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 添付資料 有  無 

１ パブリックコメント期間 

平成 27年 12月 24日（木）から平成 28年１月８日（金） 

 

２ 寄せられた意見 

25件 

 

３ 結果の掲載 

平成 28年１月 26日（火）から箕輪町ホームページに掲載 

 

４ その他 

  寄せられた意見及び意見に対する町の考え方は、別紙をご覧ください。 

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  
平成 28 年１月 26日 発信 

企画振興課 まちづくり政策係 
(課長) 中村 克寛 (担当) 中谷、鈴木、平澤 
電 話：７９－３１１１（内線）１１３、１１４ 
ＦＡＸ：７９－０２３０ 
Ｅ‐mail：kizai@town.minowa.nagano.jp 

第５次振興計画（案）に対する 

パブリックコメント(意見募集)の結果について 

箕輪町 

箕輪町第５次振興計画（案）の策定にあたり、町民等の意見を反映させた計画にするため、

町民等から幅広く意見を募集しました。寄せられた意見と、意見に対する町の考え方について

報告いたします。 
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箕輪町第５次振興計画（案）に関するパブリックコメント結果 
 

 
項 目 ご意見の内容 町としての考え方 

P48 犯罪のないまちづくり ・外灯の増設 ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 

※計画（案）冊子 P3 で、「施策に基づく事業（具体的な

活動）は、本計画には記載せず、行政の事業者町民が

行う活動として、毎年度、別に立案・実施・見直しを

繰り返しながら進めます。」としています。（※以下同

じ） 

P54 信頼される行政事務の推進 ・役場の土日運営 

・民間企業へのキャリア教育研修 

ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 

P65 ケアシステムの構築 ・高齢者（一人暮らし）施設の運営 

 →介護職員の地位向上も目指す 

ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 

P73 医療体制の整備 ・医学への奨学金制度（将来診療所へ来ていただく） ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 

P77 農業の振興 ・ＪＡだけではない有望な民間企業と組み町の農業を発展 

させる 

 →商品の受け皿の確保 

ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 
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項 目 ご意見の内容 町としての考え方 

P86 上下水道の供給 ・水道料金の引き下げ ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 

P88 インフラの維持 ・外灯の増設（再掲） ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 

P90 学び合い、共に育てるふるさ

とのまち 

・町運営の学習塾 

 → 進学率アップ 

ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 

P93 全ての子どもたちの学びの

保障 

・町独自の奨学金制度の導入 

・母子父子家庭への手厚い支援 

ご意見は、個別事業のため、本計画には記載せず予算

編成の課程等で検討いたします。 

【計画（案）修正なし】 

P63 障がい福祉サービスの適切

な利用 

・（削 除）「個別支援計画

※

の充実を図ります。」 

・（追 加）「相談支援専門員により、サービス等利用計画書

を立案し、障がい福祉サービスの充実を図ります。」 

※上記修正に合わせて、注釈も修正。 

ご意見を参考に第２章第４節施策３（P63）を「障がい

者や支援する家族などが安心安定した生活を送るため

に、相談支援事業※を通じて、充実した障がい福祉サー

ビスの提供に努めます。」の文言に修正します。 

用語解説（P64）の※相談支援事業を「障がい者の自立

した生活を支え、障がい者の抱える課題の解決のために、

適切なサービス等利用計画を立案し、きめ細かく支援す

る事業のことです。」に文言を修正します。 

用語解説（P64）の※個別支援計画を削除します。 

【計画（案）修正あり】 
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項 目 ご意見の内容 町としての考え方 

P90 重要業績指標 ・「目標値設定指標」の説明に違和感がある。「70%」という

数値の根拠は理解しているが、この文意からすると「1学

年のＵターン率を 70％に設定している」となっており、

人口目標へチャレンジするのならば、こちらのＵターン率

を 70%とするのがふさわしいのではないか。P68 の目標値

設定指標と同様の考え方となる。 

・Ｕターン率のグラフが添付されるとよりわかり易い。 

Ｕターン率は、現状では算出できないため、説明文書

（P90）を「・平成 26 年（2014 年）実施の箕輪町少子化

対策町民意識調査では、17歳を対象とした設問で、箕輪

町に「住み続けたい」「将来戻って住みたい」と回答した

割合が 72.8％であったため、若年者の町内暮らし希望率

70％以上を目標とします。」の文言に修正します。 

用語解説に「若年者の町内希望率の定義」を追加しま

す。 

【計画（案）修正あり】 

P20 箕輪チャレンジ ・平成 28 年度では何をおいても人口減少対策を、町、議会

が最優先課題として取り組むべき。 

ご意見は、理解できますので、平成 28 年度予算編成の

過程などで町、議会で議論していきます。 

【計画（案）修正なし】 

P32 ハッピーサポートチャレン

ジ 

・ハッピーサポートを強力に推進。 ご意見は、個別事業のため、今後の予算編成の過程等

で検討させていただきます。 

【計画（案）修正なし】 

P26 健康寿命延伸チャレンジ ・健康寿命の認識を徹底することに町をあげて推進する。 

・区、各種団体、企業、その他あらゆる組織を通じて強力に

推進する。 

・病院通いを減らし、寝たきりを防止するため、包括的支援

を強力に推進。これにより医療費の大幅な削減を図る。 

ご意見は、個別事業のため、今後の予算編成の過程等

で検討させていただきます。 

【計画（案）修正なし】 
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項 目 ご意見の内容 町としての考え方 

