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６ 市民の意見の反映 

野田市まちづくり市民 100 人委員会をはじめとして、旧野田市総合計画の策定時にいた

だいた市民意見を整理した「市民と委員の意見の方向（177 項目）」は本計画においても継

承する。また、旧関宿町総合計画策定時の関宿町 21 世紀まちづくり懇談会や新市建設計

画策定時の新市まちづくり委員会注 1）、その他両計画策定時にいただいた住民意見について

も再度意見の方向を確認し、177 項目の市民と委員の意見の方向に包含されることを確認

した。 

本計画における施策と市民意見の対応表は下記のとおりである。なお、対応できなかっ

た意見とその理由を表末に示した。 

No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

中心市街地のまちづくり 162

駅前等既成市街地の整備 162

1 首都圏における位置づけを踏まえた地

域整備 

○ 

周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

2 大学等と連携した高級住宅地としての

まちづくり 

○ 周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

中心市街地商業等活性化 132

中心市街地のまちづくり 162

3 商業や商店街の活性化 ○ 

駅前等既成市街地の整備 162

中心市街地のまちづくり 1624 まちの顔としての駅前の整備 ○ 

駅前広場・駐輪場及び駅前における快

適な歩行空間の整備 

163

自然環境の保全 108

都市計画制度の適切な誘導 161

中心市街地のまちづくり 162

駅前等既成市街地の整備 162

5 次の世代へ引き継ぐ地域整備の推進 ○ 

周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

情報提供・情報公開の充実 47

中心市街地のまちづくり 162

駅前等既成市街地の整備 162

6 野田市の良さの認識とＰＲ ○ 

周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

中心市街地のまちづくり 162

駅前等既成市街地の整備 162

7 重点課題への対応と細部に配慮された

地域整備 

○ 

周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

                                         
注 1）新市まちづくり委員会………………旧野田市総合計画、旧関宿町総合計画作成に参加した野田市まちづくり市民 100

人委員会と関宿町 21 世紀まちづくり懇談会のメンバーからなる委員会で、新市建

設計画策定時に意見を伺った。 
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No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

産業用地の整備 139,163

中心市街地のまちづくり 162

駅前等既成市街地の整備 162

8 外部資本導入や海外事例等を踏まえた

まちづくりの検討 

○ 

周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

都市計画制度の適切な誘導 161

中心市街地のまちづくり 162

駅前等既成市街地の整備 162

9 実効性のある柔軟な計画づくりと事業

の推進 

○ 

周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

10 住居表示の整備 ○ 住居の表示の整備 164

11 野田らしい道路整備の推進 ○ 「野田の道」の整備 158

12 歩行者道路整備の推進 ○ 生活道路の整備 157

生活道路の整備 15713 自転車道整備の推進 ○ 

「野田の道」の整備 158

14 交通施設整備と維持管理の充実 ○ 交通安全に配慮した道路整備 128

広域幹線道路の整備 15615 渋滞対策の推進 ○ 

幹線道路の整備 156

16 身近な道路整備の推進 ○ 生活道路の整備 157

17 架橋の推進 ○ 広域幹線道路の整備 156

18 人にやさしい道路整備の推進 ○ 人や環境にやさしい道路の整備 158

19 環境にやさしい道路の整備 ○ 人や環境にやさしい道路の整備 158

広域幹線道路の整備 15620 計画的な道路整備 ○ 

幹線道路の整備 156

中心市街地のまちづくり 16221 野田らしく使いやすい駅舎、駅周辺施設

の整備 

○ 

駅前広場・駐輪場及び駅前における快

適な歩行空間の整備 

163

民間バス路線の維持・整備 15222 生活利便性の高いバス運行への改善 ○ 

コミュニティバスの充実 153

23 地下鉄 8 号線を視野に入れた広域交通

の整備 

○ 東京直結鉄道の整備促進 152

24 東武野田線の改善に向けた働きかけ ○ 東武野田線の複線化促進 152

25 新しい交通システムの導入 ○ 観光資源のネットワーク化 136

駅前広場・駐輪場及び駅前における快

適な歩行空間の整備 

16326 自転車の活用 ○ 

観光資源のネットワーク化 136

27 下水道普及率の向上に向けた対応 ○ 下水道の整備 118

28 汚水処理施設（コミプラ）の適正な管理 ×  

29 市街化調整区域・農業地域での排水問

題への対応 

○ 生活排水処理の推進 118

30 排水能力の整備・充実 ○ 河川・排水路の整備 119

31 運河の活用と周辺の整備 ○ 河川・排水路の整備 119

32 水辺環境の保全 ○ 自然環境の保全 108
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No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

