
パブリックコメントに対する加茂市の考え方（基本計画）

No. 章 項目 意見等の概要 加茂市の考え方

1

全体 その他 基金残高が7千万円から2億4千万に増えている。ご苦労様でし

た。

ご意見ありがとうございます。今後も健全な財政運営に努めて

まいります。

2

全体 その他 総合計画を見てやっと未来が明るく見えてきた様な思い

です。頑張ってください。生まれ育った町です。協力し

ます。

ご意見ありがとうございます。「笑顔あふれるまち」を実現で

きるよう取り組んでまいります。

3

１．計画の概

要について

基本計画における人口フ

レーム

R7年度の総人口、人口減少率がわかりにくいため、数値目標が

適切かわかりにくい。

ご指摘を踏まえ、令和７年度（2025年度）の推計人口について

も記載いたします。 *

4

個別の施策全

体について

「市民ができること」 「市民ができること」を「市民にお願いすること」に言い換

え、義務的なニュアンスを薄くして欲しい。市民全てがそのよ

うに行動できる余暇があるわけではないので、できない人が非

難を浴びたり、参加を強要されたりする可能性がある。それで

はみんなが笑顔になれないと思う。

まちづくりの主役・中心は市民であり、市民の意識・行動がま

ちづくりにおいてはとても重要だと考えております。

「市民ができること」は、施策ごとに市民と行政の役割分担を

明確にするために記載したもので、決して行動を強いるもので

はありません。内容としても、少しの心がけや行動でできる範

囲で記載しており、過度な負担になるものではないと考えてい

ますので、計画は案のとおりとさせていただきます。

5

個別の施策全

体について

指標について 指標について、現状が０で、R7年度も０のものがある。維持す

ることも重要だが、新たに別の取組を設定する必要があるのか

再度検討して欲しい。

指標は、施策ごとに成果の見える化と効果を検証できるよう設

定しています。年度ごとに指標の進捗を把握し、事業の見直し

を行っていきます。検証を通して今後新たに別の取組の必要が

あれば、対応してまいります。

別紙 ２
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6

個別の施策全

体について

SDGsについて SDGsの目標番号は記載されているが、ターゲット番号がない。

具体的な取組や、どのように取り組んでいるのか分かりにく

い。

総合計画では、計画を推進することでSDGsのどの目標に貢献し

ているのか、目標と施策の関連性を示しています。SDGsの目標

やターゲットと市の取組の方向性は共通する部分が多くありま

すが、市の取組と169のターゲットを紐づけるのは難しいと考え

ます。計画については、素案のとおりとさせていただきます。

7

個別の施策全

体について

SDGsについて 「障がい者・障がい児福祉」、「高齢者福祉」について、

SDGs、10.2、10.4を追加した方が良い。

SDGsの記載については、目標までとさせていただきます。

8

個別の施策全

体について

SDGsについて 「農林水産業の振興」について、SDGs、12.4、12.7をターゲッ

トに追加した方が良い。

SDGsの記載については、目標までとさせていただきます。

9

基本目標１ 施策「子育て支援」 夫婦ともに働ける環境づくりを。給料上げでなく、いか

に安定させるかが大事だと思う。

施策「商工業の振興」の中で、就業環境の整備について記載し

て取り組むとともに、子育て世帯の共働きについては、保育

サービスの充実と連携して、働きやすい環境づくりに努めま

す。

10

基本目標１ 施策「子育て支援」 雨でも外で遊べる、暑い日でも外で遊べる公園や施設が

欲しい。

子どもの遊び場については、今後の検討にあたり、いただいた

ご意見を参考とさせていただきます。

11

基本目標１ 施策「子育て支援」 閉園になった高柳保育園を子育て世代の交流や気軽に相

談できる場として再度利用できるようにして欲しい。園

庭は開放してあるが、トイレがないと不便。

高柳保育園は現在、休園中です。他の園の園児が園外保育など

で活用しています。今後の利活用については、いただいたご意

見を参考に検討させていただきます。
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12

基本目標１ 施策「子育て支援」 ココラッテ（幸町）内の空き店舗を産前・産後サポー

ト、産後ケア事業を中心にできたらいいと思う。１階は

カフェ、２階は産後ケアをできるようなスペースにした

い。運転が難しい人には、タクシー会社と連携して送迎

も行う。

産前・産後サポート、産後ケア事業については、現在母子セン

ターで実施しているところです。ご提案については、今後の検

討とさせていただきます。

13

基本目標1 施策「結婚・妊娠・出

産」

支援・取組数でなく、実際の成婚数で目標を設定しないと取組

に効果があったか検証できないと思う。展開方針をもう少し細

かく設定した方が良い。

結婚は個人的な問題で、とても繊細な部分でもあるため、調査

を行いにくいといった事情があります。成婚数といった実績は

重要ですが、まず結婚を希望する人を支援することが重要だと

考え、取組・支援を増やすことを目標にしています。検証につ

いては、支援の利用状況等により行って見直しを図るなど、結

婚を希望する人により良い支援ができるよう取り組んでまいり

ます。

14

基本目標１ 施策「学校教育」 教育費を支援する場合は、卒業後に必ず当地に就職させ

てはどうか。

教育費の支援については、奨学金の貸与を実施しています。就

職については、継続して取組を行って行きます。

15

基本目標1 施策「学校教育」など 「コシヒカリなどの地元食材を活用し、給食における地産地消

を推進します」とあるが、もっと加茂市内の農家、食品加工業

者で経済が循環できる仕組みづくりが必要だと思う。米の取引

価格の下落が予想され、市内の稲作農家の収入が減少し、市の

財政の圧迫につながる。三条市のように給食用のお米を直接農

家から買い上げ、精米するような取組をしてはどうか。

給食においてお米などの地元食材の活用は、今後も取り組んで

いきたいと考えます。地域内での経済循環については、今後、

検討しながら取り組んでまいります。米価の低迷と支援の必要

性については、施策「農林水産業の振興」の中で、課題として

記載しております。また、三条市の給食では、お米などは直接

買い上げておらず、JAを通して材料を調達しているとのことで

す。加茂市の給食では、お米は加茂市米穀小売商組合を通し

て、また、一部の野菜についてはJAを通して調達しています。

今後も学校給食での地元食材の利用を推進してまいります。
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16

