
パブリックコメント名称　　　東員町都市計画マスタープラン

パブリックコメント期間　　　平成２９年７月３日から平成２９年７月３１日まで

パブリックコメント件数　　　５件

№ 項目 掲載ページ 類型化 意見内容（概要） 町の回答

1 全般 町の将来展望について

IC周辺の土地利用について町としての積極的な施策
（政策）が見えない。東員町の将来を牽引するエリアと
して周辺の地権者の理解を求めて、一歩も二歩も踏
み出さないと激化する都市間競争に負ける。何故法
規制、法規制を盾に踏み出そうとしないことが少々残
念（？）人口減少の中で東員町の将来を担う町民に展
望を見せていけるか？消極的な都市マスタープランで
しか見えない。

IC周辺は、市街化を抑制すべき市街化調整区域に指
定されています。町としてはIC周辺の新たな土地利用
はイオンモール東員と四日市市境での流通業務地に
とどめ、いまお住いの方の生活環境の安全性、利便
性、快適性の向上に向けて取り組みたいと考えており
ます。

2 人口 43 現況データについて

中上の人口、世帯数が10 %以上減少とのことですが、
中上に居住している者として、高齢化は着実に進んで
いると思われますが、自宅－実家の近隣を見渡して
も、世帯数等がこれほど減少しているとの印象はあり
ません。既存地区ではなく、大手タイヤメーカーの社
宅の影響が大きいと思われますので、原因について
も、分析のうえ、記載をお願いします。

大字単位の集計は行っておりますが、これ以上の詳
細な分析は行っておりません。

3 人口 89
三和地区の人口が一番多いなど、表の記載に誤りが
あると思われますので、確認をお願いします。

表の数値に誤りがありましたので、修正いたしました。
ご指摘ありがとうございました。

4 土地利用 96 将来の土地利用について

物流機能を中心とした大規模な流通業務施設等の誘
致を積極的に図るとありますが、P68アンケートの必
要と思われる施設で、「病院、診療所」があげられて
いますので、アンケーﾄ結果の考慮をお願いします。

町民にご利用いただく総合病院としては、桑名市総合
医療センターもしくはいなべ総合病院を位置づけてお
り、本町内での総合病院の立地の予定はありませ
ん。診療所につきましては、集落地域内での立地も可
能となっています。

5 土地利用 98

三和地区内での既存集落の維持、再生について地域
を特定・限定することなく、地区内で、地区計画の手
法を活用できる場所を幅広く検討することをお願いし
ます。

地域から要望のある箇所について○で囲っておりま
すが、都市計画マスタープラン策定後の具体的な実
施については、改めて地域の皆様からのご要望に応
じて検討いたします。

6

宅地開発
により新た
に増加する
人口

132 将来人口について

地区計画等の手法も活用するのに、0で考え方とし
て、間違いないのか、確認をお願いします。

地区計画によるまちづくりの目的は集落の維持、活性
化であり、開発により過去最大人口までの人口増を
図りますが、市街化区域に編入すことを目的としたも
のではないことから、人口はゼロとなります。



№ 項目 掲載ページ 類型化 意見内容（概要） 町の回答

7
まちづくり
方針　既存
集落

133

地区計画等の手法を用いるとありますが、東員町の
中部地域の宅地開発により移住した方が、自治会へ
の加入や地域の祭りに参加しないなど、既存住民と
の軋轢もあると聞くので、ただ人口が増えればいいと
いう発想ではなく、自治会内で十分な議論が行われる
よう、町として指導をお願いします。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。

8
まちづくり
方針　既存
集落

133

本マスタープランが求める「誰もがいつまでもいきいき
と暮らせる緑豊かな街」となるため、既存住宅の住民
の静かな暮らしが守られるよう、地区計画で開発する
地域は、既存地域とは一定程度距離を設けるなど配
慮をお願いします。

地区計画によるまちづくりの目的は集落の維持、活性
化であり、開発により過去最大人口までの人口増を
図りますが、地区計画を実施する地域は既存地域お
よびその隣接地を想定しております。

9 全般 1
都市計画マスタープランの位置
づけについて

目次の次に都市計画マスタープランの位置付け、目
的の記載など前書きがないと、マスタープラン自体の
そのものの意味がわからないので、記載をお願いしま
す。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。第１
章として都市計画マスタープランの位置付け、目的の
記載など前書きを追加いたしました。

