
　　　　　　　　　野田市総合計画（素案）に対する意見募集の結果について

　パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおりです。

１　政策等の題名

　　野田市総合計画（素案）　

２　意見の募集期間

　　平成２７年７月１日（水）から平成２７年７月３０日（木）まで

３　意見の募集結果

　　　　　①  提出者数・意見数　　　 　　　　　　１７５人　２２６件

　　　　　②  提出方法　　　　　　 郵送　  　　　　３２人  　６１件

　　　　　　　　　　　　　　直接持参　　　　　 ６人　　１７件

　　　　　　　　　　　　　　Ｅメール　　　　　 ７人　　１５件

　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　　　 １人　  　４件

　　　　　　　　　　　　　　地区別懇談会 　１１１人　１１１件

　　　　　　　　　　　　　　各界懇談会　　　 １８人  　１８件

　　　　　③  政策等に反映した意見　　　　１０件

４　意見の概要と市の考え方

Ｎｏ. 意見の概要 市の考え方 案の修正

◆序論　１　総合計画策定の考え方

1

　現行計画からの継続性が大切で
ある。継続性を担保したものと
なっているのか。施策や主な事業
について、現行計画から継続する
もの、次期計画に新たに追加する
ものなど、連続性・継続性が分か
るような体裁にしてほしい。（同
様の意見１件）

　総合計画策定の理念において、「まちづ
くりは一朝一夕にできるものではなく、継
続して取り組む必要があります。そのた
め、計画の進捗状況や社会経済状況の変化
を踏まえ、これまで積み重ねてきた成果を
継承する」と掲げており、現行計画からの
継続性を重視して計画を策定しています。

修正無し

2

　地方自治法の改正に伴い、総合
計画の策定義務がなくなった中、
次期計画をまとめてこられた方々
の努力に敬意を表する。

　総合計画は、市の総合的かつ計画的な行
政運営の指針を示すものであり、市民にま
ちづくりの長期的な展望を示し、魅力ある
まちの将来都市像を描くものであることか
ら、法的な策定義務がなくなっても策定す
べきものと考えております。
　幅広い市民意見を基に、総合計画審議会
で熱心な議論が重ねられて取りまとめられ
た総合計画に基づき、各事業に取り組んで
まいります。

修正無し

1



Ｎｏ. 意見の概要 市の考え方 案の修正

3

　野田市は何が良くて何が欠点な
のか、良いところは伸ばし、足り
ないところは改善していくという
ように、地域とともに話し合いな
がら進めていただきたい。

　総合計画は、野田市の目指す将来都市像
を定め、そこに向かってまちづくりを進め
ることで、市政全体の底上げを図ろうとす
るものです。メンバー154人全員を市民公
募とする分野別検討組織からの提言、市民
アンケート、地区別・各界懇談会、パブ
リック・コメント手続などの徹底した市民
参加の下で、総合計画審議会において議論
を重ね、取りまとめていただいたもので
す。計画の見直しの際にも、同じように徹
底した市民参加の下で、進めていきたいと
考えております。

修正無し

4

　多くの施策が示されているが、
総花的で具体策が不足している。
計画にメリハリ、プライオリティ
を付けることにより、野田市らし
い独創的なプランになるのではな
いか。
　また、見直しの際は、検証・反
省を適切に行うべきである。（同
様の意見３件）

　総合計画は、野田市の目指す将来都市像
を定め、そこに向かってまちづくりを進め
ることで、市政全体の底上げを図ろうとす
るものであることから、施策の優劣はつけ
ない考えです。基本計画で定めた施策を具
体化するため、３年間の実施計画を作成
し、３年目に計画の達成状況を精査した上
で、実績と食い違いがある場合は、実績に
合わせて実施計画を再編成し、目標達成を
図ります。
　また、現行計画について、平成23年度の
第１回総合計画審議会で全ての事業の進捗
状況を検証しており、後期基本計画策定の
際にも同様に、事業進捗の状況を検証いた
します。

修正無し

◆序論　４　総合計画の構成と計画期間

5

　基本計画が７年後に見直すこと
とされているが、状況変化が多い
中で、５年後にするなど、期間を
短くしてはどうか。（同様の意見
１件）

　総合計画は、野田市の目指す将来都市像
を定め、そこに向かってまちづくりを進め
ることで、市政全体の底上げを図ろうとす
るものです。長期構想における基本構想・
基本計画は、長期的な目的を明確にした上
で、具体的な事業に取り組むことから、あ
る程度長い期間が必要と考え、15年の期間
とし、中間で見直すこととしました。
　基本計画で定めた施策を具体化するた
め、３年間の実施計画を作成し、３年目に
計画の達成状況を精査した上で、実績と食
い違いがある場合は、実績に合わせて実施
計画を再編成し、目標達成を図ります。

修正無し
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Ｎｏ. 意見の概要 市の考え方 案の修正

6

　目標値が設定されている施策、
設定されていない施策があり、設
定されていない施策の定性的検証
を含めて達成状況を逐次チェック
すると良い。

　指標・目標値については、設定に当たり
施策単位で設定し、それを基本方針単位で
数項目を選定しました。また、施策によっ
ては、数値化がふさわしくないもの、又は
困難なものなどがあることから、全ての施
策について設定されている訳ではありませ
んが、現行計画について、平成23年度の第
１回総合計画審議会で全ての事業の進捗状
況を検証しており、後期基本計画策定の際
にも同様に、事業進捗の状況を検証いたし
ます。

修正無し

◆基本構想　第１章　将来都市像　２　将来都市像

7

　将来都市像は非常によい。実効
性のあるものとするため、越えな
ければならない課題が山積してい
るが、将来都市像からぶれること
なく、計画を実行してほしい。

　将来都市像は、幅広い市民意見を基に、
総合計画審議会で熱心な議論が重ねられて
取りまとめられたものです。将来都市像の
実現に向けて取り組んでまいります。

修正無し

8

　野田市総合計画（素案）の将来
都市像は、15年先では「コウノト
リが飛翔しているまち」ではない
か。そのために、近隣都市と連携
して、飛翔環境づくりをスタート
させ、コウノトリの生育環境の拡
大を起点に、圏央道を活用した
「活力とにぎわいに満ちた都市」
づくりの幅を広げることを提案す
る。

　将来都市像「コウノトリも住めるまち」
は、コウノトリも生息できるほどの豊かな
自然環境や田園風景が都市と共存するまち
の実現を表すシンボルとして掲げているも
のです。現在、多様な主体の協働・連携に
よりコウノトリ・トキの野生復帰を通じた
エコロジカルネットワークの形成を図り、
併せて地域の振興と経済の活性化を促す魅
力的な地域づくりを目的として、利根川、
荒川流域を中心とした30の市町村が連携
し、「コウノトリ・トキの舞う関東自治体
フォーラム」を組織しております。
　また、現在、台町東地区に工業、流通業
務施設等の計画的な誘導・集積を図ること
や、関宿地域の中長期的な活性化に向けた
調査を開始するなど、近接する五霞イン
ターチェンジへのアクセス性を活かしたま
ちづくりを進めています。

修正無し

3



Ｎｏ. 意見の概要 市の考え方 案の修正

◆基本構想　第３章　施策の大綱　

9

　川の機能について、治水と環境
に区分し、治水に関連する事業は
施策の大綱の基本目標４に位置付
け、環境に関連する事業は同じく
基本目標１に位置付けるべきであ
る。
　基本目標４について、「災害か
ら市民生活を守るため、災害に強
い安全なまちを目指し、野田市を
取り巻く３つの直轄河川の堤防強
化の一層の推進を要請するととも
に、座生川や準用河川下水道雨水
幹線や主要な排水路等の治水整備
に取り組む。また、上水道の整備
と安定供給に取り組む」はどう
か。
　基本目標１について、「下水道
の整備、水質の浄化や環境用水の
導入等により良好な水辺空間の整
備に取り組む。また、自然景観や
歴史的景観を大切にするととも
に、それらを活かした魅力的な景
観形成に取り組む。」はどうか。

　河川の治水対策は、基本目標４における
基本方針１の施策「防災まちづくりの推
進」に主な事業「水防対策の強化」等を掲
げており、利根川、江戸川の堤防強化の促
進等を図っていきます。施策の大綱の基本
目標４には、ハード面の水害対策にも取り
組むことの記載がないため、基本目標４の
「安心して暮らせる都市を実現するために
は」の前に、「利根川・江戸川の堤防強化
の促進等のハード面の水害対策に取り組む
ことはもとより、」と追記します。
　上下水道の整備、水質の浄化について
は、基本目標１における基本方針３「生活
環境の整備」の施策「上下水道の整備促
進、水質の浄化・浄化槽の適正管理」の中
で取り組んでまいります。
　景観形成については、基本目標４におけ
る基本方針２の施策「魅力ある景観の形
成」に主な事業「景観計画の策定及び景観
条例の制定」を掲げ、取り組んでまいりま
す。

修正有り

◆基本計画　第１章　計画の前提条件　３　都市構造・土地利用の方向

10

　関宿支所東側の調整区域は見直
した方が良い。このままでは太陽
光発電ばかりになり、関宿支所周
辺の美観を失う。

　関宿地域は、昭和60年に市街化区域と市
街化調整課区域の区域区分（線引き）を行
いました。市街化区域への見直しについて
は、人口増が見込まれ、これに対応して土
地区画整理事業等の計画的な市街地整備が
必要であることから、この地区の見直しは
考えておりません
　また、太陽光発電については、市街化区
域でも建設でき、市街化調整区域でも国の
技術的助言で開発行為に当たらないとして
建設可能としており、制限できないのが実
情となっております。

修正無し

4



Ｎｏ. 意見の概要 市の考え方 案の修正

11

　緑地・レクリエーションの拠点
に、清水公園、運動公園、座生
川、防災調整池、金乗院を有機的
に一体化した新たな交流拠点と、
江川地区をコウノトリと農と健康
の交流拠点として位置付けてはど
うか。

　野田市総合公園を中心として清水公園、
金乗院、座生川の一部及び調節池を含めた
野田市総合公園周辺については、すでに自
然の中で多様なスポーツ、レクリエーショ
ンの場として緑地・レクリエーション拠点
に位置付け、施設の整備を推進するととも
に、周辺の山林など、自然環境の保全・活
用を図ることとしております。
　江川地区については、貴重な動植物が生
息している地域であることから、自然環境
保護基本計画を策定し、その豊かな自然環
境を後世に残していく地域と定め、条例に
よる樹林地の保全、市民農園における農業
体験、地元小中学校による環境学習など、
生物多様性の拠点として様々な取組を実施
していることから、ご意見を受けて、緑
地・レクリエーション拠点に追加します。

修正有り

12

　市街地ゾーンにおいても、緑地
を減らさない施策を強くお願いし
たい。

　都市計画法に基づく開発行為の許可基準
では開発区域面積の３％以上の公園又は緑
地等を設ける必要があるが、さらに条例に
より基準を上乗せし、５％の公園又は緑地
等を確保することとし、土地区画整理事業
実施地区を中心に定めている地区計画によ
り、住宅地では生け垣の設置、工業地では
緩衝緑地の設置などを義務付け、緑化を推
進しています。
　また、基本目標１における基本方針１の
施策「環境保全の推進」に、主な事業「市
民の森の保全」を掲げており、市民の森を
８か所（うち、市街化区域３か所）指定し
ています。

修正無し

13

　新たな事業の創出が施策に位置
付けられているが、８ページの土
地利用イメージに産業関係のエリ
アの設定がない。産業エリアにつ
いても考えた方が良いのではない
か。

　新たな産業の受皿として工業団地の造成
を検討することとしていますが、 これか
ら検討を行うもので、未だ場所の特定等は
されておらず、具体的な場所やゾーン等は
記載できません。
　また、工業団地の造成にあたっては、市
街化区域への編入や用途地域を変更するな
どの都市計画を決定する手続が必要となり
ます。

修正無し

5



Ｎｏ. 意見の概要 市の考え方 案の修正

14

　首都圏中央連絡自動車道五霞イ
ンターチェンジの開通に合わせた
利便性向上について記述されてい
る。将来都市構造・土地利用イ
メージ図に五霞インターチェン
ジ、幸手インターチェンジや境古
河インターチェンジを表示するこ
とで、関宿地域の交通の要衝とし
てのインパクト、イメージが高ま
るので検討してほしい。

　現在、台町東地区に工業、流通業務施設
等の計画的な誘導・集積を図ることや、関
宿地域の中長期的な活性化に向けた調査を
開始するなど、インターチェンジへの近接
性を活かしたまちづくりを進めておりま
す。五霞インターチェンジ、幸手インター
チェンジ及び境古河インターチェンジと
も、野田市（関宿地域）から５キロメート
ル以内（流通業務の総合化及び効率化の促
進に関する法律の適用区域がインターチェ
ンジから５キロメートル以内としている）
に位置することから、ご意見のとおり、将
来都市構造・土地利用イメージ図に幹線道
路から五霞インターチェンジや幸手イン
ターチェンジ、境古河インターチェンジに
至る旨を表示し、明確にすることといたし
ます。
　常磐自動車道の柏インターチェンジ、流
山インターチェンジも野田市の５キロメー
トル圏内であることから、併せて表示しま
す。

修正有り

15

　東西連絡道路は関宿町からの
様々ないきさつがあるのだろう
が、目標年次までの整備が難しい
ようであれば、この計画を消すこ
とはできないのか。

　野田市と関宿町の合併時に要望した事業
で、県からは最大限努力するとの回答を頂
いております。都市マスタープランにおい
ても、総合計画と同様に位置付けておりま
す。

修正無し

◆基本計画　第２章　施策の展開方向

16

　分野別検討会議では、様々な意
見や要望が出ていましたが、今
後、総合計画を活力とにぎわいに
満ちた野田市づくりに活かしてほ
しい。

　幅広い市民意見を基に、総合計画審議会
で熱心な議論が重ねられて取りまとめられ
た総合計画に基づき、各事業に取り組んで
まいります。

修正無し

17

　福祉や教育など、広く問題を取
り上げていることに敬意を表す
る。

　幅広い市民意見を基に、総合計画審議会
で熱心な議論が重ねられて取りまとめられ
た総合計画に基づき、各事業に取り組んで
まいります。

修正無し

6



Ｎｏ. 意見の概要 市の考え方 案の修正

◆基本計画　第２章　施策の展開方向　基本目標１　自然環境と調和するうるおいのある都市

18

　市民からの税金は、コウノトリ
に使うより、学校のエアコン整
備、道路の舗装、子どもの支援、
身近な環境整備等に使った方が良
いのではないか。（同様の意見３
件）

　自然再生の取組を継続し、次世代の子ど
も達に豊かな自然を継承するためには、み
んなが知っていて親近感の持てるシンボル
が必要であると考え、「自然環境を次世代
に残していくため」、「未来を託す子ども
たちに夢を与えるため」、コウノトリも棲
める、豊かな自然環境の再生を目的に、コ
ウノトリの飼育や野生復帰に取り組んでお
ります。
　今後、コウノトリの棲めるような自然環
境をＰＲすることにより、農産物に付加価
値をつけ、観光面でも役立てていきたいと
考えています。
　なお、自然を再生することを目的とした
「みどりのふるさと基金」を積み立ててお
り、この基金を活用してコウノトリの飼育
をしております。この基金のうち、コウノ
トリの飼育に充てている資金の原資は寄附
金であり、税金ではありません。自然の再
生に使用することを約束していただいた基
金は、その目的に沿ったコウノトリの飼育
などには使用できますが、その他の目的に
は使用できません。

修正無し

19

　こうのとりの里を見に行き、素
晴らしいと思った。より積極的に
ＰＲした方が良いのではないか。

　こうのとりの里につきましては、７月23
日に実施した試験放鳥を機に、市民のみな
らず、市外の皆様の関心も高まっておりま
すので、引き続き市ホームページや市報等
によりＰＲしてまいります。

修正無し

20

　コウノトリは自然の中で生息す
る生き物であるため、動物園等に
保護してもらうべき。

　野田市では「自然環境を次世代に残して
いくため」、「未来を託す子供たちに夢を
与えるため」にコウノトリの餌となる生き
物にあふれた、豊かな自然環境の再生を目
的に、コウノトリの飼育と野生復帰に取り
組んできました。取組を進め、関東におけ
る本格的な野生復帰に移行していきたいと
考えております。

修正無し

21

　コウノトリが野田市のシンボル
鳥となったことは喜ばしい。幸運
の鳥として、末長く生きるように
手厚く取り組んでほしい。

　野田市の自然再生の取組を進め、関東に
おける本格的な野生復帰に移行していきた
いと考えております。 修正無し

7
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22

　将来的なコウノトリの餌不足に
備え、近隣市に協力を要請しては
どうか。

 　現在、コウノトリ・トキの舞う関東自
治体フォーラムを組織しており、30自治体
による連携を図っているほか、野田市のコ
ウノトリの試験放鳥実施に当たり、利根運
河エリアを中心とした柏市、流山市をはじ
め、近隣市と連携したコウノトリの舞う地
域づくり連絡協議会を設立し、コウノトリ
の見守り活動についての連携強化を図って
おります。今後はそれぞれの組織を軸にコ
ウノトリが定着できる環境づくりを一層推
進してまいります。

修正無し

23

　雑木林の保全のため、相続の
際、相続者の税負担の軽減をお願
いしたい。

　相続税は国税であり、税の負担軽減につ
いては国が定めます。市では、保全樹林地
に指定している江川地区内の区域で、相続
等により管理の継続が難しい場合は、買い
取り協議に応じるなどの取組を行っていま
す。

