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4
31
(30)

（年齢階層別人口・戦略１）
5団地で人口は増加してきたが、これ以上の増加は望めない
と考えます。将来人口を見ると、市街化・調整区域の見直しの
時期にきているものと考えます。若い世代が安心して働ける
雇用創出の環境整備が必要と考えます。

若い世代が安心して働ける雇用創出、環境整備につきまして
は、市としても重要であると考えています。P.33仕事をつくるプ
ロジェクトにより、基本目標の達成を目指してまいります。

22
31
(30)

（アンケート調査結果（豊かな自然76％）戦略２）
大網白里市の玄関としての大網駅周辺整備も重要ですが観
光資源と位置づけしている海浜整備も大綱駅周辺整備と同
様重要だと考えます、自里地区活性化の為にも。

白里地区の活性化は、市としても重要であると考えています。
P.36にぎわいをつくるプロジェクトをはじめ、白里海岸の自然
を保護し、レクリエーション機能の整備を図るなど、地域の活
性化を図ってまいります。

34
(33)

（朝市・白里遊楽市）
朝市はそれなりの活況があると感じていますが遊楽市はその
正反対です。主催者は朝市・遊楽市ともに同じですか。開催
日は同じ日曜日で朝市の売れ残りを遊楽市で売つているの
ではないかとお客は思っていると聞きました。今の状況では
廃上した方が良いのではと感じております。なぜ、お客が少な
いのかその原因分析をしてみてはどうでしょうか。やっている
と思いますが例えば大網、自里と隔週ごとに朝市と銘打って
開催するこの場合は遊楽市の名称は廃止します。この他にも
手段はあると考えます。

朝市、白里遊楽市は、ともに、地元の野菜や魚、水産加工品
などの販売を通じ、地元生産者から消費者まで交流が深ま
り、観光資源としても本市にとって重要なイベントであると考え
ております。新規出店者の確保等、活性化のための方策を検
討してまいります。貴重なご意見として承ります。

37
(36)

（観光振興）
白里海岸・・・・地域の活性化を促す。人ロビジョンのP15プロ
ジェクトチームの検討で述べていますので参照してください。

白里海岸環境整備・白里地区の活性化は、市としても重要で
あると考えています。p.37②観光振興事業にもあるとおり、白
里海岸の自然を保護し、レクリエーション機能の整備を図るな
ど、地域の活性化を図ってまいります。

大網白里市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に関する意見に対する市の考え
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39
(38)
（産婦人科・小児科医療機関の誘致）
東メデイカル病院で対応できる体制を確立する。

産婦人科、小児科等を含めて、医療体制の充実には、東千葉
メディカルセンターとの連携は、市としても重要であると考えて
おります。貴重なご意見として承ります。

43
(42)

（自主防災組織）
資機材の補助金はありますが、運営に当たっての補助金も
あっても良いと考えますがどうでしょうか。

自主防災組織率の向上は、市の最上位の計画である第５次
総合計画前期基本計画においても重要な目標指標となって
います。自主防災組織活動の住民周知をはじめ、自主防災
組織の育成については、効果的な事業を検討してまいりま
す。

45
(44)

（未利用市有地の有効利用）
未利用の土地が宅地として利用できるならば、若い世代の定
住化促進の為に若い世代を対象とした宅地分譲をしたらどう
でしょうか。そして経済的負担がかからないよう補助金制度を
設けて積極的に若者に訴えることも方法だと考えます。

効率的な行財政運営のために、未利用市有地等の有効利用
は重要であると考えております。未利用市有地は、土地の面
積、形状、立地条件など様々であり、個別の用地について活
用を検討していく必要がありますが、宅地分譲などのご意見
も踏まえて有効利用について検討してまいります。
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37
(36)

