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令和３年度第３回坂戸市総合計画審議会の開催結果について（報告） 

 

時下、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より本市行政に対しまして格別なる御理解御協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

さて、先日は、御多用のところ第３回坂戸市総合計画審議会に係る意見書を御提

出いただき、ありがとうございました。 

つきましては、意見書をとりまとめましたので、会議の開催結果として報告いた

します。 

 

 

記 

１ 審議事項 

（１）基本構想素案について 

  別紙のとおり 

 

（２）基本計画に係る施策について 

  別紙のとおり 

  

 

 

 

 

 

  担当 政策企画課 政策推進係 田村 

内線 １３１            



別 紙 

１ 審議事項 

（１） 基本構想素案について（原文まま記載） 

資料２ ３ページ（１）基本理念の変更点 

 

【御意見等】 

“参加と協働によるまちづくり”の記載内容について 

「市民に対して積極的に情報発信を行い～」との記述ですが、今後はまちづく

りの参加者について“関係人口”も考慮することになろうかと思うので、情報の

発信先としてあえて「市民」ということを明示せずに、「積極的に情報発信を行い

～」や「ひろく積極的に情報発信を行い～」としてはいかがでしょうか。次に文節

には「市民の参加と協働による～」というように、「市民」というまちづくりの主

体が明示してあるので、文頭の「市民」を削除しても問題ないように思います。 

 

【回答】 

御意見のとおり修正いたします。 

 

資料２ ４ページ（２）将来都市像の変更点 

【御意見等】 

将来像の「子育てしたいまち」について 

価値観やライフスタイルの多様性の尊重が叫ばれる昨今、単身者や LGBT を考

慮すると、「子育てしたい」を市の将来像にするのは反感を招く恐れがあると思い

ます。たとえば、「暮らしつづけたいまち」や「生きていきたいまち」、「活躍した

いまち」、「楽しみたいまち」などのほうが無難かもしれません。なお、「まちづく

りの基本方向」に「子育て」が入るのは何の問題もないと思います。 

 

【回答】 

 

 御意見を参考に検討してまいります。 

 

資料２ ４ページ（２）将来都市像の変更点 

【御意見等】 

（参考：これまでの案） 

① 最後→終末期 ③普通特色のない（変化ない）（つまらない）に通ずる様な気

がする。基本理念の個性を認め・・とはむろん年代によって感じ方はまちまち

ではあるが。②前後してしまうが、居続けたいと思っている人はどの程度いる

のか統計を取っているか。土地利用や空家対策、人口対策にもなると思うので。 

 

【回答】 

 令和元年度に実施した坂戸市民意識調査において、回答者の 34.9%が「ずっと

住んでいたい」と回答し、31.7%が「当分住んでいたい」と回答しています。 



資料２ ４ページ（２）将来都市像の変更点 

【御意見等】 

 審議会で最も議論が白熱した項目でしたが、議論の内容を正しく踏まえたうえ、

的確で市民の心にストンと落ちる「将来像」を表現していただけたと評価します。 

資料２ ４ページ（２）将来都市像の変更点 

【御意見等】 

 将来像 

 合言葉が、説明を読まないと意味が通じにくい。 

 

【回答】 

 

 御意見を参考に検討してまいります。 

資料２ ４ページ（２）将来都市像の変更点 

【御意見等】 

 「将来像」について。 

 内容に異存はないが、以下のイメージを持たれる懸念があると考える。 

 「今、坂戸にいる人」や「坂戸市に関係する（した）人」にこのまま「坂戸にい

て欲しい」というイメージを想起させるため、外部から新たに「坂戸に移住した

い」というイメージはわかないかもしれない。 

 

【回答】 

 

御意見を参考に検討してまいります。 

 

