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利根町パブリックコメント実施結果表 

 

１．パブリックコメント実施の概要 

政策等の名称 
とね魅力アップビジョン【第５次利根町総合振興計画

（案）】 

意見等の募集期間 平成 30年 12月 7日～平成 31年 1月 8日 

意見等提出者数及び整理番号 5名（ＮＯ.1－1 ～ ＮＯ.5－18） 

意見等提出件数 102件 

２．意見等の概要と実施機関の考え方 

ＮＯ 
・ページ・該当箇所 

・提出された意見等の概要 

・意見に対する実施機関の考え方 

・提出された意見等に基づき政策等

の案を修正した場合の修正内容

及び修正理由 

1-1 ○2,000人のアンケートの対象者は。 ○住民基本台帳より，無作為抽出し

ています。 

1-2 ○Ｐ．88，現状と課題 

・文化芸術の核となる文化協会に多く

の町民が参加。 

・文化協会の高齢化が進む中，会員の世

代交代を支援。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

1-3 ○まちづくりの将来像 

・今までのどおりの発想ではなく，「利

根町らしさ」についても，既成概念に

とらわれず，今あるものを最大限に

活用し，多様性をキーワードとして，

アイデアを町民が出し合い，住みよ

いまちを志向する。 

○貴重な意見として，将来像の実現

に向けて，参考とさせて頂きます。 

1-4 ○全体的に具体性に貧しい。 ○具体的な事業は実施計画となりま

す。 

1-5 ○Ｐ．101，男女共同参画 

・役場の職員が意識と主体性を持ち，所

内で実施することが必要。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

2-1 ○全体を通して 

・「町民とともにおもしろいまちづくり

を行い，訪れる人が笑顔になり，誰も

が住みやすい町にしましょう」とい

うことがスローガンで，大変わかり

やすく纏まっている。 

・実現のためには，予算が減少するな

か，選択と集中をより深化させ実行

力のある具体策が必要。 

○貴重な意見として，将来像の実現

に向けて，参考とさせて頂きます。 

2-2 ○Ｐ．31，基本方針４ 

・優良農地を積極的に保全しつつとあ

りますが，できれば耕作放棄地・遊休

農地等は避けて通れないことと思い

○まず優良農地を進める中で，耕作

放棄地・遊休農地等について対応

するので，このままとします。 
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ますので，優良農地等と表現すべき。 