10 全般

住民アンケートが、計画に反映されるようお願いしま
す。

都市計画マスタープランは、法規制や県の方針、町の
方針を踏まえ、住民の意見を反映させつつ作成して
おります。住民の意見をすべて聞き入れているわけで
はないことをご理解いただきたいと存じます。

11 全般
都市計画マスタープランの策定
過程について

マスタープランを策定するための有識者を集めた検
討会は開催しているのでしょうか。開催しているので
あれば、ホームページに資料一議事録を公開するな
ど、策定経緯の公開がないと、パブリックコメントの意
見の記載の参考にできませんので、掲載をお願いし
ます。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。
マスタープランの策定にあたり、正式な検討会は開催
しておりませんが、町都市計画審議会等で慎重な議
論を行い、審議しております。

12 人口 89

現況の地域別人口、世帯数と小学校児童数、幼稚
園・保育園園児数の比較表の三和地域と神田地域の
人口及び世帯数値が混同し間違えていると思われま
す。確認し訂正してください。

ご指摘ありがとうございました。表の数値に誤りがあり
ましたので、修正いたしました。

13
まちづくり
方針　既存
集落

133

既存集落の再生に向けた施策が見えませんので、も
う少し詳しい説明文言を加えてください。

マスタープランは方針を示すものであり、具体的な施
策については、今後、地域のみなさまと共に考え、実
行してまいりますので、いただいた提言も参考にさせ
ていただきます。

14

南部地域
の道路・公
共交通づく
りの方針

134 地域別構想について

地域住民が現実に困っている問題箇所の改善をプラ
ンに盛り込んでください。

具体的な問題箇所のご指摘をいただきありがとうござ
います。限られた予算の中、地域と調整を図りながら
優先順位の高い箇所から順次取り組んでまいりたい
と存じますので、みなさまのご理解とご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

15

南部地域
の緑地・水
辺環境づく
りの方針

134

具体的な推進箇所が判りません。 マスタープランは方針を示すものであり、具体的な施
策については、今後、地域のみなさまと共に考え、実
行してまいりますので、いただいた提言も参考にさせ
ていただきます。



№ 項目 掲載ページ 類型化 意見内容（概要） 町の回答

16

南部地域
の生活基
盤づくりの
方針

134

地域住民が現実に困っている懸案箇所の定期的な保
全をプランに盛り込んでください。

具体的な問題箇所のご指摘をいただきありがとうござ
います。限られた予算の中、地域と調整を図りながら
優先順位の高い箇所から順次取り組んでまいりたい
と存じますので、みなさまのご理解とご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

17

南部地域
の街並み・
景観づくり
の方針

134

具体的に何を推進するかが判りません。 マスタープランは方針を示すものであり、具体的な施
策については、今後、地域のみなさまと共に考え、実
行してまいりますので、いただいた提言も参考にさせ
ていただきます。

18 全般 1
都市計画マスタープランの位置
づけについて

今回のタイトルが改訂となっているが、前回（平成２０
年３月）に記載をした「序章」欄も必要ではないか。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。第１
章として都市計画マスタープランの位置付け、目的の
記載など前書きを追加いたしました。

19
地性的条
件

3 上位・関連計画について

１１行の「国土形成計画（全国計画）の広域地方計画
では…」から１４行までの内容を、中部圏広域地方計
画等のリーフレット等を利用して、その「意義」を説く必
要がある。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。上位
計画、関連計画の内容については、都市計画マス
タープランを策定するにあたって押さえるべき要点を
コンパクトにまとめるようにしております。

20 現況整理 4 現況データについて

６行から９行の「平成２０年に策定…約５，３００人下回
る…」の文言根拠はどこにあるのか

平成20年の都市計画マスタープランで想定した平成
27年時点の人口30,700人に対して、平成27年国勢調
査の人口が25,344人であったことから、その差が
5,356人であったことから、約5,300人下回っていると記
載しました。

21 現況整理 5
表の世帯数平成１７年度８，１２２は８，０９８ではない
か。

最終的な確報値では8,122世帯となっております。
http://www.town.toin.lg.jp/cmsfiles/contents/000000
5/5394/02.pdf

22 現況整理 5
人口等の数値は「東員町人口ビジョン」を基本デー
ターとして計上すべきだと思います。

東員町人口ビジョンは、国勢調査結果をもとに将来を
予測した値であり、現状及び過去の数値は国勢調査
もしくは住民基本台帳となります。

23 現況整理 6
「１－９に示す。」とあるが、図面に番号を付すべき。 貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。図表

