
 

渋川市人口ビジョン骨子（案）及び渋川市まち･ひと･しごと創生総合 

戦略骨子（案）に関する市民意見公募（パブリックコメント）実施結果 

 

１ 意見等の募集期間：平成２７年１０月１日～平成２７年１０月３０日 

 
２ 意見等の受付件数：２人、２１件 

 
３ 提出された意見等のうち、骨子案に関するものを項目ごとに整理し、意見等

の概要として掲載します。 
（１） 渋川市人口ビジョン骨子（案）について 

No. 項目 
提出いただいた意見等の

概要 
市の考え方 

１ 

将来の人口

展望 

将来の人口目標を掲げる

に当たっては、平均を下回

る出生率と慢性的な転出

超過を改善する事が大前

提になっている事を周知

徹底すべきである。 

「将来人口」で自然増・社会増

の必要性、「将来人口推計の内

容」で具体的な数値を掲載して

います。人口ビジョンを策定す

るにあたり、より分かりやすい

内容となるように努め、周知徹

底を図ります。 

２ 

将来の人口

展望 

転出超過から転入超過へ

の移行は、他の自治体との

人口の奪い合いになるた

め、移民や難民を受け入れ

るなどの政策転換でもな

ければ、理想的ではある

が、実現が困難である事を

十分理解すべきである。 

人口減少を克服し、活力ある地

域を維持していくために、国立

社会保障・人口問題研究所及び

日本創成会議の推計値よりも高

い数値を目指すべき人口として

います。基本目標及び施策の基

本的方向に基づく施策を連携さ

せ、効果的・効率的に転入超過

へ移行できるよう努めます。 

３ 

将来の人口

展望 

10 代から 20 代前半（高

校や大学等への進学時期）

の人口の落ち込みに対処

する政策が必要である。 

市総合戦略の基本目標３「結

婚・妊娠・出産・子育ての環境

づくり」の「教育環境の充実」

の中で高等教育機関の設置など

を推進します。 

４ 

将来の人口

展望 

人口の転出超過と市外の

住民が渋川市を定住地と

して選んでいない現実を

直視して改善に取り組む

べきである。 

市総合戦略の基本目標２「「ひ

と」の流れづくり」の「東京圏

等からの移住・定住と市民の市

内定住・回帰の促進」の中で移

住・定住やＵターンなどにつな

がる施策を推進します。 
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（２） 渋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略骨子（案）について 

No. 項目 
提出いただいた意見等の 
概要 

市の考え方 

１ 

基本目標１ 

「しごと」 

づくり 

従業者数が全国平均より

も高いからと言って就業

人口が市全体の 1 割に満

たない農業に対する政策

が中心になっている事は

不適切である。 

基本目標１「「しごと」づくり」

では、「魅力ある農業の振興と

担い手の育成」､「地域ブランド

の確立と関連産業の振興」､「地

域を担う中小企業の支援」の３

つを施策の基本的方向としてお

り、農業だけではなく、中小企

業や地場産業の振興についても

推進します。 

２ 

基本目標１ 

「しごと」 

づくり 

「選別農薬農法」は特定の

農薬を使わないように啓

蒙・啓発する活動に過ぎ

ず、地方創生の戦略とはな

らないのではないか。市内

で生産することを除いて

差別化が困難な事業は、一

般的にブランドにはなら

ないのではないか。 

基本目標１「「しごと」づくり」

の「地域ブランドの確立と関連

産業の振興」の中で「選別農薬

農法」の認証農作物を使用した

新商品の開発などを行うことに

より、渋川産農産物のブランド

確立を推進します。 

３ 

基本目標１ 

「しごと」 

づくり 

市の特徴的な産業である

温泉観光も含めた商工業

をいかに発展させていけ

るか、企業誘致を進め、資

金繰りや設備投資を支援

して、創業や新事業開発を

促していけるかなどを真

剣に議論して市に適合し

た現実的な戦略を立てる

べきである。 

市人口ビジョン及び市総合戦略

の策定にあたっては、庁内の「渋

川市まち･ひと･しごと創生推進

委員会」や専門的な見地からの

意見などを反映するために住民

代表、産業界、教育機関、金融

機関、労働団体、公募委員など

で構成される「渋川市まち･ひ

と･しごと創生検討会議」などに

おいて、検討を進めています。

渋川市に合った総合戦略を策定

するため、引き続き「渋川市ま

ち・ひと・しごと創生検討会議」

などで検討を進めます。 

 
 
 
 
 



 

