
修正内容一覧（めざす姿Ⅴ・Ⅵ、地域別計画） （参考資料）

ページ 項目 内容

1 1-2
めざす姿Ⅴ
施策2

事務局修正

以下のとおり、文言を修正します。

（修正前）
●本市の交通事故件数・死者数は、平成16年から減少に転じているものの、
高齢者や自転車の事故の割合は高い傾向にあります。

（修正後）
●本市の交通事故件数・死者数は、平成18年から減少傾向にあるものの、高
齢者や自転車の事故の割合は高い傾向にあります。

2 1-2
めざす姿Ⅴ
施策2

単位施策3、交通安全対策の充実について、
新型コロナウイルス感染症の影響で自転車
交通が増加していると感じているが、もし
事実ならば主な背景事象や主な取り組みに
記載してほしい。

自転車の利用が増えているという客観的事実が確認できないため、原文のま
まとさせていただきます。

3 1-2
めざす姿Ⅴ
施策2

事務局修正

以下のとおり、文言を修正します。

（修正前）
●道路などを安全で快適に利用できるよう、歩道と自転車道などの新設や既
存の段差の改善などといった、歩行者の安全確保やバリアフリー化が求めら
れています。

（修正後）
●歩行者や自転車利用者が道路などを安全で快適に利用できるよう、歩道と
自転車道などの新設や既存の段差の改善などといった、歩行者の安全確保や
バリアフリー化が求められています。

対応
連
番

ご意見
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4 1-3
めざす姿Ⅴ
施策3

事務局修正

読み手に内容が伝わりやすくするため、単位施策の順を並び替えます。

（修正前）
単位施策１「水道水の水質の保全・向上」
単位施策２「経営基盤の強化」
単位施策３「水道水の安定供給・下水道機能の確保」
単位施策４「生活環境の改善・河川の水質保全」

（修正後）
単位施策１「水道水の水質の保全・向上」
単位施策２「生活環境の改善・河川の水質保全」
単位施策３「水道水の安定供給・下水道機能の確保」
単位施策４「上下水道事業の経営基盤の強化」

5 1-3
めざす姿Ⅴ
施策3

事務局修正

上下水道事業に関する単位施策であるとわかりやすくするため、単位施策名
を修正します。

（修正前）経営基盤の強化

（修正後）上下水道事業の経営基盤の強化

6 1-3
めざす姿Ⅴ
施策3

水道料金は値上げが予定されているが、原
文では将来に対しての不安が伝わりにくい
ため、危機感や値上げの理由が十分に伝わ
るようにしてほしい。また、下水道使用料
についても、雨水や下水の処理の完備、内
水氾濫防止のためにも予算が使われている
ことなどがしっかり伝わるようにしてほし
い。

ご意見を踏まえ、別紙「めざす姿Ⅴ施策3（案）」のとおり文言を修正しま
す。

7 1-4
めざす姿Ⅴ
施策4

事務局修正

誤記のため、目標指標「刑法犯認知件数」および「出火率」の現状(年度)を
以下のとおり修正します。

（修正前）（R1）

（修正後）（R1年中）
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8 1-4
めざす姿Ⅴ
施策4

単位施策1、防災対策の充実について、防災
訓練という文言はあるが、水防訓練という
文言は必要ないか。

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を修正します。

（修正前）
防災訓練の実施や防災意識の啓発、自主防災組織への支援といった取り組み
を行います。

（修正後）
地震や水害等の大規模災害の発生を想定した防災訓練の実施や防災意識の啓
発、自主防災組織への支援といった取り組みを行います。

9 1-4
めざす姿Ⅴ
施策4

単位施策1、防災対策の充実について、避難
所での受入れだけでは限界があるため、自
主防災をより推進していくという言葉が必
要なのではないか。

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を修正します。

（修正前）
地域住民同士の助け合いによって多くの命が助けられ、「自助」「共助」
「公助」の大切さが再認識されています。

（修正後）
地域住民同士の助け合いによって多くの命が助けられたことから、「公助」
に加え、「自助」「共助」の大切さが再認識されています。

10 1-4
めざす姿Ⅴ
施策4

単位施策2、治水・浸水対策の推進につい
て、主な取り組みに、河川と下水道の整備
を連携して行い、治水・浸水対策を推進し
ますとあるが、例えば自然や地形を利用し
た調節池の整備などをしているならば、そ
のような内容を記載してもよいのではない
か。