のタイトルには番号を記載いたしました。

24 現況整理 8
農地、宅地等の増減理由を説明した方が良い。 一筆一筆の転用理由については記録を取っておりま

せん。

25 現況整理 12
農業振興地域と農用地区域が同一色となっている
が、確認の必要はないか。

農用地区域は農業振興地域の一部ですので、このよ
うな表記となります。

26 現況整理 22
農業就業人口等の表に前回資料と間違いがある。 表の数値に誤りがありましたので、修正いたしました。

ご指摘ありがとうございました。

27 現況整理 23
事業者（会社）の記載等は不要であることや、事業が
「志半ば」であることから本ページは削除すべき。

事業は継続しておりますので、このまま記載しており
ます。



№ 項目 掲載ページ 類型化 意見内容（概要） 町の回答

28 現況整理

「中部圏広域地方計画」の意義に掲げている「昨今の
急激人口減少・高齢化や南海トラフ地震などの巨大
災害の切迫、インフラ老朽化問題など…」の策定の準
じた内容であるが、全体的に説明内容の欠如や数値
比較検討の欠如等がある。即ち、グラフや表・図を優
先しすぎて内容説明の欠如が強い。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。現況
の整理については、読みやすさに配慮して、情報を数
値や図表で視覚的にコンパクトにまとめるようにして
おりますので、文章をできるだけ少なくしておりますの
で、編集意図をご理解いただきたく存じます。

29
上位・関連
計画

45

北勢圏域マスタープラン（三重県）からの一部抜粋記
載のため、東員町に関連するプランが全くないことか
ら、計画書１ページ～２３ページの中から必要な項目
を抜粋して記載をすれば充実すると思う…マスタープ
ランとして意図が無い。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。上位
計画、関連計画の内容については、都市計画マス
タープランを策定するにあたって押さえるべき要点を
コンパクトにまとめるようにしております。

30
上位・関連
計画

47
地域拠点として位置付けをしているが、種々の規制が
あり頓挫してきた経緯もあり、コンパクトシティーとし推
奨する事に疑問を抱かずにはいられません。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。都市
計画マスタープランでも地域拠点として位置づけるこ
とで、町としても今後まちづくりに取り組む所存です。

31
上位・関連
計画

48

「計画書２０ページ（２）主要用途の配置方針」の　「ア
住宅地、イ　商業・業務地」も、広域拠点の観点から記
載が必要ではないか。

北勢圏域マスタープランでは、広域拠点は桑名市の
桑名駅・西桑名駅周辺、新西方地区周辺、星川地区
周辺と位置付けられているため、本町内は広域拠点
外となります。

32
上位・関連
計画

51
短絡的な「道路事業計画」の策定…その手法（手順）
を説明が必要でないか。

事業手法については、事業主体である三重県で今後
検討することになります。

33
上位・関連
計画

52～57

文章を簡素化し過ぎであることから、できるだけ原文
に近い説明にした方がよい。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。上位
計画、関連計画の内容については、都市計画マス
タープランを策定するにあたって押さえるべき要点を
コンパクトにまとめるようにしております。原文につい
ては、元資料をご参照いただくようお願い申し上げま
す。

34
住民意識
調査

70～72 将来のまちづくり方針について

重点として「住民は農業振興よりも都市的な発展や生
活利便性の向上をより志向する」とあるように、その
対策を列記すべきだと思う。三和地区は、東海環状線
東員ＩＣやイオンモール東員が存在する東員町のハブ
として推奨す地域拠点である。

IC周辺は、市街化を抑制すべき市街化調整区域に指
定されています。町としては地域拠点を東員駅・東員
町役場周辺に定め、IC周辺の新たな土地利用はイオ
ンモール東員と四日市市境での流通業務地にとど
め、いまお住いの方の生活環境の安全性、利便性、
快適性の向上に向けて取り組みたいと考えておりま
す。マスタープランは方針を示すものであり、具体的
な施策については、今後、地域のみなさまと共に考
え、実行してまいります。

35

上位・関連
計画や現
況から見た
課題

73～84
上位・関連計画や現況から見た
課題について

この「上位・関連計画や現況から見た課題」は、「地域
における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の
方針を明らかにする市町村のマスタープラン」が意義
であることから、“必要がある”“課題である”は不適正
な回答ではないか。

「課題」とはマスタープランを作成するにあたって、取
り組むべき主題ですので、回答を示すものではありま
せん。これに対する回答としてのマスタープランの本
論が「都市づくりの理念と目標」以降となります。