ホームページのリニュアールが即急に希望します。近隣の茂
原市・東金市と同様に魅力に乏しい。大網白里市、以南のH・
Pは暮らしの情報の魅力が満載です。
1） 夷隅市「移住・定住・田舎暮らし情報」
2） 館山市「定住自立圏構想」「移住への道しるべ」
3） 睦沢町「定住促進のための取り組み」
4） 長南町「若者定住促進事業」
5） 大多喜町「おすすめ情報」「定住化促進情報」「企業誘致情
報」「大多喜町で暮らしてみませんか
6） 鴨川市「ふるさと回帰支援センター」「移住・定住応援サイ
ト」
7） 南房総市「空き家バンク」
市外の方が大網白里市の情報を知るうえに、H・Pを拝見しま
すので開いたら、ハットするような立ち上がり画面と内容が大
事。観光、移住・定住、空き家の利活用、工場誘致、地域産
業、教育、医療（産科・小児科）、地域包括ケアシステム、大網
駅前東と南口の再開発の促進、下水の完備、幹線道路の賑
わい、白里海岸の観光及びマリンスポーツの拡充
『住みたい・住み続けたいまち』の為に…
Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａをしっかり管理。

ホームページのリニューアルにつきましては、総合戦略に施
策として掲載するとともに、平成２７年度の業務として、現在、
現行ホームページの見直し作業を進めているところです。現
行ホームページに対するご指摘も踏まえまして、本市の魅力
発信を強化できるよう見直しを行ってまいります。また、観光、
移住・定住といった市外への発信とともに、行政情報はじめ市
内への情報発信につきましても充実するよう検討してまいりま
す。



該当
ページ

ご意見の内容 ご意見に対する市の考え

大網白里市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に関する意見に対する市の考え

2

基本理念がそもそも間違っている。今後急速に荒れていく田
園がある。しかし、田園はまだしもあると云ってよい。都市環
境はどうか？大網のどこに都市環境と呼べるものがあるか？
ないではないか。“田園環境と都市環境の調和”という言葉
は、都市機能がどんどん増加する大都市で云われたフレーズ
である。
“文化都市”と云っても大網の中ではともかく全国に発信でき
るレベルの文化があるのか？そう考えれば、田園文化都市の
“継承”ではなく“創造”でなければならない。
“みんなでつくろう”は結構である。つくる事や物や人は何か？
住民参画と協同の推進というのは“方法”である。みんなで住
民参加のスタイルをつくろうというのか？
私であったら、みんなでつくろう　外房拠点都市　大網しらさと
となる。
６項、将来像について、未来に向けて　みんなでつくろう！住
みたい・住み続けたいまち　については、未来に向けて　みん
なでつくろう！の後に　外房拠点都市　大網しらさと　と入れて
住みたい・住み続けたいまち　としてもらいたい。
２０世紀に発展した街と異なり、２１世紀は、大網白里の世紀
である。外房線の中で、最大のにぎわい、最高の豊かさを
持った都市を目指すべきである。そのため２０年間という長期
目標の中の第１期として今回の目標を策定してもらいたい。
（市としての第１期）

平成２３年度から平成３２年度までの１０年間を計画期間とす
る市の最上位の計画である第５次総合計画基本構想におき
まして、基本理念として、「“田園文化都市の継承”田園環境と
都市環境の調和」と、「“みんなでつくろう”住民参画と協働の
推進」を掲げております。基本構想は、策定過程において、町
民アンケート、各種団体等意向調査、公募による委員を含む
まち計画町民懇談会、総合計画審議会、パブリックコメントな
ど町民の皆様のご意見を反映して策定されたものです。今
回、策定いたしました「大網白里市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」は、この第５次総合計画を補完した地方創生に関する
計画となっておりますので、基本理念の位置づけにつきまし
ては、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、現在、第５次総合計画基本構想で定めたまちづくりの
目標を達成するために必要な施策・事業を体系的に定める計
画期間の後期５年間（平成２８年度から平成３２年度）に係る
後期基本計画を策定しております。いただきましたご意見は、
貴重なご意見として承ります。
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28
29

