
別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

1

基本構想
素案
5ページ
4総合計画
の構成と期
間

基本構想

　今までの基本構想は期間を定めていた
のに、今回の基本構想は期間を定めない
ようにすることになった経緯を教えてくだ
さい。
　本文中に「期間は定めませんが、著し
い社会情勢の変化や社会構造の大きな
転換により、見直しの必要性が生じた場
合は」とありますが、基本構想内容自体
の定期的な検証はしないとの判断で良い
ですか？（一定期間が経過したときに基
本構想が現状に沿っているか等の検証）

　基本構想につきましては、まちづくりの基
本的な考え方（基本理念）や将来目指す
べき姿（将来都市像）などを掲載しており
ますが、これらは、ある程度不変的な要素
であると考え、期間を定めないことによっ
て、より長期的な視点から実現に向けて継
続的に取り組んでいけるものと考えており
ます。
　また、基本構想を具体化したものが実施
計画であることから、4年ごと（初年次につ
いては3年）に実施計画の検証を行うこと
が基本構想の検証であると考えておりま
すが、社会情勢の著しい変化（景気変動、
自然災害、その他本町を取り巻く状況の
変化など）により、方向性の乖離がみられ
た場合には、基本構想自体を見直し又は
改定していく必要が生じると考えます。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

2

基本構想
素案
11ページ
3施策体系

　6～8ページでのアンケート調査の結果
では「犯罪が少なく、災害に強い安全で
安心なまち」が4パターン中3パターンで一
番にきているので、その項目は施策体系
として一つの項目にしても良いのではな
いですか？

　犯罪やその被害を減らすための対策とし
ては、意識啓発や環境整備、防犯教育な
どが考えられますが、巻き込まれてしまっ
た後の心身のケアや日常への支援など、
幅広い分野に関連します。
　また、災害に強いということは、防災意識
を高めるだけでなく、被災した場合への備
えという面では、犯罪対策と同様に多岐に
わたっての対応が必要と考えます。
　よって、専門性や効率性、一貫性を考慮
いたしまして、関連するそれぞれ施策の中
で、平時のみでなく有事の際の対応もして
まいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

3

基本構想
素案
12ページ
4　土地利
用
土地利用
の設定
（2）商業系
の土地利
用

　大泉町には、西小泉駅・東小泉駅・小泉
町駅と、3つの駅がありますが、どの駅前
もお茶が飲める店もコンビニも無く、とて
も残念に思っています。
　「産業振興」のキャッチフレーズに、「活
力とにぎわいのあるまち」とありますが、
電車を利用するためにも、それぞれの駅
前の土地を有効に活用して頂きたいと思
いますが、具体的な構想はありますか？

　計画書の12ページに記載いたしましたと
おり、商業系の土地利用につきましては、
事業者と十分な協議・調整を図り、にぎわ
いと魅力ある商業地の形成に努めていくと
しております。
　「活力とにぎわいのあるまち」を実現して
いくために、現時点では具体的な構想は
ございませんが、実施計画に基づいて産
業振興の分野における施策を推進してい
く中で、事業者と連携しながら駅周辺も含
めた市街地の商業の活性化に努めてまい
ります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

4

基本構想
素案
13ページ
5基本目標
Ⅲ「行財政
と協働」

　財政の事について、今後の考え方が解
りません。どのように考えているのか示す
べきではないかと考えます。

　官民にとらわれず、より多くの主体によ
り、必要なサービスを必要な時に提供でき
るよう、基本構想における「行財政と協働」
の長期的な目標として、柔軟な組織体制
づくりを目指してまいりますが、その具体
的な手法につきましては、「実施計画」に
おいて位置付けてまいります。
　その1つといたしまして、実施計画の「効
率的・効果的な行財政運営」の項目におき
まして、職員の資質向上などと併せて、財
源の確保も含めた安定した財政基盤の維
持・確立に向けた取り組みを推進してまい
ります。
　財政基盤の維持・確立に向けて、財政計
画を作成し、事業の実施におきましては、
ニーズと投資効果を的確に把握しながら、
歳入と歳出のバランスを考慮してまいりま
す。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

5

基本構想
素案
14ページ
5基本目標
Ⅴ「生活環
境」

　町民アンケートの上位にある項目はもう
少し詳細に記述したほうが良いと考えま
す。特に「犯罪が少なく、災害に強い安全
で安心なまち」については関心が高い項
目であるから、大泉地域防災計画を軸に
ひとくくりにせず、詳細に記述すべきと考
えます。