№ 項目 掲載ページ 類型化 意見内容（概要） 町の回答

36
都市づくり
の理念と目
標

85～87
都市づくりの理念と目標につい
て

基本方針は第５次東員町総合計画の一部抜粋でもあ
るが、目標?の基本方針１と２は東員町の将来を二分
する計画であることから、是非とも現実に向けて推奨
して欲しい。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。今
後、実現に向けて取り組んでまいります。

37
都市づくり
の理念と目
標

85～87
目標①から➃を優先順位をつけて記載出来ないか。 いずれの目標も町として実現すべきであり、優先順位

は考えておりません。

38
都市づくり
の理念と目
標

88～93

「将来フレーム」は将来の計画を策定することから予
測が困難な事とは理解できるが、各フレームの表を３
分割ではなく各年度別に表示出来ないか。

基礎データの国勢調査や、将来フレームの元となる
東員町人口ビジョンや、国立社会保障・人口問題研究
所の日本の将来推計人口もすべて5年ごとのデータ
であるため、各年度別の表示は困難です。

39
都市づくり
の理念と目
標

94
都市軸の設定文章は、平成２０年版と同一の為に変
化が無い。

都市軸については、都市軸、親水軸については平成
２０年版からは変わっていないため、文章にも変わり
ありません。

40
都市づくり
の理念と目
標

96～97

土地利用としては、インターチェンジ周辺やコンパクト
シティーを念頭に置いた施策を優先とするならば、商
業系地域、流通系地域、複合地域の実現を図ること
が重要だ…優先順位から列記。

いずれの地域も町が事業を進めるのではなく、民間
主導で事業を進めますので、町としては並行して進め
るものであり、優先順位は定めておりません。

41
都市づくり
の理念と目
標

平成２０年版の５６ページにある交通計画も掲載すべ
きだと思う。

交通計画に代わるものとして道路・公共交通の方針を
記載しております。

42
都市づくり
の理念と目
標

99
「①計画的に開発された住宅地」の欄にある、ユニ
バーサルデザイン化とは具体的に示せ。

マスタープランは方針を示すものであり、具体的な施
策については、今後、地域のみなさまと共に考え、実
行してまいります。

43
都市づくり
の理念と目
標

99
「③新たな商業地」の「新たな商業地の拡大は行わ
ず」とあるが、９３ページの商業系地域の説明と反しな
いか。

ご指摘ありがとうございます。誤解を招く表現であった
ことから、「大規模な商業施設の立地を想定した商業
地の拡大は行わず」と修正しました。

44
都市づくり
の理念と目
標

99
「①既成工業地」及び「②新たな工業地」の「基盤の
整った工業地への移転」とあるが、その場所は。

積極的な移転を促さないため、記述を削除しました。

45
都市づくり
の理念と目
標

100

（３）及び（４）は、東員町が今後も単独自治体として維
持を行く最大の政策であるが、東員町の全域が「岩盤
規制」であることから慎重な取り組みが必要である。こ
のマスタープランには法規制等の記載が無いが不要
か。

（３）については、関係機関と協議しながら都市計画の
変更を検討いたします。（４）については現行規制の
範囲内の開発が認められております。

46
都市づくり
の理念と目
標

100
（４）交流拠点の欄に、「インターチェンジ近傍では基
盤整備を既に行っている」とあるが、どの地域を指し
ているのか。

イオンモール東員周辺を指します。
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47
都市づくり
の理念と目
標

102～103

東員町には、現在までに都市計画道路の変更（昭和
４５年８月）もなく、また、中心市街地が無いことから
も、東海環状線自動車道東員ＩＣを軸とした「広域アク
セス」を構築する事が重要である。東員町都市計画
（街路網図）の早急な見直しを求める。

都市計画マスタープラン策定に先立って、都市計画道
路北大社笹尾長深線の変更を行っており、街路網図
の修正も並行して行っております。

48
都市づくり
の理念と目
標

108

「②東員インターチェンジ周辺における計画的な…」
は、東員町をハブ地点と推奨するならば、真に、既存
の農地と都市的な土地利用の調整と保全が必須であ
る。議会及び地域から三和地区の取り組みについて
は議論がされているが、行政の見解を述べよ。

三和地区については、既に立地している工場、イオン
モール東員、四日市市境に位置づける流通業務地の
他は、既存集落の維持・活性化を図っていくことを想
定しており、集落内での都市的な土地利用と農地との
調整や保全が必要であると考えております。