基本目標２ 施策「健康・医療」 現状では、高齢者にとってあまり好ましくない方向であ

るが、もう少しゆとりがある制度にして欲しい。老後施

設に簡単に入れるようにして欲しい。

高齢者の方が、住み慣れた地域で、支えあい安心して暮らせる

まちになるよう取り組んでまいります。

17

基本目標２ 施策「健康・医療」 健康ポイント事業は、大変良い事業だと思うが、市民が毎日飽

きずに楽しめるように、大きな案内板を出したり、1kmごとに

ベンチをおく、2kmごとにトイレをおくなど、県下一のハイキ

ングできるコース作りが必要だと思う。

健康づくりにおいては、「運動意欲と継続性を高める」ことが

重要であると考え、計画にもその旨記載しています。ご意見に

ついては、事業の実施にあたり参考とさせていただきます。

18

基本目標２ 施策「高齢者福祉」など 福祉事業所の所在が一極化している。また、高齢者の増加によ

り、福祉・介護サービスの供給不足が懸念される。中心地以外

には、小規模多機能事業所を作り、在宅介護の閾値を上げ、必

要になったら特養を利用するという流れが必要だと考える。

介護保険サービス事業所については、民間参入を促していると

ころであり、市が事業所を開設・運営することは考えておりま

せん。小規模多機能事業所を含め、民間による新たな事業所開

設の意向があったときは、介護給付費への影響額を見極めなが

ら、開設の方向で進めたいと考えています。

19

基本目標３ 施策「住環境」 U字溝の掃除をすることによって住みよいまちになると思

う。

ご意見として賜ります。施策「住環境」において、快適で住み

よいまちづくりを推進する旨を記載し、取り組んでまいりま

す。

20

基本目標3 施策「住環境」他 新潟県で一番住みたいまちにするためには、

企業を多く、税金を安く

住宅を多く、移住支援センター

子育て県下一、安心して子どもを育てる

施策「住環境」において、快適で住みよいまちづくりを推進す

る旨記載しています。「企業を多く、税金を安く」について

は、厳しい財政状況の中、税率の引き下げは難しい状況です。

また、行政コストについては、税として一定程度負担いただく

ことも必要と考えます。新たな工場設置等には、固定資産税相

当額を奨励金として交付するなど支援を行っています。「住宅

を多く、移住支援センター」については、住みよいまちづくり

や移住者の増加のための参考とさせていただきます。また、施

策「子育て支援」において、安心して子どもを育てるられるま

ちを目指す旨記載しています。
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21

基本目標３ 施策「道路・公共交通」 住宅の近くに消雪パイプの井戸があるのに、消雪パイプ

が整備されていない。

消雪パイプと井戸が隣接すれば良いのですが、井戸の状況に応

じて、離れた位置の井戸から水を確保する場合があります。消

雪パイプについては、冬季間の道路交通を確保できるよう努め

てまいります。

22

基本目標3 施策「汚水処理の推進」 下水道の接続率を上げるための方針、取組について記載して欲

しい。他市では、補助金を交付していた例もあるようだ。

接続率を向上させるため、下水道の重要性について丁寧な説明

を続け理解を得ることが大切だと考えます。補助金は接続率向

上に効果的だと思いますが、財源が確保できないため実施が難

しい状況です。接続率と収納率向上には、個別訪問等で対応す

る考えですので、そのように修正いたします。

