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●本資料は、審議会で頂いた主なご意見について、次期計画への反映状況等を整理した資料です。

●基本構想や重点施策の項目及び考え方については、審議会の中で頂いた意見を基に作成をしています。

●個別具体的な取組内容に関するご意見については、中期計画の各分野等での反映を予定しています。
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1.目指す都市像に関するご意見

項目 主な意見 次期計画への反映等

目指す都市像
の考え方

⚫目指す都市像に「まちづくりはひとづくり」という意味を盛り込む方がよい

⚫ ご意見を踏まえて、まちづくり
は、一人ひとりが主役となる
よう「ひとづくり」を軸として、
お茶や歴史、文化などの”こ
れまでの宇治市”と、新たな
チャレンジや新たな魅力など
の”これからの宇治市”を融
合したまちのイメージを目指
す姿として設定しています。

⚫基本構想は大きな方向性
を示すものであるため、まち
づくりを進める上での具体的
な取組内容は、中期計画
等で示すことを予定していま
す。

目指す都市像
のフレーズ
（案）

一人ひとりが
輝く

伝統と新たな
息吹を紡ぐまち

⚫案としてよくできており、尖ったメッセージをだす必要はない
⚫具体的にイメージができるフレーズがよい（「誰もが自分らしく暮らせるま
ち」など）

⚫案の中では「一人ひとりが輝く 伝統と新たな息吹を紡ぐまち」がよい
⚫ 「生み出す」「作り出す」などのような、より前向きなフレーズがよい
⚫一人ひとりのチャレンジが報われるようなフレーズがよい
⚫次の世代へと繋がるまち
⚫ まちづくりの主体が誰か（市民など）を明確にする方がよい
⚫案「息づく伝統と新しさがまじわるまち わたしたちの宇治」
⚫宇治をイメージできる都市像とするべきである
⚫宇治らしさである「お茶」「歴史」「文化」の言葉が入っていない
⚫ お茶に頼る宇治ではいけないと感じるため「お茶」という言葉は使わなく
てもよい

⚫ サブタイトルはインパクトや魅力が弱いため不要である
⚫住みたいだけではなく、行ってみたい、あこがれる宇治を目指すべきであ
る

⚫若い世代から高齢者まで住みやすい、暮らしやすいまちをイメージできる
ような具体的な言葉があるとよい
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2.まちづくりの方向に関するご意見（1/2）
項目 主な意見 次期計画への反映等

まちづくりの
方向の考え方

⚫ 5つの方向性とベースとしての市民と行政の協働などがありバランスの取
れた構成になっている

⚫具体的な内容がイメージできる表現とすることが必要である
⚫ まちづくりは「ひとづくり」「地域づくり」であることが感じられるような言葉必
要である

⚫大事なものはすべて網羅しておく必要がある
⚫想像力と構想力が膨らむ言葉を用いてもよい
⚫ 「どこよりも」を付けるなど、市としての意気込みを示す
⚫ まちづくりの方向の示し方として「～なまち」ではなく「～な宇治」とすること
も1案である

⚫ ご意見を踏まえて、「まちづく
りの方向」と「まちづくりの土
台」をあわせて、まちづくりに
必要なすべての分野を網羅
できる体系になるよう整理し
ています。

⚫ 「まちづくりの方向」と「まちづ
くりの土台」の項目名は可
能な限りイメージができるよう
な言葉、わかりやすい言葉を
使うよう工夫しています。

安全・安心に
住み続けられる

まち

⚫環境問題（地球温暖化やカーボンゼロなど）が重要な課題であるため
盛り込む必要がある

⚫安全・安心はすべてのベースとなるため、他の「まちづくりの方向」との関
係を整理する必要がある

⚫ ご意見を踏まえて、自然災
害や犯罪、環境問題に関
する要素を安全・安心に盛
り込みます。

子育て・子育ち
支援が充実した

まち

⚫案「子育て・子育ちを支えるまち」
⚫ 「子育て」と「子育ち」の環境の充実について、子どもたちが自分自身で
生きていく力をつけるという「子育ち」という表現が素晴らしい

