
①No. ④総合計画素案　該当部分 ⑤意見分類 ⑥意見 ⑦担当部署 ⑧反映状況１ ⑨反映状況２ ⑩検討結果

1

（P7）
第１章４.軽米町の概要

計画案に
対する意
見

⑵軽米町の沿革・歴史について、読み方の難し
いものには、ふりがなをつけてほしい。地名、人
名は正確に覚えたい。（皀角子久保、葛柄鉄山
など）

教育委員会

A

（計画反映）：意見の内
容の全部を反映し、計
画案を修正したもの

俘囚（ふしゅう）
皀角子久保（さいかちくぼ）
葛柄鉄山（くずがらてつざん）
読み方が難しい漢字にふりがなをつ
けました。

2

（P8）
第１部序論
　４.軽米町の概要

意見 「県北広域振興圏」について
二戸広域の振興圏は知っていましたが、この県
北広域圏があることを知りませんでした。大変
有意義な振興圏だと思います。今後この地域の
発展は「文化・経済」も含め、この県北広域振興
圏を大いに利用・活用し、圏内各市町村との交
流を深めていくことが大切だと思います。さっそ
く新年度より県北広域振興圏の連絡協議会の
ような組織を立上げていただくことを要望いたし
ます。（文化・経済各分野ごと）

総務課
（全課）

C

（参考）：計画案を修正し
ないが、個別施策等の
事業実施段階で参考と
するもの

人口減少等を背景に、何事も町単
独では難しい状況になりつつあると
思います。ご意見いただいたとおり、
県北広域振興圏をはじめ、二戸管
内、三圏域（二戸、久慈、八戸）な
ど、広域的な取り組みにより町の活
性化を図っていきたいと考えていま
す。

3

（P52）
第１章第４節
　ごみ減量化の推進

計画案に
対する意
見

家庭ゴミの排出量の減少に努めていますが、配
食サービス利用や中食利用が増える高齢者に
とってゴミはむしろ増える可能性があります。そ
して、近年の感染症の流行に伴い、衛生管理を
行うとどうしても廃棄物が増えることが考えられ
ます。飲食店へのテイクアウト用のパックを自
然に還元される物に変更できるよう一部費用負
担なども盛り込んではどうでしょうか。

町民生活課

C

（参考）：計画案を修正し
ないが、個別施策等の
事業実施段階で参考と
するもの

いただいたご意見は、家庭ゴミの排
出量の減少に向けた取り組みのほ
か、ＳＤＧｓへの取り組みに対する意
見であり参考にさせていただきたい
と思います。

4

（P55）
第２章第２節
　スポーツ活動の活性化

意見 スポーツ指導者育成・確保について積極的に
行ってほしいが、具体的な活動がみえない。会
議では町内在住の指導者をそれぞれの団体で
探して下さいとの発言がありましたが、現行で
厳しい状況。町外で活動している経験者など幅
広く公募、指導者の活動を支えられるよう職場
の確保・補助金は難しいでしょうか。

教育委員会

C

（参考）：計画案を修正し
ないが、個別施策等の
事業実施段階で参考と
するもの

指導者の養成・確保に向けては、各
種研修会や資格取得への支援等を
実施するとともに、指導者情報の収
集に努め、スポーツ団体と指導者の
マッチングを図りたいと考えていま
す。
指導者の職場確保については、先
進事例を参考に、軽米町にあった方
式があるか、スポーツ団体とともに
検討を進めていきたいと考えていま
す。
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5

（P61）
第３章第１節
　子育て支援環境の充実

計画案に
対する意
見

主要施策の③に次の事項を追加し、現状の③
以降を一つずつ繰り下げる。
・施策：③子育て世代が、子供と一緒に安心し
て利用できる公園の整備。
・内容：子育て環境日本一を目指す町づくりの
一環として「子供や保護者などが安全で、安心
して遊ぶことができる公園」の創造・整備に向
け、場所・財源の確保と管理体制を進め、早期
施策実現に取り組みます。
（本意見の提案理由等）令和３年の「年頭挨拶」
の中で、山本賢一町長は「当町の課題をしっか
り捉え、時代に合わせた新たな視点や、町民の
意見を総合発展計画に反映する」、また松浦満
雄町議会議長は「人口減少・少子高齢化対策
調査特別委員会を設置し、子どもが安全で、安
心して遊ぶことのできる公園の整備について議
会として町に要望し、町当局と一体となって具
体的な施策実現に取り組む」としていることか
ら、より具体的に取組指標とすべきであると考
えるものです。