資料２ ５ページ（３）まちづくりの基本方向の変更点 

【御意見等】 

５ 市民と共につくる、みんなが誇れるまち 

 みんなが誇れる「坂戸らしさ」については、職員ワークショップの報告書の中

においても、他に比べ目を見張るほどのものが存在をしている訳ではないが、今

後さらに磨きをかければ真に誇れるものと成り得るものとは理解をしています

が、市民から見て少し伝わりづらい、何となくインパクトが弱いようにも感じま

した。 

 市民と共にまちづくりを行うことで、市民みんなが輝き、その延長線上で誇れ

るまちとなるのではないかと思いました。 

 ５の表現を書きのとおり一部検討してみたらどうかと思います。 

「５ 市民と共につくる、みんなが輝き誇れるまち」 

 皆がまちとともに輝く・・・この言葉を入れるだけで市民に希望を与え、インパ



クトが強くなるような気が致します。 

 

【回答】 

御意見を踏まえ、「市民と共につくる、みんなが輝く誇れるまち」に修正いたし

ます。 

 

資料２ ５ページ（３）まちづくりの基本方向の変更点 

【御意見等】 

 “みんな”“誰もが”“すべての人が”が混在していて、違いがわからない。同じ

番号の中で表現を変えている箇所と変えていない箇所があり統一感がない。 

 

【回答】 

まちづくりの基本方向の表題の部分については、よりシンプルな表現として「み

んなが」または「誰もが」を使用し、各表題の内容部分については「すべての人」

に表現を統一します。 

資料２ ５ページ（３）まちづくりの基本方向の変更点 

【御意見等】 

３ 誰もが安心して、安全に暮らせるまち 内容部分 

共に力を合わせて防災・・・ 

誰と誰が力を合わせるのかわからない。 

 

【回答】 

行政と坂戸市に関わるすべての人を指しますが、表現をシンプルにするため現

状のままとさせていただきます。 

 

資料２ ６ページ（４）土地利用構想の変更点 

【御意見等】 

Ⅱ-２「にぎわいと活力のエリア」の記述内容について 

Ⅰ-１の記述内でコンパクト＋ネットワークの推進をうたっているので、Ⅱ-2 の

記述内にも駅前周辺の高機能化等について触れてはいかがでしょうか。 

 

【回答】 

 駅前周辺の高機能化等につきましては、御意見を参考に基本計画の中で取組内

容を検討させていただきます。ご指摘の箇所につきましては現状のままとさせて

いただきます。 

 

 

 



資料２ ６ページ（４）土地利用構想の変更点 

【御意見等】  

 現在策定中の総合計画のなかでは、将来都市像を定住化「生まれ、育ったとこ

ろで、子育てしたいまち さかど」を掲げている中では、働ける環境（雇用）は不

可欠だと考えます。 

 そうした視点からも土地利用の基本方向を考えると・・ 

「２ にぎわいと活力のエリア」のなかに、企業誘致と雇用促進の表現を入れて

置いたらどうかと考えます。 

（参考） 

・・・都市空間を維持・工場させるとともに、企業誘致・雇用促進に努め、インタ

ーチェンジ周辺は工場・流通機能の集積を図ります。 

 

【回答】 

企業誘致につきましては、「工業・流通機能の集積」の表現の中でその意味合い

をもたせているところです。なお、企業誘致・雇用促進の取組については御意見

を参考に、基本計画の中で取組内容を検討させていただきます。ご指摘の箇所に

つきましては現状のままとさせていただきます。 

 

資料２ ６ページ（４）土地利用構想の変更点 

【御意見等】 

「３ 水と緑のエリア」のなかに、本市の特徴でもある田園環境に鑑み農地の利

用促進という表現をいれておいたらどうかと考えます。 

（参考） 

・・・また、優良農地の保全と併せて農地の利用促進を図るとともに・・・ 

 

【回答】 

農地の利用促進については、御意見を参考に基本計画の中で取組内容を検討さ

せていただきます。ご指摘の箇所につきましては現状のままとさせていただきま

す。 

 