　基本方針や取り組み内容など詳細な事
項については、35の施策を実施計画として
まとめ、基本構想については、まちづくりに
関連する全ての項目を記載しております。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

6

実施計画
素案
21ページ
商業の振
興

■町のにぎわいを創出、魅力ある商店街
の形成について
　まず、町民が行きたくなる魅力や条件を
つくる
　①とにかく駐車場を広く設ける（大泉は
近くでも車に乗ってしまいます）。
　②店舗をまとめて（大型ではなく）小さな
スポット的な空間をつくり、何かテーマを
持った食のお店、プレゼントなどの雑貨
のお店、学びの場、ドッグランなどを集め
る。
  ③全体でイベントが行えるようなつなが
りを作る。
　以上のようなことで、町外からも自然と
人が集まるようになると、さらに賑わいも
できると思います。大きいものではなく、
知る人ぞ知る町民が大好きなところという
イメージです。近年ありがちかもしれませ
んが、町にあるとうれしいなと思います。

　基本構想の12ページで「土地利用」や21
ページの「商業の振興」、23ページの「地
域経済の活性化」でにぎわいの創出など
に向けた方針や取り組みについて記載し
ております。今後の人口動向に合わせた
買い物利便の向上や商店街の環境整備
に向けた取り組みについて検討してまいり
たいと考えております。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

7

実施計画
素案
53ページ
地域環境
の保全

ごみステーションへのゴミの出し方

　指定日に指定内容ではないごみは、回
収されない。何日もその場所にある。ご
みを各家庭の戸口に置いて、回収車が
巡るようにすればごみの内容物をきちん
と仕分けるのではないか。

　ごみステーションの管理については、基
本的には、行政区で管理をしていただいて
いるところではございますが、実施計画の
53ページに地域環境の保全について「主
な取り組み内容」といたしまして、「地域と
の連携によるゴミステーションの適正な管
理」を掲げておりますので、地域環境の向
上に努めてまいりたいと考えております。

- 7 -



別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

8

実施計画
素案
53ページ
地域環境
の保全

ペットのフンの始末について

　空き地に同じ形状のものが必ずある。
野良犬の可能性も考えられるが、飼い主
と一緒なら空き地でもきちんと始末すべ
き。

　ペットの飼育方法などの啓発や指導、空
き地の確認及び管理者などに対する指導
については53ページに記載しておりますの
で、こちらで対応していきたいと考えており
ます。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

9

実施計画
素案
55ページ
防災対策
の充実
■主な取り
組み内容

●常備消防委託事業（救急含
む）

●消防救急体制における太田
市消防本部との連携

　素案に記載の取り
組み内容について、
より伝わりやすく、わ
かりやすいものとす
るため。

9

実施計画
素案
55ページ
防災対策
の充実
■主な取り
組み内容

　常備消防委託事業（救急含む）とあるが
方法が解らないので表記をお願いした
い。

　常備消防とは、消防本部や消防署を指し
ており、本町は独自に組織を持っていない
ことから、太田市消防本部へ委託している
状況です。具体的な委託内容は、消防、
救急に関する業務であり、住民の関心が
高い分野でもあることから、より伝わりや
すいよう文言を修正します。

【●消防救急体制における太田市消防本
部との連携】
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

10

実施計画
素案
59ページ
住宅環境
の整備

■環境について
　自分の家の外が真っ暗でしたが、隣組
長に言ったところ、すぐに街灯を電柱に取
り付けて頂きました。

　街灯の対応につきましては、現地確認を
行った上で、行政で取り付けの負担を行
い、その後は行政区で管理していただい
ております。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

11

実施計画
素案
59ページ
住宅環境
の整備

　指定のごみ捨て場が月・木曜になると
猫が何匹もいてゴミをあさっているのを見
かけますので、網だけでなくボックスのよ
うなものになれば助かります。

　ごみステーションの管理についても基本
的には、行政区で管理をしていただいてい
るところではございますが、実施計画の53
ページに地域環境の保全について「主な
取り組み内容」といたしまして、「地域との
連携によるごみステーションの適正な管
理」を掲げておりますので、地域環境の向
上に努めてまいりたいと考えております。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