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を修正します。

（修正前）
●河川と下水道の整備を連携して行い、水路や雨水管の流下・排水・貯留と
いった各能力を向上させ、地域の総合的な治水・浸水対策を推進します。

（修正後）
●河川と下水道の整備を連携して行い、水路や雨水管の流下・排水・貯留と
いった各能力を向上させ、自然や地形を活かしながら治水・浸水対策を推進
します。
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11 1-4
めざす姿Ⅴ
施策4

事務局修正

以下のとおり文言を修正します。

（修正前）
●雨水流出抑制という課題に取り組むことで都市型水害の発生を軽減しま
す。

（修正後）
●官民が協力し、雨水流出抑制という課題に取り組むことで都市型水害の発
生を軽減します。

12 1-4
めざす姿Ⅴ
施策4

事務局修正

以下のとおり、文言を修正します。

（修正前）
●多様化する119番通報の対応をより充実させるとともに、119番通報の適正
化の推進に取り組みます。

（修正後）
●多様化する119番通報の対応をより充実させるとともに、119番通報の適正
利用を促します。

13 1-6
めざす姿Ⅵ
施策2

事務局修正
目標指標「市の附属機関等の公募委員の応募倍率」の単位が無記載だったた
め、「[倍]」と追記します。

14 1-6
めざす姿Ⅵ
施策2

情報公開と個人情報保護についての記載は
あるが、公文書管理については明確に書か
れていない。公文書管理を徹底できるよ
う、どこかに記載してほしい。

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を修正します。

（修正前）
●今後も適切な情報公開と個人情報の保護に努め、積極的に市民に情報を提
供し、行政への理解や信頼を深めることで、市民の市政への参加を促しま
す。

（修正後）
●今後も適正な文書管理に基づいた情報公開により、積極的に市民に情報を
提供するとともに、個人情報を適切に取扱うことで、行政への理解や信頼を
深め、市民の市政への参加を促します。
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15 1-7
めざす姿Ⅵ
施策3

国でデジタル庁の設置が検討されている
が、川口市でもそれに応じた取り組みをし
ていくべきではないか。

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を修正します。

（修正前）
●ICTを利活用し、住民の生活状況などに応じて必要となる情報を行政側から
提供するプッシュ型サービスや行政手続の更なる電子化等を検討し、サービ
ス拡充による利便性の向上に努めます。

（修正後）
●ICTを利活用し、住民の生活状況などに応じて必要となる情報を行政側から
提供するプッシュ型サービスや行政手続の更なる電子化等を検討し、サービ
ス拡充による利便性の向上など行政のデジタル化に努めます。

16 2-2
地域別計画
地域区分図

2-2ページの地域区分図が見づらいため改善
してほしい。

ご意見を踏まえ、地域区分図を修正します。

17 2-3～21
地域別計画
全地域

前期基本計画と同様に、各地域名の横に各
地域の位置がわかる地図を挿入してほし
い。

冊子の作成時には、各地域の位置がわかる地図を挿入します。

18
2-3～6
2-9～10

地域別計画
中央
横曽根
南平

川口市の南部にある地域について、治水・
浸水対策に関して記述をしてほしい。

ご指摘のとおり、荒川の堤防の決壊等が発生した場合、市内南部および西部
での浸水が予想されておりますが、地域別計画は各地域ごとに特徴や課題を
とらえたものであり、同様の内容をほとんどの地域に記述することは、地域
別計画の趣旨にそぐわないと判断したため、原文のままとします。

