
第 13回 八戸市総合計画審議会 専門部会 議事要旨 

 

日時：平成１８年３月１６日（木）午後６時 

場所：八戸市庁別館２階会議室（Ｂ・Ｃ） 

全体会議全体会議全体会議全体会議 

（１）第３回総合計画審議会報告 
（２）戦略プロジェクト委員会設置報告 
（３）学生グループインタビュー結果報告 
（４）わいぐ「まちづくりトーク」結果報告 
（５）人口推計について 
以上、事務局より説明 

 
～移動（別館 2 階 B、C レイアウト変更）～ 
 

場所：第 1部会：別館 8階研修室、第 2部会：市庁別館 4 階会議室、第 3部会：別館 2階 C 会議室 

第 4 部会：市庁本館地下「北辰の間」、第 5部会：別館 2階 B会議室 

部会審議部会審議部会審議部会審議（18:30～ ） 

（１）推進計画（分野別計画）について 

 

第１章 教育・文化・スポーツ 
■資料 4（わいぐトーク等からの意見）について、当部会で意見を提出できるかの検討 
A-2 環境学習について 
・学習、教育に関するサークルが多いが、関係することについての提言というよりは、活動のあり

方に関しての意見が多い。 
B-10（施設の活用について）について 
施設の活用についての意見をどう読み取るか。 
① 縦割りではなく、枠を超えた連携 
② 公民館の活用方法 
・ 文化活動している人から見れば、公民館とギャップがある。 
・ 現場と、中の人の意識が違っている。理想的な活用の仕方とは、どういうことか。 
・ 以前も同じ話題になったが、公民館の法律関係に関して詳しい人が説明をしてもらわないと、き

ちんとした議論にならない。 
・ 法的な縛りがあり、職員が中心になって動くのであれば、また手当ての問題もある。住民自治懇

談会を 23 地区で行う予定である。（市民連携課） 
・ 地域ごとに現状が違う。 
・ 地域性がやはりある。住民を密着したような使われ方がある。 
・ 法律の縛りであるならば、これを延々と話していてもしょうがないのではないか。 
・ 公民館の利用については、他の話し合いでも話題になり、現状に不満がある人が多いと考えられ

る。今回のこの部会からの提案は、「法律を守りつつ、より柔軟に使える仕組みの検討、もしく

は現状に沿っていない使いにくい法律・条令ならばこれらの改正も考えられるのではないか」と



いうように提案すればよいのではないか。 
D-1（体育館ジムの利用促進）について 
・知る手段がない、PR が足りない、という事かもしれない。 
伝わっていない、というのも一つの事実ではあるが、広報をしても読まない人は読まない、という

のも現実である。 
・ 興味がないと見ないから、広報やお知らせを見れる場所を増やし、広報の仕方を考えていく、と

いうところ。 
 
■指標分析について 
１－１（１）「教育支援ボランティア登録者数及び活動実績人数」 
・ 問題はないが、もっと他のボランティア活動で、つかめる数字があれば、それを使って欲しい。 
１－１（２）「市民大学講座受講者数」 
・ 生涯学習の色々な窓口がある、ということが必要か。 
・ 市民大学講座の回数は増やせない。 
１－２（１）「すくすく子育て支援事業の参加者数」 
１－２（２）「不登校の児童生徒の割合」 
・ 不登校児童ではなく、積極的な数がほしい。 
・ GoodJob の参加の人数等はどうだろうか。 
１－２（３）「市奨学金貸与者数」 
・ 同じく、前向きなデータがあったらそれをお願いしたい。 
・ 進学率（高校・大学）はどうか。もしくは産学官連携の数など。 
１－３（１）「公民館の利用状況の推移」 
・問題なし 
１－３（２）「指導少年の件数」と「青少年（中高生）の地域活動」 
（WT のみの打ち合わせの際、声かけ指導数と補導少年の数を並べれば興味深いのではないかと言う

意見があったことに関して） 
・補導少年が少なくなったから、社会教育が充実しているというわけではないだろう。 
・ 地域活動は学校の動員があるのではないか。 
・ この活動は自己申告である（担当課） 
１－４（１）「八戸市公会堂入館者数」 
・ この指標については問題ないが、公会堂は 3 日間続けて借りることができ、リハーサルで 1 日つ