33 水資源や水源に対する再認識 ○ 上水道の整備 119

上水道の整備 11934 災害時における水確保への対応 ○ 

消防力の強化 125

情報提供・情報公開の充実 4735 市民に向けた水に関する広報、ＰＲ ○ 

上水道の整備 119

36 歴史あるものと新しいものが調和した街

並みづくり 

○ 中心市街地のまちづくり 162

37 商店街の活性化と一体となった街並み

の整備 

○ 中心市街地のまちづくり 162

自然環境の保全 10838 川や公園など自然資源、自然環境の保

全 

○ 

公園等の整備 109

地域の文化遺産の保存と継承 96

博物館機能の充実 98

39 地域の文化を伝える歴史的資源の保存

と活用 

○ 

歴史的街並みの保存 112

40 ごみ回収や雑草などまちの美化活動の

推進 

○ 環境美化の推進 113

41 地域外の人にもわかりやすい看板や案

内の設置 

○ 地域の文化遺産の保存と継承 96

NPO 等活動の支援 4842 市民、事業者や企業、行政が連携・協

力したまちづくり 

○ 

総合福祉会館の活用 62

市民参加の推進 4643 まちづくりへの市民参加の仕組みづくり ○ 

情報提供・情報公開の充実 47

44 街並みや景観に関わるルールや制度づ

くり 

○ 魅力ある都市景観の形成 112

地域での教育活動の支援 9545 次世代へ受け継ぐまちづくり ○ 

博物館機能の充実 98

46 交通マナー向上に向けた取組の推進 ○ 交通安全意識の普及啓発 128

47 交通安全教育の充実 ○ 交通安全意識の普及啓発 128

48 交通安全に関する情報の提供 ○ 交通安全意識の普及啓発 128

49 交通安全に向けた施設・環境整備 ○ 交通安全に配慮した道路整備 128

50 問題箇所の発見と整備・改善 ○ 交通安全に配慮した道路整備 128

51 歩行者にやさしい道路の整備 ○ 交通安全に配慮した道路整備 128

52 生活環境に配慮した道路整備の導入 ○ 交通安全に配慮した道路整備 128

53 道路交通に関する安全施設・装置の設

置・充実 

○ 交通安全に配慮した道路整備 128

54 ドライバーの立場に立った施設の整備・

改善 

○ 交通安全に配慮した道路整備 128

自然環境の保全 10855 自然環境の保全推進 ○ 

公園等の整備 109

自然環境の保全 10856 地域の自然資源の発掘整備 ○ 

公園等の整備 109

自然環境の保全 10857 自然環境の維持管理体制の充実 ○ 

公園等の整備 109
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No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