2-3 ○Ｐ．43，主な取り組み 

・住民活動の支援 （交流・観光分野に

も連動する），すべてにかかわるお金

がかからない具体的な施策。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

2-4 ○Ｐ．92，特色のある農業の形成 

・10次産業化（6次産業×観光）による

交流促進のための検討をいれるべ

き。 

○現段階では，土地利用で検討して

いる段階なのでこのままとしま

す。 

3-1 ○Ｐ．81，現状 

・日本が戦争をしたときのこと，紛争や

内戦が今も世界各地でなくならない

こと，いまの日本の現状など，中学校

からでなく小学校から繰り返し教え

ていく必要がある。 

・どの年齢の子どもにも，教え方を工夫

して，なるべく本当のことを伝えて

いけるよう，まず大人が知ろうと思

える仕掛け。 

・平易な言葉で普段から子どもに語り

続ける仕掛け作りが必要。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

3-2 ○Ｐ．81，現状 

・不登校になる子どもに必要なのは，適

応指導教室や，学校への復帰・集団生

活への適応なのか。 

・2017 年に施工された教育機会確保法

では，“子どもには学校を休む権利

がある”とされています。また“す

べての子どもたちが安心して学べる

環境を作ること”も定められていま

す。それらの意図を汲んだ支援。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

3-3 ○Ｐ．79，行政の役割 

・子育て支援のサービスを，職員の方が

きちんと把握していらっしゃるか疑

問を感じることがありました。役場

へ訪ねた質問者に対し，自信をもっ

て対応していただくために，町のす

べての子育て支援の活動を熟知して

いただきたい。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

4-1 ○Ｐ．8，位置と地勢 

・「西に取手市，北に龍ケ崎市，東には

河内町という位置にあります」を追

加。 

○他の計画との整合を図るため，こ

のままとします。 

4-2 ○Ｐ．11，ライフスタイルの多様化 

・「心の豊かさ」とは。 

○物質的な豊かさに対する精神的な

豊かさになります。 

4-3 ○Ｐ．11，ライフスタイルの多様化 

・「地方や農山村での生活を選択する人

の増加」と都心回帰の動きもあるの

で，2面性で考える必要がある。 

○貴重なご意見として，将来像の実

現に向けて，参考とさせて頂きま

す。 

4-4 ○Ｐ．12，「安全・安心」への高まりと

地域のつながりの必要性 

・「都市化による核家族化」を都市化だ

○都市化が核家族化の要素としてあ

るためこのままとします。 
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けが原因ではないので「核家族化」と

する。 

4-5 ○Ｐ．13，持続可能な循環型社会の構築 

・「環境問題は」を「環境問題が」とす

る。 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-6 ○Ｐ．13，持続可能な循環型社会の構築 

・国や県の総合計画の中でも取り上げ

られている「ＳＤＧs（持続可能な循

環型社会の目標）の町づくり」を追

加。 

・「超高齢社会の課題」がわからない。 

○現段階では，「ＳＤＧs」について

検討していないこと，全般的な課

題として捉えているので，このま

まとします。 

4-7 ○Ｐ．13，経済のグローバル化と産業後

続の変化 

・「女性活躍推進法」に注を付ける。 

○注釈を追加します。 

4-8 ○Ｐ．13，経済のグローバル化と産業後

続の変化 

・「の活用による」を「の活用によって」

とする。 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-9 ○Ｐ．14，地方分権，規制緩和などまち

づくりを取り巻く変化 

・「自治基本条例の策定などによって」

を追加。 

・「地域経営の視点」を「住民自治の視

点」あるいは「新しい「公」のあり方

の視点」とする。 

○行政経営として表現してあるの

で，このままとします。 

4-10 ○Ｐ．18，「川をはさんだ市町」のあと

に，「（我孫子市，印西市，栄町）」を

追加。 

○ワークショップの意見であるの

で，原文どおりとします。 

4-11 ○Ｐ．19，少子高齢化と人口減少等の課

題 

・最後に「また，町の活性化のために，

町への交流人口や関係人口を増やし

ていくよう努めていかなければなり

ません。」を追加。 

○ここでは，主な課題のため，この

ままとします。 

4-12 ○Ｐ．19，〔自然環境等〕 

・「地球にやさしい環境」を削除。 

○地球規模の環境保全の意味である

のでこのままとします。 

4-13 ○Ｐ．20，〔道路・交通等〕 

・「公共交通機関」が大きな課題である

ので，「栄橋の渋滞」は例にあげるの

に適当でない。 

○ここでは，渋滞の例としているの

でこのままとします。 

4-14 ○Ｐ．20，〔福祉等〕 

・福祉の課題はこれだけではない。 

○ここでは主な課題となるため，こ

のままとします。 

4-15 ○Ｐ．20，〔社会保障等〕 

・広報のあり方の問題であり，社会保障

等の課題ではないので，削除する。 

○社会保障等の主な課題として捉え

ているのでこのままとします。 

4-16 ○Ｐ．21，〔子育て等〕 

・「子育て世代が住みやすいように，子

育てしやすい環境づくりを進めるた

め」を「地域で子育てがしやすい環境

づくりを進めるため」に変更。 

○ここでは主な課題となるため，こ

のままとします。 

4-17 ○Ｐ．21，〔生涯学習等〕 ○ここでは主な課題となるため，こ
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・「文化芸術活動を推進する体制づく