税収及び財政需要の分析が％表示されている。％表示だけ
でなく、金額を同時に表示しなければ、判断を誤ってしまう。た
とえば、１００円の９０％は９０円である。１，０００，０００円の
１％は１０，０００円である。そうすると１％より９０％がよいよう
に思えるが、実際は１％でも１０，０００円の方が９０円よりよい
ということになる。小学生でもわかる。他市との比較でも東金
の１％、茂原の１％と、大網白里の１％は同じかどうかその比
較がないとだまされてしまう。したがって、すべて％と同時に
金額で云ってもらいたい。使える金はいくら入っているのか？
近隣都市との比較ではどうか　社会保障等の財政需要はそ
のうちどれだけか　使える金額はいくらで将来どうなるのか？
それを整理してこそ分析と云える。
（４）項については、・・・・なおこの影響は～本市においては非
常に大きいものと予想されます。・・・とあるが、ここを何らかの
仮定を置いて分析してこそプロと云えます。こういう表現だけ
では政府の尻馬に乗って騒いでいるだけの印象である。“国
の交付税についても、総額が維持され続けるかは不透明”だ
からこそ、予想される額を想定して対策をたてなければ、計画
とは云えない。

「５．人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察」に
おける他市との比較に際しては、財政規模の異なる団体間の
比較を行うため、相対的に比較できるように割合で表記して
います。額の大きさで比較した場合、比較団体中、最も財政
規模の小さい本市の数値は一般的に小さくなってしまうため、
本項目においては、わかりやすく簡略に比較するため割合で
表記しておりますが、額につきましても、「大網白里市人口ビ
ジョン【資料編】」p.10からp.17において記載がございます。
後段につきまして、基本的な方向性、施策を示す中で、将来
発生する具体的な事業費を想定することは難しいところでは
ございますが、ご指摘はごもっともでございますので、貴重な
ご意見として承ります。

33
(32)

施策の方向性
赤色の項目　新たな雇用～安全で安心な～までの項目はす
べて　外房拠点都市　大網しらさと　という上位概念の下で実
施されるべき項目とする。その中で（大網東地区）特に南地区
は単に交通渋滞の緩和だけに終らせることなく、にぎわいを
つくる最後の地域として、外部の企業の力も借りながら進めて
いく必要がある。大網だけでやっては百年たってもにぎわい
は現出できないことをよく認識すべきである。

大網駅周辺整備につきまして、大網駅東土地区画整理事業
や、大網駅南地区市街地整備検討などを掲載しております
が、方向性を検討し、整備を進めるためには、関係者の理解
や、民間事業者との協働は重要であると考えております。
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42
(41)

健康でいきがいのあるまちづくりの推進
介護については、今後、介護を要する人が増加するのを予防
するのはもちろんであるが、市が自ら介護施設を建設くらいの
意気込みでやらなければ他所から人は来ない。介護について
は別項目をたててやっていくべきである。

本市の総合戦略においては、「子どもからお年寄りまですべ
ての世代が安全で安心なくらしができる地域をつくる」を基本
目標の一つとしております。この基本目標達成のため、地域
包括ケアシステムの推進や、介護予防事業について、本計画
に掲載しているところです。また、市として高齢者福祉施策は
重要であると考えておりますので、高齢者福祉計画・介護保
険事業計画を策定して施策の推進に努めているところです。

45
(44)

組織体制の検討
個人については、移住推進課、企業、研究所等団体について
は、誘致推進課を設ける。両推進課の人材は市役所の中で
“くたびれた”人はダメである。企業の営業マンを公募するぐら
いでなければならない。外部からそこへ寄せられた声を企画
政策課につなぎ、企画政策課はそれを元に各部課に検討と
実行を指示する。そういうダイナミックな組織であり、運営で
あってほしい。