修正無し

24

　野田市は豊かな自然と子ども達
や若者が実際に触れ合う機会がな
く、野田の自然環境への意識が薄
いと思われる。

　平成27年３月に策定した「生物多様性の
だ戦略」の重点プロジェクト「自然と共生
する地域づくり」の中で「こども野生復帰
プロジェクト」を掲げており、市が目指す
自然環境を実現し豊かな自然を次世代に引
き継いでいくためには、自然の中に入って
体験し、生物多様性について考える機会が
必要であると考えております。
　具体的には、これまで取り組んできた福
田中スペシャルスタディやフィールドワー
クを市内全小中学校に広げていき、さら
に、江川地区市民農園における農業体験の
実施・拡大、各学校と連携したビオトープ
空間の創出などを目指します。

修正無し

25

　９ページの本文中に、「耕作放
棄地の有効活用を推進します」と
あるが、耕作放棄地対策として、
休耕地の集約推進だけでは十分で
はないのではないか。

　耕作放棄地対策の基本は休耕地の集約と
考えております。これに加えて新たな農業
の担い手として若手の新規就農者の育成や
民間企業等の参入を促進します。 修正無し

26

　黒酢米を野田市のブランド米と
してうたっているが、コウノトリ
米と表現されてはどうか。

　黒酢米の名称変更につきましては、今年
度、農産物ブランド化推進協議会に諮った
ところでありますが、その会議で生産者よ
り、「ようやく黒酢米の認知度が上がって
きたのに名称を変更されては困る」旨の強
い意見が出されたところであります。その
ため、今後はサブタイトルを付すなどの検
討をしてまいりたいと考えており、２８年
産に向け、生産者や農協と検討をしていく
予定でおります。

修正無し

8
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27

　自分たちが住む地域は農地が比
較的狭い地域で、専業農家が減っ
ており、高齢化率も36％である。
将来10年も待たないうちに後継者
がいなくなるという事は危惧して
いる。

　農地の集約化等による収益性の向上や若
手の新規就農者の育成に努めてまいりま
す。

修正無し

28

　自治会でクリーン作戦を年に２
回、７月と12月に実施している。
町内全員に呼びかけ、第一中学校
周辺を中心に行っている。薬局や
コンビニなどが立地する空間があ
るが、雑草が繁茂しているため、
ごみが捨てられ、風で捨てられた
ごみが散らかり、雑草の種が飛び
散っている。市から指導を行うこ
とができないか。

　あき地については、あき地の適正管理を
するよう土地所有者に対して通知していま
す。ご指摘の場所はあき地ではありません
が、地域の意向を土地所有者等に伝えてま
いります。

修正無し

29
　水路、山林にも不法投棄が絶え
ない。監視カメラの設置、増設を
考えられないか。（同様の意見１

　平成16年度から設置している不法投棄監
視カメラを平成27年度に更新し、新たに設
置する予定です。

修正無し

30

　犬のフンの放置は、警察と連携
して罰金刑とし、通報者には罰金
の何割かをリターンするといった
対応を行わないとなくならないと
考えている。罰金額を明示するな
ど、より具体的な啓蒙活動ができ
ると良い。（同様の意見２件）

　平成27年４月１日から「野田市ポイ捨て
等禁止及び環境美化を推進する条例」が施
行され、市内全域の道路や公園等の公共の
場におけるペットの排泄物などの放置を禁
止しています。なお、罰則規定について
は、環境審議会の議決を経て指定した重点
区域内に限定されます。重点区域は、平成
27年度から順次、駅前等から指定する予定
です。

修正無し

31

　繰り返しポイ捨てするのは、若
い人、中年で自治会に加入してい
ない人が多いと感じており、モラ
ルの向上に取り組んでほしい。
　元気で自治会にも加入せず、市
からの情報が入ってこないような
人への啓蒙活動が重要と考えてい
る。

　市では毎年、「ごみの出し方、資源の出
し方」の冊子を全戸配布して、ごみ出し
ルールの周知を図っています。今後も廃棄
物減量等推進員や自治会長等の協力を得な
がら、ごみ出しルールの周知、一人暮らし
高齢者等ごみ出し支援事業や粗大ごみ運び
出し支援事業の普及に努めていきます。

修正無し

32

　407人の廃棄物減量等推進員がご
み減量や不法投棄防止活動を行っ
ているが限界がある。平成33年度
までに30%のごみ減量を目標に取組
を進めているが、目標達成のため
には、自治会との連携、協力の充
実が重要なため、自治会との連携
強化に向けた環境整備を進めてほ
しい。

　「野田市一般廃棄物処理基本計画」の重
点施策の中で、「自治会などに対して、廃
棄物減量等推進員活動の重要性を周知する
ことで、推進員が活動しやすい環境を整え
るとともに、推進員会議における研修や地
区連絡会などにより、引き続き推進員の育
成を図っていきます。」と位置付けていま
す。今後、廃棄物減量等推進審議会でご議
論いただき、推進員活動の支援・活性化、
自治会長との連携を図っていきます。

修正無し
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33

　ごみの水切り、資源回収時に
ペットボトルや空き缶をすすぐこ
とを推奨しているが、関宿地域
は、大半が下水道区域ではないた
め、関宿落堀に水が流れて汚れて
しまう。どうすれば良いのか対応
を明確にしてほしい。
　ごみの水切りをする必要がある
か否かが問題となる。パッカー車
は、集めた生ごみを圧縮するので
水を切ることができる。水を切る
前の重量が生ごみとして計量され
るが、計量前に清掃工場内で水を
適切に処理するといった対応を、
新清掃工場整備に合わせて検討し
てほしい。

　廃棄物減量等推進員代表者会議にご意見
を報告し、対応を検討します。また、収集
車内の水に係る処理については、新清掃工
場建設時にご意見を反映できるかどうかを
検討します。

修正無し

34

　プラスチックごみは高温で焼却
すれば有害物質も出ず、ごみの減
量にもなる。新清掃工場を建設す
るなら、しっかりしたものを早く
作ってほしい。
　また、ビンやカンも毎週の回収
でよいのではないか。

　プラスチック類については、資源化して
いること、新清掃工場の焼却方式を「ス
トーカ式」としていることから，焼却は考
えておりません。
　また、新清掃工場の建設については、地
元の皆様などから意見や要望をお聞きした
上で、早急に建設したいと考えておりま
す。
　ビン・カンの資源回収については、地区
により月１～２回の集団資源回収を行って
いるほか、資源物の臨時集積所を毎月第４
日曜日に野田市再資源化事業協同組合と旧
関宿クリーンセンターで行っていることか
ら、資源回収を毎週行う考えはありませ
ん。

修正無し

35

　太陽光エネルギーについての記
述があるが、東京都は燃料電池を
推進している。水素社会への対応
を加えたほうがよい。（同様の意
見１件）

　国は水素・燃料電池戦略ロードマップを
策定し、燃料電池車に水素を供給する水素
スタンドの設置を進めていますが、大幅に
遅れている状況です。野田市における普及
は今後の課題と考えております。

修正無し
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36

　環境の良さに惹かれ、野田市に
居住して35年となるが、化学物質
過敏症を患ってしまった。医師の
勧めで、残念だが居を移すことと
した。本冊子を見たところ、環境
対策が位置付けられており感激し
た。戻って来ることができるよう
な環境となることを期待してお
り、対策の具体化に取り組んでほ
しい。

  野田市南部工業団地内に立地する産業廃
棄物焼却施設から排出される有害物質と周
辺住民の健康被害との因果関係を証明する
ために、公害等調整委員会へ原因裁定の申
請を平成24年３月に行い、平成27年９月３
日に、公害等調整委員会から被害者の会弁
護団に対し、野田市における廃棄物処理施
設からの大気汚染等による健康被害原因裁
定申請事件の裁定書が送付されました。裁
定の内容は、本件裁定申請を棄却するもの
となっています。
  今後につきましては、裁定内容を精査し
た上で、「㈲柏廃材処理センター被害者の
会」と「柏廃材被害者の会弁護団」及び市
の３者で協議していきます。

修正無し

37

　東部地区は他の地域に比べて、
ゴルフ場や林に囲まれた地域で、
戸数も少なく、整備の優先度が低
くなってしまうのは分かるのだ
が、もう少し下水道整備を促進し
ていただきたい。

　公共下水道の整備については、市街化区
域を優先して進めています。早期整備が難
しい地域には、合併浄化槽への転換に補助
金等を出して対応を進めております。 修正無し

38

　野田市は豊かな自然環境だが、
三ツ堀里山自然園の池には、排水
整備が進まないことから農家の洗
濯排水が流れ込んでいる。豊かな
生活をするには、最低限の環境面
の整備が必要である。（同様の意
見２件）

　公共下水道の整備については、市街化区
域を優先して進めているところです。公共
下水道の早期整備が難しい地域について
は、合併浄化槽の転換に補助金等を出して
対応を進めております。

修正無し

39

　公共下水道、上水道について、
吉春地区では浸透式で行っている
箇所もあり、自家水道を使用して
いるところもある。身近に感じる
インフラ整備を行ってほしい。

　公共下水道の整備は、市街化区域を優先
して進め、早期整備が難しい地域には、合
併浄化槽の転換に補助金等を出しておりま
す。なお、放流先が無い場合は、蒸発散装
置への補助金も交付しております。
　水道管の未整備地区につきましては、毎
年11月までに要望していただければ、翌年
度のなるべく早い時期に全額水道部の負担
で水道管を布設いたします。
　今後も市民のライフラインとして、浄・
配水施設整備を推進してまいります。

修正無し
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40

　上下水道について、平成34年及
び42年の目標値がそれぞれ設定さ
れているが、具体的にどの地域を
どうするという具体性を示してほ
しい。

　公共下水道の普及率は、人口に対する割
合で約64％となっております。今後は、市
街化区域を優先して事業を進めてまいりま
す。早期整備が難しい地域には、合併浄化
槽の転換に補助金等を出しております。
　上水道の普及率は、人口を分母に加入し
ている給水人口で割り返したものであり、
水道管の布設工事を進める整備率ではあり
ません。なお、目標値である普及率98％は
従来からの井戸水使用者の水道水への転換
不能及び転入出における変動を考慮した数
値です。今後も市内全域に水道管の整備推
進を図るとともに、目の前に水道管が布設
されている水道未加入世帯に対し加入促進
を進め、普及率の向上に努めてまいりま
す。

修正無し

41

　２項道路の下を通っている居住
者による排水管を使用していると
ころもあることから、民間の排水
路の買い上げ整備も積極的に進め
てほしい。

　当該施設は浄化槽を経由した処理水や雨
水等が混入している雑排水管と思われ、公
共下水道の本下水とは異なるものであるた
め、買上げなどの整備手段は行っておりま
せん。

修正無し

42

　野田市は水道水の水質が悪い。 　水道法に基づく水質基準項目の水質検査
を定期的に実施しており、基準値は全て満
たしております。今後も水質基準を確実に
満たした安全な水を安定的に供給できるよ
う努めてまいります。

修正無し

43

　雨が降ると水がはけきれず、ひ
がし台から二川小学校、中学校に
通じる動物病院の前の道に常に水
が溜まる。ポンプ設置などの対応
をしていただいているが、少しで
も雨が降ると水が溜まるので引き
続き対策をお願いしたい。

　 六丁四反水路の下流側からの整備や柏
寺排水路の整備を進めています。完全に整
備しないと目に見える顕著な効果に至らな
い面があることから暫定的にポンプ設置や
土のう設置などのソフト面の対策にも取り
組んでいます。

修正無し

44

　基本目標１における基本方針３
の指標・目標値「水質の浄化・浄
化槽の適正管理」について、合併
浄化槽設置数が増えることが、な
ぜ適正管理と言えるのか。

　合併浄化槽は生活雑排水も処理できるた
め、合併処理浄化槽の設置促進により、水
質の浄化を図っていくという考えで設置数
を目標値としたものであり、浄化槽の適正
管理を目指したものではありません。

修正無し

◆基本計画　第２章　施策の展開方向　基本目標２　生き生きと健やかに暮らせる都市

45

　暑い日に雨戸が閉まっている家
があるなど、見守りの充実が必要
と感じており、民生委員にこまめ
に回ってほしい。

　民生委員に老人福祉推進員を委嘱し、高
齢者の見守りや各種の相談、指導を実施し
ていただき、老人世帯等の福祉の増進を図
り、地域ぐるみのネットワークを推進し、
地域での支え合いによるまちづくりを推進
しております。

修正無し
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46

　地区社会福祉協議会で活躍して
いる市民の方が多いので、基本目
標２の基本方針１の施策「地域の
支え合いによる福祉のまちづくり
の推進」の主な事業の中に、「地
区社会福祉協議会の活動の推進」
を入れてほしい。

地域ぐるみ福祉ネットワークを推進する
上では、複雑化するニーズに対応するよう
社会福祉協議会の内部組織として位置付け
られた地区社会福祉協議会が中心となって
おります。現在は、市内全域において、22
か所の地区社協が設立され、多くの市民の
方に参加いただいており、市では地区社協
に対し運営補助を行っています。
そこで、４）施策の内容中、「ＮＰＯ・

ボランティア活動等を始めとした市民の幅
広い協働」の前に「市内全域で組織された
地区社会福祉協議会や」を加えます。

修正有り

47

　介護や保育などで高齢者の働け
る場所を作ってはどうか。買い物
弱者対策にしても、元気な高齢者
の力を借りることはできないか。

　高齢者の能力の活用等の一環として、シ
ルバー人材センターの充実、公設公営保育
所等では業種により年齢不問での募集・雇
用、高齢者をハローワークや無料職業相談
所のあっせんで雇用した事業主に、雇用促
進奨励金を交付して高齢者の就業機会の拡
大に努めています。
　なお、買い物弱者対策として移動販売車
の「まごころ便」をパルシステム千葉と協
働事業として運行しておりますが、事業の
実施はパルシステムとなっておりますの
で、市から求人する予定はありません。

修正無し

48

　少子高齢化の今、高齢者施設の
充実を進め、長く住み続けられる
まちになるべきである。

　老人福祉計画及び介護保険事業計画（シ
ルバープラン）の施設整備計画に基づき、
特別養護老人ホームの整備を進めるととも
に、地域密着型サービス施設の整備も進め
ております。

修正無し

49

　買物に関し、昨年から、月・木
曜日に移動販売が来るようになり
有り難い。高齢者、特に車が運転
できない人の通院などに対応する
ため、福祉サービスの観点から福
祉タクシーを運用している例もあ
り、体の不自由な人などを対象に
検討してほしい。

　１級から３級までの身体障害者手帳をお
持ちの方、療育手帳をお持ちの方、１級の
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、介
護保険制度の要支援・要介護の認定を受け
た方、70歳以上のひとり世帯、夫婦世帯
で、市民税が課されていない方,を対象と
して、病院等への通院及び買い物等の外出
時のタクシー運賃の一部を助成する福祉タ
クシー事業を実施しています。

修正無し

50

　障がい児が今後増加するととも
に、医療行為が必要となるケース
が生じてくるが、対応が遅れてい
ると感じており、サービスの充実
に期待している。

　障がい児に対する支援については、子ど
もの発達支援を始め、支援体制づくりを推
進してまいります。 修正無し

51

　低所得者層の子弟の学習を支援
する仕組みはできないか。

  市では、現在、経済的な理由により学校
以外に学習の機会のない生徒を対象に、
「ステップアップセミナー」を開講し、高
校受験に向けた無料の学習支援を市内各公
民館等で実施しております。

修正無し

13
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52

　少子高齢化を前提とした計画に
なっている。このまま少子高齢化
が進めば、市として機能を維持で
きるのか。出生率を上げる等、少
子化対策の目標を示してほしい。

  子育て支援に関する目標として、基本目
標２における基本方針２に保育所整備によ
る待機児童・保留者の解消や新たな施設に
よる学童保育所の学校区単位での過密化解
消のための指標目標値を設定しておりま
す。
　出生率が低水準である状況については、
未婚化や晩婚化など社会的な要因が深く関
わっており、市町村レベルで根本的な解決
ができるものではありませんが、野田市で
は、エンゼルプラン第４期計画に位置付け
た、子ども・子育て支援新制度に基づく保
育の量の確保や多様な働き方に対応する子
育て支援メニューの充実などの施策を進め
ることで、結婚や出産をためらうことのな
いような環境を整えていくこが重要と考え
ています。また、持続可能なまちづくりを
進めるためには、若い世代や子育て世代の
定住人口を増加させることも必要であり、
東京直結鉄道の整備等の公共交通の充実に
より魅力ある生活環境を整えることが重要
と考えています。

修正無し

53

　公立の子ども館や学童と隣接し
て福祉会館を建ててはどうか。

　子ども館では遊びの指導や行事におい
て、保育所では園児と地域の高齢者とのふ
れあい事業において、昔からの遊びの伝承
などを行っています。また、ファシリティ
マネジメントの方針に基づき、基本的に新
たな施設を建設する考えはありません。

修正無し

54

　高齢者や子どもの育成よりも、
３世代が暮らせる都市環境づくり
の推進をお願いしたい。税金対策
などの優遇措置を行い、介護や子
育てができるまちづくりをしたら
よいと考える。

