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計画の概要

出された意見内容
基本構想の概要は理想的であり、個人個人の
意見を尊重しなければならないが、広く意見を
求めていると時間がかかり、まとめるには強力
な決断を要する。
目先の利益にまどわされる事なく、長期に渡る
安定した市政を持続するためにも、市民のひと
りひとりの自覚が大切である。

少子化防止はすべて、仕事があるかどうかで決
定すると思う。発想の転換を図り、高齢化を逆手
リーディングプラ
に取り、老人施設を充実させ、全国より裕福なお
ン
年寄りを集め、若者達の職場を作る。
駅の乗降客数が１万人以上になるよう努力す
少子高齢化につ
る。
いて
ゆりかごから墓場まで面倒をみる。若者の職場
を作る。施設は収入に応じて格差をつける。

市の対応・考え方
基本構想は市がめざすべき都市の将来
像及びそれを実現するための施策の大
綱を明らかにするものです。今後も基本
構想に定められている４つのまちづくり
の基本的な視点に立ったまちづくりを推
進していきます。

少子高齢化への対策は、雇用の創出、
子育て環境の整備、医療体制の充実な
ど、さまざまな分野の施策を実施するこ
とが必要です。今後もこうした施策を実
施することにより、少子高齢化への対策
を図っていきます。

・左グラフより～５０歳代の人々のみ健康的な生
活を送れていない？→原因は？
・右グラフより～これから見えるのは、心疾患、
脳血管疾患が増えている。→予防対策が必要
かと。

市としては、市民一人ひとりが健康で心
身ともに充実した暮らしを営むことができ
るよう取り組んでいるところです。いただ
いたご意見については、原因の究明と予
防策の検討を進めていきます。

高齢者が生き生きと暮らせるまちづくりは大切で
す。若々しい元気なお年寄りが暮らすまち。住み
施策１－２
やすく便利で衛生的なまち。緑の生産地として
高齢者福祉の充 空気と水のきれいなふるさとを全国にアピール
実
し、人口を増やしていきます。海辺から山まであ
る匝瑳市の素晴らしさを今こそ市民が大切に
し、発展させていく時だと思う。

高齢化社会が進む中、高齢者福祉の充
実はますます重要性を増しています。今
後も高齢者がいきいきと元気に、また、
安心して暮らせる環境づくりを推進して
いきます。

下部グラフ

下部数値目標

特別養護老人ホーム入所待機者数～これから
我々団塊の世代の人々が多くお世話になる予
定・・・不足に対し、どのように対処する？

少子というが、子育てしやすい環境（保育所施
施策１－４
設充実）づくりが欠かせない。ＪＲ近く、又、旧街
子育て・子育ち支 道－空き店舗を利用し、少人数保育所運営・・・
援
規制緩和で開きやすくなっている事も。（これに
行政からの支援は？）

下部グラフ

市立病院再建は・・・アンケートどおり
１．機能強化
２．救急・休日・夜間の充実
３．医療費負担の軽減
この３つをどのように実施→向上していくか？
（医師は人助け－誇りを持たせるには？）

1 ページ

高齢化社会の進行により、介護保険
サービスを必要とする人は増加していま
す。このため、需要の高まりに応じた介
護保険サービス基盤の強化に努め、特
別養護老人ホーム入所待機者数の減少
を図っていきます。

少子化対策として、子育て・子育ち支援
の充実は重要な対策の一つです。いた
だいたご意見については、今後の施策
展開の参考にさせていただきます。

国保匝瑳市民病院は地域の中核病院機
能を担っています。ご意見をいただきま
した３つの課題に対応するため、県が策
定した香取海匝保健医療圏地域医療再
生計画の速やかな実行を求め、医師の
増員を働きかけるとともに、旭中央病院
を核とした東総地域の医療連携を推進し
ていきます。
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出された意見内容

１－５－１施策名を「匝瑳市民病院の機
能強化と情報発信」に修正（併せて18
ページ施策体系内の表記も修正）し、施
策名以下の説明文を「医師および看護
師など医療従事者の確保や医療施設・
下線部を追加する。
１行目
設備の充実に努め、信頼度の高い医療
および十分なケアの提供を図るととも
修正 に、診療情報の発信に努めます。」に修
取組みとして、｢診療状況の発信｣、取組みの概
正します。
要として、「各科の診療実績、現在の診療への
また、取組みに「診療情報の発信」を追
１－５－１
取り組み体制、懸案事項等を、広報紙や病院
加し、取組みの概要を「各科の診療実績
匝瑳市民病院の
ホームページを利用して、具体的かつ積極的に
や現在の診療への取組体制、運営状況
機能強化
発信していくことに努める。」を追加する。
や課題などを広報紙やホームページを
表現はともかくとして、市民病院として、市民に
利用し、情報発信していくことに努めま
■取組内容
対して積極的に働きかけていく姿勢を示すこと
す。」とします。
が必要だと思います。
１－５－１
…努めるとともに、診療実績の報告、医療施設・
匝瑳市民病院の
設備の…
機能強化