12

実施計画
素案
63ページ
教育環境
の充実

　エアコンがついていない教室がある学
校（保育園、幼稚園、小学校、中学校、高
校）については、早急に設置をお願いした
いです。

　学校の設備に関しては、63ページの教
育環境の充実の「主な取り組み内容」で整
備について記載しておりますので、こちら
で対応したいと考えております。

- 12 -



別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

13

実施計画
素案
63ページ
教育環境
の充実

　学ぶ環境という点では、学費について
の支援の充実も必要だと思います。特に
町内の専門学校での町からの給付型の
修学資金があると将来が拓ける方がい
て、また、町での就職を考えると、福祉な
どの充実にも繋がります。公的資金の有
効活用をぜひご検討頂けますようお願い
いたします。

　修学資金については、現在、看護職員を
養成する学校などに入学するための補助
金を交付する制度がございます。財政状
況との兼ね合いもございますが、他の職
種についての補助金の導入なども今後検
討してまいりたいと存じます。

- 13 -



別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

14

実施計画
素案
63ページ
教育環境
の充実
■主な取り
組み内容

　不登校対策として、町として校内（校外
も含む）で居場所づくりができるような環
境の整備をお願いできればと思います。

　本町では、児童生徒居場所づくり事業と
してスマイル教室の実施や大泉町教育研
究所において、適応指導教室を実施して
おりますので、今後も必要とする児童や生
徒が使いやすいものとなるよう整備してま
いりたいと存じます。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

15

実施計画
素案
63ページ
教育環境
の充実
■主な取り
組み内容

　中学校の部活指導において、外部の指
導者の方をうまく活用できるような方策を
お願いできればと思います。

　部活動については、教育の一環と捉え、
指導者の活用も含め、より充実するよう努
めてまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

16

実施計画
素案
63ページ
教育環境
の充実

　現状と課題、施策の基本方針、主な取
り組み内容ともに適切な表記であると思
います。教育にたずさわる人間として、こ
の内容に全力を発揮して教育環境が充
実するよう尽力したいと考えています。

　行政の取り組みに対し、ご理解をいただ
きましてありがとうございます。児童や生
徒の学力向上はもちろん、教職員研修の
実施やいじめ問題、施設・設備の整備など
に取り組み、教育環境の向上に努めてま
いりたいと考えております。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

17 －

　工業の振興、協働のまちづくり、多文化
共生は、大泉町の特色であり、課題であ
ると思います。町の取り組み内容には、
大いに期待しているところであります。適
切な指標を設定し、町がさらなる発展をし
ていくことを望みます。そのために、町民
の一人として、町づくりに参画していく所
存です。

　本町がより活気に溢れ、魅力あるまちと
なるよう、特色ある施策については、積極
的にPRなどをしていく予定でございます。
その中で、事業に取り組み、改善を行うた
め、適切な指標を設定していきたいと考え
ております。本町は、「協働」を推進してお
りますので、今後のまちづくりについて、ご
参画いただけますようお願いいたします。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

18 KGI・KPI

　全ての項目において、KGIの数値やKPI
の指標、数値が設定されていないので、
実施計画が適正なのかどうか判断ができ
ません。KGIの基準値、目標値及びKPIの
指標と基準値と目標値を示していただい
た上で判断したい。

　KGIの基準値につきましては、できる限り
直近のデータを活用したいと考え、素案を
公表する時点では設定してございません
が、住民アンケートの結果や住民満足度
調査の結果を踏まえて、目標値とともに設
定してまいります。
　また、KPIにつきましては、KGIを如何に
効果的に達成できるかという視点で設定
することが重要であると考えますが、これ
から31年度に向けて各事業を検討していく
中で、特に重点を置いて実施すべき事業
の選定を行ってまいりますので、その事業
内容に応じて基準値と目標値を設定して
まいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

19 －

　本件は、さきの首長選挙で合併反対派
の首長が当選したことにより、合併反対
が確定したかのように思われますが、そ
れは早計です。町の最重要課題である合
併に関しては、純粋に住民投票の賛否に
よって決定すべきものと思います。経済
財政が安定している今が合併の賛否を
決めるチャンスではないでしょうか。結果
により行政、また、みらい創造羅針盤を
大きく左右するものです。

　合併については、当パブリックコメントの
案件と異なるため、お答えいたしかねます
が、現段階で考えられる大泉町としての方
針や取り組み内容を掲載しております。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

20 －
　体育館の雨漏りや廊下のズレを直して
欲しい。

　学校施設に関しては、実施計画である63
ページに「教育環境の充実」の中で、主な
取り組み内容に「学校施設・設備の整備」
を掲げており、施策の基本方針である「よ
り良い教育環境の維持・向上」に基づき、
適切な維持管理に努めてまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