　３世代同居については、審議会の中でも
活発な議論が行われ、同居や近居といった
提案がありました。一方で、野田市で３世
代同居を推進していく際に、家の広さ等、
推進する条件が整っているのかどうか、市
として実際に推進していけるかどうか、条
件を整理した上で総合計画に掲載していく
必要があるという意見もあり、審議の結
果、掲載はしていません。３世代同居に係
る国の取組があるため、できる部分は市で
進めてまいります。

修正無し

55

　保健センター機能を充実してほ
しい。

　保健センターは、「市民の健康づくりの
推進」、「地域医療体制の充実」、「母子
保健・医療の充実」の各施策の中で、各種
がん検診の実施、健康づくり推進計画21の
推進、救急医療体制の充実、乳幼児健康診
査等の充実に取り組むことはもとより、妊
娠・出産期から子育て期にわたる様々な相
談にワンストップで継続的に対応できる
「子ども支援室」を10月１日に開設し、こ
れらの事業の拠点として、市民の健康づく
りの充実、強化に努めてまいります。

修正無し
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56

　感染症の感染予防にも取り組め
ると良い。

　感染症予防の推進を図っていることか
ら、基本目標２における基本方針３の施策
「市民の健康づくりの推進」の施策の内容
に、「感染症予防の推進」を図ってきた旨
加えるとともに、平成26年11月に新型イン
フルエンザ等対策行動計画を策定し推進を
図ることから、主な事業に「新型インフル
エンザ等対策行動計画の推進」を追加しま
す。

修正有り

57

　防災における備蓄として、感染
症に備え、高性能マスク等の備え
があると良い。

　感染症対策に取り組むとともに、感染症
に備えた高性能マスク等の備蓄について
は、野田市地域防災計画や野田市新型イン
フルエンザ等対策行動計画に基づき、備蓄
に努めます。

修正無し

◆基本計画　第２章　施策の展開方向　基本目標３　豊かな心と個性を育む都市

58

　出産・検診費用、幼児の医療費
を無料にしてほしい。

　出産費については、出産一時金の８割ま
で無利子で貸し付け、一時金支給後に返済
していただく出産費資金貸付制度があり、
また、妊婦健康診査については14回分、乳
児健康診査については２回分を助成してお
ります。
　さらに、子ども医療費の助成について
は、平成27年８月１日以降の診療分から、
通院・調剤費の自己負担金を300円とした
うえで対象年齢を中学３年生まで６学年分
拡大するなど（非課税世帯は無料）、子育
て支援を充実させているところです。市で
は、これらの取組をバランスよく進めてい
くことが、最も効果的な施策であると考え
ております。

修正無し

59

　かかりつけ医の定着とは、医師
側か患者側か分かりにくい。ま
た、病院がなく、医師もいなけれ
ば県外に出なければならないが、
移動支援自体が県外となると受け
られない。

　かかりつけ医とは、患者さんの身近にあ
り、いつでも病気の相談を受け、そして丁
寧に正確に病状を説明し、また必要な時に
はふさわしい医療機関を紹介するなどの役
割を担っている医師のことです。かかりつ
け医の定着とは、市民一人ひとりが、身近
にかかりつけ医を持つことですので、施策
の内容に、かかりつけ医の定着の意味とし
て、「（身近にかかりつけ医を持つこ
と）」を追記するとともに、かかりつけ医
に関する脚注を次のとおり追加します。
「かかりつけ医とは、身近な地域で日常的
な医療を受けたり、健康の相談等ができ、
病状に応じて適切な医療機関を紹介するな
どの役割を担う医師」。
　なお、継続的な通院は、障害福祉サービ
スの通院介助が県外の医療機関受診時にも
利用できます。

修正有り
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60

　中学校までの給食費を無料にし
てほしい。

　学校給食の実施に係る経費の負担は、学
校給食法第11条により、食材に係る費用は
受益者負担として保護者の負担と規定され
ているため、学校給食の無料化は考えてお
りません。なお、市では保護者の負担をで
きるだけ軽減できるよう、野田産米補助を
行っているところであり今後も継続してま
いります。

修正無し

61

　子どもたちの学力向上に向けて
開始された土曜授業について、子
どもたち、先生、保護者にとって
のメリット、デメリットがそれぞ
れあると思うが、３者の中でバラ
ンスの良い方法でお願いしたい。

　土曜授業アンケートによって児童生徒、
保護者、教職員からの声を集め、土曜授業
検証委員会で各学校の取組や課題を集約
し、より良い土曜授業になるように取り組
んでまいります。

修正無し

62

　学力向上のため、先生がゆとり
を持って子どもたちに学力をつけ
る時間を確保できるよう、教育関
係に対して予算をもう少し確保す
べきではないか。

　現在、学校支援地域本部による地域コー
ディネーターが学校への各種ボランティア
の派遣を行ったり、中学校の職場体験でも
ご協力いただいたりして、教員の多忙化解
消に取り組んでおります。今年度の教育予
算では、外国語指導助手（ＡＬＴ）を３名
増員したり、サポートティーチャーや土曜
授業アシスタントを雇用したりすること
で、学力向上を含めて教員の多忙化解消に
今後も取り組んでまいります。

修正無し

63

　英語教育について、外国語指導
助手（ＡＬＴ）の人数が５名に増
員され、大変喜ばしい。ＡＬＴの
方との情報交換、意見交換が行え
る場があれば、更なる拡充に資す
るのではないか。

　今後、外国語指導助手（ＡＬＴ）と、地
域の方との話し合いの場を設定するよう検
討いたします。

修正無し

64

　土曜授業に関しては、定期的に
研修会が開催されて、情報交換や
意見交換がスムーズに行われてい
ると感じている。

　今後も、土曜授業の充実を図り、学力向
上に努めます。

修正無し

65

　精神的に病んでいる先生や指導
力の低い先生が多いと思われるた
め、まず教員の質を高めていただ
きたい。

　教員の指導力向上を図るため、現在、研
究授業の機会を増やす、あるいは、若手教
職員を中心とした研修会を開催するなど、
積極的に取り組んでおり、今後、更に教職
員の自覚と責任の意識を高め、より高いレ
ベルで指導力の向上を図ってまいります。

修正無し

66

　学校の二学期制を三学期制に戻
してほしい。テスト範囲が広が
り、学力が低下している。

　二学期制には、先生が児童生徒に接する
時間が増え、長いスパンでじっくりと学級
経営や授業実践が行えることや、７月・12
月にも学校行事を設定しやすいなどの利点
があります。こうした利点をより生かし、
確かな学力に結びつけたいと考えておりま
す。

修正無し
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67

　特別支援学級の先生は、特別支
援学級について的確な知識を持つ
先生にしてほしい。

　特別支援学級担任は、各校において、適
材適所の中で配置されます。特に、担任に
なると、特別支援教育に関する県や市が実
施する研修を受講し、積極的に専門性を高
めています。また、野田市教育研究会の特
別支援学級部会や通級指導学級部会にも所
属し、教員同士の情報交換や研修を通し
て、更なる専門性の向上に努めています。

修正無し

68

　結婚を望まない30代の女性が増
えている。学校において、子ども
たちに対し、現状と未来に向かう
教育を行っていくべきである。性
教育は小中学校からきちんと行う
べきである。

　自分の人生を総合的に見つめ直して、自
分らしい「生き方の設計」をし、最適な職
業選択をしたりする野田市の「キャリアデ
ザイン」の考え方に基づいた未来へ向かう
教育を行ってまいります。また、性教育に
ついては、小学校は理科・保健の学習で、
中学校は保健体育の学習で行っています。

修正無し

69

　専ら外国人に日本語を学ばせる
ことを謳っていますが、野田市民
に実用外国語を学ばせ、赴任地で
の即戦力を育成することも重要で
はないか。

　赴任地での即戦力を育成するための実用
外国語等の教育は、個人や企業等で担うべ
きもので行政が推進することは難しいと考
えております。
　なお、市では、小中学校に外国語指導助
手（ＡＬＴ）を派遣して、ネイティブな英
語に触れさせるようにしています。また、
国際交流協会では、英語等の外国語学習の
講座を実施しています。

修正無し

70

　福田中学校の生徒は地域住民に
対して登下校時に挨拶ができる。
挨拶のできる学校教育ではいじめ
も起きにくいのではないか。地域
住民としても非常に気持ちがよ
い。

　「あいさつ」の励行は、市内各小･中学
校で行っております。福田中学校の実践は
その現れかと思われますが、こうした良い
実践例を更に広めてまいります。 修正無し

71

　いじめについて、一人の教員だ
けに任せず、学校内で協力し合
い、いじめる子どもと真っ向から
話し合う体制を整えてほしい。

　各学校でいじめ防止対策基本方針を策定
し、学校全体の組織によっていじめを早期
発見・早期解決するようにしています。

修正無し

72

　議員や周囲の大人が、弱い人を
助ける社会・政治を見せること
が、いじめのない豊かな心を持っ
た子どもへの成長支援になると思
う。

　各学校では、年間２回のいじめ調査とそ
の追跡調査、各学校が策定しているいじめ
防止基本方針によって、いじめへの早期発
見・早期対応に努めております。また、学
校人権指導者養成講座によって、教員への
指導力向上に努めます。

修正無し

73

　学校について、少子化で生徒数
が少ない。福田第一小、第二小と
もに少人数学級で、特色ある教育
をしてもらっている。統合しない
という話だが、どちらがよいの
か。その辺もご検討いただきた
い。

　小中学校は地域の核と考えており、基本
的には統廃合を行わずに維持していきたい
と考えております。総合計画の中でも学校
の統廃合は位置付けられておりません。 修正無し
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74

　小中学校のエアコン設置に、な
ぜ10年間もかかるのか。学校のエ
アコン設置を要望する生徒、教職
員が多い。

　小・中学校、幼稚園のエアコンを10年間
かけて設置する計画ではございません。平
成34年度までに全ての設置が完了している
という目標です。平成26年度において中学
校分の設計を実施し、耐震化が終了する平
成27年度以降に工事を実施する予定です。
小学校、幼稚園への設置につきましては、
中学校の設置に続いて実施する予定です。

修正無し

75

　小・中学校、幼稚園のトイレ改
修の指標・目標値の設定がないの
はなぜか。洋式化も含め、学校の
トイレの改修を早急に対応してほ
しい。小学校のトイレがとても汚
く、早急に対応していただきたい
です。

　小・中学校、幼稚園のトイレ改修につい
ては、年次計画でトイレの洋式化を進め、
現時点では、中学校８校が未実施であり引
き続き進めていく予定です。ご意見の老朽
化に伴う改修と洋式便器の増設について
は、洋式化がすべて完了した以後に、ファ
シリティマネジメントの考え方に基づいて
取り組むため、現時点で目標値の設定はで
きません。

修正無し

76

　学校における教育環境の整備や
安全安心健康の確保について、
「通学路の安全性の確保」と記載
されている。縁石による歩道の確
保がない通学路があり、子どもの
安全を確保してほしい。（同様の
意見１件）

　通学路改善会議の中で対応しているとこ
ろです。縁石による歩道の確保は、多くの
場合道路拡幅が必要となり、多大な予算や
時間がかかり難しい面があるため、現道幅
員の中で、ポストコーン設置やグリーンベ
ルトの表示等を行い工夫をしております。
また、地域と連携し、登下校時に合わせた
見守り活動を更に推進していきます。

修正無し

77

　文化会館の空調がひどく、快適
に利用できない。

　文化会館の空調は、平成２２年度に設備
更新工事を終了し現在も正常に稼働してお
ります。今後とも適正な維持管理に努めて
まいります。

修正無し

78

　各自治会で子どもの健全育成に
取り組んでいるが、子どもの視点
に立った時に、福祉教育の充実が
必要と感じている。

　小中学校では、総合的な学習の時間や
キャリア教育を通じて、特別支援学校との
交流や車いす体験や目隠し体験など、地域
の協力を得て福祉教育を行っております。

修正無し

79

　講師として頼まれる側からの要
望になる。今はカラーコピー時代
だが、カラーコピー機を設置して
いないところがあり不便である。
改善してほしい。
　土日に館長、職員がおらず、係
員が一人だけで、細かい事が話せ
ない。土日も誰か職員がいてくれ
たら良い。

　公民館事業として、講師から講座のカ
ラー資料の作成依頼があった場合は、職員
が対応してまいりますが、カラーコピー機
の設置につきましては、その利用頻度から
考えておりません。
　　職員の体制については、週休２日であ
り、月曜日の他、日曜日は館長と職員が交
代で勤務し、他１日を確保しております。
事前にお話があれば勤務日を調整する等、
公民館のサービスが低下しないよう努めて
まいります。

修正無し

80
　図書館機能を充実してほしい。 　市民の方々の身近な学習活動の場となる

よう図書館におけるサービスの充実を図り
ます。

修正無し
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81

　野田市がどのような時代の変遷
を経て存在し、この地を支配した
歴史上の人物は誰なのか、市民が
理解しているかことが大切であ
る。生涯学習資料は、いつ、どこ
でも読めるようにしてほしい。

　図書館の郷土資料コーナーにおいて、郷
土資料を多数収集し公開しています。さら
に、郷土博物館においても、市民のつどい
の間に郷土史に関する資料を開架展示して
いるほか、これらの施設ではレファレンス
サービスを行っております。また、野田市
史の編さん事業を行っており、刊行物とし
て図書館等で公開しております。今後、
ホームページ等により更なる周知に努めて
まいります。

修正無し

82

　転入者は、野田市の歴史、産業
等の特徴を十分に理解していない
ため、郷土愛を育む教育に力を入
れてほしい。

　郷土の歴史と文化を学ぶ施設である郷土
博物館の展示や講座、自主研究グループの
活動などを充実していきます。 修正無し

83

　体育協会として、生涯スポーツ
を通して市民の健康増進の一助と
なる活動を続けたいと考えている
が、生涯スポーツの推進を施策に
位置付けていただいており有り難
い。

　総合公園や体育館などの施設で多様な種
目に市民が参加していただいています。体
育協会にもイベントなどで協力いただいて
います。青少年の健全育成を含め、市民の
健康づくりに取り組んでいきます。
　また、トップアスリートとの交流など、
小学生からのスポーツ振興の強化を図って
いきたいと考えています。

修正無し

◆基本計画　第２章　施策の展開方向　基本目標４　安全で利便性の高い快適な都市

84

　空き家を買い取るなど、新たな
住宅の供給に資する政策策定も視
野に収めていただきたい。

　空き家の利用を促進する空き家バンク制
度について周知を行っており、より一層の
利用促進を図ります。危険な空き家につい
ては、所有者からの寄付を受け入れていま
すが、公的な資金を使用して、特定の不動
産の買い取りは行いません。

修正無し

85

　住宅の空き家の手入れなどにつ
いて市へ要望しても、法律により
指導しかできないとのことであ
り、何の結論も出ていない。当地
区では16軒が空き家になってお
り、そのうちの７軒は木が大きく
なって被害が出たため、自治会で
独自に対応したが、自治会単位で
の対応は難しい面がある。

　空き家は所有者等に管理責任があります
ので、適正な管理について条例に基づいて
指導を行います。樹木の繁茂に関する枝木
の剪定は、所有者の承諾がないと民法の規
定に抵触する場合もありますので、所有者
に指導を続けてまいります。
　また、平成27年５月に施行された空家等
対策の推進に関する特別措置法に則った対
応を行っていきます。

修正無し

86

　防犯まちづくりについて、木間
ケ瀬公民館のイベントに参加した
が、ＮＰＯの学童を守る会が個別
に活動しているようであった。市
が中に入って連携した活動が検討
できないか。また、一般市民に対
しても、そのようなＮＰＯ法人の
活動を伝える方法を検討するべき
ではないか。

　市として、市民団体の活動との連携を
図っていきたいと考えています。市民団体
が独自に活動し、必要に応じ市が支援し、
連携することを想定しております。
　また、市民活動支援センターでは、市民
への周知を含めた市民活動の充実に取り組
んでおります。

修正無し

19
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87

　市と地域が一体となって、警察
とも連携した防犯活動を進められ
るようになってほしい。地区の防
犯に関する会議に警察にもぜひ出
席してほしい。

　地域防犯に関しては、地域の防犯組織、
野田市、警察の連携が必要ですので、警察
に、地域からのご意見をお伝えします。 修正無し

88

　自治会の加入率に係る平成42年
度の目標値が81％であるのに対
し、自主防犯組織の組織率に係る
平成42年度の目標値が100%となっ
ているが、実現が難しいのではな
いか。振り込め詐欺等に関する情
報について、末端にまでどのよう
に伝えて情報共有を図るかが重要
となる。

　自治会の加入率は、全世帯数に対して自
治会等に加入している世帯数の割合です。
自主防犯組織の組織率については、全ての
自治会等が自主防犯組織を組織して100％
の組織率となることを目標としています。
事業に未参加の団体に参加を促進してまい
ります。
　振り込め詐欺等に係る情報は、安全安心
メールや市報・ホームページ等で周知して
いきます。

修正無し

89

　車上荒らし、空き巣などの犯罪
件数が減少していない。警察等と
の連携は必要だが、より具体的な
対策が必要ではないか。

　主な事業に「防犯体制、防犯活動の推
進」を掲げています。市内の犯罪件数は、
平成15年の2,837件をピークに平成26年は
1,547件に減っております。市内全域の防
犯組織の活動等によるものと考えており、
これらの活動を継続してまいります。