ぶすこともある。日数をどこで区切っているか、を見ないとまやかしの数字に見えるので、説明

に断りを入れてほしい。 
１－４（２）「指定文化財件数」 
・問題なし 
１－５（１）「スポーツ施設の利用者数」 
・ 将来は人口（母数）が変わるから、純粋な利用者数をあげるのではなく、率で考える方がいいの

ではないか。これは、今までの指標にもいえることである。 
１－６（１）「在住外国人の教育支援ボランティアへの登録数」「中学生派遣交流事業の参加者数」 
・もう少し他にないだろうか。 



１－６（２）「日本語講座受講生数」 
・13 年から 14 年の伸びは理由がなく、自然増である。また、H22 の「増加」という目標は、社会

変動もあるだろうということも含め、この指標とした。（担当課） 
１－７（１）「審議会等の女性の登用率」 
・企業管理職の男女の比率などどうだろうか。自治体でもいいが、民間の方が本来は興味深いデー

タとなりそうだ。 
１－７（２）「教職員研修会小・中学校参加率」 
・ どういう参集範囲であるのか。公務員の人の集まりを判断に使うのはいかがなものか。 
・ 授業では必ずしも「男女共同参画」を行う訳ではないらしい。 
・ 練り直しは可能か。 
 

第２章 産業・雇用 

■“わいぐ”の意見に対する部会の対応について（資料 13-04） 

／Ａ１ 
八戸市は 2009 年市政 80周年、八戸港開港 70周年である。10 年単位で大きなイベントが

続くことになる。これを市民力で盛り上げていてはどうか。観光振興にもつながるし、市

民運動の原動力にもなる。 
・開港 70周年イベントは、市民力で盛り上げようという趣旨からの発言と思われる。 
・開港 70周年イベントは内向き（市民向き）なイベントの要素が強い。 
・少なくとも観光を目的としてやっているイベントでなく、結果として観光がついてくる。 
・観光を目的としたイベントと、それ以外のイベントと分けて考えるべき。 
・ターゲットが市民であるイベントであれば、結果として観光に繋がればいい、という程度。 
・ここでいわんとすることは、イベントが二次的な効果としての観光振興につながるということ、

そして、それが市民運動の原動力につながるということではないか。 
・農業や工業、すべて産業をそれぞれ振興していけば、観光振興にも繋がっていく。 
／Ａ２、Ａ３ 
環境の特区や科学などをテーマとした、八戸の身の丈にあった博覧会があると良い。そう

いう仕掛けがあると観光振興につながる。 
色々なイベントがあるが、開催時期が特定の時期に集中する傾向がある。一方、個々のイ

ベント間の連携ができていないのではないか。シャトルバスで各会場を回遊できるように

してはどうか。バスを使えば交通渋滞の問題も回避できる。 
・ 観光振興するために、イベントを開催するというのはちょっと違うのではないか。 
・本当の発言趣旨は、“観光振興”ではなく“協働のまちづくり”ではないか。 
・“観光振興”の部分は、とってつけたような発言。 
・趣旨は、イベントを起爆剤にして市民協働に繋げていくということではないか。 
・イベントはきっかけで、ゆくゆくは市民が地域を盛り上げていくことに繋がっていく。市民運動

の原動力といった趣旨の方が大きい気がする。市民と行政の役割分担の話。 
／Ａ４ 
新幹線開業時のイベントで感じたことは、せっかく観光客のためにせんべい汁などを用意

しても、それを市民が食べていたり来八者に対して「どうぞ」と一言声をかけるような「も

てなし」が不足している。 



・観光は「もてなし」という部分で係ってくるのかもしれない。 
・観光資源として大事なものは「人」。おもてなし隊や、無償・有償ボランティア等。 
・おもてなしは誰がやるのか？→ 全市民のホスピタリティの精神の醸成が必要。 
例えば、「おんでやんせ運動」等、お金のかからない宣伝を政策として行っても良いのでは？ 
・そもそも八戸のおもてなしは不足しているのか？この意見をそのまま鵜呑みにして話してしまっ

て良いものなのか。比較対象がはっきりしてないので、よくわからない。 
・仙台あたりと比べると八戸のもてなしはとても良い。 
 
／その他 
地域通貨の話。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ、ﾏｯﾁﾝｸﾞ等。協働のまちづくりは推進計画に出ていない。 

 
／Ａ1～４について    → 上記の趣旨を観光課で作成 
Ｂ５、６、８について  → 産業雇用部会では、回答しない。 

 

