
 資料１  
平成 30年 11月 13日 

 

本宮市第２次総合計画（基本構想・前期基本計画）に係る意見募集 

（パブリック・コメント）の実施結果と対応について（案） 

 

１．意見募集期間   平成３０年１０月９日（火）から１０月２９日（月）まで 

 

２．件    数     ２５件 （※件数は、事務局整理によります。） 

 

３．意見の内容及び意見への対応 

※記載順は、受付順によります。 

意 見 の 内 容 意見への対応 

 

○「基本目標（１）人を育み地域を創る未来

へ夢ふくらむまち」関係 

 

① えぽか、キッズパーク等 子ども達が安

心して楽しみ遊ぶ場所の確保は大切だと思

います。 

 

 

 

② 市内、市外からの利用者さん達にも喜ん

でいけたらと。ウィリアム公園は、もう少

し広いと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ これからも語学、技術が大切ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 今後もえぽかやプリンス・ウィリアムズ・

パークをはじめとして、市内の様々な遊び場

の良好な環境確保と最大限の活用により、人

材育成や交流人口の増加につなげてまいり

ます。 

 

② プリンス・ウィリアムズ・パークや英国庭

園は、面積は広くはありませんが、民間のお

でかけ情報サイト「家族でお出かけランキン

グ」で北海道・東北第１位の評価をいただい

ております。また、英国庭園は、現在はまだ

開園したばかりですが、市民をはじめ多くの

人々の力をお借りしながら園内の草花を立

派に育て上げ、他にも負けない観光地の 1

つとしていくとともに、魅力の発信を行って

まいります。 

 

③ 今後ますます加速する国際化・情報化をは

じめとして、予測困難な社会においてもたく

ましく生き抜いていける人材の育成に重点

的に取り組んでまいります。 
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○「基本目標（２）いつまでも健康・豊かで 活

力と賑わいにあふれるまち」関係 

 

④ 医療が充実し、長生きする方が増え、健

康寿命を延ばす為に、老人達がボランティ

アで森林や草刈りなど環境整備をすれば小

動物の侵入も防げるのではないか。また、

生きがいのためにお小遣いぐらいの賃金も

発生すればより良いかと。 

中心部に集まることも大事ですが、郊外

よりさびれてくる現状なので、 

地域ごとに例えば、 

白沢地区なら桜、ウィリアム公園、野球

場のあたりを利用し、特産品の販売など常

時開いているお店、お茶したり、お話した

り。 

本宮地区なら、えぽか、駅周辺を中心と

したお店、施設、広場。 

荒井地区なら、米をアピールし、大規模

な田畑の運営、アサヒビールに協力をいた

だき販売など、それらをまとめて販売でき

る道の駅みたいな広い場所の整備。 

 

⑤ 町中の道路の広さがもっとあれば、歩道

も狭く、車がすれ違うのにドキドキするの

では心配です。 

 

 

 

⑥ 人が集まれば、経済も発展するので本宮

に行くと花が咲しいとか、○○があるとい

った目玉になる物があれば。せっかくです

のでもっとウィリアム公園を広めるのもい

いかと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 高齢者の方々の技術や知恵は地域の宝で

あり、将来のまちづくりに欠かせないものと

考えております。このことから、高齢者の活

躍の場や機会の創出に取り組んでまいりま

す。 

地域全体の活力が大変重要です。このこと

から、いただいたご意見を参考とするととも

に、市民、団体、企業の方々の力をお借りし

ながら、地域の実情に応じた持続可能な賑わ

い創出の仕組みづくりに取り組んでまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 既存の道路拡幅につきましては用地確保

等の問題により困難な部分がありますが、危

険箇所等の把握と安全通行の啓発活動や、可

能なものについては一部改良等の対策を講

じていきたいと考えております。 

 

⑥ ②の回答に同じ 
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○基本施策「生涯学習」（Ｐ38～41）関係 

 

⑦ 読書活動の推進を施策の柱の一つとして

おり、38頁では、多くの市民から図書の充

実が求められていることを上げている。現

施設として、しらさわ夢図書館、公民館図

書室しかないため、利用状況も低い現状に

ある。 

依って、40頁の施設の取組み③読書活動

の推進の中に、図書施設関係、現況、住民

意向、改善方策の調査検討を上げるべきで

ある。（他地区調査を含め） 

将来、心豊かな人材を育てるには、直ち

に完備が必要であるが、向こう１０年間の

なかで、改善策は決めておくべきである。 

 

 

 

 

 

○基本施策「歴史・文化・芸術」 

（Ｐ46～48）関係 

 