49
地域別構
想

117 地域別構想について

高齢化は笹尾西（３４．６）と笹尾東（３１．８）が他地域
に比べても高く、今後も更に上昇の傾向にあり、東員
町の人口の約１/２を占めるこの北部地域の高齢化
は、単なる地域の問題ではなく東員町全域の課題で
あること認識すべきだ。１１４ページの人口フレームも
重要だが、「多様な世代が心身とも…快適なまちの形
成を目指す」の文言の施策を列記出来ないか。

マスタープランは方針を示すものであり、具体的な施
策については、今後、地域のみなさまと共に考え、実
行してまいります。

50
地域別構
想

118

地域が第１種低層住居専用地域かつ用地が狭いた
め、2世以後が同居できないことからも、第１種低層住
居専用地域以外の用途地域に変更出来ないか。

現状の住環境の維持のためにも第1種低層住居専用
地域を変更することは考えておりません。

51
地域別構
想

119

「道路・公共交通」及び「共生施設」に対する対策は高
齢者に取っては重要課題であるため、各ビジョンを
もって列記出来ないか。

北部地域は町内でも道路、公共交通、公共公益施設
が充実した地域であることから、他の地域とのバラン
スも考慮しつつ、、具体的な取り組みについては、今
後、地域のみなさまと検討いたします。

52
地域別構
想

123

「拠点性の不足」及び「スプロール化の抑制」の注釈
にあるように、土地利用が見られず、また、コンパクト
な市街地形成が必要等の事から、１２２ページの「④
新たな地域拠点」のコンパクトなまちづくりを進め、本
町の中心としての役割を果たすため、新たな地域拠
点つくりが最重要課題と認識すべきである。

貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。

53
地域別構
想

123

この中部地域は、人口が現在も増加傾向にあり歓迎
する事であるが、幹線道路の不備等もあることから、
北部地区には多くの空き家存在おり、その対策として
人口フレームの施策変更は出来ないか。

平成27年度に実施した空き家調査で、北部地域は対
策の必要な空き家の件数は少ないが、住民の年齢構
成から、今後、増加するものと考えられるため、空き
家対策について中長期的な検討をいたします。
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54
地域別構
想

133

今までの南部地域は128ページの評価のとうりであっ
たが、平成２５年１１月のイオンモール東員の開店及
び平成２８年８月の東海環状自動車道東員ICの開通
等大きな変化を遂げている。しかしながら、67ページ
の「住民意識調査」が示すように住民の志向は大きな
変換が現れている。これからの南部地区を持続可能
な地域するならば、②流通業務の文言にある様に、
複合的な機能の整備及び流通業務機能の導入を促
進することが必須である。

IC周辺は、市街化を抑制すべき市街化調整区域に指
定されています。町としては地域拠点を東員駅・東員
町役場周辺に定め、IC周辺の新たな土地利用はイオ
ンモール東員と四日市市境での流通業務地にとど
め、いまお住いの方の生活環境の安全性、利便性、
快適性の向上に向けて取り組みたいと考えておりま
す。マスタープランは方針を示すものであり、具体的
な施策については、今後、地域のみなさまと共に考
え、実行してまいります。

55 人口 4～5 現況データについて

平成27年時点の人口、世帯数及び年齢別人口構成
を昭和55年から5年毎に表示されているが、その起点
は町政発足以来の大変化ネオポリス団地の入居開
始直前の昭和50年とし、その年を100とする指数を補
うと変化の様や要因がより鮮明になる以降にある産
業別人口においても同様なことが言え、何れもデータ
の補充・補正を求める。

人口、世帯数については昭和35年、年齢別人口構成
については、昭和50年からの推移を示しました。

56 その他 21～26

加えて行政運営の根幹をなす財政(指標)の推移に関
する主要記述も不可欠と考える

財政指標については、都市計画のみならず教育、福
祉、住民サービス等にも関連する事項ですので、都市
計画マスタープランではなく総合計画で示す事項であ
ると考えますので、都市計画マスタープランでの記載
は見送ります。

57
上位・関連
計画

63 上位・関連計画について

「東員町人口ビジョン」はあくまで期待値や妄想的なも
のであってはならない上方修正は兎も角、下方修正
は取り返しがつかない事態になることが多く要注意だ
①平成28年2月に作成された「東員町人口ビジョン」に
基づくとあるが、その独自推計－１,２が何故か当マス
タープランから欠落している。尤も二つの独自推計は
何れも社会的増減に微調整を加えただけで何れも基
本設計の近似値である
②そもそも基本設計は県の意向に沿った試算に過ぎ
ず実現性、真実性、合理性が疑わしいなかでも合計
特殊出生率の想定が現実と大きく乖離している
③それらに比し、国立社会保障・人口問題研究所の
準拠推計には冷静な推計値が際立つ
④善意の目標値はあっても良いが、そこには確かな
整合性が求められる

