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「小山地区定住自立圏共生ビジョン(素案)」に対するパブリックコメント

の実施結果について 
 

「小山地区定住自立圏共生ビジョン(素案)」に対する圏域内（小山市・下野市・野木

町・結城市）でのパブリックコメントの結果、以下の貴重なご意見をいただきました。

お寄せいただいたご意見要旨とそれに対する市の考え方を下記のとおり取りまとめ

ましたので、公表いたします。 

 

記 

 

１．意見募集の概要 

（１）閲覧方法 

１）小山市・下野市・野木町・結城市 各ホームページ 

２）文書閲覧 

・小山市 総合政策課、市内各出張所 

・下野市 総合政策課 

・野木町 政策課 

・結城市 企画政策課、市内各出張所、ゆうき図書館 

 

（２）意見提出期間 

・平成２８年９月６日（火）から平成２８年９月２０日（火）まで 

 

（３）意見提出方法 

・小山市総合政策課へ郵便、ファックス、電子メール、直接書面による提出 

 

２．意見募集の結果 

・意見提出数 ４名１５件 
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３．ご意見要旨とそれに対する市の考え方 

 項目 意見の内容 意見に対する考え方 

１ (総論) 

 

広大な視野に着眼を置

いて、将来像が示された

事は何より喜ばしいと思

います。 

下野市、野木町は小山

市と南北に隣接、そして

結城市は県を超えての隣

接市ですが、各市町の枝

葉末節の違いを超えて

「生活圏」として同じテ

ーブルに着いた事は将来

に期待が持て、何より子

供たちに夢が広がりま

す。 

１．広域事務組合を組織

し議会を置く、その上で

事業、予算化を公明なモ

ノにして頂きたい。 

 

 

広域事務組合（一部事務組合

又は広域連合）を組織するに

は、地方自治法により都道府県

知事の許可が必要です。一方、

定住自立圏は中心市と周辺市

町村が、自らの意思で１対１の

協定を締結することを積み重

ねる結果として形成される圏

域であり、その協定内容によ

り、市町村ごとに取組事業が異

なる場合もある、より柔軟な広

域連携の仕組みです。 

定住自立圏で推進する具体

的取組の事業概要・事業費等は

共生ビジョンの中で明らかに

いたします。なお、具体的取組

の内容は、毎年度必要に応じて

見直しを行い公表してまいり

ます。 

 

２ (総論) 

 

２．30万人の人口を目指

す上で県民でなく圏民メ

リットを強く打ち出して

頂きたい。今、３市１町

で年1億3千万円の交付税

予算がついていると聞き

ます。今後、関連事業の

補助金をもっと獲得でき

るチャンスがあると思い

ますので、広報と宣伝に

力を入れて頂きたい。 

 

共生ビジョンに基づき実施

する具体的取組は、その事業費

が、計画期間中特別交付税措置

の対象となる他、国の各府省の

支援策の採択等において、一定

程度の配慮が得られます。これ

らの国の支援策を最大限に活

用するとともに、圏域内外に広

く情報発信しながら、連携事業

を推進してまいります。 

 

 

３ (総論) 

 

 

３．圏民域としてまず

NPOの窓口を一本化し、

指導、監督その他を貴市

が請け負う。かつ事業法

人をもっと増やし、住民

主体で既存の自治体制か

ら公共サービスの漏れを

補う事。規制事実を積み

上げ、住民へ「安心」を

NPO(特定非営利活動)法人の

所管庁(認証権及び監督権を持

つ行政機関)は、特定非営利活

動促進法により定められてお

り、定住自立圏の中心市が圏域

内市町の所管庁になることは

できません。 

今後、共生ビジョンに掲げる

具体的取組(連携事業)を圏域内
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担保し「丌安」を解消し

てから必ず将来は中核

市、政令市を目指して頂

きたい  

 

住民の皆様と協働で積極的か

つ着実に推進することで、全て

の市町民が幸せを実感し、「住

みたい・住み続けたい」と思え

る、活力・魅力溢れる定住自立

圏の形成を目指してまいりま

す。 

 

４ (4ページ) 

3)人口・世帯数 

 

・定住の趣旨を踏まえ､

夜間居住人口数の記述を

加えては。 

 

 

 

 

ご指摘の箇所は、国勢調査に

よる人口を記述しており、夜間

人口にあたります。 

一方、昼間人口を夜間人口で

除した昼夜間人口比率は、定住

自立圏の中心市の要件の一つ

にもなっており、圏域内の昼夜

間人口比率の把握は、定住促進

等に有効であると考えますの

で、ご意見を参考に、資料編

(P78～)に圏域の人口に関する

データを追加し、各市町の昼夜

間人口比率を記述いたします。 

 

５ (5ページ) 

位置図右下の人口･

面積の表 

・人口部分に夜間居住人

口欄を設けては。こうす

ることにより、夜間の生

活機能強化や圏域内マネ

ジメントで提供すべきも

のが、より鮮明化するの

では。 

 

６ (6～13ページ) 

構成市町の概況と

基本方向 

(各行政の単位毎) 

・転出起因の１つとも成

りえることから、圏域外

への通勤・通学率が必要

では。 

・年齢別の人口分布が明

らかでないので、圏域内

マネジメントで提供すべ

きための、政策や施策と

の整合性の検証が出来な

いのでは。また、この数

値が丌明であると生活機

能強化の目標が定め難い

のでは。 

 

ご意見を参考に、資料編(P78

～)に圏域の人口に関するデー

タを追加し、圏域内及び圏域外

への流入・流出(通勤・通学)状

況及び年齢別人口を記述いた

します。 

 

７ (20ページ) 

Ａ産業振興(6行目) 

 