21 － 　カーブミラーの位置を確認して欲しい。

　カーブミラーについては、57ページの「地
域安全の充実」の中で交通安全施設の充
実の一環として、事故を未然に防ぐために
も適正な設置に努めていきます。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

22 －
　学校のプールの更衣室をもう少し明るく
して欲しい。

　学校施設に関しては、実施計画である63
ページに「教育環境の充実」の中で、主な
取り組み内容に「学校施設・設備の整備」
を掲げており、施策の基本方針である「よ
り良い教育環境の維持・向上」に基づき、
適切な維持管理に努めてまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

23 －
　学校の自転車の置き場所を広くして欲
しいです。体育館の雨漏りを直して欲しい
です。

　学校施設に関しては、実施計画である63
ページに「教育環境の充実」の中で、主な
取り組み内容に「学校施設・設備の整備」
を掲げており、施策の基本方針である「よ
り良い教育環境の維持・向上」に基づき、
適切な維持管理に努めてまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

24 －
　体育館の雨漏りを直してもらいたいで
す。武卓館をきれいにしてもらいたいで
す。

　学校施設に関しては、実施計画である63
ページに「教育環境の充実」の中で、主な
取り組み内容に「学校施設・設備の整備」
を掲げており、施策の基本方針である「よ
り良い教育環境の維持・向上」に基づき、
適切な維持管理に努めてまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

25 － 　西中の雨漏りを直してもらたい。

　学校施設に関しては、実施計画である63
ページに「教育環境の充実」の中で、主な
取り組み内容に「学校施設・設備の整備」
を掲げており、施策の基本方針である「よ
り良い教育環境の維持・向上」に基づき、
適切な維持管理に努めてまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

26 － 　道路の白線の整備をしてもらいたい。
　道路の白線の整備については、実施計
画に掲載した「道路網の整備・維持管理」
において取り組んでまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

27 －
　いずみ緑道の草木のお手入れをしても
らいたい。

　いずみ緑道の維持管理については、実
施計画に掲載した「公園・緑地の整備・維
持管理」において取り組んでまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

28 － 　信号機の掃除をしてもらいたい。

　信号機については、実施計画に掲載した
「地域安全の充実」において、適切な維持
管理となるよう警察署と連携を図ってまい
ります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

29 －
　ハザードマップの掲載の拡大をしてもら
いたい。

　ハザードマップの周知については、「防
災対策の充実」において、取り組んでまい
ります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

30 －
　体育館に換気扇がないので熱がこも
る。体育館の雨漏りを直してもらいたい。

　学校施設に関しては、実施計画である63
ページに「教育環境の充実」の中で、主な
取り組み内容に「学校施設・設備の整備」
を掲げており、施策の基本方針である「よ
り良い教育環境の維持・向上」に基づき、
適切な維持管理に努めてまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

31 － 　大きい道以外の道路がとても暗い。

　道路の明るさ対策については、57ページ
の「地域安全の充実」の中で交通安全施
設の充実の一環として防犯灯を設置する
ことで、事故を未然防止に努めていきま
す。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

32 －
　体育館の雨漏り部分の天井補強、換気
扇が少ない。

　学校施設に関しては、実施計画である63
ページに「教育環境の充実」の中で、主な
取り組み内容に「学校施設・設備の整備」
を掲げており、施策の基本方針である「よ
り良い教育環境の維持・向上」に基づき、
適切な維持管理に努めてまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

33 －
　道路（大きな道から曲がった細い道）の
電気が少ない。

　道路の明るさ対策については、57ページ
の「地域安全の充実」の中で交通安全施
設の充実の一環として防犯灯を設置する
ことで、事故を未然防止に努めていきま
す。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

34 －

■豊かな高齢化社会の創造について
　民間（株式会社等）の施設づくりが施設
入所を必要とする高齢者問題は今のとこ
ろ問題になっていないように思いますが、
2025年に向けての公立施設づくりの検討
が必要になっていると思います。また、マ
ンパワーの確保という点でも同一年齢で
も大きな差のある給与問題での検討が必
要です。

　実施計画の24ページで「勤労者福祉の
推進」を掲げておりますが、給与問題に関
しては、企業や事業所の方針もありますこ
とから、本町で働く方が安心でき、企業や
事業所が安定した雇用の確保に取り組め
るよう支援をしていきたいと存じます。
　また、47ページの「高齢者福祉の充実」
において、団塊の世代が75歳以上となる
2025年問題については、地域全体で支え
あい、介護予防体制の構築を進めていく
旨を記載しておりますので、こちらで対応
したいと考えております。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