修正無し

90

　自治会で防犯、防災に取り組ん
でいるが、費用がかかる。自主防
災組織に対する補助金を活用して
資機材を購入したが、飲み水や食
料などの消耗品を日々維持管理し
ていくのに費用がかかっている。
建築確認申請や基礎工事をきちん
とやるなど、５年の経過措置の中
で行うことが求められているが、
予算が莫大であり手が回らない状
態である。きちんと対応している
自主防災組織に対し、市は何らか
の手立てをしないのか。このまま
では自主防災組織を立ち上げない
という自治会が出てくるのではな
いか。

　自主防災組織は、地域市民自ら地域の防
災活動を行い、被害を最小限にするために
設置していただいており、市では自主防災
組織育成補助金交付規則により、組織設立
時の資機材の購入や防災活動に対する補助
金を交付しております。
　また、自主防災組織が設置している防災
倉庫につきましては、建築基準法の建築物
に該当するものは、法に則り必要となる手
続等をお願いしております。各団体にご負
担をおかけしますが、５年間の経過措置を
設けた中で対応をお願いしているところで
す。

修正無し

20
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91

　高齢者の避難行動要支援者支援
計画について、各自治会で申し込
むようになっているが、健康な人
しか応募していない状況がある。
病気などで支援が真に必要な人は
広報を見られないと想定するが、
そういった人たちをどうするかに
ついて、何らかの策を講じた方が
良い。

　支援体制の整備を進めるに当たって、要
支援者名簿の提供は、災害時等に要支援者
の近隣の方に手助けをいただいて、迅速に
避難していただくことが目的となります。
支援者をあらかじめ決めておく個別計画を
作成することにより、より実効性が高まる
ことから、作成をお願いしておりますが、
手助けがなくともご自身や家族で避難する
ことができる方が名簿に掲載されているた
め、真に支援が必要な方を優先的に作成し
ていくことにしたいと思います。また、自
主防災組織等の避難支援者は、名簿に登載
されていないが支援が必要と思われる方が
いる場合には、本人からの同意を取ってい
ただき、個別計画の作成を進めていただく
計画としております。今後、対象者を絞り
込み、実効性のある支援計画としていくた
め、取扱い手引を作成するなどにより進め
ていきたいと考えております。

修正無し

92

　避難行動要支援者支援計画につ
いて、自治会の加入世帯数に比し
て要支援者が多く、元気でも登録
している高齢者がいるなど、対応
に苦慮している。

　支援体制の整備を進めるに当たって、要
支援者名簿の提供は、災害時等に要支援者
の近隣の方に手助けをいただいて、迅速に
避難していただくことが目的となります。
支援者をあらかじめ決めておく個別計画を
作成することにより、より実効性が高まる
ことから、作成をお願いしておりますが、
手助けがなくともご自身や家族で避難する
ことができる方が名簿に掲載されているた
め、真に支援が必要な方を優先的に作成し
ていくことにしたいと思います。また、本
人が個別計画の作成を望まない場合は、平
常時には声かけや見守りを、災害時には情
報伝達、安否確認等に名簿を活用していた
だくこととしております。今後、対象者を
絞り込み、実効性のある支援計画としてい
くため、取扱い手引を作成するなどにより
進めていきたいと考えております。

修正無し

93

　避難行動要支援者支援計画につ
いて、緊急時に自治会員が確認に
行くことについて同意を得ている
とのことだが、精神障がい者な
ど、本当に理解しているのか疑わ
しい。実効性に疑問がある。

　支援体制の整備を進めるに当たって、自
主防災組織等の避難支援者が個別計画の作
成のために訪問することについては、要支
援者本人もしくはその家族から同意を得て
おります。しかしながら、11月に実施を予
定している名簿の更新から、新たに要支援
者となった方の名簿を避難支援者に提供す
る前に、要支援者となった方に対して、避
難支援者が訪問し、個別計画を作成するこ
とについて通知していくことにしたいと思
います。今後、対象者への周知に努め、実
効性のある支援計画としていくため、取扱
い手引を作成するなどにより進めていきた
いと考えております。

修正無し

21
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94

　安全安心への関心が高まり、防
災まちづくりが重要となってい
る。桐ケ作自治会には500世帯が居
住しているが、避難場所が木間ケ
瀬中学校となっている。避難場所
が遠いため、見直しを要望したが
断られた。公民館などの近い施設
も使えないので、再度検討をお願
いしたい。
　水害時に南へ避難することは分
かったが、木間ケ瀬中学校まで避
難するのは遠すぎることが問題と
感じている。

　河川の決壊による災害について、関宿地
域では、想定される水深が深く、避難所と
して利用できない小中学校などがありま
す。したがって、市民全員が避難できるよ
う、全体的に南の方に避難していただく形
で避難所を指定しております。
　震災や浸水の危険のない風水害などで
は、お近くの公民館などの避難場所に避難
していただきます。

修正無し

95

　防災、減災についての取組が盛
り込まれていない。市民の居住地
域の環境についての予備知識に関
する啓蒙活動が必要である。

　基本目標４における基本方針１「防犯・
防災対策の推進」に施策「防災まちづくり
の推進」を掲げております。
　総合的な防災対策を進めるためには、
「市民・事業所」、「地域の市民で組織す
る自主防災組織等」、「行政・防災関係機
関」の３者がそれぞれの役割に応じて分
担・協力して行う「自助・共助・公助」連
携により、防災力の向上に取り組んでまい
ります。
　市民の居住地域の環境についての予備知
識に関する啓発活動につきましては、地域
防災計画に定める防災知識の普及啓発とし
まして、地震、洪水ハザードマップを作
成、配布し周知を図っているところであ
り、今後も引き続き啓発を行ってまいりま
す。

修正無し

22
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96

　災害発生後の対応は盛り込まれ
ているが、防災、減災の取組が盛
り込まれていない。
　野田市の一部の地域でのみ記録
的な雨量になって浸水被害が発生
した。浸水被害に対しては、地域
企業を含めた対応が必要。また、
市役所の近くだけでなく、雨量計
を市内４か所のコミュニティ会館
に設置して、それに基づいた警報
などを出す必要がある。

　基本目標４における基本方針１「防犯・
防災対策の推進」に施策「防災まちづくり
の推進」を掲げております。
　総合的な防災対策を進めるためには、
「市民・事業所」、「地域の市民で組織す
る自主防災組織等」、「行政・防災関係機
関」の３者がそれぞれの役割に応じて分
担・協力して行う「自助・共助・公助」連
携が不可欠であり、３者がそれぞれの役割
を認識し、自らの防災力を向上させるよう
取り組んでまいります。
　市民の居住地域の環境についての予備知
識に関する啓発活動につきましては、地域
防災計画に定める防災知識の普及啓発とし
まして、地震、洪水ハザードマップを作
成、配布し周知を図っており、今後も引き
続き啓発を行ってまいります。
　浸水被害の対応としては、現在、国土交
通省ＸバンドＭＰレーダーや、高解像度洪
水ナウキャスト、ウエザーニューズ社から
の情報を基に、雨雲の発達状況や風の向き
から降雨を予測し、パトロール等で対応し
ているところです。

修正無し

####

　災害発生後の対応は盛り込まれ
ているが、防災、減災の取組が盛
り込まれていない。
　野田市の一部の地域でのみ記録
的な雨量になって浸水被害が発生
した。浸水被害に対しては、地域
企業を含めた対応が必要。また、
市役所の近くだけでなく、雨量計
を市内４か所のコミュニティ会館
に設置して、それに基づいた警報
などを出す必要がある。

　雨量計につきましては、野田地域では、
国土交通省の野田市宮崎江戸川河川事務所
庁舎屋上雨量計、関宿地域では、茨城県五
霞町山王関宿観測局舎屋上雨量計からの情
報を得ています。また、東宝珠花六丁四反
ポンプ場の雨量計から、時間雨量１０ｍｍ
を超えるとリアルタイムで市にメールが配
信される仕組みになっており、ポンプの運
転対応に当たっています。 さらに、川間
ガード下ポンプ場、七光台小学校前ポンプ
場の水位計から水位のデータがメールが配
信される仕組みになっており、ポンプの運
転対応にあたっています。
　これらにより対応できていることから、
コミュニティ会館に雨量計を設置すること
は考えておりません。

修正無し
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97

　野田市総合計画（素案）には、
地震ハザードマップについて一言
も記載されていない。
　野田市でも各地域の揺れの違い
を正確に把握して対策を講じる必
要や、地震計の設置場所の再検討
も必要と思われる。市内４か所の
コミュニティ会館に設置が必要で
ある。

　地震ハザードマップの作成等個々の業務
につきましては、総合計画の下位計画であ
る地域防災計画に定めております。
　また、震度観測点につきましては、市内
では野田市役所（鶴奉）及びいちいのホー
ル（東宝珠花）に千葉県が震度計測機を設
置し、地震が発生した場合に気象庁の地震
速報などの発表に使用しています。
　気象庁では、震度観測点は原則平成の大
合併前の市町村ごとに少なくとも１か所は
整備することとしており、１市町村内に人
口集中地区や大規模な開発地域がある場合
は、震度計から10ｋｍ以上離れている地域
にも震度計を設置することと配置基準を定
めており、野田市では、２か所の震度計に
より市内の10㎞の範囲を確保しています。

修正無し

98

　隣接する茨城県、埼玉県などの
市町村と、防災や観光面での協力
を考えていただけるとよい。

　災害時の応援に関する協定の締結や川の
まちネットワークの立ち上げ等を実施して
います。 修正無し

99

　「公共施設へのＡＥＤの配備
率」が指標として記載されている
が、配備よりも適正に使用できる
ようにすべきではないか。

　ＡＥＤの使用方法については、公共施設
への配備時に職員に対して講習を行ってい
るほか、市民に対しても講習を行ってお
り、平成18年度から平成27年６月までに延
べ113,072人の方が受講されています。今
後も継続的に講習会を行います。

修正無し

100

　子どもの自転車の乗り方につい
て、道幅いっぱいに広がらないこ
とや一列になる、飛び出しをしな
い等、徹底的に子どもに教え、み
んなで安心して自転車に乗れるよ
うにしてほしい。また、50代から
60代にかけての大人のマナーも悪
いため、大人への教育も併せてお
願いしたい。

　野田市交通安全対策協議会の加入団体に
おいて、幼児や児童生徒、高齢者までを対
象とした交通安全教育を実施しておりま
す。また、広報・啓発活動や、野田市交通
安全対策指導員による街頭見守り活動等を
行っております。引き続き野田警察署と連
携の上、自転車の交通ルールを含む交通安
全思想の普及を図っていきます。
　小中学校においては、新年度に警察や交
通安全協会の協力を得て、正しい歩行と自
転車の乗り方や安全点検についての実技指
導を行っておりますが、児童生徒の交通事
故が多発していることから、教育委員会と
しても学校と協力をしながら、更なる安全
指導の徹底を図ってまいります。

修正無し

101

　岩木小学校の通学路について、
本来は北部小学校に行く人が五木
地区を通過して岩木小学校に行く
ため、狭い道を通っている。車の
運転の注意喚起を促すよう看板を
つけてほしいと市に相談した。早
急に対応してほしい。

　交通安全ルール等の注意喚起看板の設置
要望があった場合、民地に設置することが
できないため、まず始めに自治会長と一緒
に現地を確認しています。現地確認後、看
板の種類（記載内容）について、自治会長
と相談の上、設置しています。

修正無し
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102

　農業用大型トラクターが農道以
外の公道を走行しており、警察、
交通安全協会、市役所などが一体
となって指導、取り締まりを実施
すべき。

　農耕用大型トラクターの公道走行におい
て、道路交通法等に違反した場合には、当
然、取り締まりの対象となるものであり、
取り締まりを野田警察署に要請します。
　また、自治会やいきいきクラブを対象と
した交通安全教室において、農業用トラク
ターの運行等についても指導していきたい
と考えております。

修正無し

103

　子どもなど、自転車の交通ルー
ルを守らない人が多いため、指導
と取り締まりが必要である。

　野田市交通安全対策協議会の加入団体に
おいて、幼児や児童生徒、高齢者までを対
象とした交通安全教育を実施しておりま
す。また、野田交通安全協会や学校関係機
関及び市において、広報・啓発活動を通し
て交通ルールやマナーの徹底を図っており
ます。さらに、野田市交通安全対策指導員
を委嘱し、自転車のマナー等について通学
時等の見守り活動において指導を行ってお
ります。
　なお、自転車の道路交通法違反の取り締
まりについては、所管である野田警察署に
要請していきます。

修正無し

104

　圏央道に入る道を活用して活性
化することは、非常に有効であ
る。圏央道を中心とした開発に向
けて、県道の拡幅をすべき。圏央
道の活用を取組として入れてほし
い。

　圏央道へのアクセス道路については、基
本目標４における基本方針２の施策「道路
交通体系の整備」に、主な事業「県道境杉
戸線の整備促進」、「県道結城野田線の整
備促進」を掲げております。関宿台町地区
での境・杉戸線のバイパス整備は、現在、
結城野田線から関宿橋までの区間の用地買
収が進められています。結城野田線につい
ても、境・杉戸線バイパスとの交差点の南
側において、千葉県で道路拡幅整備が進め
られております。
　また、基本目標６における基本方針１の
施策「新たな事業創出や起業を通じたまち
づくりの活性化と人材育成」の中で、広域
幹線道路ネットワークの強化に合わせ、関
宿地域の活性化策等、新しい産業を創出
し、地方創生につながる基本施策を検討す
ることとしています。現在、台町東地区に
工業、流通業務施設等の計画的な誘導・集
積を図るため、準工業地域等への用途地域
を見直し、近接する圏央道五霞インター
チェンジへのアクセス性を活かしたまちづ
くりを進めています。

修正無し

105

　県道結城野田線は、舗装するた
びに路面が上がっている。西側の
歩道は平らだか、東側は車道だけ
が上がり、歩道が低くなってお
り、宅地への出入りが不便なため
各自で敷地を高くしている状況で
あり、改善してほしい。

　県道補修後の現状と改善の要望について
は、県に説明し、対応を依頼していきま
す。

修正無し

25
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106

　市内での60kmの法定速度の境界
を超える境目に信号がなく、多く
の車がすごいスピードで通ってい
る。安全確保を踏まえた上での整
備も盛り込まれていると認識して
よいか。安全性も含め検討いただ
けるとよい。
　土手の道路に横断歩道の設置を
要望したが、設置できないとの警
察の回答であった。住民意見を聞
きながら、市へ相談したい。要望
した際には行政も協力いただき、
警察への働きかけをお願いした
い。

　市街地の中など制限速度が違うところが
あります。市は道路整備を行いますが、速
度制限は警察の管轄となります。危険箇所
については、市が注意喚起などを行い、地
元の声を聞きながら、警察と協議していき
たいと考えております。
  また、横断歩道の設置を要望する場合、
自治会内で意見を取りまとめていただき、
市へ要望の相談をお願いします。その後、
現地を調査し、野田警察署へ要望します。

修正無し

107

　圏央道開通により、流通が五霞
インターから野田結城街道に集中
し、国道16号を通って千葉港に向
かう。劇的な流通の変化が起こ
る。この間の道路整備が喫緊の課
題である。この整備が野田市を物
流の拠点とし、観光や産業の振興
にもなる。

　交通量の増加に対応するため、国道16号
の交通渋滞の緩和対策、千葉柏道路（国道
16号バイパス）の整備促進、市の道路ネッ
トワークの確立を進めております。
　観光拠点の多くは、関宿北部と野田の中
心市街地に点在しており、関宿から野田ま
での道路整備を進めることで、移動にかか
る時間短縮が考えられることから、一層の
観光振興に役立つものと考えております。
　また、関宿地域の活性化策等、新しい産
業を創出し、地方創生につながる施策を検
討することとしており、現在、台町東地区
に工業、流通業務施設等の計画的な誘導・
集積を図ることや、関宿地域の中長期的な
活性化に向けた調査を開始するなど、イン
ターチェンジへの近接性を活かしたまちづ
くりを進めています。

修正無し
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108

　主要地方道７号線（我孫子関宿
線）木間ケ瀬地内の狭隘区間の拡
幅改良工事に至るまでの現状を認
識し、暫定措置による安全対策を
実施してほしい。

　主要地方道我孫子関宿線は、木間ケ瀬小
学校付近から木間ケ瀬字大山地先の区間に
おいて、県事業で道路拡幅事業を進めてお
り、現在、木間ケ瀬小学校付近で拡幅工事
を実施しています。狭隘区間があることに
ついては市でも把握しており、地権者の協
力が得られた区間において、路肩付近の整
備を行いポストコーンを設置して、車道と
分離させる工事を実施しております。今後
も引き続き県に対して予算の確保と整備促
進の要望を行っていく考えです。
　なお、我孫子関宿線では、主要地方道つ
くば野田線から船形地先までと木間ケ瀬字
小作地先から下総利根有料橋交差点までの
区間において大型車通行が規制されており
ますが、それ以外の区間においては規制さ
れておりません。道路改良工事が完了する
までの期間、県道の大型車通行規制につい
て、引き続き課題解決に向けて野田警察署
へ要望してまいります。
　また、通行車両に対して、交通安全対策
としての周知を図るため注意喚起看板等の
設置などを検討します。

修正無し

109

　道幅を広げるなどして自転車専
用路・自転車優先路の確保を行
い、小学校から学習・指導し、法
令に従った自転車の運行を進める
必要がある。小学校入学前は保護
者付き添いでなければ公道を自転
車で走行できなくすることも必要
ではないか。公道で指導できる自
転車指導員のような役割もあって
もよいかと思います。