⑧ 本宮市は歴史と文化の誇れるまちである

ことから、歴史遺産の保護・存するそして

後世への伝承し、継承は極めて大切である。

その拠点施設が市立歴史民俗資料館である

筈である。 

しかし、現状を見るに施設の古さ、狭さ、

耐震関係、スタッフ不足問題だらけである。

学校教育関係の利用もなく、抜本的改善が

必要である。先送りはできないので、47頁

に改善策の調査検討を上げるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 市としましても早急に取り組むべき課題

だと認識しております。いただいたご意見に

つきましては、改善を行うことを前提として

おりますので、調査検討等は包含している内

容となっております。 

※ 主な取組「乳幼児からの切れ目のない読

書活動の推進」「図書・資料やサービス等

の充実」「図書館等の良好な環境整備・充

実」 

毎年度の進行管理の中で、随時実施しなが

ら改善や利用者サービスの向上に努め、図書

館等の利用者増加につなげてまいりたいと

考えております。 

また、現在本宮駅前に建設中の地域交流セ

ンターに図書コーナーを設置するとともに、

近隣自治体等との連携も視野に入れながら

さらなる市民の読書活動を推進します。 

 

 

 

 

⑧ ご意見のとおり、課題を整理しながら利用

促進に努めてまいります。なお、主な取組「有  

形・無形文化財・美術工芸品等の保護・伝承・

活用」「歴史・文化施設等の良好な環境整備・

活用」に包含されておりますので、早急に課

題の整理を行いながら、短期的方策と長期的

方策について検討し、歴史・文化施設等の保

護・活用につなげてまいりたいと考えており

ます。 
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○ 基本構想【分野２】健康・医療・福祉 

Ｐ5、前期基本計画Ｐ49～61関係 

 

⑨現状の課題などへの思い 

少子高齢化など言われて久しい、又、２

５年問題など迷惑がられるようは課題を問

題点として世間では面白く取り上げられて

いて「老々介護」「団塊の世代」など社会の

問題点、迷惑、重荷など言われているが、

今日の社会を築いて来ている事実を忘れて

いるのではないかと思う。 

前記の様々の問題として捉えるのでな

く、課題として事実を受け止め、本宮市独

自の特徴、特質をだして「住みよい」「元気

にいつまでも住みたい」「高齢であるがもっ

と地域のために貢献したい」などの元気な

高齢者を一つの「人財」として活用してい

く方法、手段、構想があっても良いのでは

ないかと思う。 

なぜなら高齢化傾向、人材難、年金削減

の懸念などを想定し、社会保障と地域福祉

の本宮にぜひお願いしたい。 

 

 

○市民が発信し、第三者が評価してネットワ

ークと行動を広げ増やす、都市機能を高める 

 

⑩Ｐ54 在宅介護への補助…介護費用の削減

につながる 

 

⑪Ｐ18 シティプロモーションの内容を基本

計画に記載 

 

⑫Ｐ84 太陽光発電など再生可能エネルギー

の利活用が進んでいる一方で、九州電力に

よる売電中止が行われ、水素エネルギーな

どへの変換による活用が求められている。 

 

 

 

 

 

⑨ 先人の尽力により築かれてきたまちを後

世に引き継いでいくことが大変重要である

と考えております。そのため、高齢者の知恵

や技術を活かしながら、基本施策「高齢者福

祉」の施策別目標である、「高齢者が生きが

いを実感し、地域で元気に暮らしているま

ち」を目指し、施策の柱「高齢者の活躍推進・

総合支援」を推進してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 在宅介護におけるニーズ等を踏まえなが

ら支援を行ってまいります。 

 

⑪ 前期基本計画へシティプロモーションの

文言を記載いたします。 

 

⑫ 再生可能エネルギーとあわせ、省エネルギ

ーの推進を行ってまいります。 
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⑬Ｐ46 文化芸術の魅力を発信する人を表彰

（インスタグラムで下郷町が実施中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭Ｐ66 米や長芋など特産品のおいしさなど

をインフルエンサーが発信する。市民によ

るＳＮＳ発信を表彰する。 

 

⑮Ｐ60 福祉ボランティアの活動を表彰す

る。 

 

⑯Ｐ62 英国との連携を表彰する。 

 

⑰Ｐ80 観光の魅力を発信するグループを表

彰する 

 

⑱Ｐ81 観光プロモーションにインフルエン

サーを活用する 

 

⑲Ｐ96 都市機能を高めるため JR、Nexco、

国と連携し、既存の拠点性を高める、本宮

駅（西口）、五百川駅と本宮ＩＣの連携、大

山バスストップと JR、国道との連携、大玉

村との共働が必要。新駅（本宮～杉田間

Nexco 大山バスストップを活用する） 

 

 

 

 

 