り」を「文化芸術活動をより活発化す

る体制づくりを推進」 

のままとします。 

4-18 ○Ｐ．21，〔生涯学習等〕 

・「新しい本町のイメージ」を「本町の

新しいイメージ」に変更。 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-19 ○Ｐ．21，〔生涯学習等〕 

・「新しい町の個性づくり」を「町の新

しい個性づくり」に変更。 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-20 ○Ｐ．22，〔観光・交流等〕 

・「ＳＮＳ」を「ＳＮＳ（ソーシャルネ

ットワーキングサービス）」に変更 

○注釈を追加し，このままとします。 

4-21 ○Ｐ．22，〔観光・交流等〕 

・「強いチャンネルで発信してくれる

人」を「発信力に強い人」に変更 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-22 ○Ｐ．22，〔観光・交流等〕 

・「地域特性」がわかりにくいので削除

する。 

○地域資源等の地域の特性を活かす

ことを意味しているのでこのまま

とします。 

4-23 ○Ｐ．24，まちづくりの将来像 

・「おもしろい」からこそ持続し，いい

知恵も出て多くのチャレンジを生

む。利根町がおもしろい町になれば

いい。 

○貴重な意見として，将来像の実現

に向けて，参考とさせて頂きます。 

4-24 ○Ｐ．25，〔土地利用・住環境等〕 

・「土地利用計画」を地図で入れる。 

○土地利用は，都市計画マスタープ

ランで取り進めており，本計画で

は土地利用基本構想で方向性を示

すこととしているため，このまま

とします。 

4-25 ○Ｐ．27，〔住民協働〕 

・〔住民協働〕を〔住民協働等〕に変更。 

○ご意見のとおり，主な課題に合わ

せ，〔住民協働等〕とします。 

4-26 ○Ｐ．27，〔行政運営等〕 

・「適正で計画的な行政運営を推進しま

す」を「町の行政改革大綱・行動計画

にそって，適正で計画的な行政運営

を推進します」に変更。 

○ここでは大きな方向性を示してい

るため，このままとします。 

4-27 ○Ｐ．28，1段落目 

・基本方針４ではないか。 

○基本計画の基本方針５の基本施策

３に位置づけているので，このま

まとします。 

4-28 ○Ｐ．32，自然環境共生ゾーン 

・「③－3－2」は「③－2－2」ではない

か。 

○ご意見のとおり，修正します。 

4-29 ○Ｐ．37，主な取り組み 

・分野別計画に合わせ，「主な取組」の

統一。 

○注にありますように，「利根町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」

の内容に合わせこのままとしま

す。 

4-30 ○Ｐ．47，現状 

・「空き家」と「空家等」を統一。 

○空き家関連の条例等の表記に合わ

せていますのでこのままとしま

す。 

4-31 ○Ｐ．47，課題 

・「維持に努め」の後に「，」を入れる。 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-32 ○Ｐ．47，現状 ○ご意見を踏まえ，「安全確保を図る
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・「安全確保。」を「安全確保，」に修正。 とともに」に修正します。 