資料２ ６ページ（４）土地利用構想の変更点 

【御意見等】 

Ⅱ土地利用の基本方向 ２ にぎわいと活力のエリア 

国道＝都市空間＝横の広がりをイメージしてしまうがどの様に立体的にイメージ

したらよいか。良い発想だと思うが計画だおれにはならないか心配。計画段階な

のか実現の可能性はどうか、市内に複数個所か１ｹ所なのか。 

 

【回答】 

こちらは具体的な計画ではなく、市の地理的特性を活かした土地利用の基本方

向になります。具体的な方策については基本計画等の中で示し、実現性をもって



推進していきます。 

資料２ ６ページ（４）土地利用構想の変更点 

【御意見等】 

※土地利用の基本方向 

１「エリア」が明示されるのでしょうか？ 

２「にぎわいと活力のエリア」 

 「インターチェンジ周辺・・・国道 407号沿道・・・幹線道路の沿道にふさわし

い都市空間の創出を図ります。」としているが、具体例は持ち合わせているのでし

ょうか？（圏央道坂戸インターは除くのでしょうか？） 

３「水と緑のエリア」 

 「優良な農地の保全を図るとともに」・・・について、2022年問題をかかえてい

て、「農地」として保有するのに限界がある地域があります。 

 政策的に事を進めないと更なる農業離れになると思われます。 

 

【回答】 

１ 地図等による明示はしない予定です。 

２ 土地利用構想に基づき基本計画や都市計画マスタープラン等で取組を検討さ

せていただきます。 

３ 御意見については参考にさせていただきます。 

 

資料２ ６ページ（４）土地利用構想の変更点 

【御意見等】 

Ⅱ土地利用の基本方向 

２にぎわいと活力のエリア 

幹線道路の沿道にふさわしい都市空間 

イメージできない 

 

【回答】 

土地利用構想に基づき都市計画マスタープラン等で具体化していく予定です。 

 

 

 

資料２ 

【御意見等】 

 イメージ・将来像・まちづくりの基本方向・土地利用構想とも良くまとまって

いると思います。 

 

 

 



資料３ 土地利用構想 Ⅱ土地利用の基本方向 

 

【御意見等】 

２にぎわいと活力のエリア内で「にぎわい」とありますが、工業・流通機能のみを

集積をすることで「にぎわい」にイコールになるのかが疑問です。確かに流通の

車両は増えると思いますが、それが既存商工業の活性化につながるのでしょうか。

「生まれ、育ったところで、子育てしたいまち さかど」と将来見据えるのであ

れば、集積をしたその後をしっかりと考えてほしいです。 

 

【回答】 

既存の商工業の活性化もあわせて行うことで、にぎわいの創出することを想定

しています。御意見については参考にさせていただきます。 

 

 

 

（２） 基本計画に係る施策について 

資料２ ７ページ以降 

 

【御意見等】 

２ 基本計画に係る施策について 

（１） 総合計画の構成 

（２） まちづくり基本方向と施策の関係（イメージ） 

（３） 次期基本計画の施策案 

（４） 施策ページの構成案 

 以上、理解いたしました。 

資料２ １０ページ（３）次期基本計画の施策案 

【御意見等】 

基本計画の施策案＝参考資料として坂戸・鶴ヶ島医師会作成の「コロナ禍におけ

るアドバンスケアプランニング人生会議という表題で作成した冊子です。私の意思

表示帳もついています。参照を望みます。資料１にも通ずると思う。 

 

【回答】 

御意見につきましては、基本計画を検討する際に参考にさせていただきます。 

 

資料２ １０ページ（３）次期基本計画の施策案 

【御意見等】 

３ 誰もが安心して、安全に暮らせるまち 

① 災害に強いまちづくりの推進 

河川敷の木を伐採が進み、前回被害にあった様な水害は低減されると思うが、同

じ降水量があったときに下流域の実態の影響はどうであろうか。 



 

【回答】 

御意見につきましては、基本計画を検討する際に参考にさせていただきます。 

 

資料２ １１ページ（３）次期基本計画の施策案 

 