■分野別計画１次案：指標分析について（資料 12-03、04） 

   ／各担当が作成してきた指標分析について説明。 
  ／未来の指標は、年度を統一。原則Ｈ23 年で統一するようにすること。 
  事情がある場合は、Ｈ23 以外でも可。（Ｈ23 に近い所） 
  統計の出所をきちんと書くこと。 

             

【産業力の強化】 

(2)地域産業の高度化・・・ 「特許実用新案出願件数」 

／目指す数値を掲げるのか？ 達成可能な数値を掲げるのか？ 
・過去の推移分析した上で、2倍とするかどうするかを決めることにしてはどうか。 
例えば、下がっていれば現状維持にするとか。 

・達成可能な数値でなくて、目標とする数値にした方が良いのではないか。しかし、できない数値

を掲げるのも問題ではないか。 
・県の「生活創造アクション」は目指す数値を掲げている。 
・2倍とするなら、その根拠として、“体制面”について期待値の根拠に記載して欲しい。 
 
(3)中小企業の経営支援・・・ 「倒産件数」 
／再度、指標について皆に宿題。 
・前回提案頂いた「上場企業の数」を指標にしてはということであったが、青森県は 10 年連続上

場企業ゼロのため、指標にはならないことが分かった。 
・起業家の数、創業融資の利用件数は指標にできないか？← 数値を把握できないのが現状。 
・私としては、どうしても倒産件数はマイナス指標なので、例えば黒字企業の数はどうか？  件

数ではなく、割合で。会社法の改正で企業数（分母）は増えるので、倒産件数ということになる

と大変である。（増える可能性がある） 
← 数値が出ているという話であるが、出所が不明。 

    



(4)八戸ブランドの育成・・・ 「地域団体商標登録件数」 
／ほかに良い指標がないか？ 皆に宿題。 
・地域団体商標登録ははっきりいって難しいと思うので、慎重に分析すべき。 
・全国でとれているのは、前沢牛とか夕張メロンとか数えるほどしかない。 
・実績を重んじる制度であり、とるのに時間がかかる。 
・難しいが、これはやるべき話だと思う。22 年あたりで累計 10件はあり得る数値。 
・申請できる団体が少ない。（根拠法に基づいた団体でないと申請できない） 
・ブランドと商標はイコールではない。指標に掲げるのはどうか？ 
・戦略プロジェクトでも、ブランドのことで話が行われている。 

 
【農林業の振興】 

(1)多様な担い手の育成・・・ 「認定農業者数」← ＯＫ 

(2)持続性の高い農林業生産の推進・・「ｴｺﾌｧｰﾏｰ認定者＋有機ＪＡＳ認定者」←ＯＫ 

・もうちょっと数値の目標を高くできるのではないか。 

・努力は必要だが、5 年のうちで実際これ以上の数値を掲げるのは結構大変と考えられる。 

・戦略プロジェクトで、ｴｺﾌｧｰﾏｰを増やして、ブランド化に繋げようと考えていた。 

・農家をサポートする事務局が必要。 

(3)生産基盤の強化・・・ 「園芸施設等作付面積」← ＯＫ 

・可能な数値であるが、担い手が減ってくれば妥当な数値では。 
・温泉利用してみてはどうか。藤崎町で温泉を活用している。しかし、やるとすれば、施設が必要

なので難しい。 
 
【水産業の振興】 

(1)経営体質の強化・・・ 「水産業(流通加工)従事者数」← ＯＫ 

(2)水産業の拠点整備・・・ 「八戸港水揚げ高」     ← ＯＫ 

(3)生産基盤の整備・・・ 「浅海漁業生産高」     ← ＯＫ 

 

【工業の振興】 

(1)企業誘致の推進・・・ 「誘致企業の件数」        ← ＯＫ 

             「北ｲﾝﾀｰ工業団地の分譲率」← ＯＫ 

(2)新産業の創出・・・   「新規開設事業所数」   ← ＯＫ 

 

【商業の振興】 

(1)魅力ある商業空間の形成・・・ 「買物吸収率人口対行政人口の比」 

・期待値の根拠の所で、「～形成されているということである」と断言しない方が良いのでは。 

・市民アンケート調査でも、いろいろ意見が出された。 

・ちなみに、下田の商圏が伸びている。 

・この指標を掲げ、行政としてどのような施策をうつのかが見えない。基本的には商業者の自助努

力の世界。既存のお店に対してどのような指導・施策を行っていくのか。 

(2)流通機能の充実・・・ 「卸売業の年間販売額」 



 