⑬ いただいたご意見を参考にしながら、文化

芸術をはじめ様々な分野における魅力発信

の手法について、前期基本計画施策・施策の

柱名「行政活動・情報の収集と発信」の中で

も効果的・効率的な情報発信を検討・推進し

てまいります。 

表彰制度は、既存の市民表彰制度や市・県

の社会福祉協議会の福祉ボランティア表彰

などがあります。その他のものにつきまして

は、いただいたご意見を参考としながら、各

分野の施策を推進する観点から総合的に検

討させていただきます。 

 

⑭ ⑬の回答に同じ 

 

 

 

⑮ ⑬の回答に同じ 

 

 

⑯ ⑬の回答に同じ 

 

⑰ ⑬の回答に同じ 

 

 

⑱ ⑬の回答に同じ 

 

 

⑲ 公共交通につきましては、近隣自治体や関

係機関等と連携しながら、安心して生活でき

る利便性の高いシステムを再構築してまい

りたいと考えております。 
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○パブリック・コメント・行政活動について 

 

⑳ 本２次総合計画では、パブリック・コメ

ントの制度が本当に確立をしているのです

か。 

 

 

 

 

 

 

○21Ｐ131 効果的・効率的な広報、情報発信の

推進、出前講座を生涯学習の中に市民講座

としてやってほしい。 

（例）まゆみアリーナ 

あぶくま憩の家等の苦労話を市民に聞か

せて欲しい。 

 

 

○市民の視点に立った行政サービスの提供

（情報開示）Ｐ132関係 

 

○22  情報開示になぜ２週間もかかるのか。 

 

 

 

 

○23  公文書管理を本気で考えて仕事をやって

いるのか。負の遺産でも市民に取っては大

切な遺産です。 

※ 現況に合わない条例等はすぐにでも改

正すれば良いのではないでしょうか。 

 

○24Ｐ134 本宮市長期財政シミュレーション 

このデータで誰が、何を審議できるのでし

ょうか。もっとバックデータを出してくだ

さい。 

 

 

 

 

⑳ パブリック・コメントでいただいたご意見

につきましては、計画策定や今後施策を展開

する上での参考にさせていただきます。ま

た、その状況を市ホームページ上で公表する

こととしております。 

なお、今後も、継続して積極的にパブリッ

ク・コメントの制度を運用してまいりたいと

考えております。 

 

○21  申請に基づき実施する出前講座をはじめ、

様々な機会を捉えて、市民の皆様と行政との

情報の共有を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

○22  ご意見にある期間は、開示の可否の決定期

間の上限を示したものです。この範囲内にお

いて可能な限り速やかに可否を決定し、開示

するよう努めてまいります。 

 

○23  公文書管理につきましては、遺漏のないよ

う適切な管理に努めてまいります。 

 

 

 

 

○24  総合計画前期基本計画における財政の見

通しは、財政運営の考え方について明記して

いるもので、参考として本宮市自主的財政健

全化計画及び本宮市長期財政シミュレーシ

ョンの抜粋を掲載しております。また、これ
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○基本施策「市民活動」Ｐ111 関係 

 

○25《意見》 

1.（数値だけでは、目標の成果は現れないか

も知れませんが、とりあえず数値目標の設

定を支持します。 

2.集合住宅の世帯が、町内会正会員に昇格す

ると良いと思います。 

3.地域清掃の実施回数を増加し、多様化（曜

日や時間を複数設定）すると良いと思いま

す。 

4.町内会の全体会を開催すると良いと思いま

す。 

《理由》 

1.2018 年 7月に転入しました。 

回覧板の活用と町内会費の集金を求めまし

た。 

2.集合住宅の世帯は、準会員のため 

(ア)回覧板を大家に見てもらう方法がある。 

(イ)会費は大家が納入しているので、世帯ご

とに集金しない。 

(ウ)年３回の地域清掃は免除（参加しなくて

良い）されていると報告がありました。 

3.どの世帯（一人世帯も少人数世帯も）参加

できる町内会活動を考えてみました。（既に

町内会の役員は大変な努力をしていると思

いますが）市民が積極的に参加できること

を望みます。 

 

らの計画及びシミュレーションにつきまし

ては別途閲覧が可能となっております。 

なお、総合計画前期基本計画にも記載して

いるとおり、平成３３年度までに中長期財政

計画を策定し、次世代に過重な負担を残さな

いよう、健全な財政運営のもと本宮市第２次

総合計画の推進を図っていくこととしてお

ります。 

 

 

 

○25  建設的なご意見をいただき誠にありがと

うございます。 

町内会の運営につきましては、各会の主体

的な運営方針に委ねられております。 

市としましては、市民が主役との考えのも

と協働のまちづくりを推進するとともに、市

民の地域活動の普及促進に努めてまいりた

いと考えております。 

 

 

 