No. 項目 
提出いただいた意見等の 
概要 

市の考え方 

４ 

基本目標２ 

「ひと」の流

れづくり 

「ひと」についての戦略

が、教育、文化、芸術など

に関わる人材育成ではな

く、伊香保温泉を核とした

観光振興を柱とする人の

交流に重点が置かれてい

ることが残念である。人の

交流を高めることで仕事、

子育て・教育、生活など定

住環境が整うような発想

がうかがえるが、基本目標

１の仕事を増やし所得を

高める活動、基本目標４の

まちの生活環境を整える

活動と並行して教育・文化

を高め人材を育成してい

く努力が必要であり、基本

目標３と共に踏み込んで

考えるべきである。 

基本目標２については、交流人

口の拡大、企業誘致、移住・定

住の促進などによる「ひと」の

流れをつくることを目的とし、

人材育成については主に基本目

標３「結婚・妊娠・出産・子育

ての環境づくり」の「教育環境

の充実」で整理しました。まち・

ひと・しごとの創生については、

基本目標や施策の基本的方向に

基づく施策を連携させること

で、効果的・効率的に取り組み

ます。 

５ 

基本目標３ 

結婚・妊娠・

出産・子育て

の環境づく

り 

子育て世代が必要とする

「仕事と家庭の両立のし

やすさ」を追求するために

認定こども園の設置や学

童保育の充実が必要であ

る。 

市総合戦略の基本目標３「結

婚・妊娠・出産・子育ての環境

づくり」の「結婚・妊娠・出産・

子育ての切れ目のない支援の充

実」の中で放課後、休日、夜間

及び病後などの保育や子育て支

援の充実について、検討します。 

６ 

基本目標３ 

結婚・妊娠・

出産・子育て

の環境づく

り 

10 代から 20 代前半にか

けては慢性的な転出超過

となっており、高校の魅力

を高めると共に、大学、短

大、専門学校等の高校卒業

後の進学環境を整える事

が市の最重要課題の一つ

であり、その課題を解決す

ることで、企業誘致、雇用

の創出、所得向上にもつな

がるはずである。 

市総合戦略の基本目標３「結

婚・妊娠・出産・子育ての環境

づくり」の「教育環境の充実」

の中で高等教育機関の設置など

を推進します。 

 
 



 

No. 項目 
提出いただいた意見等の 
概要 

市の考え方 

７ 

基本目標４ 

「まち」づく

り 

渋川駅周辺への都市機能

の集約よりも、旧市町村の

小中学校周辺などを拠点

とする拠点分散型のまち

づくりが現実的ではない

か。 

渋川市公共施設等総合管理計画

に基づく、公共施設等の配置の

最適化と併せて、市総合戦略の

基本目標４「「まち」づくり」

の「地域拠点の活性化とネット

ワークづくり」の中で検討しま

す。 

８ 

基本目標４ 

「まち」づく

り 

空家・空き店舗の活用だけ

ではなく、施設を集約した

交流拠点づくりなどにも

取り組んでいくべきであ

る。 

市総合戦略の基本目標４「「ま

ち」づくり」の「効率的な行財

政運営の推進」の中で渋川市公

共施設等総合管理計画に基づ

き、中長期的な視点をもって公

共施設等の更新、統廃合等を推

進します。 

９ 

基本目標４ 

「まち」づく

り 

転入者超過の利根沼田・吾

妻地域、転出超過の前橋

市、吉岡町、高崎市との関

係を見直し、一体的な定住

自立圏域の形成を検討す

べきである。 

市総合戦略の基本目標４「「ま

ち」づくり」の「効率的な行財

政運営の推進」の中で隣接する

自治体と地域振興の共通課題の

解決に連携して取り組んでいく

中で、併せて検討します。 

１０ 

・基本目標１ 

「しごと」 

づくり 

・基本目標２ 

「ひと」の流

れづくり 

・基本目標３ 

結婚 ･妊娠 ･

出産･子育て

の環境づく

り 

・基本目標４ 

「まち」づく

り 

数値目標と KPI は全項目

「など」と曖昧に表記され

ていることもあり、正確に

測定して適切に評価して

いく意思があるのか疑わ

しく思われる。数値目標に

具体的な数値がなく、KPI 

も各施策に対する象徴

性・代表性が疑われ、PDCA 

サイクルを回すために慎

重に考えて設定したとは

思えない。 

数値目標、KPI については、総合

戦略骨子（案）では項目を例示

的に整理しており、数値の設定

をしていません。今後、庁内や

外部の委員会で検討し、具体的

な数値などを設定します。 

 

４ 問い合わせ先：企画部企画課 ＴＥＬ：０２７９－２２－２４０１ 

                ＦＡＸ：０２７９－２４－６５４１ 

                E-mail：hp-kikaku＠city.shibukawa.lg.jp 