農業経営の支援 14258 農地・未利用地の管理促進 ○ 

農業と市民のふれあいの推進 143

自然環境の保全 10859 山林緑地の維持管理の充実 ○ 

公園等の整備 109

自然環境の保全 10860 街路樹の管理促進 ○ 

公園等の整備 109

61 自然環境保全に向けた意識の啓発 ○ 自然環境の保全 108

62 推進体制の整備 ○ 自然環境の保全 108

自然環境の保全 10863 公園の整備・充実 ○ 

公園等の整備 109

64 公害対策の推進 ○ 公害防止の充実 110

自然環境の保全 10865 新しい自然の創出 ○ 

公園等の整備 109

66 意識改革に向けた啓発の推進 ○ 廃棄物の減量・リサイクルの推進 115

67 市民の自主的活動の積極的推進 ○ 廃棄物の減量・リサイクルの推進 115

情報提供・情報公開の充実 4768 情報の提供、ＰＲの充実 ○ 

廃棄物の減量・リサイクルの推進 115

廃棄物の減量・リサイクルの推進 115

環境保全型農業の推進 143

69 減量化・リサイクル化の推進 ○ 

廃棄物処理施設の整備 115

70 分別収集の促進 ○ 廃棄物の減量・リサイクルの推進 115

71 市民・事業者や企業との連携強化促進 ○ 廃棄物の減量・リサイクルの推進 115

72 処理施設の整備・充実 ○ 廃棄物処理施設の整備 115

73 環境美化の推進 ○ 環境美化の推進 113

74 広域行政の推進 ○ 廃棄物処理施設の整備 115

防災まちづくりの推進 12175 市民による自主的な防犯・防災活動の

推進 

○ 

消防団活動体制の充実 125

76 地域間の連携の推進 ○ 防災まちづくりの推進 121

77 市民意識の啓発と情報提供の充実 ○ 防災まちづくりの推進 121

78 避難訓練等の充実 ○ 防災まちづくりの推進 121

安全で便利な生活のための情報化 57

防災まちづくりの推進 121

予防消防体制の充実 122

消防力の強化 125

79 防災体制の整備 ○ 

消防団活動体制の充実 125

80 防犯体制の整備 ○ 防犯対策の充実 123

青少年の健全育成活動の推進 101

青少年の非行防止及び環境浄化活動

の推進 

102

81 青少年の健全育成の推進 ○ 

防犯対策の充実 123

防災まちづくりの推進 12182 防犯・防災型の都市空間の整備 ○ 

防犯対策の充実 123
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No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

中心市街地のまちづくり 162

駅前等既成市街地の整備 162

周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

防災まちづくりの推進 121

周辺環境と調和した健全で良好な住宅

地整備 

162

83 造成地の防災対策の推進 ○ 

産業用地の整備 139,163

高齢者介護への意識の高揚 6684 福祉に対する意識改革の必要性 ○ 

障害者福祉意識の高揚 71

高齢者介護への意識の高揚 6685 福祉教育の推進 ○ 

障害者福祉意識の高揚 71

地域ぐるみ福祉ネットワークの推進 62

地域福祉の推進 63

高齢者の生きがいづくりの推進 68

障害者福祉意識の高揚 71

86 地域での福祉への取組の強化 ○ 

障害者福祉サービスの充実 72

人にやさしい福祉のまちづくりの推進 63

良好な居住環境の実現 64

高齢者の生きがいづくりの推進 68

障害者福祉サービスの充実 72

87 高齢者・障害者の自立への環境整備 ○ 

障害者の雇用・就労の推進 73

NPO 等活動の支援 4888 ボランティア活動の環境整備の推進 ○ 

総合福祉会館の活用 62

NPO 等活動の支援 48

ふれあいと市民参加のための情報化 56

89 ボランティアに関する情報発信機能の

整備 

○ 

総合福祉会館の活用 62

NPO 等活動の支援 4890 有償ボランティアの考え方の整理 ○ 

総合福祉会館の活用 62

91 総合福祉センターの設置の検討 ×  

92 総合福祉センターの施設整備 ×  

人にやさしい福祉のまちづくりの推進 6393 バリアフリーの推進 ○ 

良好な居住環境の実現 64

高齢者の在宅及び施設サービスの充実 67

介護保険制度の円滑な運営 67

94 在宅介護と福祉施設の連携 ○ 

障害者福祉サービスの充実 72

高齢者の在宅及び施設サービスの充実 67

介護保険制度の円滑な運営 67

95 ホームヘルパーの活用 ○ 

障害者福祉サービスの充実 72

母子保健対策の充実 76，81

子育て意識の高揚 75

96 子育てに関する情報の充実 ○ 

子育て支援の充実 76
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No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

97 健康管理の充実 ○ 健康づくりの推進 68，81

98 高齢者以外に対する福祉・医療の充実 ○ 生活困窮者の生活安定と自立の促進 78

99 保育所のあり方の検討 ○ 子育て支援の充実 76

100 高齢者の気持ちに配慮した柔軟な対応 ○ 高齢者の生きがいづくりの推進 68

人権尊重意識の高揚 51101 同和問題の解消 ○ 

人権教育の推進 103

健康づくりの推進 68，81

関係機関との連携の強化 84

母子保健対策の充実 76，81

健康意識の高揚 80

102 

 