39

１－５－２
身近な医療体制 「…、医師会や地区内他病院、在宅療養支援事
の充実
業所等との連携により…」に修正する。
取組みの概要を「匝瑳市民病院におい
現在、市民病院や在宅支援診療所(これは２４
て、訪問による診療や看護、リハビリ
■取組内容
時間在宅支援を行っている診療所のみです)だ
テーションなどの提供を行うとともに、医
修正
在宅医療体制の けではなく、他の様々な在宅療養のための事業
師会や市内の病院、在宅療養支援事業
充実
所があり、匝瑳市では、他の自治体では見られ
所等との連携により、在宅医療体制の充
ないほどの緊密な協力体制のもとで在宅診療を
実を図ります。」に修正します。
取組みの概要 行っています。
３行目

40

１－５－２
身近な医療体制
の充実
新規開業の内科ないし外科系の医療機関がで
きない限り、在宅支援診療所を増やす事は不可
■数値目標
能です。
在宅支援診療所
か所数

40

１－５－３
「市内の医療機関と連携しながら、救急患者に
広域医療圏にお
対しての受け入れ態勢を充実するとともに、対
取組みの概要を「市内の医療機関と連
ける連携強化
応不能な患者に対しての旭中央病院への受け
携しながら、救急患者の受け入れ態勢を
入れが円滑に行くように協議をするなど、２４時
充実するとともに、対応不能な患者に対
■取組内容
間安心して…」に修正する。
修正 しては旭中央病院への受け入れを円滑
救急医療体制の
救急医療体制を充実させるためには、旭中央病
に進められるよう協議するなど、24時間
強化
院の協力が不可欠です。医師会も、せめて平日
安心して受診できる地域医療体制の強
の１次救急は担わなくてはと思っていますが、残
化を図ります。」に修正します。
取組みの概要
念ながら現状では不可能です。
１行目

45

下部グラフ

農業の状況－ここで見えてくるのは
１．米農家（米づくり）～安定数値
２．規模拡大傾向あり～今後これをどう進める
か？
３．畑の利用方法？～今後（市民農園として
は？）

２－１－１
生産基盤の整備
と経営体制の強
化
14

市の対応・考え方

46

新規就農者・・・ふれあいパークが行っている指
■取組内容
導から持株制、出荷農家等、参画の道を拡大す
農業従事者の確 る。
保
取組みの概要
１行目

2 ページ

身近な医療体制の充実を図ることを目標
とすることから、原案のとおりとします。

農業を取り巻く環境は、従事者の高齢化
や後継者不足など厳しいものとなってい
る一方、地域の連帯感の醸成や農業体
験といった自然教育の場の提供など、公
益的機能への評価も高まっています。今
後もこうした状況や市民ニーズに対応し
た施策を推進していきます。

農業従事者の高齢化や後継者不足の対
策として、新規就農者の確保は重要な取
組みとなっています。いただいたご意見
については、今後の施策展開の参考に
させていただきます。
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出された意見内容

46

２－１－１
生産基盤の整備
と経営体制の強 ・ふれあいパークのにぎわいを、第２ふれあい
化
パークをＪＴ跡地に作っては？
・付加価値を上げるには、生産、流通、加工、販
■取組内容
売までこれからはやっていけないと？（農産物）
６次産業化に向
けた支援

ＪＴ跡地の利活用については、現在、使
用目的を限定せずにさまざまな面から検
討しているところです。
また、生産だけでなく食品加工や流通販
売にも取り組む農漁業の６次産業化は、
付加価値の創造や農山漁村の活性化に
つながることから、６次産業化に向けた
支援を行っていきます。

47

２－１－２
販路の拡大と消
地産地消・・・市外の生産者又は製造者の出店
費者ニーズへの
を規制し、（特に材料がその市町村以外のもの
対応
が含まれているもの）、又、出店料割合の引揚
げ等で市内枠を拡大する。
■取組内容
地産地消の推進

地産地消の推進は、地域経済の活性化
や地域への愛着につながるなどの効果
があります。いただいたご意見について
は、今後の施策展開の参考にさせてい
ただきます。

50～55

50

海岸の空き缶・ごみ拾いボランティア活動等に
力を入れ、地域住民も海を愛しているならば、お
客様がいつ来てもきれいな砂浜が見られるよう
に努力してほしいと思う。マスメディアを利用し、
四季折々の自然のある匝瑳市を全国に宣伝す
るのが良いと思います。人が集まれば収益も上
がります。商業の活性化にもつながります。

本市には九十九里海岸や魅力ある里山
などの自然があります。こうした地域の
魅力ある観光資源の整備を図り、市の
魅力を楽しむための各種情報をさまざま
な媒体を通してわかりやすく発信してい
きます。