P33 子育て安心チャレンジ ・他市町村に比べて、出産、子育てに手厚い支援の実現 ご意見は、個別事業のため、今後の予算編成の過程等

で検討させていただきます。 

【計画（案）修正なし】 

P34 移住・定住促進チャレンジ ・他市町村に比べて、移住、定住者に手厚い経済的支援 ご意見は、個別事業のため、今後の予算編成の過程等

で検討させていただきます。 

【計画（案）修正なし】 

P38 商工業活性化チャレンジ ・国の地方創生を利用した積極的企業誘致 ご意見は、個別事業のため、今後の予算編成の過程等

で検討させていただきます。 

【計画（案）修正なし】 

P39 知名度向上チャレンジ ・仮称「安心で住みよい町」の宣言をしてはどうか。 ご意見は、個別事業のため、今後の予算編成の過程等

で検討させていただきます。 

【計画（案）修正なし】 

P77 産業の活性化 ・働く場所と活性化、税収の確保 ご意見については、理解できますので、第４章の取組

みの方向性（P74）、第３部第１章第４節施策２（P53）に

記載しました。 

【計画（案）修正なし】 

P86 快適な道路、橋梁、通学路等

の整備 

・生活道路の利便性の確保（377号線と踏切） 

・通学道路の安全性の確保（4号線歩道） 

ご意見は、個別事業のため、予算編成の過程等で検討

いたします。 

【計画（案）修正なし】 
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項 目 ご意見の内容 町としての考え方 

P11 経済・財政状況の変化 ・財政状況が厳しいことを認識してもらった上で、まず「行

政改革を強力に進め、歳出の削減を図る」という姿勢を明

確に示す。その上で、町民の理解協力も不可欠であること

を示し、協力を求めるような文章を追加してはどうか。 

※既存の行政経営計画の考え方を基調に。 

 ご意見の行政改革の推進及び歳出の削減は、必要と考

えますので、第３部第１章第４節施策２（P53）に「厳し

い財政状況に対応するため、行財政改革を強力に進め、

支出の削減に努めるとともに、」の文言を追加します 

 町民の理解協力の不可欠は、必要と考えますので、第

２部１（P19）に「町民の理解、協力のもと、」の文言を

追加します。 

【計画（案）修正あり】 

P20 箕輪チャレンジ ・チャレンジ目標①②について、この先 10 年でより重要な

目標は②の「人口規模の維持」だと考える。よって、重要

性をより示すため①と②の順番を入れ替えてはどうか。 

 本計画では、チャレンジ目標①の暮らしやすさを形成

し、チャレンジ目標②の人口減少の抑制を図るという流

れにしているため、順番は入れ替えないで、このままに

させていただきます。 

【計画（案）修正なし】 

P23 重点プロジェクト ・重点プロジェクトの一覧が列挙されていても総花的で理 

解しづらい。チャレンジ目標ごとに系統立てて表記するな

ど、記載方法を整理してはどうか。 

 ご意見を参考に記載方法を修正します。 

【計画（案）修正あり】 
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項 目 ご意見の内容 町としての考え方 

全体 取組みの基本的な考え方 ・１つ２つでも良いので、取り組んだことが目に見える取組

みを進めるべき。 

・全てのプロジェクトについて、短期間で定量的な成果を 

求めることは難しいため、ＵＩターン者の増加に絞ってス

タートさせるべき。 

・箕輪町商工会の事業計画にある「小規模事業者への経営 

発達支援計画」「地域人材育成・アドバイザー制度の推進」

「農商工連携事業の拡充」と連携が可能。 

・「県下№1の豊かな田園工業都市」という“ブランド”を、

インターネット他、メディアをフルに活用して、町県内外

に協力に発信。 

  肥沃な土地と作物に合う自然（江戸時代から天領と言わ

れた豊かな田園）４つの山脈に防御された、台風・大雨・

大雪等自然災害の少なさ日本の屋根の景観・箕輪ダム・天

竜川・赤そばの山紫水明を誇る縄文時代から息づく文化

と、人々の和・現在ある町特有の資産・資源を活用して町

だけで出来るものから始める。 

・自治体間競争に勝つために「早く」「箕輪町独自のものを」

作る。 

 ご意見は、今後の計画の実現に向け、参考にさせてい

ただきます。 

【計画（案）修正なし】 
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項 目 ご意見の内容 町としての考え方 

全体 具体的な取組み ・いくつかの重点プロジェクトに共通する「町民による研究

会」（「実務者による研究会」「関係団体による研究会」「行

政+町に想いのある者等による研究会」）を立ち上げ、活動

を全町民に伝えていく。 

・発足にあたってはメンバー全員が「危機感を共有する」こ

とから始める。 

・研究会は産業界で取り入れられている「品質管理手法」に

則り進めるべき。 

ご意見は、今後の計画の実現に向け、参考にさせてい

ただきます。 

【計画（案）修正なし】 

25件 

  

 

 