*

23

基本目標３ 施策「汚水処理の推進」 汚水処理の料金が非常に高い。 下水道料金は近隣の市町と比較して安い状況です。料金は、経

営状況等を勘案して適正に設定してまいります。

24

基本目標4 施策「市民協働・地域コ

ミュニティ」など

コミュニティセンターの風呂は不要ではないか。自宅の

風呂のように毎日決まった人しか利用していないという

話を聞く。

コミュニティセンターは、地域住民の連帯意識を高め、健康で

文化的なまとまりのあるコミュニティの形成を促進して、住民

福祉の向上に資する施設で、風呂はその効果を一層高めるもの

であると考え、今後も継続してまいります。また、避難所にも

指定されており、災害時には必要な機能であると考えます。

25

基本目標５ 施策「魅力あるまちづく

り」

小京都と言われるが、面影が全然ない。市民バスに小京

都らしいイラストや商店街のシャッターにイラストを学

生に書いてもらうのはどうか。加茂市には高校が3つ、大

学が1つあり、学生が想う場所がない。

小京都らしさの発掘、磨き上げ、発信を行うとともに、新たな

加茂市らしさも掘り起こしたいと考えております。イラストの

提案については、今後の検討とさせていただきます。
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26

基本目標５ 施策「魅力あるまちづく

り」

未来に雇用を生み出す取組や若年層に訴えかける魅力あ

るまちづくりをするため、「プロセスエコノミー」の考

え方と、近年巣ごもり需要を受けて人気が上昇している

「ボードゲーム」に着目してはどうか。ご当地ボード

ゲームの制作・販売により雇用の創出及び加茂のPRを

図ったり、商店街でボードゲーム大会を開催することに

より市内外からの集客を見込んだりすることができる。

さらに、ボードゲームによるコミュニケーションがまち

へと広がることで、魅力あるまちづくりができると思

う。

雇用や魅力あるまちづくりに関する意見として賜ります。提出

いただいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。

27

基本目標６ 施策「財政運営」 税金を上げるばかりでなく、いかに少ない額で運営して

いくか、無駄遣いをなくすことが大事である。

「効率化による財政状況の改善」については、施策「財政運

営」の中で記載し、財政の健全な運営に努めてまいります。

28

基本目標６ 施策「行政運営」 人・金が限られた中で安全・安心への施策を担保するために

は、テクノロジー等を活用したまちづくりが不可欠と考える。

例えば、デジタルガバメントサービスとして各種申請や、熊の

目撃などの危険情報、買い物や通院の際のカーシェアリングな

ど暮らしを向上させるサービスの提供などに活用できるので

は。

ご指摘の趣旨については、施策「行政運営」、施策の柱「DXの

推進」に記載し、デジタル化により業務効率とサービスの向上

に取り組んでまいります。具体的な内容については、今後の参

考にさせていただきます。

29

基本目標６ 施策「行政運営」 職場の窓際族をなくすこと。気楽に働ける場所づくりが

大事。人間関係をよくすること。まちであったら気楽に

接することが出来る場にして欲しい。

ご意見として賜ります。

* は、ご意見を踏まえ、計画を修正するものです。
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