
別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

1
11ページ

住民意識

【調査概要】
・対象者：１８歳以上の町内在
住者1,800人

【調査概要】
・対象者：１８歳以上の町内在
住者1,800人（外国人含む）

上記町の考え方のと
おり。

1
11ページ

住民意識

「共生社会充実」を掲げる以上、外国籍
の方の統計資料があったほうが説得力
は増すはずなので、もしアンケートの対象
者に含まれているのであれば、備考扱い
でも言及した方が良いのではないか。ア
ンケートの対象者に含まれない場合に
は、同じ内容を含む追加調査の実施や補
足資料の明示が必要ではないか。

　当該アンケート調査には外国人住民も含
まれているため、その旨を概要欄に記載
いたします。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

18ページ～
22ページ

本町の地
域創生の
方向性

・愛着が湧く“まち”を創る
・未来を担う“ひと”をはぐくむ
・希望を叶える“しごと”を生み出す
の３つの基本目標はとても良いと感じた。
自身が子どもと接しているので“ひと”を
はぐくむことに少しでも貢献できたらと感
じた。

　行政の取り組みに対し、ご理解をいただ
きありがとうございます。目指す姿の実現
に向けて、着実に施策を進行してまいりま
す。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

23ページ～
26ページ

基本目標１
愛着が湧
く”まち”を
創る

文化的な要素が加わらないと、愛着は生
じず、刹那的な“まち”になってしまうの
で、文化的な要素を加える必要を感じま
した。「観光資源の活用発掘」のとこで言
及するのはどうか。

　本総合戦略では、基本目標1に掲げる
「愛着が湧く“まち”」を、「生活者や訪問者
に関わらず、あらゆる人が快適に過ごせる
空間」と捉え、それを実現する手法が「互
いに思いやって関わり合える関係の構築」
であると考えております。
　そのうえで4つのプロジェクトを展開して
まいりますが、これらは関係の構築に至ら
せるためのきっかけづくりと位置付けてお
り、プロジェクトの取り組み自体に愛着を
感じていただくのではなく、プロジェクトを
通じて構築された関係が存在する環境に
対して愛着を感じていただくことを目指して
おります。ただし、観光資源の中には文化
的な要素も当然含まれると考えており、そ
れを活用することで、より多くの人同士の
交流を生み出すきっかけとしてまいりま
す。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

23ページ

(1)交流促
進プロジェ
クト

緑道で月に何回か行っているイベントを、
規模は小さくても良いので室内でも行っ
てほしい。外国の料理教室を保健福祉総
合センターの２階の調理室で行うなど。

　交流促進プロジェクトにおきまして、地域
を拠点とした快適な生活環境を整備する
ため、地域内でのつながりや活気を生み
出す交流イベントを開催します。効果的な
開催方法といった手法の部分も含めて、あ
らゆる人が参加・交流しやすいイベントを
開催できるよう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

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

24ページ

(2)共生社
会充実プロ
ジェクト

多文化共
生の推進

普段感じるのは外国人の危険運転、不法
駐車、マナーの違いなど、難しい問題だと
思うが、人口だけ増えても住み心地は悪
くなる一方だと思う。

　基本目標1の「愛着が湧く“まち”を創る」
におきまして、国籍や世代を問わず、誰も
が快適に過ごすことができるまちづくりに
取り組んでまいります。
　特に外国人との共生につきましては、共
生社会充実プロジェクトの具体的な施策
「多文化共生の推進」でお示しするとおり、
外国人に向けた日本の文化や生活様式な
どに関する正しい情報発信に努めることに
より、安心して暮らし続けられる多文化共
生社会の構築に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

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

24ページ

(2)共生社
会充実プロ
ジェクト

多文化共
生の推進

未だに外国人の在住に対して厳しい目が
向けられていると思いますので、もう少し
互いの国の良さを知るきっかけになるイ
ベントなどがあると良いと思う。
（例えば保健福祉総合センターの２階の
調理室で他の国の料理を作って一緒に
食べるなど）

　本町は外国人集住地域として、これまで
も先進的な取り組みを推進してまいりまし
たが、多文化共生社会の実現に向けて、
今後も継続的に取り組んでいく必要がある
と考えます。
　国籍問わずあらゆる人が参加・交流でき
るイベントの開催や、外国人に対して地域
活動への参加を促進するなど、相互理解
をさらに深めるための支援に取り組んでま
いります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