健康福祉課

A

（計画反映）：意見の内
容の全部を反映し、計
画案を修正したもの

ご意見いただいたとおり、主要施策
に「安心・安全な公園の整備」を位置
付け、取り組みを進めていきたいと
思います。なお、主要施策の順番に
ついては、子育ての順番に合わせ
て全体的に調整しました。

6

（P70）
第４章第２節
　農林畜産業の振興

計画案に
対する意
見

「２.現状と課題」の記載」
「町では、（中略）複合経営を行っており、」につ
いて、主語・述語不一致

産業振興課

A

（計画反映）：意見の内
容の全部を反映し、計
画案を修正したもの

「複合経営を推進しており」に修正し
ます。

7

（P70）
第４章第２節
　農林畜産業の振興

計画案に
対する意
見

「２.現状と課題」の記載」
「農畜産物の輸入量の増大による価格低迷」に
ついて、価格低迷の原因を輸入量の増加とす
ることは、事実と合致しない。また、価格が低迷
している農畜産物ばかりではない。むしろ近年
は価格が堅調な作物も多く、この記述は削除し
てはどうか。

産業振興課

A

（計画反映）：意見の内
容の全部を反映し、計
画案を修正したもの

「農畜産物の輸入量の増大による価
格低迷」を削除します。

8

（P70）
第４章第２節
　農林畜産業の振興

計画案に
対する意
見

「４.主要施策」の表中の記載
「二戸農業改良普及センター、（中略）等で組織
するサポートチーム」について、「サポートチー
ム」は、「いわて農業経営相談センター現地支
援チーム」とした方がよいのではないか。

産業振興課

B

（趣旨同一）：意見と計
画案の趣旨が同一であ
り、計画案の修正が必
要ないもの

関係機関の組織名称を具体的に載
せた部分ですので、そのままにさせ
ていただきたいと思います。
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9

（P72）
第４章第３節
　商工業の振興
（P74）
第５章第１節
　観光産業の推進

意見 中心商店街の活性化も観光産業の推進も人の
交流がキーワードになる。コロナ禍で一番難し
い事だが、人の動きがまちの活性化につながる
のは事実である。昔のような賑わいはないが、
もっと市日を利用できないだろうか。高齢者の
生きがいづくりの推進としても、安否確認を含
め、買い物以外の効果がある。バスなどの足を
確保し、市日（まち）に行きたいと習慣化すれば
いい。集える場として交流駅の活用方法に期待
したい。

○産業振興
課
○総務課
教育委員会

B

（趣旨同一）：意見と計
画案の趣旨が同一であ
り、計画案の修正が必
要ないもの

ご指摘のとおり、中心市街地の活性
化と交流人口の増加は大きな課題
であり、商工会や商店街等と連携す
るとともに、バスの運行体制につい
ても工夫しながら市街地の活性化に
取組んでいきたいと考えています。

10

（P74）
第５章第１節
　観光産業の推進

意見 観光の形態も時代とともに変化しているので、ミ
レットパークのコテージをもっと活用できるので
はないか。発信方法に工夫が必要だと思う。

産業振興課

B

（趣旨同一）：意見と計
画案の趣旨が同一であ
り、計画案の修正が必
要ないもの

観光拠点であるミレットパークにつ
いては、周辺の貴重な観光資源一
体と併せて、アウトドアをイメージし
たコテージの良さの積極的な発信に
努めていきます。

11

全体 計画案に
対する意
見

このたびの「軽米町総合発展計画（素案）」はよ
くできていると思います。

総務課

E

（その他）計画案の修正
や今後の対応が不要な
その他の意見

-

12

全体 計画案に
対する意
見

素案は全体的にわかりやすく、特に枠組みを変
える必要もなくよくまとまっていると思う。

総務課

E

（その他）計画案の修正
や今後の対応が不要な
その他の意見

-

※ページ数は意見照会時のもので、その後変更になっている場合があります。

※現状等に関する意見・感想などについては、検討結果を空欄としているものもあります。

 3