移住・定住施策の推進や、企業誘致等を進めて、にぎわいと
活力にあふれたまちづくりを進めることは重要であると考えて
おります。行政の組織体制につきましても、総合戦略の着実
な進捗を図れるよう検討を続けてまいります。貴重なご意見と
して承ります。

全体

最後にくり返し一言
大網白里市が市になって初めて策定する計画であるから、こ
れまでの計画を継承しつつも、市の２０年後を目指し、２０年
後「どんな市になっていて欲しいか」を考え、そのスタートの計
画と位置付けるのが望ましい。２０年後まで４回の計画があ
る。今回の基本計画はその第１の里程標と考えてもらいた
い。そうでないと今から５年以内という制約下では小粒の計画
になってしまい、市民のエネルギーをこの計画の実現に集中
させるものにならない。２０年後の将来像に期待をはずませな
がら、行政と市民さらには首長と市議会も一緒になって、推進
していくような計画にしようではありませんが！！（終り）

ご指摘の内容は、第５次総合計画後期基本計画の策定に関
するものと思います。ご指摘のとおり、行政と市民の皆様、首
長と市議会も一体となって、推進していく計画であることが重
要であると考えております。貴重なご意見ありがとうございま
す。
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33
(32)

大網駅南地区市街化整備検討
5年後のビジョンが、勉強会を図り、まちづくりの推進を図るで
は困る

大網駅南地区市街地整備検討につきましては、地権者の皆
様など関係者が多くおり、関係者と十分に協議しながら、事業
化の方向性を検討していくことが重要だと考えております。
なお、協議等の進展により、総合戦略の内容についても見直
しを行っていくことを想定しています。

34
(33)

魅力あふれる店づくり募集
　催しや創業の支援を行うとあるが、斬新な発想がない。従来
の手法のつみあげでは、何も変わらない。本当に議論したの
か？

創業の支援につきましては、産業競争力強化法に基づく創業
支援事業など、従来にない新たな支援方法にも取り組んでま
いります。

35
(34)

県の創業支援事業計画をだせば、色々な支援が受けられる。
このような事を具体化しないで、抽象論を上げても説得力が
ない。
【産業競争力強化法に基づく市町村の創業支援の取組】
https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/keiei/sougyo-plan.html

ご指摘の内容につきましては、活用に向けて取り組んでまい
ります。

44
(43)

協働について
タテ割りから、横串を通すものにならないと、住民協働は上手
くいかない。職員のレベルアップと横通しの連係が必要なの
で、市は主体的に動いていかないと、団体にお任せでは困
る。

協働によるまちづくりは、第５次総合計画においても、大網白
里市まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、各施策を推
進するための力を高めるために重要であると位置づけており
ます。「協働のまちづくり推進計画」により協働を推進するた
めの環境を整備するとともに、市民の皆様、住民活動団体は
じめ各種団体、事業者や有識者など幅広い協働によるまちづ
くりを進めてまいります。

総じて事業が単発で、住民・行政間の連携による事業推進が
見られない。
これでは、複合的な事業はできない。つまり、竹やり型の事業
の進め方である。ＩＴを活用した斬新な事業を是非盛り込んで
もらいたい。

「協働によるまちづくり、効率的な行財政運営により推進力を
高める」は総合戦略における５つの基本目標の一つとなって
おります。協働によるまちづくりとともに、効率的な行財政運
営のため、行政情報化も推進して、業務遂行の効率化を進め
てまいります。
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34
(33)

⑦プレミアム商品券を発行する意味、を再検討する必要があ
ると思います。なぜなら、地元の商店を利用せず、チェーン店
を利用する方が多く見られます。本当にこの使い方でいいの
か？疑問に思っています。