・野木煉瓦窯⇒野木町煉

瓦窯（各頁との同一表記

に） 

ご意見のとおり訂正いたし

ます。ご指摘頂きありがとうご

ざいました。 
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８ (24～25ページ) 

ビジョンの基本体

系 

・１生活機能の強化の、

Ｅその他「環境共生・災

害対策」部分に、中項目

として必要な‘外国人居

住者対応’が欠けている。

(事業名もない。) 

具体的取組の内容は、共生ビ

ジョン策定後、定期的に進捗状

況の把握･評価･検証を行い、毎

年度必要に応じて見直しを行

います。 

 ご意見は見直し実施時に参

考にさせて頂きます。 

 

９ (27ページ) 

事業概要 

(1段目) 

 

 

・小山地区雇用協会の構

成員に、下野市商工会と

野木町商工会はなってい

ない様子だが、この組み

入れ連携対応は。 

 

 

 

 

 小山地区雇用協会の会員は、

小山公共職業安定所管内の事

業所・市町及び商工団体で、商

工団体として小山商工会議所

の他、６つの商工会(間々田商

工会･小山市美田商工会･桑絹

商工会･石橋商工会･下野市商

工会･野木町商工会)が登録さ

れています。 

 ご意見を参考に、「小山商工

会議所で」を「管内各商工会議

所・商工会で」に訂正いたしま

す。 

 

10 (27ページ) 

事業概要 

(2段目) 

 

 

・各商工会議所ではなく、

小山市と結城市は「商工

会議所」と、下野市と野

木町は「商工会」に。 

（法人表記を正確に。） 

 

ご意見を参考に、「各商工会

議所と」を「各商工会議所・商

工会と」に訂正いたします。 

 

11 (46ページ) 

役割分担 

 

・小山市は「市教委」部

分は「市教育委員会」に。 

・連携市町は「同上」で

はなく「各市町の教育委

員会」に。 

 

ご意見のとおり訂正いたし

ます。ご指摘頂きありがとうご

ざいました。 

 

12 (60ページ) 

ICTインフラ整備 

(63ページ) 

事業概要 

 

 

・小山市のケーブルテレ

ビの他に「とちぎテレビ」

との連携も必要なので

は。 

具体的取組の内容は、共生ビ

ジョン策定後、定期的に進捗状

況の把握･評価･検証を行い、毎

年度必要に応じて見直しを行

います。 

 ご意見は、見直し実施時に参

考にさせて頂きます。 
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13 (26･34･35･42･44･

48･56･72･76ペー

ジ) 

事業費0円計上に

ついて 

 

 

 

・政策分野別具体的な取

組の中で、5年間の事業費

が9事業で0円計上になっ

ています。ビジョン策定

段階でありますが、必要

な事業費は、計上すべき

だと思います。 

（理由） 

 行政サイドの認識で、

情報交換、人事交流、連

携等では、あまり経費が

掛からず、計上するほど

の金額にならないという

認識かもしれませんが、

一般市民サイドの認識で

は、個別の政策を推進す

る際、人件費も掛かりま

すし、通信費や交通費な

どの諸雑費も当然生じる

のではないかという素朴

な疑問が生じておりま

す。 

3市1町での定住自立圏を

共生しようとするのであ

れば、情報交換、人事交

流、連携等は、重要な部

分であり、それなりの事

業費も生じるものと推測

されます。 

 特に26ページの0円計

上の記載は、政策分野別

具体的な取組の冒頭であ

り、小山地区定住自立圏

を確立しようという機運

や意気込みさえ消沈させ

るものであります。 

 事業費もないのに、ど

のように政策に取り組も

うとしているのか甚だ疑

問です。 

ビジョン策定段階です

が、必要な事業費を計上

して、本ビジョンで描い

た政策をスムーズに推進

具体的な取組に関する事業

費は、現時点における関係市町

の見込み額(合計)を記載してお

り、詳細は毎年度の予算により

定めてまいります。 

現時点で事業費の発生見込

が０円の場合、事業費が「０」

又は「未定」としておりますが、

今後、事業の推進に伴い事業費

が発生することは十分に考え

られますので、ご意見を参考

に、現在、計画期間内通して0

予算事業となっております事

業につきましては、平成29年度

以降の記述を「平成29年度以降

の事業費は、事業の進捗及び協

議により決定する。」と訂正い

たします。 
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し、定住自立圏共生が、

近い将来実現すること

を、関係自治体の1市民と

して期待しております。 

 

14 (26ページ～) 

3-6政策分野別具

体的取組 

(追加事業の提案) 

 

移住促進の取り組みと

して最初に思いつくのは

「補助金」(二世帯住宅や

住宅新築・リフォームの

際にかかる金額の補助、

条件としては○年以内の

居住、町内への参加等)で

はあるが、これは「お金

を出したのだから」とい

う気持ちで要求が増えが

ちになってしまう可能性

もある。有効な手段の１

つではあるが、金銭的な

もの以外にも何か取り組

めることは無いだろう

か。 

 

具体的取組の内容は、共生ビ

ジョン策定後、定期的に進捗状

況の把握･評価･検証を行い、毎

年度必要に応じて見直しを行

います。 

 ご意見は、見直し実施時に参

考にさせて頂きます。 

 

 

 

15 (26ページ～) 

3-6政策分野別具

体的取組 

(追加事業の提案) 

 

小山市・下野市・結城

市・野木町と自治会の情

報交換会・懇談会等を是

非お願いしたい。 

 

共生ビジョンでは、圏域内住

民の皆様一人ひとりの個性や

能力、豊かな経験や知識を活か

した住民参加・協働による圏域

づくりに取り組むと謳ってお

り、ご意見を参考に、具体的取

組の見直し実施時に合わせて

情報交換会等の開催を検討し

てまいります。 

 

 