　道路拡幅や自転車等の通行空間の確保に
は、用地買収や道路築造費など莫大な費用
が必要となることから、既存の都市計画道
路や市道における自転車通行帯での取扱い
について、今後、調査研究や警察協議を進
めていきます。　また、市では、野田市交
通安全対策指導員を委嘱し、自転車のマ
ナー等について通学時等の見守り活動にお
いて指導を行っており、小中学校では、新
年度に警察や交通安全協会の協力を得て、
正しい歩行と自転車の乗り方や安全点検に
ついての実技指導を行っております。

修正無し

110

　使用していない電線、電話線を
撤去するよう指導し、きれいなま
ちにしてほしい。

　使用していない電線、電話線について
は、事業者に撤去も含め適切に管理をお願
いしているところです。 修正無し

111

　野田市には、街路樹等の基本計
画がなく、要望に応じて剪定等の
対応をしている。樹木には暑さを
しのいだり空気をきれいにするな
どの作用があり、市民の意向に
沿った街路樹の剪定をお願いした
い。江戸川区の最新事例を参考
に、街路樹管理指針の作成を盛り
込んでほしい。

　基本目標４における基本方針２の施策
「魅力ある景観の形成」に、主な事業「街
路樹の整備」を掲げており、野田市の実情
に即した街路樹の管理マニュアルを作成
し、適正な街路樹管理を継続してまいりま
す。なお、新規の街路樹の植栽に関しまし
ては、道路幅員や交通の安全性を踏まえ街
路樹の必要性も考慮し、適正な植栽につい
て配慮します。

修正無し
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112

　みどりの基本計画に、街路樹管
理指針の作成を盛り込んでいただ
くことを強く要望する。

　街路樹については、沿線住民と沿線以外
の住民から相反する苦情が寄せられるな
ど、路線ごとの管理指針が必要となってい
ることから、今後、、野田市の実情に即し
た管理マニュアルを作成し、適正な街路樹
管理を継続していきます。なお、新規の街
路樹の植栽に関しましては、道路幅員や交
通の安全性を踏まえ街路樹の必要性も考慮
し、適正な植栽について配慮します。
　みどりの基本計画については、市が緑地
の保全や緑化の推進に関し、その将来像、
目標、施策などを定める基本計画であり、
ここに街路樹管理指針を盛り込むことはい
たしません。

修正無し

113

　山崎吉春線について、岩名大橋
からラーメン屋にかけて、低い樹
木が植えられているが、背丈が高
くなっており、見通しが悪くなっ
ている。特に春先から夏にかけて
成長が速いため、計画的かつ適正
に管理してほしい。

　街路樹の低木の剪定は、春夏季に年１回
実施しております。また、パトロールや市
民からの通報により、通行や安全確認上支
障をきたす可能性がある場合には、必要に
応じ迅速に対応しています。今後は、野田
市の実情に即した街路樹の管理マニュアル
を作成し、適正な街路樹管理を継続してい
きます。なお、新規の街路樹の植栽に関し
ましては、道路幅員や交通の安全性を踏ま
え街路樹の必要性も考慮し、適正な植栽に
ついて配慮します。

修正無し

114

　七光台のケヤキや、桜並木等の
街路樹の管理に高額の費用が使わ
れているのではないか。野田市で
は、樹木の整備を行う専門家が
育っていない。専門家の育成がで
きれば望ましいが、外部の大学の
教授に頼むなど、継続的に緑を育
成する方針を考えてほしい。
　また、木に名札を付けてほしい
とお願いしたところ、付けたのは
いいが、数年後はなくなってい
た。税金の無駄ではないか。

　現在、街路樹の樹種の選定の際には、専
門的知識のある方々が入っている「みどり
のふるさとづくり実行委員会」の意見を基
に、それぞれの場所にふさわしい樹木を選
定しております。
　今後は、野田市の実情に即した街路樹の
管理マニュアルを作成し、適正な街路樹管
理を継続します。なお、新規の街路樹の植
栽に関しましては、道路幅員や交通の安全
性を踏まえ街路樹の必要性も考慮し、適正
な植栽について配慮します。
　また、樹名板につきましては、簡単に取
れないような材質や形状のものを検討し、
今後要望があった場合には設置してまいり
たいと考えています。

修正無し

115

　道路環境に適切な街路樹の選
定、植樹間隔の余裕など、樹木の
専門家などの意見を多数取り入れ
て、将来を見通した計画を立案さ
れたい。

　街路樹選定の際には、専門的知識のある
方々がいる「みどりのふるさとづくり実行
委員会」の意見を基に、それぞれの場所に
ふさわしい樹木を選定しています。今後
は、野田市の実情に即した街路樹の管理マ
ニュアルを作成し、適正な街路樹管理を継
続していきます。なお、新規の街路樹の植
栽に関しましては、道路幅員や交通の安全
性を踏まえ街路樹の必要性も考慮し、適正
な植栽について配慮します。

修正無し
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116

　公園の砂場がとても不衛生で、
子どもを遊ばせられません。特に
猫の糞がよく出てきます。砂場に
網をかぶせたりする努力をしてほ
しいです。また、古い公園ではブ
ランコの周りに柵が無く危険で
す。子どもたちが安心して遊べる
公園となるよう、子どもの目線で
整備してほしい。

　公園の砂場の管理については、３年に１
回、砂の入れ替えを行い、その翌年度に抗
菌剤の散布を実施しており、さらに野良猫
等による糞害については、状況を確認し次
第、除去及び抗菌砂の投入等の対応を行っ
ております。
　なお、子どもたちの砂場の使いやすさを
考慮し、網の設置については考えておりま
せんが、定期的な遊具等の安全点検を実施
するとともに、遊具利用の安全領域につい
ても配慮し、引き続き子どもたちが安心安
全に遊べるよう、公園の管理をしてまいり
ます。

修正無し

117

　野田市総合公園の優先駐車場に
ついて、２台分では足りず、介助
する人も高齢である場合も少なく
ないため、体育館やプールなどそ
れぞれの入口近くに複数台分の優
先駐車場の設置が急がれる。ま
た、民間が設置した優先駐車場に
おいて、不正利用が見られ、設置
台数増とマナーの徹底を政令とし
て働きかけていただきたい。

　現状では、専用駐車場から距離のある施
設もありますが、各施設の入口近くに専用
駐車場を設置するには、施設内を車両が通
行することから、他の利用者の安全確保に
課題があるため、今後、障がい者の施設利
用に対する要望を調査し、検討したいと考
えております。
　専用駐車場の設置につきましては、その
構造、駐車スペースの幅、案内標識の設置
など、細部に渡り、千葉県福祉のまちづく
り条例に定めてあります。市では、一定基
準の建物を建築する場合、事前に協議し、
福祉のまちづくり条例に則した専用駐車場
の設置やバリアフリー化を指導しておりま
す。専用駐車場の利用につきましては、不
正に利用する側の認識やモラルが問われる
と考えますが、バリアフリー化を指導する
うえで、専用駐車場の設置数や、不正利用
防止の施策の協力を求めてまいります。

修正無し

118

　自然を守るだけでなく、各学区
に１か所程度、子どもが遊べる
川、雑木林、草原があるとよい。

　中央の杜や、江戸川、利根川の両河川の
河川敷などの広場を活用していただくとと
もに、子どもたちが安心安全に遊べる公園
等の整備に努めるとともに、これまで実施
してきた福田中スペシャルスタディや
フィールドワークの取組を市内全小中学校
に広げ、江川地区市民農園における農業体
験の実施・拡大、学校施設と連携したビオ
トープ空間の創出などを目指します。

修正無し

119

　梅郷住宅内の川について、雑
草、雑木が放置され、悪臭もす
る。駅へのバス通りも雑草だらけ
である。

　水路及び市道の除草については、交通安
全上及び水害対策として必要であることか
ら適切な維持管理を行っていきます。 修正無し

29
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120

　６月から道路交通法が改正さ
れ、自転車は車道を走ることにつ
いて強く話があったところであ
る。東町通りは道が狭く大型車も
多く、自転車で通行するのは非常
に危険である。野田市内には同様
の道も多く、自転車・歩道の整備
はぜひ力を入れてやっていただき
たい。

  道路拡幅や自転車等の通行空間の確保に
は、自転車の利用状況、ネットワークの問
題、一定区間の連続した整備が必要とな
り、用地買収や道路築造費など莫大な費用
が必要となり、事業も長期となります。既
存の都市計画道路や市道における自転車通
行帯での取扱いについて、今後、調査研究
や警察協議を進めていきます。

修正無し

121

　愛宕駅から東への県道の車道に
雑草が繁茂している。市のイメー
ジも悪化することが懸念される。
安全上、車道での住民の対応は困
難であり、県への働きかけをお願
いしたい。

　県に対応を要請します。

修正無し

122

　道路は安全性が一番重要と考え
る。側線を引いた歩道しかなく、
そこに道路標識の支柱が立ってい
るが、支柱をよけた自転車が車に
ひかれることがあるため、対策を
お願いしたい。利便性よりも、中
学生や高校生の自転車が通るため
の対策が必要と考える。
　また、通学路の整備について、
北部小学校前の踏切が狭く、雨天
時には水溜りができ、危険性が高
い。

　通学路の安全確保については、現状を見
ながらグリーンベルトの表示等の対応を検
討していきます。
　北部小学校の踏切を通る通学路は、道路
拡幅が難しい箇所でもあり、なるべく自由
通路を通っていただくよう北部小学校脇の
道路を拡幅し、通学路として利用するよ
う、学校と調整を行っております。

修正無し

123

　主な事業に「私有道路の舗装の
推進」とあるが、私有地は３軒以
上で使用していれば、舗装費用の
半額助成があると聞いている。高
齢者の住宅地において、舗装でき
ず歩行に不便なところがある。

　３戸以上の家屋が連担している私有道路
敷きで、「野田市私有地道路敷舗装事業補
助金交付規則」の補助率により補助金を交
付しています。 修正無し

124

　吉春線については交通量も多
く、文教堂やローソンの信号付近
は、大型車が通ると騒音、振動が
大きい。道路の整備を計画的にお
願いしたい。

　山崎吉春線は、市の幹線道路であること
から、 国の交付金を活用して、３工区に
分けて計画的に補修を進めまいります。 修正無し
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125

　市役所へ歩いていく途中、ガス
トの付近に水があふれ通れなかっ
た。障がい者は車道に出られない
ため、濡れるしかなかった。市職
員に対応を依頼したが、「同様な
場所が多くあるため、予算の都合
がつかず対応ができない」との返
答があった。「お金がない」と言
うが、縁石を削るなど職員が工夫
して改善できることもあるはず
で、お金の問題だけで済ませてほ
しくない。

　水たまり等の道路の不具合については、
現場状況を確認の上、直せるところは直し
たいということが基本的な考えであり、市
民の方に迷惑をかけずに対応したいと考え
ておりますが、限られた予算の中で計画的
に進めて行かなくてはいけないという側面
もあります。今後も障がい者の方へ配慮し
た対応をしていきたいと考えております。
　また、歩道や交差点などの段差、標識、
看板などの据え付け状況の点検を行い、必
要に応じて応急処理を行う「福祉のまちづ
くりパトロール」を定期的に実施してお
り、今後も高齢者、障がい者に優しいまち
づくりに取り組んでいきたいと考えており
ます。

修正無し

126

　道路の拡張、舗装の計画の中
で、下水道、水道、上水道、電
線、ガス官等の整備も含めて検討
してほしい。道路の拡張と舗装が
最優先なのは分かるが、別々に整
備するのでは費用がもったいな
い。

　市道の工事を対象に、頻繁な道路の掘り
返しの防止を図る目的で、発注時期や工程
の調整を図る道路工事等調整会議を年１回
開催し、今後３年間の占用工事の調整を
行っております。舗装を新設又はし直した
ところは、原則３年間掘れない決まりに
なっており、また、県道においても同様と
なっております。

修正無し

127

　道路の簡易舗装で段差があるな
ど、精度が低いケースがある。簡
易舗装の期間を短縮してほしい。

　仮舗装を行う場合は、仮舗装期間がなる
べく短くなるよう指導しています。段差が
生じることがないように、道路工事等調整
会議において適正に維持管理するように指
導していきます。

修正無し

128

　何年も頼んでいるのに、中根自
治会内の道路を舗装してくれな
い。予算が足りないと言って、後
回しにしている。

　当該道路につきましては、平成20年７
月、11月に市に寄附された道路であり、平
成25年度下水道工事、平成25年度測量設
計、平成27年度から道路改良工事を順次実
施します。今後も計画的な整備促進に努め
てまいります。

修正無し

129

　自転車、歩行者、車の通りやす
い道を整備してほしい。流山街道
は危険を感じる。

　流山街道は、歩道が狭いところや無いと
ころがありますが、現道拡幅には用地買収
が必要なため、難しい状況です。市では、
平成27年度から現道の幅員の中で、歩道の
ない下町の交差点から二中通りに向かっ
て、外側線の外側にグリーンベルトを設置
して、交通安全対策を行っています。舗装
補修については、国の補助事業（交付金事
業）を活用し、南北２工区に分け実施して
おり、穴あき等に対しては、市で実施して
いる道路パトロールで即時対応しておりま
す。

修正無し
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130

　水堰橋土手から柏大橋まで、車
が通り抜けできるようにしてほし
い。
　目吹学園近くから元千葉商科大
学グランド跡地にあるメガソー
ラー前の田んぼ脇までの砂利道を
アスファルト舗装してほしい。
　しらさぎ川の片側でもいいの
で、アスファルト舗装してほし
い。（江川排水付近）

　利根運河については、現在、国、県及び
柏市、流山市とともに、利根運河協議会を
設置し、利根運河エコパーク実施計画に基
づき、自然を見ながら自転車や歩きによる
フットパスという形でのエコツーリズムを
基本に取組を進めており、利便性の向上に
ついては考えておりません。
　元千葉商科大学グランドからメガソー
ラーとなっている砂利道については、現
在、舗装計画はありませんが、この周辺
で、芽吹学園の南側道路を地元の寄付によ
る道路拡幅を行っております。今後、周辺
の道路の利用状況をみながら検討していき
たいと考えております。
　江川地区については、自然環境保護基本
計画を策定しており、その豊かな自然環境
を保全し後世に残していきたいと考えてい
ることから、利便性の向上については考え
ておりません。

修正無し

131

　理科大の野球グランド付近につ
いて、下水道工事の後、埋め戻し
た箇所が凹凸で雨が降ると水溜り
ができてしまう。近隣市に比べ、
野田市は非常に道路が悪い。

　平成25、26年度に下水道工事を実施した
箇所は、現在仮復旧の舗装であり、今年度
中に本復旧の舗装を実施する予定です。
また、東京電力が、管路を布設して、仮復
旧の状態ですが、今後、本片側本復旧の舗
装を実施する予定です。なお、本線におい
て、穴あき等が見つかったときは、市で実
施している道路パトロールで即時、対応し
ている状況です。

修正無し

132

　90cm（３尺）中の歩道におい
て、車の出入り口が余りにも急傾
斜で歩くのが困難なところが多
い。自宅車庫も削ることを義務付
けてはどうか。

  道路改良工事の中で歩道整備を行う際
は、道路に隣接する地権者と十分調整し、
高さ調整を図っております。
  さらに、交差点付近の歩道のセミフラッ
ト化などで、局部的に改良を行っています
が、 車庫を削ることの義務付けについて
は、難しい状況です。

修正無し

133

　歩道・自転車通行帯の整備につ
いて、都市計画道路山崎吉春線の
今上地区から国道16号交差点の区
間は走行車線と歩道の間には余裕
があるので、自転車通行帯とし、
その後他の地区にも拡大していく
のがよいのではないか。

　自転車の通行帯については、ルートの連
続性、ネットワークの問題、警察との連携
など様々な課題があります。
   ご指摘の山崎吉春線においても、今上
方面から中野台交差点までが県道となって
おり、県道部分については県の整備方針と
のすり合わせが必要と考えられるほか、路
肩の路面状況も凹凸があり、現在、計画的
に補修を行っており、現段階では、山崎吉
春線での連続性を持った自転車通行帯の整
備は、難しいものと考えます。

   修正無し
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134

　近隣の家の庭木が、隣の家の通
風、光を遮ったり、道路にせり出
し交通の妨げになっている。直接
話を持って行くと、トラブル、さ
らには事件にもなりかねず、泣き
寝入りになっている。市の条例等
で解決できるようにしてほしい。

　市道にはみ出している木については、市
民から通報を受け、市において、対象の地
権者に通行の支障になることをお話し、撤
去していただいています。隣接する敷地内
の庭木が、御自宅の土地利用の妨げになっ
ていることについては、民事問題であるこ
とから、市が庭木の所有者に対して、庭木
の管理について指導することはできませ
ん。
　なお、これらの相隣問題については、市
の法律相談や、簡易裁判所の民事調停など
を御案内しています。

修正無し

135

　劣化・老朽化した道路や橋梁の
維持管理について、野田市は橋梁
が多いため、主な事業に橋梁に関
する事業を掲げてほしい。

　橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕
については、基本目標４における基本方針
２の施策「道路等の都市インフラの安全性
と利便性の確保」の主な事業「市道の維持
修繕事業の推進」の中に位置付けられてい
ます。
　市内管理橋梁151橋のうち、橋長10ｍ以
上の42橋を対象とし、平成24年度に点検調
査を行い、平成25年度に橋梁長寿命化修繕
計画を策定しています。平成26年度から修
繕計画に基づき、緊急性、重要度の高い橋
梁から計画的に維持修繕対策を進めていま
す。
　また、その他橋梁についても、点検調査
に基づき、適宜修繕を行っていきます。

