事例を発信する

などして活動を広めてはどうか。 

◆都市計画道路について、用地が確保されているのに整備が進んでいない箇所がある。スピード

感をもって取り組んでいただきたい。 

◆道路の維持管理について、市内の危険個所を市として把握できているのか。できていないので

あれば、市民からの情報提供を受ける仕組みを含めて検討していただきたい。 

◆歩道に隣接した敷地で、歩道脇にそそり立つ建物があると圧迫感がある。こういったことを規

制できないのか。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇歩行者の利用が多い通学路などの生活道路について

は、通り抜け道路として利用せず、幹線道路を利用し

て、安全運転を心がけます。 

〇建築行為に伴う後退用地の確保を行政と連携を図り

ながら進めます。 

〇アダプトプログラムへの参加等により、行政との協働に

よる身近な地域環境の美化活動を実施します。 

〇地域の清掃活動やアダプトプログラムへの参加等によ

り、街路樹等の美化活動を地域ぐるみで推進します。 

〇歩行者の利用が多い通学路などの生活道路について

は、通り抜け道路として利用せず、幹線道路を利用し

て、安全運転を心がけるとともに、そのことを構成員に

対し周知・啓発します。 

 

 

施策１２ 公共交通 ～市内の公共交通網及び駅周辺等の環境を充実させます～ 

  

★現在、新しい移動支援の仕組みの導入に向けて検討しているため、そのことを追加する。⇒「新

しい移動支援の仕組みについて、行政とともに考え、積極的に利用します。」 

◆くるりんばすを利用しやすくするため、双方向の運行に戻し、一時間に一本に増便する。 

◆道路や公共交通に関連するが、コロナ禍や高齢化に伴い、市民の物理的な移動の支援を伴わず、

ネットショッピングや行政手続きのネット化など新しい生活様式に応じた支援に取り組むこ

とが重要ではないか。 

⇒施策についても、市民等の役割についても、行政的な縦割りだけでなく、柔軟に分野横断的に

取り組む必要がある。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇市民は、くるりんばすなどの公共交通機関を積極的に

利用します。 

〇公共交通の役割分担が適切になされることで、市民

の日常生活を支援し、地域活力を向上させます。 

〇運行事業者は、サービスの向上と事業者間の連携を

図り、公共交通機関としての役割を担います。 
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◆印：主要施策などに対するご意見・ご提案 
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施策１３ 住宅・市街地形成 ～便利で快適な生活空間を創出します～ 

  

★狭い道路沿いにおける建築物の後退については、法律で定められているものもあり、‘協力し

ます’というのには違和感がある⇒「法律に基づく建築物の後退に努めます。また、より安全

性や快適性を高めるため、道路用地の確保が必要な場合には協力します。」と修正する。 

◆香久山西部の土地区画整理事業について、大規模店舗の誘致に伴う交通渋滞が懸念される。 

◆これからの市街地形成については、自然との共生を強く意識していただきたい。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○狭あい道路の解消・改善のため、沿道建築物の建替

え等に合わせて建築物の後退に協力します。 

〇家屋所有者は空家化しないよう予防措置を講じるよう

努めるほか、空家所有者は法令の趣旨に則り、適切

な管理に努めます。 

○住宅の供給者は、高齢者、障害者、子育て世帯など

誰もが安心して暮らせるよう、民間賃貸住宅への円滑

な入居に向けた理解と支援を行います。 

 

 

施策１４ 公園・緑地・景観 ～緑を活かした潤いのあるまちをつくります～ 

  

★五色園大安寺の周辺の手入れを近隣だけでなく、地域、団体や事業所などが全市的に協力して

行ってはどうか。 

⇒社寺の境内地は市にとって大切な緑地であるが、その管理を市が支援している実績はない。 

★草刈りや清掃は、道路、公園・緑地・景観、河川・排水路など多くの施策に関連し、安全の確

保や景観の美化などに大きな影響を及ぼす。ただし、市民、地域・団体や事業所、行政がそれ

ぞれ、どの範囲で取り組むべきかの役割分担をしたい。 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇公園はルールを守って、大切に利用します。 

〇道路や公園等の環境美化に関心を持ち、地域の清掃

活動に取り組みます。 

○緑の多いまちづくりに協力します。 

〇地域の公園・緑地について、清掃、除草等の維持管

理に協力します。 

○良好な景観に配慮した活動に努めます。 

○緑の多いまちづくりに協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★印：市民等の役割に対するご意見・ご提案 

◆印：主要施策などに対するご意見・ご提案 
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施策１５ 
上・下水道 

～安全な上水道を安定的に供給し、生活排水を適正に処理します～ 
  
 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○水を大切に使い、生活排水による水質汚濁を防止す

るよう心掛けます。 

○下水道料金の支払いにより、下水道経営を支える主

体となります。 

○水を大切に使い、生活排水による水質汚濁を防止す

るよう心掛け、普及啓発に協力します。 

 

 

施策１６ 
環境負荷の少ない地域社会の形成 

～地球や地域にやさしい環境行動の定着を促します～ 
  
 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇環境への負荷の少ない持続可能な社会を目指し、地

球環境にやさしい行動をします。ごみ出しのルールや

マナーを守ります。 

〇良好な住環境を保全することを、お互いが留意して生

活をします。 

〇環境への負荷の少ない持続可能な社会を目指し、地

球環境にやさしい行動をします。 

〇工場や事業者は、環境に配慮する活動対策を行い、

公害の発生を防止します。 

 

 

施策１７ 
ごみの適正処理と再資源化の推進 

～ごみの減量化・再資源化を推進し、適正に処理します～ 
  

◆市民として、正しくごみを分別し、ルールに沿って出すことが求められることから、自治会や

区を相互に競わせて、ポイントなどのインセンティブを与えてはどうか。 

◆市民が正しくごみの分別をするため、ごみの分別を検索できるウェブページである「ごみサク」

を積極的に活用する。 

◆ごみ集積所のルールが地域に委ねられているため、地域により差がありすぎる。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○購買～消費～廃棄の各段階において、ごみの減量

化・資源化を図るために、４Rに取り組みます。 

〇環境負荷に配慮してごみの排出量抑制に努めます。

また、子ども会等の団体による資源回収活動に努め

ます。 

〇ごみ出しや廃棄物処理のルールやマナーを守りま

す。 

 

 

 

 



★印：市民等の役割に対するご意見・ご提案 

◆印：主要施策などに対するご意見・ご提案 
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施策１８ 自然環境の保全 ～貴重な動植物が生息する自然環境を保全します～ 

  

★「水辺環境に親しみます」というのは日本語としておかしい。⇒水辺環境に親しみ保全活動に

取り組みます。 

◆農業における野焼きの実施や農薬の使用については、自然環境の保全と農業の双方に関連する。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇多様な動植物が息づいている里山や水辺環境に親し

みます。 

〇積極的に身近な自然の大切さを学び、親しむ機会に

参加します。 

〇普段から自然環境に配慮した行動をとり、行動を引き

継いでいきます。 

〇里山や水辺など身近な自然環境保全に協力します。 

 

施策１９ 
河川・排水路 

～自然災害に強くなり、安心して暮らしていけるよう河川・排水路を整備します～ 
  

★水害の被害を未然に防ぐため、排水路の清掃に取り組む必要がある。しかし一方で、清掃の時

期や安全の確保など、事前に取り決めをしておいた方が良い。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○地域清掃等で、河川や排水路等の清掃や草刈りを行

います。 

○地域清掃等で、河川や排水路等の清掃や草刈りを行

います。 

 