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口は
趨勢に基づく予測に対して、人口ビジョンの推計は、
政策実施による目標値としての推計であり、性格が異
なるものです。

58
都市づくり
の理念と目
標

85～87
都市づくりの理念と目標につい
て

計画はバランスよく整っているが全体としてはメリハ
リ、力強さに欠ける。残念ながら本案には実現に向け
た計画案としての時間軸やプライオリティの発想がな
いのか何ら明示されていない

マスタープランは方針を示すものであり、具体的な施
策や実施スケジュール、優先順位については、今後、
検討いたします。
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59
都市づくり
の理念と目
標

85～87

本町が直面する高齢化、少子化、人口流出を改善す
る特効薬などないが、それらを突破する為の3つの留
意点を列記する
①全町にまたがり住民が利便性の向上を実感する計
画であること
②人口の社会的増加つまり転入者促進に繋がる計画
であること
③本町内だけの内向きな施策に止まらず、大都市の
ベッドタウンとしての魅力の再生、再構築に関わる中
長期的、全町的、中核的施策であること

貴重なご意見を賜りありがとうございます。いずれの
視点も重要であると考えております。本町は空き家率
が低く、開発余地が少ない状況である事から、闇雲に
開発を促進し、転入人口を増やすのではなく、東員
駅・東員町役場を地域拠点として、町民のみなさまの
生活利便性を高め、町全体の魅力を高めることが需
要であると考えております。

60
都市づくり
の理念と目
標

87

三重交通の名古屋への高速バスと桑名駅への
路線バスの抜本的見直し
１．ネオポリス・名古屋間の高速バスの東員駅、東員
IC経由への変更、および東員駅前のバスターミナル
設置
２．バスターミナルと各地を結ぶオレンジバスとオンデ
マンドタクシー的な自家用車の(相乗りを含め)積極的
な活用の為に新しい制度設計
３．桑名駅路線バスも北勢線の活用を前提に大胆な
効率化を図る
４．バスターミナル周辺のパーク・アンド・ライド用の駐
車場の拡充

貴重なご意見を賜りありがとうございます。いただい
たご意見は、いずれも本町の公共交通利便性を高め
るものと認識しております。本町では公共交通網形成
計画はまだ策定しておりませんが、今後の検討の際
にはぜひ、考え方の参考とさせていただきたく存じま
す。

61
地域別構
想

114～117 地域別構想について

団地内の人口減少、高齢化、少子化は間違いなく今
後少なくとも20～30年は進行する。成り行き任せのそ
の末路(シルバータウンへの一極化)は何としても避け
なければならない。その為には住環境の抜本的な向
上策と大都市への通勤・通学者の利便性の向上策と
相俟って、ベッドタウン化を再生・構築する道を探るべ
きであろう早晩、人工知能(AI)の進展、働き方改革な
どで通勤事情にも変化が予想されるが、それらを先取
りする施策が求められる

団地内の人口減少、高齢者、少子化が進行する中
で、住民のみなさまの生活利便性や住環境を向上す
ることは必要であると認識しております。一方で、世帯
数は増えていますので、転入者を大幅に増やせる状
況にはありません。生活利便性や住環境の向上を図
るとともに、技術進歩や働き方の変化、団地内の空き
家、空き地の発生といった今後の変化をにらみつつ
検討してまいります。



№ 項目 掲載ページ 類型化 意見内容（概要） 町の回答

62
地域別構
想

114～117

ネオポリス団地の住環境の抜本的な向上策
①電柱、送電線の地下埋設化と老朽化が進むガス
管、上下水道管等の更新
②温泉施設を希望世帯に普及させる、受益者負担を
原則とする
③公園、緑地、導入路、歩道、街路樹などの整備や美
化
④空き地や空き家の適切な管理と有効な利活用
⑤団地内の文科系、体育会系の各種サークル・趣
味・ボランティア活動等で住民が躍動する住み良さの
PR,促進
⑥極端な少子化に向け小学校の統合と先進的小中
一貫校への大胆な変革(教育改革)
⑦統合後の2小学校の利活用
⑧総合バスターミナル間の自家用車のオンデマンド
的な活用に関する特区制度の創設

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。今後
の参考とさせていただきます。