修正無し

136

　とんとんみずき橋を早く渡れる
ようにしてほしい。

　平成26年５月に都市再生機構による橋の
再築を求め、千葉地裁松戸支部に訴状を提
出し、現在係争中です。市としても早急な
解決を求め努力してまいります。

修正無し

137

　梅郷駅西土地区画整理事業の進
捗率も89.4％であるが、現在はほ
とんどが駐車場であり、一つのマ
ンションを除いて低層の建物しか
なく、非常に寂しい駅前と感じ
る。野田市民は２階にある商業施
設に行きたがらない人が多いた
め、地区計画で２階を商業施設に
することとされていることがネッ
クになるのではないか。

　梅郷駅西口において、土地区画整理事業
を実施し、駅へのアクセス道、駅前広場等
住環境の整備を図っています。また、商業
サービス機能の強化、高度化を図るため、
用途地域を商業地域等に指定するととも
に、地区計画により建築物の２階までを住
宅に制限をしたり、道路からの壁面後退を
より広く確保するなど、商業系の土地利用
の促進を図る地区として、誘導を行ってお
りますが、商業系の土地利用が進んでいな
い現状となっています。
　このため、２階以下の住宅を制限するこ
とについて、地域のニーズに応じて、地区
計画の見直しを検討してまいりたいと考え
ています。

修正無し
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138

　梅郷駅前は、スーパー、マツモ
トキヨシの２軒があるのみで何の
魅力もないまちである。

　梅郷駅西口において土地区画整理事業を
実施し、商業系の土地利用に誘導している
ところですが、思うような土地利用が進ん
でおりません。今後、早急に事業を完了さ
せ、商業系の土地利用の促進を図る地区と
して、引き続き誘導してまいります。

修正無し

139

　再開発を行う方法について､区画
整理したところには、その内側の
住民の移転を促し、ある程度移転
が済んだところで、市街地の区画
整理を行う。その結果、市街地中
心部に空地が出来、そこにマン
ションやショッピングセンター、
公共施設を造り、市外からの住民
を呼べば人口も増えると思う。

　土地区画整理事業は、施行区域を定め公
共施設を整備するため、地権者からの土地
の提供（減歩）を受け、この土地に道路、
公園などの公共用地を充てる事業であり、
基本的に土地区画整理事業の権利者は、地
区内の土地に住み続けられるということか
ら成り立っている事業です。
　また、昨今は土地価格の上昇が見込めな
いため、市街地の土地を売却しても、新市
街地への移転費を捻出することは困難で
す。さらに、市街地に高層の建物や大規模
な施設を計画する場合、整備する地価の上
昇より、施工費が高額になることから、現
状では難しい状況です。
　このようなことから、市では、魅力ある
計画的なまちづくり実現のため、愛宕駅周
辺地区及び野田市駅西地区では、東武野田
線連続立体交差事業と一体となった土地区
画整理事業を実施しているところであり、
駅へのアクセス向上とともに、定住の促進
も図っていく考えです。

修正無し

140

　東京直結鉄道の整備促進と東武
野田線の複線化の促進が事業に位
置付けられているが、両者を同時
にできるものか。東京直結鉄道の
整備、市内での２駅の整備を優先
して進めてはどうか。

　東京直結鉄道の整備は、人口減少に歯止
めをかけ、定住促進や市域の活性化等を図
る上で、是非とも必要であると考えていま
す。
　一方、東武野田線の複線化について、東
武鉄道では、「野田線沿線の地域発展のた
めに必要な施策と考えていること」、「複
線化の時期等については、総合的な視点か
ら検討すること」としており、清水橋の限
度額立体交差について、将来の複線化を見
据え、橋梁部を複線対応で築造しており、
現在施工中の連続立体交差事業について
も、将来的に複線化できる構造で施工をす
ることから、引き続き促進していく考えで
す。

修正無し
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141

　日本全国の人口が減少し、野田
市の人口も減少する中、東京直結
鉄道は必要なく、実現可能性も低
い。鉄道を通すなら、つくばエク
スプレスを運河又は江戸川台に通
すべきだった。それよりも、東武
野田線の複線化により大宮からの
利便性を向上してほしい。

　東京直結鉄道の整備は、人口減少に歯止
めをかけ、定住促進や市域の活性化等を図
る上で、是非とも必要であると考えていま
す。
　一方、東武野田線の複線化について、東
武鉄道では、「野田線沿線の地域発展のた
めに必要な施策と考えていること」、「複
線化の時期等については、総合的な視点か
ら検討すること」としており、清水橋の限
度額立体交差について、将来の複線化を見
据え、橋梁部を複線対応で築造しており、
現在施工中の連続立体交差事業について
も、将来的に複線化できる構造で施工をす
ることから、引き続き促進していく考えで
す。

修正無し

142

　東京直結鉄道の実現よりも、よ
り身近で、視覚障がい者団体から
要望が高く、連続立体交差事業に
よる新駅舎を建設する愛宕駅、野
田市駅へのホームドア設置を位置
付けてほしい。

　国から、１日当たり平均3,000人以上が
利用する駅のホームドア整備率を平成32年
度に２割強に引き上げるとの社会資本整備
重点計画の原案が示されましたが、現在の
基準では、乗降客数10万人以上の駅から優
先してホームドアを整備することとなって
います。乗降客数の一番多い川間駅が１万
8,000人、清水公園駅が4,100人となってお
り、いずれも10万人以上の駅ではなく、市
から東武鉄道にも要望をしておりますが、
現状では基準に適合していない状況です。
　なお、国土交通省が乗降客数１万人以上
の駅に設置を促進している内方線つき点状
ブロックの設置については、１万人以下を
含むすべての駅に対し、東武野田線沿線の
６市町で構成する東武野田線整備促進協議
会において要望し、駅利用者の安全性向上
のため、連続立体交差事業中の駅を含め、
市内の駅について、順次、設置することと
なっております。

修正無し

143

　地下鉄誘致に関し、遅れてい
る。都市の活性化、人口維持のた
めに地下鉄を誘致すべきである。
（同様の意見１件）

　地下鉄８号線延伸地域の千葉県、埼玉県
内及び茨城県11市町では、地下鉄８号線建
設促進並びに誘致期成同盟会を組織してい
ます。当同盟会は、野田市長が会長、野田
市が事務局を務め、地下鉄８号線の建設促
進及び誘致実現に向けて、国土交通省、千
葉県、埼玉県及び茨城県に対し、継続的に
要望活動を実施するなど、官民一体となっ
た取組を行っています。
　国の交通政策審議会において、今年度を
目途に次期答申が取りまとめられると見込
まれることから、次期答申において、地下
鉄８号線の延伸について、目標年次までに
開業することが適当である路線として明確
に位置付けられるよう、引き続き、官民一
体となって取り組みます。

修正無し
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144

　市内の鉄道駅のホームと電車戸
口の段差が大きく、重大な事故を
誘発しかねない。車両ごとに１か
所ずつ大阪モノレールのような、
乗降用段差解消スロープ常設を提
案したい。

　プラットホームと車両との段差・隙間に
伴う車椅子対応について、東武鉄道に確認
したところ、財政上の理由等により、今後
も鉄道駅員による渡り板での対応を図って
いく考えであるとのことですが、野田市が
平成19年３月に策定した『野田市移動円滑
化基本構想』において、愛宕駅について
は、長期的事業として、プラットホームと
車両との段差及び隙間をできる限り解消す
ることを明記しております。
　現在、東武野田線では、３種類の車両が
運行しており、新型車両は、旧型車両に比
べ５センチメートル低い低床車両となって
いることから、車両の床の高さは、プラッ
トホームより約4.5センチメートルの高さ
となります。また、事業が進められている
連続立体交差事業の愛宕駅、野田市駅のプ
ラットホームとの隙間については、国の基
準で7.5センチメートルとなっております
が、なるべく少なく設計するよう努めてい
るとのことです。

修正無し

145

　福田地区は自動車がないと生活
できない。現状のまめバスは利用
客数が少なく申し訳ないが、10年
後に私も自動車が運転できなくな
るとまめバスが必要になるので、
その点を考慮いただきたい。

　まめバスは、関宿町との合併を機に、市
役所等の公共施設へのアクセス性を高める
ことを目的とし、その費用には、合併によ
る行政改革効果で産み出された財源の一部
を充てることとしており、予算の上限額を
6,800万円としています。地域のニーズを
踏まえたコミュニティバス（まめバス）の
充実を主な事業に掲げており、今後も、利
便性の向上に配慮しつつ、まめバスの継続
的な運行のため、上限額以内での運行に努
めてまいりたいと考えております。

修正無し

146
　まめバス時刻表について、土日
祝日は運休しない旨表示した方が
分かりやすいのではないか。

　現在、運行計画の見直しを行っており、
計画見直しと併せてバス停の表示方法を改
善します。

修正無し

147

　車いす利用者のバス乗車につい
て、スロープの設置が運転手に
とって、大きな負担である。乗降
に時間がかかり、定時運行にも影
響が出ることもある。
　駅前ロータリーなど既に嵩上げ
整備されたバス停については、バ
スをしっかり幅寄せして停めさせ
るよう、市が指導を徹底してほし
い。
　また、車椅子スペースに座席を
設置することを禁止してはどう
か。

　スロープ板の使用方法については、運行
業務を委託している茨城急行自動車におい
て、全運転士に対し社内研修を実施してお
り、実際の運用で問題が発生している状況
はなく、車椅子利用者の乗降に伴い、大き
な遅延が発生した状況もありません。ロー
タリー等における停車時の幅寄せにつきま
しては、運行委託業者に徹底してまいりた
いと考えております。なお、車椅子利用者
のためのスペースに、座席の設置を禁止す
ることについては、まめバスの利用者は高
齢者が多いことから、従来どおり折り畳み
式の座席を確保する必要があると考えま
す。

修正無し

36
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148

　梅郷住宅内のまめバス経路につ
いて、バス停までの歩行に不便を
感じる。現在のメイン通りのみで
なく、住宅内の巡回を希望する。

　まめバスについては、千葉県公安委員会
のバス停設置基準等に従い、300メートル
から500メートル間隔を目安として停留所
を配置しております。また、バスが走って
いないところに停留所を増やすためには、
現在のルートから迂回を要することにな
り、運行経費の都合上、別のルートの短縮
若しくは減便等をする必要があります。今
回の要望については、コミュニテイバス検
討専門委員の意見を伺いながら、検討して
まいります。

修正無し

149

　まめバスはもっと人が必要とし
ている方面、時間帯で運行すべき
である。まめバスの運行方法を見
直すべき。

　まめバスは、関宿町との合併を機に、市
役所等の公共施設へのアクセス性を高める
運行や交通不便地域の解消を図るべく、多
くの市民要望に応えた結果として、現在の
運行ルートや運行本数となっております。

修正無し

150

　梅郷駅など、電車とまめバスの
接続を良くしてほしい。

　梅郷駅に乗り入れている南及び新南ルー
トは、愛宕駅と梅郷駅の二つの駅を通って
おり、どちらかの駅の特定の電車への乗り
継ぎを考えてのダイヤを作成することは、
運行の利便上困難であるため、梅郷駅の発
車時刻は現行の時間となっています。

修正無し

151

　まめバスの南ルートについて、
運行間隔が１時間以内であれば、
病院での診療が受けやすくなる。
また、運行ルートを理科大薬学部
正面にバス停を設けていただけば､
老人や病弱な人々は大いに助か
り、利用者が増えるのではない
か。

　まめバスは、関宿町との合併を機に、市
役所等の公共施設へのアクセス性を高める
ことを目的とし、その費用には、合併によ
る行政改革効果で産み出された財源の一部
を充てることとしており、予算の上限額を
6,800万円としています。
　この予算の範囲で、車両１台の１日の運
行数を最大限に確保しつつ、公共施設への
アクセス性を高める運行や交通不便地域の
解消を図り、多くの市民要望に可能な限り
応えるべく設定し、現在の運行ルートや運
行本数となっておりますので、これ以上運
行本数を増やすことは困難です。
　また、理科大薬学部前へのバス停の設置
は、一部道路が狭隘で、歩行者や自動車の
往来が多く非常に危険であることから難し
い状況です。

修正無し

152

　関宿地域から川間方面へのバス
路線はあるが、運行頻度が少ない
ので改善してほしい。車が運転で
きなくなると、バスに頼らざるを
得ない。

　関宿地域から川間駅へは、朝日バスが運
行しておりますが、当該路線が維持できる
ような事業活動をしていきたいと考えてお
ります。

修正無し

37
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153

　バスの本数が増えて、とても利
用しやすく大変助かっています。
お年寄りの為に停留所を増やした
方が良い。

　路線バスについて、停留所の増設は、周
辺住民の利便性が向上する一方、当該路線
における運行時間の増加にも繋がりますの
で、需要に応じた対応の充実が必要となれ
ば、事業者と協議させていただく可能性も
あろうかと思います。
　まめバスについては、千葉県公安委員会
のバス停設置基準等にしたがい、300メー
トルから500メートル間隔を目安として停
留所を配置しております。また、バスが
走っていないところに停留所を増やすため
には、現在のルートから迂回を要すること
になり、運行経費の都合上、別のルートの
短縮若しくは減便等をする必要がありま
す。今回の要望については、コミュニテイ
バス検討専門委員の意見を伺いながら、検
討してまいります。

修正無し

154

　車に乗れない高齢者の足の確保
として、鈴木貫太郎記念館から七
光台駅に通じるモノレールなどは
できないか。

　モノレールの整備は、導入空間の確保が
必要になることや、事業費が大きいことな
どから、費用対効果を勘案すると困難で
す。
　なお、介護保険制度の要支援・要介護の
認定を受けた方、70歳以上のひとり世帯、
夫婦世帯で、市民税が課されていない方を
対象として、病院等への通院及び買い物等
の外出時のタクシー運賃の一部を助成する
福祉タクシー事業を実施しています。

修正無し

155

　野田市には、もの知りしょうゆ
館、鈴木貫太郎記念館、関宿城な
ど、多くの歴史・文化的資源があ
るが、場所が離れており、まめバ
スで行くと相当の時間がかかるた
め、事前にアンケートを行うな
ど、調査した上で、特急便を設定
してほしい。

　まめバスは、関宿町との合併を機に、市
役所等の公共施設へのアクセス性を高める
ことを目的とし、その費用には、合併によ
る行政改革効果で産み出された財源の一部
を充てることとしており、予算の上限額を
6,800万円としています。
　この予算の範囲で、車両１台の１日の運
行数を最大限に確保しつつ、公共施設への
アクセス性を高める運行や交通不便地域の
解消を図り、更には民間路線バスと競合し
ないように調整した結果として、現在の運
行ルートや運行本数となっていることか
ら、各ルートにおける走行距離及び所要時
間は必然的に長くなります。
　したがって、このような状況において、
特急便を設定するには、大幅なルートの短
縮等が必要となることから、まめバスにお
いて、観光施設めぐりに係る特急便を設定
することは、市民の日常生活における交通
の足を引き続き確保するという観点から難
しいと考えます。

修正無し

38



Ｎｏ. 意見の概要 市の考え方 案の修正

156

　活力とにぎわいに満ちた都市の
根幹は、交通網だと思う。交通網
をもっと強烈に整備しないと、野
田市は柏市や流山市に埋没してし
まう。東京直結鉄道の整備促進を
もっと前面に出してほしい。

　野田市は、都心に近接しているものの、
東京へ直結する鉄道がなく、通勤・通学等
における交通の利便性の向上が課題となっ
ております。流山市の例で分かるとおり、
東京直結鉄道の整備は、人口減少に歯止め
をかけて定住促進や市域の活性化等を図る
上で是非とも必要な施策であると考えてお
ります。
　このことから、官民一体となって東京直
結鉄道の整備促進を図り、若者等が住みた
い、住み続けたくなる魅力あるまちづくり
の実現に取り組むこととしており、重点プ
ロジェクトの７、８に掲げております。

修正無し

157

　空き家が増え、東京直結の鉄道
ができなければ、野田は衰退の一
途である。若者が住みたくなるよ
うな、老人も市外から来たくなる
ような街にしてほしい。

　持続可能なまちづくりを進めるため、東
京直結鉄道の整備促進を掲げており、市民
の通勤、通学等日常生活の利便性の向上等
を図り、若者層の定住促進を図ります。
　なお、主な事業「空き家の適正管理の指
導」により、防犯まちづくり推進として空
き家の適正な管理について指導していま
す。

修正無し

158

　地下鉄延線、東武野田線の複線
化はいつになったら実現できるの
か。行政が中心となり、若者が住
みたくなるような都市にしてほし
い。

　地下鉄８号線延伸地域の千葉県、埼玉県
及び茨城県内11市町では、地下鉄８号線建
設促進並びに誘致期成同盟会を組織してい
ます。当同盟会は、野田市長が会長、野田
市が事務局を務め、地下鉄８号線の建設促
進及び誘致実現に向けて、国土交通省、千
葉県、埼玉県及び茨城県に対し、継続的に
要望活動を実施するなど、官民一体となっ
た取組を行っています。
　国の交通政策審議会において、今年度を
目途に次期答申が取りまとめられると見込
まれることから、次期答申において、地下
鉄８号線の延伸について、目標年次までに
開業することが適当である路線として明確
に位置付けられるよう、引き続き、官民一
体となって取り組みます。