保健・福祉・医療の連携 ○ 

献血事業の推進 84

母子保健対策の充実 76，81103 医療情報・知識の提供 ○ 

地域医療体制の充実 84

104 夜間・休日医療体制の整備 ○ 地域医療体制の充実 84

健康づくりの推進 68，81105 在宅医療の充実と医療機関の連携 ○ 

地域医療体制の充実 84

健康づくりの推進 68，81

健康意識の高揚 80

母子保健対策の充実 76，81

106 健康増進と疾病予防の強化 ○ 

犬の登録管理の推進 82

107 市民病院の設置の検討 ○ 地域医療体制の充実 84

108 メンタルヘルスケアの充実 ○ 健康づくりの推進 68，81

予防・早期発見・機能回復の推進 72109 医療推進体制の整備 ○ 

母子保健対策の充実 76，81

110 苦情処理相談窓口の設置 ○ 関係機関との連携の強化 84

111 大学との連携 ○ 地域医療体制の充実 84

関係機関との連携の強化 84112 医療の複雑化への対応 ○ 

感染症予防と公衆衛生の推進 81

113 教育体制・教育内容の充実 ○ 教育体制・内容の充実 90

114 教育施設・教育設備の充実 ○ 教育施設・設備の充実 91

115 学校の適正配置の推進 ○ 教育体制・内容の充実 90

教育体制・内容の充実 90

教育施設・設備の充実 91

116 学校・家庭・地域の連携の推進 ○ 

地域での教育活動の支援 95

117 教職員の資質の向上と指導の充実 ○ 教育体制・内容の充実 90

118 家庭教育の推進 ○ 地域での教育活動の支援 95

119 地域における子育て支援の充実 ○ 子育て意識の高揚 75

120 交流教育・体験学習の推進 ○ 教育体制・内容の充実 90

121 通学の安全性の確保 ○ 教育体制・内容の充実 90

情報提供・情報公開の充実 47122 情報提供の充実 ○ 

教育体制・内容の充実 90



 

14 

No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

地域での教育活動の支援 95

市民の学習活動の振興 96

地域の文化遺産の保存と継承 96

123 文化を推進するための指導者の育成推

進 

○ 

文化センター機能の充実 97

地域での教育活動の支援 95

地域の文化遺産の保存と継承 96

博物館機能の充実 98

124 伝統的な文化の継承と育成の推進 ○ 

市史編さん事業の推進 99

地域の文化遺産の保存と継承 96

文化センター機能の充実 97

図書館機能の充実 98

125 市民が日常的に文化に触れることので
きる場の整備 

○ 

市史編さん事業の推進 99

地域での教育活動の支援 95

市民の学習活動の振興 96

126 市民の自主的な文化活動への支援 ○ 

文化センター機能の充実 97

127 博物館の整備・充実 ○ 博物館機能の充実 98

市民の学習活動の振興 96128 利用者の立場に立った施設の管理運営

の推進 

○ 

図書館機能の充実 98

地域での教育活動の支援 95129 多様な地域の文化活動の振興と交流の

推進 

○ 

市民の学習活動の振興 96

博物館機能の充実 98130 文化資源の発掘・活用の推進 ○ 

市史編さん事業の推進 99

131 市民・事業者や企業との連携の推進 ○ 市民の学習活動の振興 96

情報提供・情報公開の充実 47

市民の学習活動の振興 96

文化センター機能の充実 97

図書館機能の充実 98

132 情報の提供、ＰＲの充実 ○ 

市史編さん事業の推進 99

133 スポーツ指導員の育成・確保の充実 ○ スポーツ・レクリエーション活動の機会

の充実 

99

NPO 等活動の支援 48

総合福祉会館の活用 62

134 ボランティアの育成・確保の充実 ○ 

スポーツ・レクリエーション活動の機会

の充実 

99

135 スポーツ施設の整備推進 ○ スポーツ・レクリエーション活動の機会

の充実 

99

136 利用者の立場に立った施設の管理 ○ スポーツ・レクリエーション活動の機会

の充実 

99

137 スポーツ・レクリエーションへの参加機

会の充実 

○ スポーツ・レクリエーション活動の機会

の充実 

99

138 スポーツを通じた交流の促進 ○ スポーツ・レクリエーション活動の機会

の充実 

99
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No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