35 －

■医療問題について
　現在、町内で入院施設を持つ病院は昔
から1施設のみですが、公立施設の病院
の建設が求められていると思います。過
去に私の父は重度の肺がんの症状にも
かかわらず、ほかの病院に紹介されず、
入院もされず、自宅に返され真夜中に痛
みが起こり急逝してしまいました。●●病
院は休日当番診療していないのはおかし
いと思います。
　休日当番医院の担当に館林市や板倉
町の診療所の紹介は、時間がかかりすぎ
て単身者が行くのは負担が大きいのでは
ないでしょうか。

　公立病院の建設は、町単独では多くの
課題があり、難しい状況であると考えま
す。
　また、休日当番医については、救急受け
入れが可能な総合病院等を除き、館林市
邑楽郡医師会に所属している1市5町の医
療機関が順番に担当しておりますので、今
後も連携を図っていきたいと考えておりま
す。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

36 －

■公害・環境問題の学習について
　歴史をさかのぼれば渡良瀬川周辺の
「足尾銅山事件」があります。今日、地球
温暖化問題、海洋汚染、大気汚染問題な
どがこれからの地球環境の心配がされて
います。呼吸器に影響を与えるという二
酸化窒素や浮遊粒子状物質（PM2.5）な
どを測定する測定所の設置や広報誌で
の公表も必要ではないでしょうか。

　本町ではホームページで、PM2.5につい
ての情報を公開しております。
　しかしながら、本町に測定地は無く、群
馬県で9箇所となっており、近隣では、太田
市内が測定地となっています。結果につい
ては、群馬県のホームページをご覧いた
だければと存じます。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

37 －

■スポーツ施設の充実について
　一年間使用できるプールの設置をお願
いしたと思います。高齢者にとって高齢者
の訓練にもなりますし、それ以外の町民
の健康づくりに役立つと思います。また併
せて道場や弓道場の設置を求めます。

　勤労複合福祉施設である「いずみの杜」
にエクササイズプールや幼児プールを設
置しています。
　また、道場や弓道場など、本町が保有し
ていない施設等については、両毛広域都
市圏において、公共施設の相互利用対象
施設として設定しております。相互利用対
象施設は、両毛地域内の利用者がその市
町在住者と同一条件で利用できる施設で
ございますので、ぜひご利用下さいますよ
うお願いたします。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

38 －

■公営住宅の住宅の充実について
　公営住宅の老朽化が見られます。順次
建て替え及び単身者も入居できる住宅の
設置を求めます。

　本町の住宅環境につきましては、59ペー
ジの「住宅環境の整備」の中で取り組んで
まいりますが、公営住宅の管理につきまし
ては、施設の設置目的を踏まえつつ、「大
泉町公営住宅長寿命化計画」に基づいて
行ってまいります。
　しかし、公営住宅の今後の有り方という
ことになりますと、施設需要や財源にも大
きく関係することから、34ページの「効率
的・効果的な行財政運営」における公共施
設マネジメントの推進と合わせて検討して
まいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

39 －

■異文化交流について
　町の人口の1割を占める日系二世との
文化交流の充実が必要ではないでしょう
か。料理や遊びなどの小学校区での実
践はいかがでしょうか。

　平成30年7月31日現在で、本町で生活す
る外国人は全人口の18%となっており、大
泉国際交流協会において、各国の料理や
言葉など、その国の文化に親しむための
様々な交流イベントを実施しております。
今後も引き続き実施してまいりたいと考え
ております。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

40件 16人

１　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

　　　大泉町役場

電話： ファクシミリ

電子ﾒｰﾙ： @town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町 みらい創造羅針盤　～大泉町総合計画2019～（素案）について

意見等の募集期間 平成30年7月26日から平成30年8月31日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参16人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

企画部 企画戦略課 企画調整係

〒370-0595 住所：大泉町日の出55番1号 2階　　　14番　窓口

0276-63-3111 （内線272　　） 0276-63-3921

kikaku

実施担当部署 企画 部 企画戦略 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

40 －

■その他
　「広報おおいずみ」は大泉町の行政の
紹介や予定などが掲載されていますが、
日本語の識字ができない日系の方へは
どのようにされているのでしょうか。

　外国人のうち最も多くを占める南米系の
方に向けては、ポルトガル語による広報紙
を発行しています。また、ホームページの
多言語対応も進んでいることから、本町と
してもホームページによる情報発信を積極
的に推進しており、特に多文化コミュニティ
センターのホームページでは、ポルトガル
語による情報掲載も行っております。
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