修正無し

159

　観光の中心として、｢道の駅の
だ｣を提案する。商業の拠点として
農産物の販売等も考えられる。
　また、土日におけるまめバスを
使った市内周遊コースの運行を提
案する。

　道の駅は、建設費用をはじめ、運営管理
費に莫大な費用を要することから財源的に
難しいと考えております。また県内の八千
代市にある道の駅に運営状況を確認したと
ころ、施設での販売が減少傾向にあり経営
的に厳しいとのことです。すでに船形地先
に農産物直売所「ゆめあぐり野田」を設置
しており、さらに市が設けることは考えて
おりません。
　また、まめバスを使っての土日の市内周
遊については、平成23年度の運行ルート見
直し時に利用者の少ないルートの土日祝日
の運行を廃止した経緯を考えると、難しい
と考えております。

修正無し

39
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160

　自治会加入率について、高い目
標値を掲げてはどうか。また、加
入率向上に向けて、市職員が住ん
でいる地域の自治会の手伝いをし
ている事例がある。何か新しい策
を考える必要があるのではない
か。

　自治会加入率は、近年の下落傾向を鑑
み、当面、関宿町との合併時の水準を目標
としたものです。
　自治会は任意団体であるため、これまで
は積極的に関与していませんでしたが、自
治会連合会と共同で加入率向上策を構築
し、目標達成を図ります。

修正無し

161

　アパートが以前多数建築された
が、自治会の目が届かないアパー
トもある。新しいアパートについ
ては情報が入るが、古いアパート
の情報がない。誰がオーナーで、
何世帯のアパートを建築するのか
が分からないので、情報の共有を
図ってほしい。

　計画戸数４以上のアパートの建築行為に
おいて、建築確認申請の際、宅地開発指導
要綱に基づき、ごみ集積場及び自治会活動
について、関係部署と協議を行うよう指導
しています。しかし、現在のアパート所有
者、居住者の情報については個人情報であ
るため、自治会であっても情報提供を行う
ことはできません。

修正無し

162

　自治会加入について、加入しな
い方が生活しやすいというような
状況がある中、加入率向上は難し
いのではないか。若い人との考え
の落差を埋めることをまず考えな
ければいけないのではないか。

　自治会加入率は、近年、下落傾向となっ
ておりますが、地域コミュニティは重要で
あると考えており、加入率向上を目指し、
当面、関宿町との合併時の水準を目標に、
自治会連合会と共同で、若い人も含めた中
で、加入率の向上策を構築していきたいと
考えております。

修正無し

163

　一人暮らしの人は、自治会に入
りたがらない。

　人と人との対話ができる地域コミュニ
ティは重要であると考えており、特に防災
や防犯活動などは、自治会との連携が大変
重要であることから、若い人も含めた中で
加入率の向上策を構築していきたいと考え
ております。

修正無し

164

　未加入自治会と文書配布団体、
自治会連合会に入っているものの
違いが分からないが、自治会加入
について、チラシ等による案内
を、市と自治会連合会により進め
てはどうか。

　地縁に基づき、規約（会則）を持ち、共
同活動をしている団体を自治会と、規約
（会則）を持たずに、共同活動（主に文書
配布）をしている団体を文書配布団体と区
分しています。また、野田市自治会連合会
の加盟の有無により加入・未加入の区分を
しています。
　連合会未加入自治会や文書配布団体への
連合会加入の働きかけについては、連合会
と市が合同で、文書等による啓発と自治会
設立時の相談における周知を行っていま
す。
　今後も、自治会加入率向上のため、積極
的な啓発活動を行っていきます。

修正無し

40
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165

　自治会連合会は地域全体の諸課
題に対処する役割があるが、社会
福祉、防犯、防災等が、市の関係
担当の縦割りの関係で成り立って
いるため、連合会活動を屋上屋と
捉えられている懸念がある。市の
施策とも関連する課題別の各種活
動を連合会活動と連携するような
対応を行うことが必要と考える。

　自治会が住みよい地域社会を創るため
に、地域の共同性を基礎として様々な活動
を展開していくには、ある程度まとまった
地域住民のつながりが望ましいという考え
方から地区の連合会が組織されています。
地域住民のつながりを強くするとともに地
域課題の解決に向けて計画的に取り組み、
安全で安心な地域づくりが図られることか
ら、より一層連携を強化していきたいと考
えております。

修正無し

166

　野田市は知名度が低い。イベン
ト、スポーツ、音楽など、ソフト
面の企画を行い、野田市という名
前の知名度を上げ、若い人にア
ピールしてほしい。

　市公式フェイスブックページ「野田市広
報」により、野田市の魅力を発信して市の
イメージアップを目指しています。
　コウノトリをシンボルとした自然環境や
生物多様性の保全、再生、利活用に向けた
取組を進めており、７月23日の関東初のコ
ウノトリの放鳥では、記者クラブを通し
て、新聞、テレビ放送局に情報を提供し
て、多くのメディアで野田市の生物多様性
の取組をＰＲしていただきました。また、
７月には、都内の大学の研究室に生物多様
性に特化した野田市シティプロモーション
事業を委託し、学生の若い発想力に期待
し、野田市の魅力をＰＲしていきたいと考
えています。今後も、コウノトリをシンボ
ルとした生物多様性の取組と、野田市の歴
史、文化資源など多様な地域資源を活用し
た取組を進め、市外への情報発信を行って
まいります。

修正無し

167

　主な事業として「男女の仕事と
家庭の両立支援のための環境づく
り」が位置付けられ、女性の地位
向上が図られている。一方、市の
幹部への女性登用が進まないと
いった問題もあり、残業の減少な
ど、さらに働きやすい環境整備を
進めてほしい。

　市において女性管理職の登用が進まない
原因は、採用試験の結果として女性の割合
が少ないこと、定年前に退職する女性職員
が多いことが考えられます。また、残業
（時間外勤務）については、平成26年度か
ら時間外勤務削減緊急対策プランを定め全
庁的に取り組んでおります。
　女性管理職の登用は、男性職員について
も同様ですが、いかに人材を育成し、適正
な人事評価により登用していくことが重要
と考えておりますので、研修の充実に努め
てまいります。

修正無し
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168

　有能な人材を教育者、職員とし
て登用してほしい。
　また、女性をできるだけ委員と
して登用してほしいとのニーズも
ある。

　女性管理職の登用は、男性職員について
も同様ですが、いかに人材を育成し、適正
な人事評価により登用していくことが重要
と考えておりますので、研修の充実に努め
てまいります。
　女性委員の登用については、男女共同参
画社会の推進に向けて、審議会等の女性委
員登用の目標値を50％として取り組んでお
り、女性委員登用の目標値を達成していな
い審議会等の解消を図るため、委員選出時
に女性委員の積極的な登用を行ってまいり
ます。

修正無し

◆基本計画　第２章　施策の展開方向　基本目標６　活力とにぎわいに満ちた都市

169

　圧倒的に流山市と柏市の上手な
運営に負けている。若い力を野田
にも。

　市では、若者の力をまちづくりに活かす
べく、今後の持続可能な農業の推進を目指
して、農業の担い手として若手の新規就農
者の育成を図っております。さらに７月に
は、都内の大学の研究室に生物多様性に特
化した野田市シティプロモーション事業を
委託し、学生の柔軟な発想力で、野田市の
魅力に関するより効果的なＰＲ手法の検討
をお願いしているほか、まちづくりの様々
な課題に前向きに取り組む「大学コンソー
シアム東葛」において、大学生達と連携し
た調査研究を実施しております。今後も引
き続き、若い方の力を活かした取組を推進
してまいります。

修正無し

170

　主な事業に位置付けられている
「各種融資制度による事業経営の
支援」、「経営普及改善事業への
支援」、「異業種交流の推進」、
「起業家支援事業」は、商店街の
魅力向上策、商店街等の活性化策
というよりは、中小企業の支援
策・振興策と思われるため、当施
策に位置付けるのはなじまないの
ではないか。

　当該４事業は、個人商店も含めた中小企
業者への支援であると同時に、異業種交流
の推進等を通じて商業の魅力向上や商業の
活性化につながる事業であることから、施
策「商業の魅力向上による商店街等の活性
化」に位置付けます。 修正無し

171

　指標「商店会が実施するイベン
ト、販売促進事業数」について９
事業から18事業とする目標となっ
ており心強い。

　市内には、20の商店会がありますので、
それぞれの商店会が販売促進事業を活用い
ただき、さらに集客増加につなげていただ
きたいと考えています。

修正無し

172

　野田市の商店街がさびれている
要因は、駐車場が無いことであ
る。

　商店街の来客者用に一般の月極め駐車場
を借り上げて利用いただいております。し
かし、実際に利用されている方は少ない状
況にありますので、ＰＲに努めていきたい
と考えています。

修正無し
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173

　地域振興・観光振興を考えるに
あたって、醤油の街野田市を軸に
できないか。醤油をテーマとした
店を集め、醤油しかない野田では
なく、醤油が楽しめる野田にでき
ないか。野田にある伝統と技術を
継承し、その原動力に野田の古老
たちの力をもらうと良いと思う。

　市では、これまで先人から受け継いだみ
どり豊かな自然環境を次世代に残し、子ど
もたちに夢を与えるため、コウノトリの飼
育や野生復帰を始め、生物多様性の取組を
充実させ、自然環境の保全、再生、利活用
を進めています。コウノトリも棲める環境
は、餌となる多くの生き物を育むととも
に、人間にとっても安全・安心に暮らせる
環境と言えます。コウノトリをシンボルと
した生物多様性を積極的に情報発信し、環
境に優しく住みやすい野田市をＰＲして地
域経済の活性化、観光の振興を図ります。
総合計画審議会においても審議が重ねら
れ、将来都市像「～人のつながりがまちを
変える～みんなでつくる学びと笑顔あふれ
るコウノトリも住めるまち」が取りまとめ
られました。
　醤油をテーマにした店を集めることは、
既に民間で醤油をテーマにした施設がある
ことから、費用対効果の面からも難しく、
醤油を軸にした地域・観光の振興は考えて
おりません。
　なお、野田市には醤油関連の近代化産業
遺産の建築物などもあり、これらの地域資
源については、積極的に活用してまいりま
す。

修正無し

174

　宗教団体が、税金も払わず、ど
んどん野田の土地を買い占めてお
り、税収が少ない貧しい街になっ
てしまうのが悲しい。街の中心を
活気あるものにしてほしい。

　地方税法上、宗教法人が専らその本来の
用に供する宗教法人法第三条に規定する境
内建物及び境内地については非課税と規定
され、それ以外の土地利用がされている場
合は課税対象となります。
　中心市街地の活性化については、商店街
が自ら考え実行することにより再活性化に
つなげる方策を検討することをコンセプト
に、商工会議所、商店街連合会、地元商店
会、市で「中心市街地再活性化のための商
店街のあり方検討会」を組織し、方策を検
討しています。

修正無し

175

　農業従事者の生活を考え、農業
の方向性等を盛り込んでほしい。

　基本目標６における基本方針１「地域産
業の振興」に施策「農業の活性化の推進」
のための主な事業を掲げております。これ
らの事業を推進することで農業の活性化を
図ってまいります。

修正無し
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176

　若い世代の担い手となる人が農
業に取り組めるような施策がある
のか。国の補助金を受けるにあた
り認定農業者でなければならない
という制約があるため、認定農業
者であることのメリットはゼロで
はないが、その他にメリットが感
じられない。農業機械の購入に補
助金を出す自治体があるようだ。
若い人の就農を進める施策が必要
である。

　地域農業を担う意欲的な農家を育てるた
め、認定農業者数の倍増を図ります。認定
を受けると、金融支援のほか、税制特例、
補助事業、農地の優先的集積、農業者年金
の補助などの支援を受けることができま
す。今後の持続可能な農業の推進に当たっ
ては、農地の集約化等により農業従事者の
経営基盤の強化を図り収益性を高めていく
とともに、新たな農業の担い手として若手
の新規就農者の育成や民間企業等の参入を
促進します。

修正無し

177

　農業センサスに協力したが、農
業を継続するとの回答は11軒のう
ち３軒しかいなかった。後継者が
いないためである。現在はほとん
ど兼業で行われているが、子ども
が出ていってしまい、夫婦２人で
生活しているため、高齢化が非常
に進んでいる。

　今後の持続可能な農業の推進に当たって
は、農地の集約化等により農業従事者の経
営基盤の強化を図り収益性を高めていくと
ともに、新たな農業の担い手として若手の
新規就農者の育成や民間企業等の参入を促
進します。

修正無し

178

　工業の充実、特に匠といった他
に真似ができないものの育成が必
要と考えている。国や県は観光に
力を入れているが、箱根では噴火
により観光客が減少しているよう
に、観光に頼り過ぎるのは危険と
個人的に考えている。着実な産業
として工業や農業の育成が重要と
考えている。

　基本目標６における基本方針１に、農業
については、施策「農業の活性化の推進」
を掲げ、工業については、施策「新たな事
業創出や起業を通じたまちの活性化と人材
育成」を掲げ、農業や工業の振興を図って
まいります。

修正無し

179

　主な事業「農業経営高度化の推
進」は、「工業振興・活性化方策
の検討」などの他事業と違和感が
あるので、整理すべきである。

　基本方針１「地域産業の振興」は、農業
も対象としていることから、施策「農業の
活性化の推進」を掲げ、主な事業「農業経
営高度化の推進」を位置付けています。

修正無し

180

　まちの活性化のためには、昼間
人口の増加が重要である。そのた
めには、野田市民の第２の職場と
なりうる地場産業の育成が必要で
あり、市内での雇用促進を行って
いくことが重要である。また、外
部資本の導入による市内産業の活
性化、それに伴う雇用の創出・増
加が求められると思う。

　社会情勢の変化に対応するため、豊かな
自然環境や農業、地場産業、大学等多くの
資源との連携を促進させ、事業の創出につ
なげるとともに、国の地方創生施策に注視
しつつ、多様な就業機会を創り出し、新た
な産業の受け皿として工業団地の造成を検
討します。あわせて、起業家を支援すると
ともに、就労機会を確保するため職業訓練
を支援し、人材育成を図ります。
　また、工業としては、現状として工業団
地に土地の空きがないことから、新たな企
業を誘致し雇用の創出を図るため、廃業や
移転後の工場跡地の活用を進めたいと考え
ています。

修正無し
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181

　産学官交流の推進を進めるべ
き。キッコーマン、千秋社、東京
理科大学などとの緊密な連携を図
り、大学を活用すべき。

　平成19年度から東京理科大学とパート
ナーシップ協定を締結し、「わくわく理
科」、「キャリア教育」、大学からの教育
実習生受け入れ等、毎年様々な連携事業を
行っております。また、大学からの教育実
習生受け入れや、教員志望学生のインター
シップで協力しています。
　産学官交流については、すでに東京理科
大学と連携して、産学官交流シンポジウム
を実施してきました。現在は異業種間の交
流が主となってきましたが、今後はさらに
すそ野を広げるとともに、大学や企業との
連携を深めていくことを考えております。
　また、まちづくりの様々な課題に前向き
に取り組む「大学コンソーシアム東葛」
（加盟団体：東京理科大学外10大学、柏
市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市）
に加入し、大学との連携による調査研究等
を行っており、今後も継続していきたいと
考えております。

修正無し

182

　東京理科大学に付属高校ができ
たら、それを誘致できないろだう
か。

　東京理科大学に付属高校建設計画がある
かどうか確認したところ、計画はないとの
ことでした。今後、付属高校建設が具体化
された場合には、誘致について検討したい
と考えております。

修正無し

183

　野田市観光ガイドマップ、川の
まちネットワーク観光ガイドマッ
プはよくできている。図書館等に
置くなど、より幅広く配布してほ
しい。

　観光ガイドマップは、毎年情報を更新し
て作成し、公共施設等に配備しており、更
なる情報の充実を図ります。
　市外からの窓口になっている野田市駅、
川間駅、清水公園駅、ものしりしょうゆ館
にも配備しています。

修正無し

184

　関宿博物館のサポーターに従事
している。鈴木貫太郎記念館にも
かつては説明員がいたが、現在は
いなくなっており、配慮していた
だきたい。

　鈴木貫太郎記念館は、シルバー人材セン
ターに管理を委託しており、団体からの予
約がある場合には、担当の学芸員を派遣し
て対応しております。常駐の学芸員を配置
することはできませんが、記念館の説明が
できる人材の発掘・育成を検討したいと考
えております。

修正無し

185

　舟運に関し、境町で観光船を運
行していたが、取り止めとなっ
た。復活を検討してほしい。

　境町観光協会で運営する「高瀬舟」は、
４月から９月の期間でしか運航していな
かったものを変更し、本年から通年で運行
するとのことです。
　市では、茨城県境町、五霞町と川を基軸
とした地域の活性化を目的に「川のまち
ネットワーク」を組織し、平成25年、26年
に３市町を合わせた観光ガイドマップ等の
作成を行い、「高瀬舟」も取り上げてお
り、観光資源として活かしていきたいと考
えています。

修正無し
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186

　圏央道の開通に呼応した、雄大
な利根川の分岐点に市営温泉ホテ
ルを開業してはどうか。

　温泉の掘削、設備・施設の維持、ホテル
経営には、膨大な費用がかかり、経営的に
成り立たないと考えております。 修正無し

187

　都市に活力が必要であり、昼間
人口の増加を目指すべきである。
そのため、江川とコウノトリを活
かしたまちづくりを進めるべき。
（仮称）コウノトリと農と健康の
交流拠点として、キャンプ場を開
設し、市内小学生の農業体験学習
や高齢者の生涯学習に活用しては
どうか。