139 スポーツの振興に向けた情報提供の充

実 

○ 情報提供・情報公開の充実 47

健康意識の高揚 80140 母子の健康教育の推進 ○ 

スポーツ・レクリエーション活動の機会

の充実 

99

地域産業ビジョンの策定 138141 産業支援策の推進 ○ 

構造改革の支援 139

142 農家への支援の充実 ○ 農業経営の支援 142

生産基盤の整備 141143 農業生産体制確立への支援の充実 ○ 

生産・流通対策の推進 142

144 農地の有効利用の促進 ○ 農業経営の支援 142

生産基盤の整備 141

生産・流通対策の推進 142

145 安全な食糧供給体制の確立 ○ 

環境保全型農業の推進 143

146 市民と農業とのふれあいの場の創出 ○ 農業と市民のふれあいの推進 143

147 産業間の連携促進 ○ 構造改革の支援 139

経営基盤の強化 138148 中小企業対策の支援 ○ 

構造改革の支援 139

149 基幹産業による産業の振興 ○ 構造改革の支援 139

150 地域に根ざした工業の振興 ○ 産業用地の整備 139，163

151 物流団地の検討 ○ 産業用地の整備 139，163

雇用の安定と職業能力の開発 145

勤労者の福祉の向上 146

152 雇用確保の推進 ○ 

産業用地の整備 139，163

中心市街地商業等活性化 132153 商業観光振興の推進 ○ 

観光サービスの充実 135

154 名産品の活用など特徴ある商業の育成 ○ 魅力ある商業の育成 132

155 商店、商店街の相互連携の支援推進 ○ 魅力ある商業の育成 132

156 事業者や企業の意識醸成に向けた啓

発の推進 

○ 中心市街地商業等活性化 132

中心市街地のまちづくり 162157 商業・観光の一役を担う都市基盤整備

の推進 

○ 

駅前等既成市街地の整備 162

魅力ある商業の育成 132158 消費者ニーズに基づく商業展開の支援 ○ 

経営改善・近代化の促進 133

159 観光資源の発掘、活用の推進 ○ 観光資源のネットワーク化 136

情報提供・情報公開の充実 47160 観光ＰＲの積極的な推進 ○ 

観光サービスの充実 135

観光サービスの充実 135161 観光に対する市民の協力、取組の強化 ○ 

観光資源のネットワーク化 136

162 コミュニティの形成に向けた地域意識の

啓発 

○ コミュニティの育成 48

163 コミュニティ施設等地域活動施設の整備

推進 

○ コミュニティの育成 48
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No 市民と委員の意見の方向 
反映の

有無
反映した施策 ページ 

164 利用者の立場に立ったコミュニティ施設

の運営 

○ コミュニティの育成 48

165 子ども会活動の推進と青少年の健全育

成 

○ 青少年の健全育成活動の推進 101

166 地域の防犯体制の整備 ○ 防犯対策の充実 123

167 国際化に向けた市民意識の啓発 ○ 草の根国際交流の推進 53

168 外国人の視点に立ったまちづくりの推進 ○ 外国人が暮らしやすい環境づくりの推

進 

54

169 地域間ネットワークの形成 ○ 情報通信基盤・拠点の整備 57

ふれあいと市民参加のための情報化 56170 多様なネットワークの形成 ○ 

安全で便利な生活のための情報化 57

情報提供・情報公開の充実 47

安全で便利な生活のための情報化 57

171 情報の公開、提供の推進 ○ 

情報通信基盤・拠点の整備 57

172 情報の管理・調整の充実 ○ 情報提供・情報公開の充実 47

173 ネットワークを通じた産業の育成促進 ○ 構造改革の支援 139

174 市民の参画意識醸成に向けた啓発の

推進 

○ ふれあいと市民参加のための情報化 56

地域活性化のための情報化 57175 情報化教育の推進 ○ 

市民の情報リテラシーの育成 58

ふれあいと市民参加のための情報化 56

安全で便利な生活のための情報化 57

地域活性化のための情報化 57

情報通信基盤・拠点の整備 57

176 地域情報化計画の策定 ○ 

市民の情報リテラシーの育成 58

177 男女共同参画社会の実現に向けての

努力 

○ 男女共同参画社会の実現 51

 

【施策に反映できない理由】 

28 汚水処理施設（コミプラ）の

適正な管理 

…公共下水道と合併処理浄化槽で対応していくため 

91 総合福祉センターの設置

の検討 

92 総合福祉センターの施設

整備 

…旧野田市総合計画における施策に基づき、平成 13 年度に

総合福祉会館の設置が完了したため 

 