4-33 ○Ｐ．48，町民の役割 

・「空き家」と「空家等」を統一。 

○空き家関連の条例等の表記に合わ

せていますのでこのままとしま

す。 

4-34 ○Ｐ．49，行政の役割 

・「親水公園を観光資源として活用でき

るように整備」とあるが，具体的にど

のように整備するのか。 

○具体的な整備内容は今後検討する

ことになりますので，このままと

します。 

4-35 ○Ｐ．51，現状 

・語尾を「します」から「しています」

に変更。 

○ご意見のとおり，修正します。 

4-36 ○Ｐ．51，町民の役割 

・「リターナブル容器」を「リターナブ

ル（ビンなどの繰り返し使える）容

器」に変更。 

○注釈を追加し，このままとします。 

4-37 ○Ｐ．52，行政の役割 

・「温室効果ガス排出抑制実施計画」に

ついて，内容がわからない。 

○注釈を追加します。 

4-38 ○Ｐ．52，行政の役割 

・「温室効果ガス排出抑制し」を「温室

効果ガスの排出を抑制し」に変更。 

○ご意見のとおり，修正します。 

4-39 ○Ｐ．54，課題 

・「通学路は子どもたちが頻繁に通る道

路なので，最短かつ安全なコースを

選らぶことが求められます。また，ス

クールバスの停車所の安全にも十分

に配慮する必要がある。 

○ここでは，道路の整備が中心とな

るため，このままとします。 

4-40 ○Ｐ．56，下水道整備 

・「ストックマネジメント」を「ストッ

クマネジメント（老朽化対策）」に変

更。 

○老朽化対策だけではないのでこの

ままとします。 

4-41 ○Ｐ．60，町民の役割 

・「水害時に高台の自治会館，各家庭や

空き家での避難場所の受け入れ体制

を整えるために，町と協力して取り

組みを行う。」を追加。 

○現段階では，具体的な取り組みと

していないのでこのままとしま

す。 

4-42 ○Ｐ．60，行政の役割 

・「行政は，高台の自治会が水害時の避

難者の受け入れがしやすいよう支援

を行う。」を追加。 

○現段階では，具体的な取り組みと

していないのでこのままとしま

す。 

4-43 ○Ｐ．62，現状 

・「予防啓発」を「消費者トラブルの予

防啓発」に変更。 

○ご意見のとおり，変更します。 

4-44 ○Ｐ．62，行政の役割 

・「防犯活動については，防犯連絡協議

会の活動を活発化させ，防犯連絡員

の職務を定例化するよう努めます。」

を追加。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

4-45 ○Ｐ．65，課題 

・新型インフルエンザよりも重篤な感

染症にも備える必要がある。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 
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4-46 ○Ｐ．67，行政の役割 