【御意見等】 

４ 自然と都市が調和し、活気あふれる暮らしやすいまち 

② 上下水道事業の安定運営について 

人口減、税収減、高齢化、施設の老朽化によってこのまま維持が出来るのか。他

市にて民営化によって代金の値上がりの問題が出ている様であるが。 

 

【回答】 

御意見につきましては、基本計画を検討する際に参考にさせていただきます。 

 

 

資料２ １１ページ（３）次期基本計画の施策案 

【御意見等】 

４ 自然と都市が調和し、活気あふれる暮らしやすいまち 

⑤多様な生物を育む農地（国が全国調査、交付金に生かす）採点方式 

 化学農業から有機農業の自己申告 0.5％、有機 JAS 規格 0.2％、有機農業リヒテ

ンシュタイン 41％、オーストリア 26％、スイス、イタリア、デンマーク 16 ｹ国 10％

を超えている。 

 地産地消による消費拡大によって農業従事者所得の向上 

 

【回答】 

御意見につきましては、基本計画を検討する際に参考にさせていただきます。 

 

資料２ １１ページ（３）次期基本計画の施策案 

【御意見等】 

４ 自然と都市が調和し、活気あふれる暮らしやすいまち 

⑥活気あふれ利便性の高いまちづくりの推進 

 企業誘致も地元雇用にはつながらないケースが多いように思う。 

 地元雇用につながる誘致が出来ればと思う。坂戸工業団地を作っても立地的には

良い条件なので造成は問題がないと思う。地元雇用につながる企業が来てくれれば

と思う。 

 

【回答】 

御意見につきましては、基本計画を検討する際に参考にさせていただきます。 

 

 

 



資料２ １１ページ（３）次期基本計画の施策案 

【御意見等】 

４ 自然と都市が調和し、活気あふれる暮らしやすいまち 

⑦職員、高校生のワークショップの意見の中で街の活性化策についてまつりのある

街がとりあげられていたが、ここ数年コロナ禍で開催がむずかしかったことがある

が、落ち着いたら行政と市内諸団体が協力し合って、さかどまつりを初め地元で行

われている神社行事のまつりを含めて積極的に進めて希望します。 

 

【回答】 

御意見につきましては、基本計画を検討する際に参考にさせていただきます。 

 

資料２ １１ページ（３）次期基本計画の施策案 

【御意見等】 

５ 市民と共につくる、みんなが誇れるまち 

① 安定した持続可能な行政運営の推進 

高齢化、人口減（生産年齢人口）、町内の商店廃業、中小企業の後継ぎ問題等、

税収減の要素が多く、持続可能な行政の運営はこれからかなり困難をきわめると

思うが、その対策はどの様に考えているのか？ 

 

【回答】 

対策につきましては、施策としてまとめ基本計画に掲載する予定です。いただい

た御意見につきましては、基本計画を検討する際に参考にさせていただきます。 

資料２ １１ページ（３）次期基本計画の施策案 

【御意見等】 

まちづくりの基本方向４の施策項目⑦について 

「観光資源を活用した」は、「地域資源・観光資源を活用した」としてはいかがで

しょうか。あるいは「地域資源を活用した人と人との観光交流の推進」でもよいか

もしれません。施策としては、坂戸市の特徴的・固有な地域資源を発掘し、そこに

観光価値を付加することで、観光を振興するということになるのだと思います。 

 

【回答】 

御意見を踏まえ「地域資源・観光資源を活用した、人と人との交流の促進」に修

正します。 

 

 

 

資料２ 

【御意見等】 

総合計画の構成・まちづくりの基本方向と施策の関係・次期基本計画の施策案・

施策ページの構成案とも良いと思います。 



全体 

【御意見等】 

今後、審議会の中でも議論されるのではないかと思いますが、感染症対策につい

ては、自治体はもとより市民の間でも関心のある大きな問題であると考えます。 

 

【回答】 

御意見につきましては、基本計画を検討する際に参考にさせていただきます。 

 