24ページ

(2)共生社
会充実プロ
ジェクト

多文化共
生の推進

外国籍の「大人」に対する取り組みが
「キーパーソンを通じて」になっています
が、「キーパーソンをはじめとして」のほう
が町の主体性を感じさせる文章になるの
ではないか。

　本総合戦略は、基本的に行政が主体と
なって推進すべき取り組みを整理したもの
であることから、外国人住民に向けた情報
発信も行政が主体となって実施するものと
捉えています。
　また、「キーパーソンを通じて」の表現を
「キーパーソンをはじめとして」としてはどう
かとのご提案に関しましては、文化の通訳
登録者を含んだ行政と外国人住民とのパ
イプ役を担う人材を総じてキーパーソンと
表しておりますことから、現行のままとさせ
ていただきます。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

24ページ

(2)共生社
会充実プロ
ジェクト

多文化共
生の推進

外国人との共生の町づくりをより活性化し
ていくために、キーパーソンを向上させて
いくのが良いと思う。外国人とのコミュニ
ケーションを増やすため、地域で講演会
を開講していくのが良いと思う。

　外国人との共生に向けては、共生社会
充実プロジェクトの具体的施策である「多
文化共生の推進」でお示しするとおり、行
政から外国人に向けた情報発信などによ
り、日本人と外国人との相互理解を深めて
いくための支援を行ってまいりますが、そ
のパイプ役である「文化の通訳」をはじめ
とするキーパーソンに関しましては、人材
の確保と併せて、情報を正しく伝えるため
のスキルアップを図ってまいります。
　また、地域での講演会でございますが、
既に地域の行事などが行われる際に、近
隣の外国人住民に対して参加を促すこと
で、日本人と外国人の相互交流の促進を
図っており、そのような場も情報発信の機
会として有効に活用してまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

9

26ページ

(4)まちの交
通機能向
上プロジェ
クト

移動手段
の充実

バス小学６年生まで利用料無料。
６５才以上バス利用料無料。

　広域公共バスにつきましては、まちの交
通機能向上プロジェクトの具体的施策であ
る「移動手段の充実」の中で、他の自治体
や事業者が運営する交通機関への円滑な
接続を目指していくうえで、バス停の適切
な設置やデマンド交通との連携も視野に
入れながら利便性の向上を図ってまいり
ます。
　いただいたご意見につきましては、要望
として承りました。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

26ページ

(4)まちの交
通機能向
上プロジェ
クト

移動手段
の充実

バス停の増設
小学生、老人（６５才以上）を無料にする

　広域公共バスにつきましては、まちの交
通機能向上プロジェクトの具体的施策であ
る「移動手段の充実」の中で、他の自治体
や事業者が運営する交通機関への円滑な
接続を目指していくうえで、バス停の適切
な設置やデマンド交通との連携も視野に
入れながら利便性の向上を図ってまいり
ます。
　いただいたご意見につきましては、要望
として承りました。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

26ページ

(4)まちの交
通機能向
上プロジェ
クト

移動手段
の充実

子どもの移動や高齢者が免許返納しても
移動出来るように、もっとバス停を増やし
て欲しい。また、バス停が分かりにくい。

　広域公共バスにつきましては、まちの交
通機能向上プロジェクトの具体的施策であ
る「移動手段の充実」の中で、他の自治体
や事業者が運営する交通機関への円滑な
接続を目指していくうえで、バス停の適切
な設置やデマンド交通との連携も視野に
入れながら利便性の向上を図ってまいり
ます。
　いただいたご意見につきましては、要望
として承りました。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

26ページ

(4)まちの交
通機能向
上プロジェ
クト

移動手段
の充実

バス停を増やしてほしい。
安心して出かけられるように小学生や６０
才以上はバスを無料で利用できたらいい
と思う。
バス停が少ないので、バス停を増やして
もらえたら駅まで高校生も安心して行くこ
とができると思う。

　広域公共バスにつきましては、まちの交
通機能向上プロジェクトの具体的施策であ
る「移動手段の充実」の中で、他の自治体
や事業者が運営する交通機関への円滑な
接続を目指していくうえで、バス停の適切
な設置やデマンド交通との連携も視野に
入れながら利便性の向上を図ってまいり
ます。
　いただいたご意見につきましては、要望
として承りました。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