・「特に危険な感染症については，専門

家の講演会を開くなど，予防啓発と

調査・研究を行っていきます。」を追

加。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

4-47 ○Ｐ．67，行政の役割 

・「地域医療と救急医療」を「地域医療

とより広域な救急医療」に変更。 

○救急医療の広域的な取り組みを含

んで進めていますので，このまま

とします。 

4-48 ○Ｐ．69，課題 

・認知症の方の把握のためにも，民生委

員の活動をよりバックアップできる

ような体制をつくる。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

4-49 ○Ｐ．80，就学前教育の充実 

・発達障がいの場合，早期に発見し，適

切なケアが必要であるので，支援の

仕組みをつくる必要がある。 

○貴重なご意見として，事業の実施

にあたり，参考とさせて頂きます。 

4-50 ○Ｐ．81，現状 

・「不登校」の原因として「いじめ」も

考えられるので，「いじめ」の対策を

講じることも必要である。 

○実施計画等で進めていきます。 

4-51 ○Ｐ．85，指標 

・「町民１人当たりの貸出冊数」に変更。 

○この指標では，利用者がより貸出

を増やすようにサービスを充実す

ることとしていますので，このま

まとします。 

4-52 ○Ｐ．89，課題 

・「展示を少し変えていける」とは，具

体的にはどういうことか。 

○町民のニーズ等を把握し，事業の

実施の中で検討していきます。 

4-53 ○Ｐ．90，行政の役割 

・「地域スポーツ」がわからない。 

○地域のスポーツクラブで行われる

スポーツのことです。 

4-54 ○Ｐ．90，行政の役割 

・「質の向上を図り指導者の充実に努め

ます」を「指導者としての質の向上を

図ります」に変更。 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-55 ○Ｐ．95，雇用の促進 

・「投資促進法基本計画」を「投資促進

基本計画」に変更。 

○ご意見を踏まえ，「投資促進法の基

本計画」に変更します。 

4-56 ○Ｐ．102，地域活動の活性化 

・「（とねっと）の内容を充実」を「（と

ねっと）の内容の充実」に変更。 

○ご意見のとおり変更します。 

4-57 ○Ｐ．102，町民参画体制の充実 

・方向に「自治基本条例を策定して，町

民参加の参加体制を充実させます。」

を追加 

○自治基本条例につましては，町民

参画機会の確保の中で検討して進

めていますので，このままとしま

す。 

4-58 ○Ｐ．104，町民の役割 

・「自治基本条例の策定が実のあるもの

になるように協力していきます。」を

追加。 

○自治基本条例につましては，検討

して進めている段階なので，この

ままとします。 

4-59 ○Ｐ．104，行政の役割 

・「自治基本条例を策定し，町民ととも

に町政をより活性化していきます。」

を追加。 

○自治基本条例につましては，検討

して進めている段階なので，この

ままとします。 
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4-60 ○Ｐ．105，人権尊重の充実 