【貿易の振興】 

(1)貿易支援体制の充実・・・ 「県内貿易関連企業数」 

(2)貿易基盤の整備・・・ 「八戸港コンテナ取扱量」 

・Ｈ23増加とあるが、具体的な数字を挙げてもＯＫだと思う。次回までにＨ23 の数値を提示 

 

【観光の振興】 

／再度、指標について皆に宿題。 

 

(1)観光ＰＲの推進・・・ 「観光レクリエーション客入込数」 

(2)受入体制の充実・・・ 「市民観光ガイド人数」 

(3)観光資源の充実・・・ 「観光レクリエーション客入込数」 

 

・観光にかけた予算を指標にしてみても良いのではないか。 

・えんぶりのポスターは毎年同じものでも良いのではないか。 

・費用とその効果を考えるべき。 

・今回の計画では、H23 の 5 年という短期間で目標を掲げているので、まだ予算は減らす時期では

ないと考える 

・(1)と(3)の指標が同じであるが、2 回出す必要があるのか。 

・(1)は HPのアクセス件数を指標としてはどうか。地元の人が見ているか、観光客が見ているか区

別がつかないのではないか。 

・5 年後を考えると、わかりやすい数値の方が良い。 

 

【雇用対策の推進】 

(1)就業機会の拡大  ・・・「有効求人倍率」 ← ＯＫ 

(2)労働環境の整備  ・・・「年間総労働時間」← ＯＫ 

 

第３章 健康・福祉 

■注目指標について 

資料３．健康・福祉のまちづくり（健康・福祉・子育て・社会保障） 

前回の議論を踏まえてワーキンググループが作成した原案について、「指標分析」をもとに討議。 

３－１健康づくりの推進 

（１）健康づくり活動の推進 

於本委員 平成１４年のピークの１割増という目標であるが、１５年度に参加者が激減し、１６年

度も回復していない原因の分析をしないと、単なる数値上の目標値になる。努力してほしい。

「各種保健事業への参加者数」（指標としては適） 

（２）検診・予防対策の充実 

日山 受診率の捉え方は市独自のもので、他の自治体と比較できない。全国的なスタンダードが必

要。健康はちのへ２１の目標に準じる。「基本健康診査の受診率の増」（指標として適） 

（３） 地域医療体制の充実 



於本委員 １次から３次までの救急医療について分けた方が分かりやすい。「救急医療の利用者数

の減」（指標として適） 

 

３－２地域福祉の充実 

（１） 地域参画による地域福祉の推進 

 「地区社会福祉協議会設置か所数」（指標として適） 

（２） 心のバリアフリー化の推進 

「保育所地域活動（世代間交流）実施か所」（指標として適） 

（３） 人権の尊重と権利擁護の推進 

「地域福祉権利擁護事業契約締結件数」（指標として適） 

（４） 保健・医療・福祉・介護・教育等の連携の推進 

日山 介護に限らず、児童や障害者のケア会議の開催件数が把握できれば、指標として機能すると 

思うが、事実上それは難しい。 

   「連携が十分図られていると感じる各機関の従事者の割合」（とりあえず適） 

 

３－３介護・高齢者支援の充実 

（１） 自立支援の強化 

「介護予防プラン作成件数」（指標として適） 

（２） 介護サービスの充実 

「地域密着型サービス事業者数と月平均利用者数」（指標として適） 

（３） 社会参加の促進 

「老人クラブの加入状況」（指標として適） 

 

３－４障害者自立支援の充実 

（１） 利用しやすいサービス体制 

日山 18年度から精神障害者も支援費サービスの対象になるので、利用者は４月から大幅に増える。

「施設サービスの利用者数」（指標として適） 

（２） 就労促進のための環境づくり 

「八戸職安管内の障害者雇用率」（指標として適） 

（３） 社会参加の促進 

浮木部会長 「青森県障害者スポーツ大会の当市からの参加者数」は各市町村に参加者数が割り当

てられるので、指標として不適。 

「八戸市肢体障害者福祉会レクリエーションへの参加者数」に変更。 

 