19 2-3
地域別計画
中央

事務局修正
美術館の建設地が未決定のため、関連する記述を削除します。
今後、もし建設地が決定した場合、答申時または計画策定時に、その地域に
同様の文言を追記させていただく予定です。
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20 2-5～6
地域別計画
横曽根

芝地域と同様に、外国人住民に関する記述
をしてほしい。

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を追記します。また、併せて2-15～16
ページの芝地域の文言を修正します。

【横曽根地域】
（地域のポイントに追記）
●中国をはじめとする多くの外国人住民が居住
（地域の現況に追記）
●年々外国人住民が増加し続けており、誰もが尊重され、ルールを守りなが
らともに支えあって生きることができる多文化共生が求められています。
（主な取り組みに追記）
●地域に在住する外国人との交流会などゴミ出しのルールや生活マナーの啓
発を行うとともに、国際交流員・外国人相談員などを派遣し、国際理解講座
を開催するなど、地域における多文化共生の推進を図ります。

【芝地域】
（地域のポイントを修正）
●中国をはじめとする多くの外国人住民が居住
（地域の現況を修正）
●年々外国人住民が増加し続けており、誰もが尊重され、ルールを守りなが
らともに支えあって生きることができる多文化共生が求められています。芝
園団地では、約5,000人の入居者のうち半数以上が外国人であることから、自
治会による様々な多文化交流の取組が進められています。

21 2-7
地域別計画
青木地域

事務局修正

以下のとおり、文言を修正します。

（修正前）
●教育の中核的拠点校である川口市立高等学校の施設整備及び川口市立高等
学校附属中学校の開校

（修正後）
●教育の中核的拠点校である川口市立高等学校・附属中学校
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22 2-13
地域別計画
神根地域

イイナパーク川口などを観光資源としてい
く旨を地域の方向性に記載してほしい。

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を修正します。

（修正前）
●緑や水辺環境と共存したうるおいある生活空間を生み出すとともに、魅力
ある地域資源を活かしたまちづくりを推進し、人々の交流が盛んでにぎわい
のあるまちをめざします。

（修正後）
●緑や水辺環境と共存したうるおいある生活空間を生み出すとともに、集客
力のある魅力的な地域資源を活かしたまちづくりを推進し、人々の交流が盛
んでにぎわいのあるまちをめざします。

23 2-13
地域別計画
神根地域

地域のポイントの地図に北スポーツセン
ターを表記してほしい。

地域のポイントの地図に北スポーツセンターを表記します。

24 2-15
地域別計画
芝地域

「狭あい」という用語が読み手に伝わりに
くいのではないか。

冊子の作成時には、巻末などに用語の解説を記載します。

25 2-18
地域別計画
安行地域

生産緑地の指定解除が可能となった後の取
り組みもわかるように記載した方がよいの
ではないか。

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を追記します。また、併せて2-20ページ
の戸塚地域の文言を修正します。

【安行地域】
（修正前）
●地域ブランドの強化、市民農園や観光農園開設などの取り組みを支援する
とともに、生産緑地の指定により、農業の振興や農地の保全を図ります。
（修正後）
●地域ブランドの強化、市民農園や観光農園開設などの取り組みを支援する
とともに、生産緑地・特定生産緑地の指定などにより、農業の振興や農地の
保全などを図ります。

【戸塚地域】
（修正前）
●市民農園や観光農園開設などの取り組みを支援するとともに、生産緑地の
指定により、農業の振興や農地の保全を図ります。
（修正後）
●市民農園や観光農園開設などの取り組みを支援するとともに、生産緑地・
特定生産緑地の指定などにより、農業の振興や農地の保全などを図ります。
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26 2-19
地域別計画
戸塚地域

安行地域と同様、地域のポイントに「●戸
塚安行駅周辺のまちづくり」を記載するべ
きではないか。

地域のポイントに「●戸塚安行駅周辺のまちづくり」を追記します。
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