ホームページでの検索で市内の展開は極めて
少ない。つまり、外部からは情報がほとんど取
施策２－２
れない。
商工業の活性化 企業、商業者、自営等含め、単独でなく、ホーム
ページが作れるアクセス方法等、研究、拡大の
方向への具体的指導。

商工業の活性化を図る上で、市内外問
わず多くの人に市内の商店街などに関
心を持ってもらうことは重要であり、その
ためにはホームページなどインターネット
を活用した情報発信が有効です。このた
め、いただいたご意見を参考にしなが
ら、商店街の特色ある取組みやイベント
などの情報発信活動への支援を行って
いきます。

観光の活性化

２－２－２
企業立地の促進
19

20

52

53

・ＪＲ北・南口（ＪＴ跡地含め）のにぎわいづくり
・銚子連絡道路の東進と市街地入口道路の整
■取組内容
備（南側から）ＪＲをまたぐ、第３ヶ所目の陸橋の
利便性の高い新
建設要望（将来的）
たな立地場所の
創出

施策２－３
観光の活性化

施策２－３
観光の活性化
21

市の対応・考え方

53
施策の大綱
２行目

企業立地の促進を図るためには、利便
性の高い立地場所が必要です。そのた
めには、幹線道路の開通やＪＲ八日市場
駅周辺の有効活用による利便性の向上
が重要です。いただいたご意見について
は、今後の施策展開の参考にさせてい
ただきます。

文化的遺産の掘起こしをもっと細かくしてみる。
特に山下りん他、明治以降昭和初期までも何か
出てくるはず。

地域の新たな魅力を見出し、観光資源
化することは、市への集客力を高め、観
光の活性化につながります。このため、
観光資源や特産品の開発、地域文化の
継承などにつながる取組みを推進してい
きます。

海・・・サーフィンを中心としたマリーンスポーツ
が集客へ結びつくか、九十九里のサーファーの
メッカの実態を調べ、この方面の施設等、費用
先行投資をしない事。

本市には多くのサーファーが訪れていま
す。こうしたサーファーの集客の実態や
費用対効果を十分に検証した上で九十
九里海岸全体を活用した観光資源の整
備を推進し、市内外からの観光客の集
客の増加を図っていきます。
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指摘箇所

出された意見内容

施策２－３
観光の活性化
・
２－３－２
体験・交流プログ
ラムの充実

８月４日～５日の祇園祭のさらなる発展
・観覧席づくり
・駐車場の確保
・まつり限定料理の創作（地産地消で）
・ 観客のまつりへの参加（気軽に）
（５３ページ下部グラフ「匝瑳市について、他の
■取組内容
市町村に自慢したいこと」で、「祭りや風習、伝統
祭りを活用した観 文化について」の割合が伸びてきている）
光振興の推進

市の対応・考え方

祇園祭は毎年多くの参加者が市内外か
ら集まり、本市の重要な観光資源となっ
ています。このため、いただいたご意見
を参考にしながら、今後もさらに他の市
町村に誇れる祭となるよう観光振興を推
進していきます。

54

・九十九里海岸活用
２－３－１
・野栄地区ならではの新鮮オリジナル料理の創
観光資源の整備 作
と掘り起こし
・成田空港と連携、外国人が帰国前日に来ても
らえるまちづくり（例）海の公園・レストランづくり）

九十九里海岸は本市の魅力ある観光資
源のひとつです。今後も九十九里海岸全
体を活用した観光資源の整備を推進し、
市内外からの観光客の集客の増加を
図っていきます。

65

３－２－３
公共交通機関の 高速バス路線増便・・・（利用者立場から利用客
充実
は減少していると感じる）以前と比べ、終点が市
役所で魅力ある路線ではないと、成田、富里周
■取組内容
辺の停留所の増加で時間がかかるようになって
広域公共交通の しまった。
充実
外来者誘致も含めたら終着は魅力がない。
（案）→例 さらに望洋荘、旭の湯、かんぽの宿
取組みの概要 旭へ浜通りでつなげる。
１行目

電車や高速バスなどの広域公共交通の
充実は、本市への交通の利便性を高
め、観光客の誘致につながります。この
ため、いただいたご意見を参考にしなが
ら、ＪＲ総武本線や高速バス路線の増便
や新設、運行ダイヤの改善などについ
て、引き続き民間事業者などに要請して
いきます。

生涯学習を通じての市民の健康増進、生きがい
施策４－２
の充実は大切な分野だと思います。生涯学習で
79～82 生涯学習・生涯ス 生き生きと学んでいる人達の元気な姿が大好き
ポーツの推進 です。高齢者と若者の交流の場でもある生涯学
習、いつまでも続けてほしいと願っています。

生涯学習や生涯スポーツを通じた交流
は、一人ひとりの生きがいづくりだけでな
く、地域コミュニティの育成にもつながり
ます。このため、市民の多様化するニー
ズに応じた生涯学習・生涯スポーツ機会
の充実を図っていきます。
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