⚫子どもを育てることと、子どもの独り立ちの間に家庭のサポートが必要で
ある

⚫ ご意見を踏まえて、子育て・
子育ちだけでなく、子どもを
育てている家庭のサポートも
含めています。
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2.まちづくりの方向に関するご意見（2/2）
項目 主な意見 次期計画への反映等

誰もがいきいき
と暮らせるまち

⚫案「一人ひとりが大切にされ、つながり、それぞれの個性が輝くまち」
⚫ ゆとりのある健康と福祉が大切であるが、健康という言葉が入っていない
⚫ 「活躍」は「人材」のことを示すことがわかる表現を用いる方がよい
⚫ 「健康」のハードルが高い方もいるため、活動の源になる気力、心身の
活動力を意味する「元気」を使い「こころとからだを元気に」という言葉で
表現する

⚫活躍する前提として「心の健康」が必要であるため「心身ともに健康」と
いうことが必要である

⚫ ご意見を踏まえて、一人ひと
りの活躍と活躍の前提とな
る心の健康も含めています。

地域経済が活
発なまち

⚫移動手段の確保は、公共交通だけではなく、高齢者は近くの場所でも
歩くことが難しくなるため、今後はパーソナルモビリティを活用し、自由に
市内を移動できるような手段の確保が必要である

⚫ 「活力」は「経済」のことを示すことがわかるような表現を用いる方がよい
⚫案「暮らし・経済活動が日々新しく展開していくまち」

⚫ ご意見を踏まえて、地域を
活性化するため、産業振興
だけではなく、人の交流も活
性化させることも含めていま
す。

伝統と歴史が輝
くまち

⚫ 「宇治らしさ」を学校や地域で前向きに議論することが必要である
⚫自分が考える「宇治らしさ」を意見交換・交流、さまざまな角度からこの
4年間で深めていくことが必要である

⚫ 「宇治らしさ」は住民の心に宿るものであり、また、それを支える心も必要
であるため、宇治市として守るべきものを示す必要がある

⚫新旧、自然・文化など多様な要素からどのような「らしさ」を市民が感じ
ているかを交流・共有する中で磨き輝かせていく方向をイメージしている

⚫各々が思う「宇治らしさ」があるので、あえて明示する必要はない

⚫ ご意見を踏まえて、”宇治ら
しさ”は伝統や歴史だけでは
なく、これから市民と共に作
り上げる、また、変化させて
いく”宇治らしさ”も含めてい
ます。
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3.まちづくりの土台となる取組に関するご意見
項目 主な意見 次期計画への反映等

まちづくりの土台
となる取組の
考え方

⚫目指す都市像のフレーズ案の「紡ぐ」ためにどのようにすればよいかをまち
づくりの方向で示すのがよい

⚫ 「ひとづくり」を全面に打ち出すのがよい
⚫市民と行政の協働が土台となっているのはよい
⚫ 「市民主体の行政」を希望する

⚫ ご意見を踏まえて、「まちづく
りの土台」の各項目の中で
反映しています。

時代の潮流を
捉えた市政運営

⚫新しいものを取り入れたまちづくり
⚫新しいものを取り入れる考え
方を「まちづくりの土台」に設
定します。

多様な主体
との連携・協働
と担い手づくり
の推進

⚫ 「私たちの宇治」という言葉で市民参加・市民参画、一人ひとりの尊重
を表現できると思う

⚫市民参画の仕組みがないため、市民と行政の役割を明確にすることが
必要である

⚫市民が主体的に行動を起こそうとする際の手助けできる体制・仕組み
づくりが必要である

⚫市民一人ひとりを尊重し、市民・行政・各種団体と活動者などが互いに
役割を活かし、共にまちづくりに取り組めるような内容がよい

⚫ これまで行政に委ねてきたことを「自助・共助・公助」の観点から整理す
る必要があり、また、住民の意識改革や市民参画が求められる

⚫ ご意見を踏まえて、市民や
企業、関係団体等との連携
や、将来のまちを見据えた
担い手づくり、ひとづくりを「ま
ちづくりの土台」に設定しま
す。
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4.重点施策に関するご意見（1/2）
項目 主な意見 次期計画への反映等