３－５子育て支援の充実 

（１）子育て家庭への支援の充実 

「地域子育て支援センターの設置か所数」（指標として適） 

（２） 子育て環境の整備・充実 

「休日保育の実施か所数」（指標として適） 

（３） 子育て支援意識の啓発 



於本委員 「育児休暇の取得率」の男性１０％は現実から乖離していないか？ 

工藤ＷＧ 「男女協働参画社会をめざすはちのへプラン」の目標値である。 

（指標として、チャレンジングであるが適） 

 

３－６社会保障の充実 

（１） 国民健康保険の充実 

「国民健康保険税一般現年課税分収納率」（指標として適） 

（２） 介護保険の充実 

「介護支援員等研修会の開催状況」（指標として適） 

（３） 国民年金の充実 

浮木部会長 年金受給権の確保を図る必要があり、未納者を減らす努力は要るのは理解 
できる。いい指標はないか？ 

指標は検討中。 

（４） 所得者対策の充実 

生活保護受給者の「自立世帯数」（指標として適） 

 
  

第４章 環境・エネルギー 

■「まちづくりトーク」に関する各種意見への対応について 

◇C 環境共生-1,2,3 について 

類家部会長：在来種を大切にすることは重要である。 

分野別計画に自然との共生は含まれているか。 

秋山主任主査：含まれている。 

村田委員：自然との共生のためには、必要最低限で手をいれていくべき。 

古市委員：同感である。共生が重要。 

高橋委員：環境保全地域を設ける必要性を検討してはどうか。 

類家部会長：東京都で事例があるが、財産権の問題があり難しい。 

柳沢委員：地域に合わせた配慮が重要である。 

 ◇A観光・イベント-2 について 

類家部会長：この件について、昨年度、環境・エネルギーに関するイベントを実施したが、八戸市

には会場となる施設がない。 

古市委員：施設については、広域で考えてみてはどうか。施設の組み合わせにより、対応可能では

ないか。 

村田委員：産業観光を実施していると伺っているが現状はどうか。 

田中主任主査：不特定多数の方々に敷地内を開放することをリスクがあると考えている企業が多

い。 

類家部会長：NEDOの実証研究についてはどうか。 

高舘主任主査：実証研究の内容については、説明しても理解されないことが多い。 

類家部会長：大きなイベントを実施する会場の設置については今後検討してもらいたい。 

※「各種意見への対応」については、これらの意見を踏まえ作成することとした。 



 

（注目指標について） 

◇４－１〔１〕環境意識の醸成 

○「環境の保全を図る活動団体数」から「市民アンケート調査における環境・エネルギーに対す

る教育や学習に関する現状評価の満足度」へ変更→了承 

◇４－２環境の保全と創出〔１〕自然との共生 

○「自然観察会開催回数」から「市民アンケート調査における海や川、森などの自然環境の保全

に関する現状評価の満足度」へ変更→了承 

◇４－２環境の保全と創出〔２〕生活環境の保全 

○環境基準の達成→了承 

◇４－３資源リサイクルの推進〔１〕ごみの減量・リサイクルの推進 

○「１人１日あたりのごみの排出量」から「リサイクル率」に変更→了承 

◇４－３資源リサイクルの推進〔２〕ごみ処理の適正化 

 ○最終処分量→了承 

◇４－３資源リサイクルの推進〔３〕リサイクル産業の振興 

 ○主要なリサイクル産業振興プロジェクトの参画企業数→了承 

◇４－４エネルギーの地産地消〔１〕省エネルギー対策の推進 

 ○エネルギー消費量→了承 

◇４－４エネルギーの地産地消〔２〕新エネルギー導入の推進 

 ○新エネルギー導入率→了承 

 

第５章 安全・安心 

■「まちづくりトーク」について、「安全・安心」部会に一致するものをピックアップして意見を出

し合う。（専 13－資料 04） 
事務局：C「環境共生」－2･3 にある「街路樹」などは当部会に関係ありではなかろうか？ 
委員 ：一般的に樹のある場所は災害時に安全だと認識している。よって防災の観点から樹木の

必要性は認められるだろう。 
委員 ：あんまり大きな木になると大人から子供が見えなくなるなど、子供たちの安全確保の観

点から問題があるように思う（例えば公園等で）。 
座長 ：適材適所の配置が必要だ。 
    「安全・安心」部会に関連しそうなものはこのぐらいではなかろうか。 
 

■「指標」の設定について説明・審議 
◎各課 WTメンバーの説明 
5-1(1)「市民力と地域のつながり強化」 
【注目指標】自主防災組織の組織化率 
防災調整課：自主的な防災組織を作ること自体強い防災意識の現われであるし、大災害時は市役