　これまで取り組んできた地元小中学校の
環境学習を市内全小中学校に広げていき、
さらに、市民農園における農業体験の実
施・拡大、各学校と連携したビオトープ空
間の創出などを目指しています。キャンプ
場の開設は考えておりませんが、コウノト
リをシンボルとした生物多様性を積極的に
ＰＲし、交流人口の拡大を図ってまいりま
す。

修正無し

188

　利根川と江戸川の舟運の過去を
宣伝するとともに、石田年子さん
の野田における石碑の研究の重要
さを宣伝し、歴史のまちとすべ
き。

　利根川や江戸川といった二つの河川とそ
れを利用した舟運は、地理的特性から生ま
れた重要な文化遺産であると認識してお
り、引き続き、その意義や価値を評価する
ための調査・研究と、保存のための文化財
指定や登録を進め、標柱や解説板を設置し
広く周知し、石碑についても、調査・研
究、保存に努めます。
　これらは観光資源としても優れているこ
とから、ホームページやマスメディア等を
活用し、効果的に情報を発信してまいりま
す。

修正無し
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189

　野田市には、鈴木貫太郎記念
館、野田の旧市街地などの歴史あ
る昔ながらの街並みがあり、今後
も大切に保存する必要がある。市
外からの観光で、鈴木貫太郎の旧
家などを巡ることが想定される
が、その１か所だけで帰ってしま
う。買物でも一つの店に行って
帰ってしまうので、由緒ある施設
や街並みの保全を含め、他の店な
どに立ち寄ってもらえるような活
性化が図られると良い。
　また、使われなくなった建物を
ただ壊すのではなく、保存又は有
効活用できたらよいのではない
か。サービス核とは別に、歴史の
中心だった場所等を整備してはど
うか。

　関宿藩の史跡が残る市の最北部の関宿地
域と醤油醸造文化を有する野田地域の距離
が離れているため、両地域間の回遊には難
しい面があり、課題となっていますが、ご
意見を受け、商工会議所や商工会とそれら
の課題を踏まえた上で、回遊観光ルートづ
くりを検討することとし、基本目標６にお
ける基本方針２の施策「地域資源を活用し
た交流人口の拡大」の主な事業に、「地域
資源を効果的に結び付けた回遊観光ルート
づくりの検討」を追加するとともに、あわ
せて、施策の内容の冒頭に、「歴史的建造
物や豊かな自然等の地域資源を活用し、市
外からの集客を高めるための情報発信を行
います。」を追加します。
　関宿藩と関宿城・醤油産業・利根運河、
鈴木貫太郎記念館などの地域資源の意義や
価値を評価するための調査・研究と保存の
ための文化財指定や登録を進め、標柱や解
説板を設置しております。さらに、広く周
知するため、ホームページやマスメディア
等を活用し、効果的に情報を発信してまい
ります。また、ガイドマップを作成し、野
田市に来られた方への情報提供を行い、ボ
ランティアガイドの方に観光客への案内を
していただいています。

修正有り

　保存すべき歴史的建造物等については、
景観計画の作成過程において検討してまい
ります。
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190

　中心市街地に残る歴史的文化遺
産を活用し、市内の多くの施設を
有機的にネットワークすべき。
（仮称）まちの魅力再発見回廊づ
くり構想を提案する。興風会館、
市民会館、郷土博物館、茂木本
家、千秋社本社、旧高梨邸、レン
ガ倉庫、加えて蔵の多い野田市で
ある。

　野田市の歴史を今に伝える地域資源につ
いて、その意義や価値を評価するための調
査・研究と保存のための文化財指定や登録
を進め、標柱や解説板の設置、ホームペー
ジやマスメディア等を活用し、効果的に情
報を発信してまいります。
　また、中心市街地には、国登録の有形文
化財や近代化産業遺産などの文化財が豊富
です。それらの周遊コースは、観光協会
ホームページで紹介しており、むらさきの
里野田ガイドの会でも、ご要望により案内
をしております。更なる観光協会ホーム
ページの充実を図るとともに、ＰＲに努め
ていきたいと考えております。
　さらに、中心市街地は関宿藩の史跡が残
る市の最北部の関宿地域とは遠く、両地域
間の回遊には難しい面があり、課題となっ
ています。商工会議所や商工会とそれらの
課題を踏まえた上で、回遊観光ルートづく
りを検討することとし、基本目標６におけ
る基本方針２の施策「地域資源を活用した
交流人口の拡大」の主な事業に「地域資源
を効果的に結びつけた回遊観光ルートづく
りの検討」を追加するとともに、あわせ
て、施策の内容の冒頭に、「歴史的建造物
や豊かな自然等の地域資源を活用し、市外
からの集客を高めるための情報発信を行い
ます。」を追加します。

修正有り

191

　都市に活力が必要であり、昼間
人口の増加を目指すべきである。
そのため、（仮称）野田市総合公
園構想をつくってはどうか。清水
公園、運動公園、座生川、防災調
整池、金乗院を有機的に一体化し
た新たな交流拠点を設け、観光振
興を図ってはどうか。

　基本目標６における基本方針２「観光・
イベントの振興」では、多様な地域資源を
活用し、それらを効果的に結び付けて観光
資源の魅力を高めることとしております。
かつて、「ふるさとの川モデル事業」とし
て、座生川水辺空間整備計画検討委員会に
おいて基本計画が策定され、これに基づい
て調節池の一部に少年野球場を整備してお
りますが、財政事情等により進んでおりま
せん。改めて検討を再開したいと考えてお
ります。
　総合公園周辺には、清水公園などの地域
資源が点在していることから、これらの連
携を図ることで観光資源としての魅力を一
層高めることができると考えています。こ
のため、基本目標６における基本方針２の
施策「地域資源を活用した交流人口の拡
大」に、主な事業「総合公園周辺における
地域資源の連携の検討」を追加し、清水公
園や寺院などとの連携を検討してまいりま
す。あわせて、施策の内容の冒頭に、「歴
史的建造物や豊かな自然等の地域資源を活
用し、市外からの集客を高めるための情報
発信を行います。」を追加します。

修正有り
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192

　指標「観光関連施設の入込客
数」について、観光関連施設とし
ながら、ゴルフ場やもの知りしょ
うゆ館などの客数が含まれていな
いことに違和感がある。

　指標の名称を「観光イベントの入込客
数」に修正します。

修正有り

193

　自治会において、少子高齢化の
進展が課題となっており、子ども
会の活動ができなくなってきてい
る。子どもが独立して近隣市に転
居し、残された親も子どもを追っ
て転居する人が多く、空き家とな
るケースが増えてきた。

　自治会については、基本目標５における
基本方針１に施策「地域コミュニティの強
化」を掲げ、空き家については、基本目標
４における基本方針１の施策「防犯まちづ
くりの推進」に、主な事業「空き家の適正
管理の指導」を掲げて対応することとして
おります。
　一方で、人口減少を食い止めるべく、基
本目標６における基本方針３に施策「生活
環境の充実と情報発信の強化」、「文化教
育水準の向上」、「魅力ある計画的なまち
づくりの推進」を掲げ、「東京直結鉄道の
整備促進」等の事業を実施し、魅力ある生
活環境を整え、子育て世代や若い世代の定
住促進を図ることとしております。

修正無し

194

　４人に１人が高齢者となり、15
年後には、人口減少による空き家
や不要となった土地の増加、介護
といった問題が想定される。この
ような負の部分の対策を考えてほ
しい。

　空き家については、基本目標４における
基本方針１の施策「防犯まちづくりの推
進」に、主な事業「空き家の適正管理の指
導」を掲げ、介護については、基本目標２
における基本方針１に施策「支え合いによ
る福祉のまちづくりの推進」を掲げて対応
することとしております。
　一方で、人口減少を食い止めるべく、基
本目標６における基本方針３に施策「生活
環境の充実と情報発信の強化」、「文化教
育水準の向上」、「魅力ある計画的なまち
づくりの推進」を掲げ、「東京直結鉄道の
整備促進」等の事業を実施し、魅力ある生
活環境を整え、子育て世代や若い世代の定
住促進を図ることとしております。

修正無し

195

　下三ケ尾地区は、辺鄙すぎて住
む若者がいなくなっているので困
る。

　下三ケ尾地区の多くは、市街化調整区域
に指定されており、開発や建築が制限され
ています。江川地区周辺は、野田市貴重な
野生動植物の保護のための樹林地の保全に
関する条例に基づき、自然環境を保全する
エリアと定めています。
　市内では、下三ケ尾地区を含む福田地
区、関宿地域で、住民基本台帳の人口が
減っています。原因は、野田市が都心から
近距離にもかかわらず、都心に直結する鉄
道がなく、通勤、通学等の日常生活に不便
であるためと考えていることから、若者層
の定住促進のため、東京直結鉄道の整備促
進を始めとする公共交通の充実、広く効果
的な情報発信、教育や福祉の充実、雇用創
出等を進めてまいります。

修正無し
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196

　東京から人を呼ぶのであれば、
キャッチコピーを「東京から一番
近いふる里」にするなど、もっと
おもしろいアイデアが必要ではな
いか。

　野田市の施策のＰＲにつきましては、ス
トーリー性を持たせることが重要であると
考えており、キャッチコピーを単独で使う
ような、イメージ戦略は取り入れておりま
せん。
　なお、野田市の魅力をより効果的に市内
外に発信する必要性は認識しており、今年
７月からは、生物多様性に特化したシティ
プロモーションについて、都内の大学の研
究室に委託し、現在、大学生の若い柔軟な
発想力で検討いただいているところです。

修正無し

197

　今あるものを生かし、コンパク
トシティ等も踏まえた住みやすい
まちづくりをしてほしい。

　「都市構造・土地利用の方向」におい
て、４つの核の形成として、野田市駅・愛
宕駅周辺に中心サービス核を形成し、さら
に、梅郷駅、川間駅、関宿中央ターミナ
ル・関宿支所周辺に地域サービス核を形成
し、商業機能や各種サービス機能の集積に
より、にぎわいのある地域の形成を目指す
こととしております。
　さらに、これら以外の住居地域において
も、バランスよく投資をしていく考えで
す。

修正無し

198

　すぐに帰りたいと思う街ともう
少し留まりたいと思うような街が
ある。１つは祈りの空間、２つ目
は憩いの空間、３つ目はエキサイ
ティングな空間。これら３つが均
等に分散している街が住みたいと
思う街であると思っている。野田
には、これらの要素があるので、
どのように配置していくかが課題
である。

　まちの魅力を高め、加えて、東京直結鉄
道の整備等の公共交通の充実や教育や福祉
の充実に努めて、子育て世代の増加や、雇
用創出等による若者層の定住促進を図りま
す。

修正無し

199

　国道16号、幹線道路沿いの空地
を活用すべき。

　国道16号線の幹線道路沿いの多くが市街
化調整区域に指定されており、市街化を抑
制し、優れた自然環境等を守る区域とし
て、原則、開発や建築が制限されていま
す。一定の要件により可能となる建築物も
ありますが、市街化区域の拡大について
は、土地区画整理事業などの計画的な市街
地整備等が必要となります。
　また、「将来都市構造・土地利用の方
向」において、市街化調整区域を中心とし
た農業振興ゾーンに含まれており、農地や
緑地などの多様な自然資源を活かしたみど
り豊かな空間形成を図るとしております。

修正無し
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◆基本計画　第３章　重点プロジェクト

200

　限られた財源の中で全てはでき
ないだろう。市の予算として計上
するのであれば、国の状況にかか
わらず、どこを重点的に行うとい
う市の姿勢を示すべきではない
か。（同様の意見２件）

　総合計画は市政全体の底上げを図るもの
です。国や県の補助金を活用して実施する
事業も多くあるため、国や県の状況を見な
がら、有利な財政措置を活用して事業を進
めていく必要があります。

修正無し

201

　重点プロジェクト８に商業と農
業はあるが、工業がないため、含
めても良いのではないか。

　重点プロジェクトは施策単位で設けてお
り、工業振興は、重点プロジェクト８の施
策「新たな事業創出や起業を通じたまちの
活性化と人材育成」に含まれております。

修正無し

◆基本計画　第４章　計画の実現に向けて

202

　計画の推進に当たり、自治会の
役割は重要で、協力が不可欠にな
る。野田市民の多くは、市外で働
く人が多いのが現状であるが、総
合計画に関心を持ってもらうよう
進めていくことが重要である。

　計画の実現に向けて、市民意見や多様化
するニーズを的確に反映するため、市民と
行政が対等な立場で役割や責任を分担し、
連携、協力してすることが必要であると考
えております。
　自治会の役割については、自治会を核と
したコミュニティの確保を推進していく必
要があるとの審議会での意見を受け、地域
コミュニティの強化という施策を掲げ、自
治会と協働したまちづくりを推進し、総合
計画に対して多くの市民の方々に関心を
もっていただけるよう、今後も努めてまい
ります。

修正無し

203

　重点プロジェクトを長期的に担
保するため、計画の進捗を見守
り、行政及び市民への報告を行
う、公募メンバーによるプロジェ
クトチームの創設を提案します。

　事業を実施するには、その費用を予算化
する必要があります。その際には、事業の
財源を検討し、最終的に市の予算として収
支を整えた形にしますので、ある事業の事
業費を増やした場合は、全体事業のバラン
スを考えながら別の事業費を減らすという
ような調整を行うことになります。また、
事業の実施に当たっては、市財政の効率的
な運営を図るため、国県の補助金や地方交
付税、起債等の財政措置に強く影響を受け
ることになり、国県の補助金は減額される
こともあります。
　したがって、事業の進行管理は、事業費
の調整や国県の財政措置を勘案し、毎年度
の予算編成を通して行うものであり、市長
の責任（権限）において実施すべきと考え
ており、ご意見のプロジェクトチームの創
設は考えておりません。なお、後期基本計
画策定の際には新たに総合計画審議会を発
足させ、前期基本計画の進捗状況を検証し
ていただくとともに、今回のパブリック・
コメント手続等のように、様々な形で市民
の皆様から御意見を頂きます。

修正無し
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204

　「組織の活性化や人材の育成」
を図ることとしているが、市民と
ともにモチベーションや英知を発
揮するような対応を期待してい
る。

　持続可能か行財政運営のため、組織の活
性化や人材の育成を図ります。
　平成27年４月改訂の行政改革大綱及び実
施計画において「行政需要の変化に対応す
るため、組織の随時見直しを実施する」、
「職員の資質の向上のため、研修の充実と
適正な人事評価制度による人材育成を進め
ていく」と位置付けられております。
　今後も、行政改革大綱及び実施計画に基
づき、組織の活性化及び人材育成を進めて
まいります。

修正無し

205

　野田をアピールするなら、ふる
さと納税にコウノトリを利用して
はどうか。

　当市のふるさと納税は、コウノトリをシ
ンボルとした生物多様性の取組とストー
リー性を持たせた上で、現在もホームペー
ジ等でご支援をお願いしています。
　また、この取組の財源としている「みど
りのふるさと基金」に使途指定寄附をされ
た市外の方を対象に、自然再生の進む環境
の中で栽培された黒酢米を記念品として贈
呈しています。

修正無し

206

　小中学校に空き室があれば、文
化事業などで有効活用してはどう
か。

　普通教室利用以外の教室につきまして
は、通級教室や少人数教室及び多目的利用
室等として利用しており、現在空き教室は
ありません。将来、小中学校に空き教室が
発生した場合は、「新たな施設は設置せ
ず、学校の余裕教室など既存施設の有効活
用を基本とする。」とのファシリティマネ
ジメントの基本方針に基づき、空き教室の
有効活用に努めてまいります。

修正無し

207

　市役所は職員が多すぎるのでは
ないか。また、市役所職員は、質
問しても答えられない職員が多い
と聞いている。窓口によっては、
他課への応援体制が必要ではない
か。

　持続可能な行財政運営のため、組織の活
性化や人材の育成を図ります。
　行政改革大綱に基づき、厳格な定数管理
と適正な職員配置に努めるとともに、職員
の資質向上のために、研修の充実と適正な
人事評価制度による人材育成を進めていき
ます。
　なお、選挙事務など、全庁挙げて臨時的
に取り組む事業については、通常業務に配
慮した上で必要な人員を確保しておりま
す。

修正無し
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その他

208

　利用人員の増加と維持経費の節
減のため、ゴルフ場維持管理の一
つの手段として、ゴルフ場でプ
レーした人々の協力を得ることが
良いのではないか。

　野田市パブリックゴルフ場（ひばり・け
やきコース）は、市が経営するゴルフ場で
はなく、市の外郭団体である一般財団法人
野田市開発協会が管理・運営するゴルフ場
であり、今回の総合計画の施策の中では取
り扱っていません。
　野田市開発協会のゴルフ場のボランティ
ア活動等につきましては、けやきコースに
おいての「けやき友の会」による月に一度
の目土作業、「クモキリソウの会」による
ヤマユリ等の保存活動が行われており、ひ
ばりコースにおいては、高校のゴルフ部と
連携した目土作業が行われております。
　今後は、ジュニアプレーヤーの育成を兼
ねた目土作業やシニアゴルフボランティア
としての活動を通じての仲間づくりの支援
等を進めていく予定です。

修正無し
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