26ページ

(4)まちの交
通機能向
上プロジェ
クト

移動手段
の充実

大泉町に限らずこの辺の地域では高齢
になってもなかなか車離れが出来ず、事
故や危険な事が多いので、そのあたりの
事も今後の検討が必要なのではないかと
思う。

　自家用車を利用しなくとも移動に支障が
ないよう、まちの交通機能向上プロジェクト
の具体的施策である「移動手段の充実」の
中で、公共交通の利便性向上に向けて取
り組んでまいります。
　なお、現在は、運転免許証を自主返納し
た高齢者に対して、一時的に公共広域バ
ス「あおぞら」や高齢者等デマンド交通「ほ
ほえみ」、タクシーの利用券を支給しており
ますが、誰もが安全に暮らしていくための
より有効な支援策についても、併せて検討
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

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

26ページ

(4)まちの交
通機能向
上プロジェ
クト

交通機関
による広域
移動の円
滑化

“東京圏と本地域間の円滑な接続に向け
て、近隣市町や関係機関などの連携”と
は具体的にどんなことができるのか。

　誰もが利用可能な公共交通機関によっ
て、本地域と東京圏の円滑な接続を実現
するためには、鉄道やバスを運行する事
業者の協力が不可欠であり、地域と事業
者の相互理解に向けた働きかけを行って
まいります。
　同様に、国や県による道路や橋りょうの
整備をはじめとした交通政策が、本地域の
実情を踏まえたうえで実施されるよう、近
隣市町が連携の下で意見交換や要望活
動などを行ってまいります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

26ページ

(4)まちの交
通機能向
上プロジェ
クト

移動手段
の充実

町バスについて、地域外での認知度が低
いため、利用しようとする人が少ないのだ
と思う。定期利用客数を増加させるため
には、他地域での認知を高めるべきで
は。

　広域公共バス「あおぞら」につきまして
は、千代田町から本町を通って太田市ま
でをつなぐ移動手段として、町民に限らず
沿線住民に利用されておりますが、他の
交通機関との円滑な接続によって、さらに
広い範囲での認知度が高まり、利用者も
増加していくものと考えます。
　今後も、ＰＲと併せて利便性の更なる向
上を図っていけるよう、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

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

27ページ～
29ページ

基本目標２
未来を担う
“ひと”をは
ぐくむ

住まい確保、結婚・出産・子育てについ
て、ここに書かれている政策はどれも良
いと思う。

　行政の取り組みに対し、ご理解をいただ
きありがとうございます。目指す姿の実現
に向けて、着実に施策を進行してまいりま
す。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

28ページ
29ページ

(6)結婚・出
産・子育て
プロジェクト

安心できる
子育て環境
の整備

外国籍の子どもの就園率が高くなってき
ているので保護者とのコミュニケーション
等のサポートが充実すると良いと思う。

　国籍を問わず、保護者が包括的・継続的
に相談できる体制を構築し、保護者が安
心して子育てできる環境を整備するととも
に、それらの情報が外国籍の保護者の方
にも適切に届くよう、情報発信に努めてま
いります。
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別記様式第４号（第６条関係）

内線

271

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

28ページ
29ページ

(6)結婚・出
産・子育て
プロジェクト

子育て世代
の経済的
負担の軽
減

出産祝金の支給や、保育料の免除、給
食費の助成など、経済的負担を軽減する
ための子育て支援事業がもっと充実して
いれば良いと思う。

　出産を迎える人や、現在子育てをしてい
る人に選ばれるまちとなるには、経済的支
援は重要であると考えます。結婚・出産・
子育てプロジェクトの具体的な施策「子育
て世代の経済的負担の軽減」でお示しす
るとおり、子育てしやすいまちづくりを進め
るため、現行の支援策の継続や、新たな
支援策の検討に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

19件 15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 （仮称）第二期　大泉町総合戦略（素案）について

意見等の募集期間 令和元年12月5日から令和2年1月8日まで

意見等の受付件数 (郵便　人・FAX　人・E-Mail　人・持参19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271　　） 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

28ページ
29ページ

(6)結婚・出
産・子育て
プロジェクト

学校教育
の充実

大泉町は外国人が多いので、外国人の
子どもの日本語教育の場を増やした方が
良いと思う。

　結婚・出産・子育てプロジェクトの具体的
な施策である「学校教育の充実」では、日
本人・外国人を問わず、町立学校に通う全
ての児童生徒の学力向上を図ってまいり
ます。町立学校で学習するために必要とさ
れる支援の一環として、日本語が苦手な
児童生徒に向けた日本語指導も行ってま
いります。
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