所をはじめとする公共機関も隅々までは手が回らないであろうから、こうした自主

的な組織の結成は非常に有意義であると思われる。 
      数値について H17 はクリア済みであり、H23 は全国平均値を目標とした。 



 
5-2(2)「災害応急体制の充実」 
【注目指標】防災訓練参加者数 
防災調整課：指標についてはとりあえず設定したが、未だ検討の必要があると感じており、数値

等は大幅に変るかもしれない。県の指標等を参考に満足度調査は出来そうな感じで

ある。 
 
5-2(3)「消防･救急体制の充実」 
【注目指標】普通救命講習会受講修了者数 
消防本部 ：内容的には心肺蘇生等の講習である。講習終了者が人口の 20%に達するよう H28 の

目標を設定した。 
 
5-2(4)「迅速な災害復旧」 
【注目指標】緊急物資備蓄量→災害復旧マニュアルの整備（代替案） 
防災調整課：三陸はるか沖地震程度の被害を想定して物資の備蓄準備を進めるべきであるとの考

えの下「緊急物資備蓄量」を指標としたが、指標として馴染まないような気がした 
ので、防災マニュアルの不足する現状を考慮したうえ、代替案のようにした。 

 
5-3(1)「防犯対策の充実」 
【注目指標】刑法犯認知件数、街頭犯罪発生件数 
生活交通安全課：期待値は県のものを参考に設定したものである。 

 
5-3(2)「交通安全対策の充実」 
【注目指標】交通事故発生件数 
生活交通安全課：ピーク時の半減を目標として設定したが明確な根拠に基づくものではない。 

 
5-3(3)「消費者支援の充実」 
【注目指標】消費生活相談件数 
生活交通安全課：相談件数を減少に転じさせたいが、数値目標についてはこれも根拠は特にない。 

 
5-4(1)「快適でうるおいのある市街地の形成」 
【注目指標】街なか歩行者数→地域住民主体による景観づくり、まちづくりの促進 

・景観推進協定の認定 
・まちづくり協定の認定 

都市政策課：説明内容としては資料のとおり 
 

5-5(1)「生活交通の充実」 
【注目指標】通勤通学の公共交通利用者数 
政策推進室：今後、利用者増は望み難い状況であるが、運営の努力等により現状はキープしたい。 

 



◎審議 
委  員：5-1(1)について、「自主防災組織」というのは表現がストレートすぎるような気がする。 
     三社大祭の山車組や身近なスポーツクラブ等「人的ネットワーク」的なもので災害の

犠牲になりやすい障害者等を結ぶべきではないか。 
     また、5-3(2)について「死亡者数」も指標に入れてはどうか？ 
生活交通安全課：死亡者数は現状で約 10名なので指標としてはどうかと思う。 
委  員：5-4(1)について、景観に対する認知の割合というような指標でもいいのではないか。 
委  員：指標といえどもすべてが数値じゃなくてもいいのではないか。また１つの項目につき、

必ずしも１つの指標じゃなくてもいいような気がする。限定してしまうとそれに縛ら

れてかえって危険なのではないか？ 
     5-3(3)について、現状で相談件数が少ないなら積極的に声かけ等行って認知度を上げる

べきではないのか？指標についても減少することを目標とするものであり、取り組み

の努力が見えにくく、分かりにくいような気がする。 
座  長：数値については、それを掲げることにより具体的な目標となり得る。 
生活交通安全課：声かけ等行っても相談件数が少ない状況であります。 
委  員：5-3(1)について、検挙率等も入ったほうがよい。 
委  員：食の安全に関する指標はないのか？また八戸らしさと言う点では、海難事故件数、親

水空間施設設置件数（利用者数）等の指標も面白いのではないか。 
委  員：災害についての指標になると思うが、「危険箇所マップ」をもっているかどうか？ 
     避難所を知っているかどうか？等もよさそうだ。 
委  員：住環境で安心感があるか？というような指標も欲しい。 
 
事 務 局：今日ご議論いただきました指標については、来週いっぱいぐらいまでで大枠をまとめ

る予定です。次回ワーキングは４月２７日ですのでよろしくお願い致します。 
 

  