計画の構成
への意見

⚫中期毎の位置づけを明確に（立ち上げ・周知→拡大・進化→計画達
成・分析）

⚫ 「打ち出し方」が大事
⚫目指す都市像、まちづくりの方向、重点施策がそれぞれが補完して市
民にわかりやすい計画となるように

⚫中期計画の４年間で特に
力を入れていく施策を絞るこ
とで、目指す都市像の実現
に向けた取組を着実に進め
ていきます。

施策全体に
関わる意見

⚫少子高齢化への対策
⚫移住や定住に向けた施策

⚫大局的な方針や考え方は
基本構想で整理し、具体
的な取組内容は中期計画
や関連部門計画等で整理
する予定です。

福祉関係

⚫就学、就職、結婚、出産、子育て、介護など区切らない福祉システム
の構築（切れ目のない支援）

⚫社会的孤立者を出さない地域づくりが必要
⚫子育てしやすい社会環境と教育環境

⚫重点施策で「みんなでつくる
子育てにやさしい地域共生
社会」の設定を検討しており、
子育てにやさしい社会をはじ
め、地域でお互いに支え合
う社会を目指します。教育関係

⚫家庭、地域の教育力の向上
⚫子育て世帯の流出防止のためにも教育に力を入れる
⚫妊娠出産から子育てまで切れ目のない支援

地域コミュニティ
関係

⚫生活の最小単位は自治会・町内会であるため、自治会・町内会の位
置づけや役割を明確にし、上手く活用するべきである

⚫具体的な取組内容に関係
するため、中期計画や関連
部門計画で記載します。
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4.重点施策に関するご意見（1/2）

項目 主な意見 次期計画への反映等

産業
関係

⚫ アニメや新しい宇治ブランド（任天堂など）を使った新しい業態の創出

⚫新しい宇治市の魅力につい
て、今後の取組を検討する
中で、具体的な取組内容
は、中期計画や関連部門
計画に記載します。

都市基盤
関係

⚫市民意見でも多い、交通への対応が必要（公共交通ネットワークな
ど）

⚫地域特性と都市基盤を合わせた地理的配置計画を立てる

⚫重点施策で「活力あふれる
産業振興と未来への投資」
の設定を検討しており、地
域の特性を活かし都市基盤
整備をあげています。

市民参画協働
関係

⚫市民参画・協働の具体的な仕組みの周知徹底
⚫市民が主体的に行動を起こしやすい体制や仕組みづくり

⚫市民参画は、まちづくりの土
台として、すべての施策を進
めていく上で重要な取組で
あるという位置づけで設定し
ています。

行財政運営
関係

⚫ DXを活かした行財政運営、市民サービス（情報へのアクセス）の推進

⚫行財政運営は、まちづくりの
土台として、すべての施策を
進めていく上で重要な取組
であるという位置づけで設定
しています。
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5.その他ご意見
項目 次期計画への反映等

⚫ 全体的に明るく前向きな表現とすることで若い世代
の引き留めに繋げる

⚫ まちの未来が明るいことが伝わるような言葉や表現を工夫し
ます。

⚫ 庁内の縦割り意識の改革につなげてほしい
⚫部局横断的な重点施策を設定し、宇治市全体で目指す
都市像の実現に向けて取り組みます。

⚫ 目標の進捗及び達成状況を測定するための成果
指標を設定するほうがよい

⚫目標の進捗及び達成状況を把握するため、中期計画で成
果指標を設定し、目標を数値化することを予定しています。

⚫ 各分野と個別部門計画との関係性がわかるように
整理してほしい

⚫総合計画と関連部門との関係性については、総合計画の中
で記載します。