今年度のプレミアム商品券発行支援事業は、国の地域活性
化・地域住民生活等緊急支援交付金事業として実施して、商
品券の一部は、大規模事業者を除いて使用できるようにする
など、大網白里市商工会とも協力して、地域経済の活性化に
つながるよう事業を行ってまいりました。事業終了後には、事
業結果も踏まえて今後の方向性を検討していきたいと考えて
おります。

35
(34)

空き家対策として、空き家バンクを立ちあげ、市のＨＰからで
も見られるようにして欲しいです。若い世代、子育て世代の方
に、地元のお祭りや道普請などに参加することを条件に、安く
住居を提供するとか、仕事の斡旋をして、定住してもらう様な
施策など、考えて下さい。

平成２７年２月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」
が施行され、本市のみならず、空き家の活用に向けた対応が
行政に求められているところです。空き家の活用は、就業や
創業にもつながり、また、移住・定住にも結び付いていくことが
考えられることから、総合戦略にも掲載しておりますが、本市
において必要となる施策の検討を進めてまいります。

37
(36)

⑤公共交通について　バス停までの遠い道のりを解消するた
めの、デマンド交通やコミュニティバスの運行地区の拡大。も
う少し細かく走ってもらいたい。以前白里地区で運行したよう
な中途半端な方法では無く、利用者の事を考えて。

公共交通につきましては、市民の皆様の日常の生活に密接
に関連することから、市民アンケートにおいても優先的に取り
組んでもらいたいことの上位となっております。公共交通は、
利用者の利便性向上が求められる一方で、事業者が継続
的、安定的に運行ができるよう事業の採算性も重要な要素と
なっております。市としては、市民の皆様のニーズを把握し、
事業者とも協議を行いながら、公共交通の利便性向上を図っ
てまいります。
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37
(36)

観光と④１２８号線の活性化も合わせて。道の駅を作るなら、
この路線に考える事を望みます。道の駅は、観光客より地元
の方も利用しやすい方が成功します。白里なんて市民は利用
しませんよ。市民のお金は大事にして下さい。

観光振興事業、国道１２８号沿道の活性化促進、また、白里
地区の活性化もいずれも市としては、重要な事業であると考
えております。効率的な行財政運営に留意しながら、市全体
の活性化につながる事業について検討してまいります。

40
(39)

保育サービスの充実、駅周辺の保育ステーションの事が掲げ
られたこと、とても嬉しく思います。ファミリーサポートセンター
事業も加えてくれると尚いいと思います。３１年までに立ち上
げる事業になっていますが、早期実現を望みます。

40
(39)
⑥市内保育所へのバスの送迎は、幼稚園も追加して下さい。

41
(40)

教育環境で、児童図書館（室）を整備、蔵書の充実をお願いし
ます。現状の様に、大人と子どもが同じフロアーでは、お互い
に使いづらいです。子どもは、本を選びながら、絵本を広げた
り声を出すものです。気兼ねなく利用出来る環境を望みます。

総合戦略においても、子育て支援について、総合的な子育て
支援施設の整備を掲載しております。本市における状況を勘
案して、必要な施設等について検討してまいります。貴重なご
意見として承ります。

43
(42)
④２世代ですか？２世帯？
　親・子・孫の３世代ではないでしょうか？

親子二世代の意味で表記しています。ご指摘のとおり、三世
代も含めて同居・近居支援事業について検討を行ってまいり
ます。

※ご意見はご提出いただいた順に掲載しています。

※ご意見はご提出いただいた原文のとおり掲載しています。

※「該当ページ」の（　）は、パブリックコメント時の該当ページを表記しています。

※「ご意見に対する市の考え」の文中、大網白里市まち・ひと・しごと創生総合戦略は「総合戦略」と略して表記しています。

保育サービスの充実は、「若い世代が住みたくなる出産・子育
て・教育環境を実現する」という基本目標を達成するために、
重要な施策であると考えております。ファミリーサポートセン
ター事業については、第５次総合計画後期基本計画に位置
付け、早期実現に向けて努めてまいります。