・「部落解消法や障害者差別解消法」を

「部落解消促進法や障害者差別解消

推進法」に変更。 

○正式名称は，「部落差別の解消の推

進に関する法律」及び「障害を理

由とする差別の解消の推進に関す

る法律」となりますが，通常使用

されているので，このままとしま

す。 

4-61 ○Ｐ．106，現状 

・「人権差別」を「あらゆる差別」に変

更。 

○ご意見を踏まえ，「人権の差別」に

変更します。 

4-62 ○Ｐ．106，現状 

・「暴力（ＤＶ）」を「暴力（ドメスティ

ック・バイオレンス＝ＤＶ）」に変更。 

○注釈を追加し，このままとします。 

4-63 ○Ｐ．106，課題 

・「人権の差別」を「あらゆる差別」に

変更。 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-64 ○Ｐ．106，課題 

・「審議会など」を「審議会や区長会，

老人会，自主防災組織などの公的な

組織・団体の」に変更。 

○表現として問題がないのでこのま

まとします。 

4-65 ○Ｐ．106，課題 

・「女性の人材情報を共有し，庁内で情

報共有する」を削除。 

○方向性として必要な表現であるの

でこのままとします。 

4-66 ○Ｐ．109，現状 

・「開設る」を「開設する」に修正。 

○ご意見のとおり修正します。 

4-67 ○Ｐ．109，課題 

・「複雑な階層」がわからない。 

○注釈を追加し，このままとします。 

4-68 ○Ｐ．111，行財政の健全な運営 

・「電子自治体」は，行政改革の推進に

入れる。 

○本計画では，行財政の利便性の向

上として進めているので，このま

まとします。 

4-69 ○Ｐ．113，現状 

・「行政改革行大綱及び動計画」を「行

政改革大綱及び行動計画」に修正。 

○ご意見のとおり修正します。 

4-70 ○Ｐ．113，現状 

・「つながっている」を「つながってい

ます」に変更。 

○ご意見のとおり変更します。 

4-71 ○Ｐ．114，課題 

・「セキュリティインシデント」を「セ

キュリティインシデント（保安上の

脅威）」に変更。 

○注釈を追加し，このままとします。 

4-72 ○Ｐ．114，課題 

・「ＧＩＳ」がわからない。 

○注釈を追加し，このままとします。 

5-1 ○Ｐ．8，位置と地勢 

・県の総合計画の地域区分の考え方の

地図を併記する。 

○各分野での事業実施において参考

とするので，このままとします。 

5-2 ○Ｐ．8，位置と地勢 

・利根町付近を通る，主要道路と鉄道を

地図上に入れ，利便性が判るように

する。 

○ここでは，利根町の概要となるた

め，このままとします。 

5-3 ○Ｐ．13，持続可能な循環型社会の構築 

・「持続可能な開発目標（ＳＤＧs）に向

けた取組み」を追加。 

○現段階では，「ＳＤＧs」について

検討していないのでこのままとし

ます。 
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5-4 ○Ｐ．13，高度情報化の展開 

・「高齢者の生活においても，家電や介

護・買物など色々な分野でＩＣＴ化

が進んでくるため，生涯学習などを

通じて，情報格差を是正する必要が

あります。」を追加。 

○貴重なご意見として，各分野の事

業の実施にあたり，参考とさせて

頂きます。 

5-5 ○Ｐ．14，地方分権，規制緩和などまち

づくりを取り巻く変化 

・「自己決定・自己責任」に「住民自治

基本条例などの策定が必要」を追加。 

○社会経済動向の変化となっている

ので，限定した表現になるので，

このままとします。 

5-6 ○Ｐ．20，〔社会保障等〕 

・社会保障制度の課題がわからない。 

○社会保障制度では，国の制度で実

施される健康保険，介護保険など

が含まれるため，主な課題ではこ

のような表現とし，基本計画で個

別の課題を記載します。 

5-7 ○Ｐ．24，まちづくりの将来像 

・「おもしろいまちを志向します」とい

う表記について，高く評価する。「お

もしろい」は，常に知恵を出し，新し

いことにチャレンジする活力ある行

動を促します。このことが持続性を

生み出していく源と考える。 

○貴重な意見として，将来像の実現

に向けて，参考とさせて頂きます。 

5-8 ○Ｐ．24～，まちづくり将来像，基本方

針 

・まちづくり将来像かまちづくり基本

方針について地図に表したらどう

か。 

○まちづくり将来像やまちづくり基

本方針は，本町の方向性や分野別

の方向性示すものであるので，こ

のままとします。 

5-9 ○Ｐ．29，将来人口 

・「人口減少に歯止めをかけるために」

を追加。 

○将来人口では，12年後の想定人口

を示しており，この人口動向から

各種の施策を展開するので，この

ままとします。 

5-10 ○Ｐ．30，土地利用基本構想 

・地区の特性を生かした，それぞれの地

区ごとの将来像で見える化した方が

よい。 

○土地利用については，各地区の方

向性も含め，都市計画マスタープ

ランを策定し進めることになりま

すので，このままとします。 

5-11 ○Ｐ．37，（注） 

・「基本とします」がわからない。 

○人口減少を最大の課題と考え，歯

止めを行うための「まち・ひと・

しごと総合戦略」を重点施策とし

て位置づけています。 

5-12 ○Ｐ．55，行政の役割 

・「交通弱者の移動手段を確保し，公共

交通の充実を図ります」を「公共交通

について，調査研究を行ない，交通弱

者の移動手段等，適確な公共交通体

系の充実を図ります。 

○公共交通については，充実のため

の検討を進めていますので，貴重

なご意見として参考とします。 

5-13 ○Ｐ．59，指標 

・消化栓の設置数の後に，設置率を入れ

る。 

○目標値が設置必要数となるため，

このままとします。 

5-14 ○Ｐ．67，行政の役割 

・感染症発生時の対応の体制づくりを

追加。 

○現段階では体制づくりを進めてい

ないので，今後の検討課題として

参考にさせて頂きます。 
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5-15 ○Ｐ．83，行政の役割 

・「幼保小連携を進め，障がいのある幼

児への適切な就学支援を行います」

を「幼保小連携を進め，障がいのある

幼児へは，専門家が係わり，適切な就

学支援を行います」に変更。 

○現段階では，ご意見の体制ができ

ていないので，今後の参考とさせ

て頂きます。 

5-16 ○Ｐ．99，指標 

・交流人口を指標に追加。 

○現状では，訪れる人を増やす施策

を中心していますので，このまま

とします。 

5-17 ○Ｐ．104，行政の役割 

・「町の政策や計画などの策定の際に

は，パブリックコメント公募を周知

し，その説明会や報告会を行うこと

で，多くの町民からの意見聴取を行

ない，計画などへの反映に努めます。 

○ご意見の内容は，現状も努めてい

ますので，今後の参考とさせて頂

きます。 

5-18 ○Ｐ．111，行政改革の推進 

・「行政評価システム」に事業評価はし

ないのか。 

○施策評価を中心とした計画の進行

管理を実施する予定にしていま

す。 

 

 


