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■基本構想に係るパブリックコメントの結果と対応（案） 

基本構想のパブリックコメント（10 月５日～11 月３日）の結果、計 14 人 延べ 25 件の意見が提出されました。 

 ﾍﾟｰｼﾞ 箇所 意見の概要 対応(案) 備考 

全体に関わること  

1 全体 全体 ・具体的な施策が必要である。 
・例えば、産業では、事業所の新設に関する奨

励金制度。移住促進では、ＤＭＯの模範例に

なるよう、魅力を発信する。大洲市在住者だ

けでなく、全世界に居る大洲出身者の力を借

りるシステム・仕組みを考えて行くことも必

要である。 

・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・例えば、事業所の新設に関する支援制度やＤＭ

Ｏの推進については、それぞれ基本計画の施策

（施策 4 商工業の振興／施策 5 観光業の振興）

に位置付ける予定です。 

※市外在住者

（パブコメ対

象外） 

2 全体 全体 ・基本構想の「基本目標」の内容以外は具体的

にイメージしにくい。 
・大洲の個性を打ち出した独自性と、誰もが具

体的にイメージできる将来像を盛り込んで

ほしい。 

・基本構想は、具体的な施策ではなく、大きなま

ちづくりの方向性を示すこととしています。 
・本市の特徴を踏まえて、「きらめくおおず～み

んな輝く肱川流域のまち～」という将来像を具

体化していくための施策を基本計画に位置付

けることとしています。 

 

3 全体 全体 ・地域の活性化が若者の定住につながる。 ・地域の活性化に向けて、あらゆる施策を講じて

いきたいと考えています。具体的な施策は、基

本計画に位置付ける予定です。 

 

「第１編 序論」に関わること  

4 1-13 生活環境・地域

基盤の状況 
・上須戒地域において、ブロードバンドインタ

ーネット環境は整備されていない。 
・全市的な視点のもとで、ＣＡＴＶや光回線、Ａ

ＤＳＬ回線などのブロードバンドインターネ

ット環境の整備を行っています。 
・通信インフラ（高速通信網）の整備、地域間の
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 ﾍﾟｰｼﾞ 箇所 意見の概要 対応(案) 備考 

情報格差の是正については、基本計画の施策

（施策 17 交通・情報基盤の整備）に位置付け

る予定です。 
5 1-16 市民の声 ・上須戒地域において、一般市民アンケートの

配布数は何部だったのか。 
・上須戒地域においては、20 部の配布でした。

・全市的な視点のもとで、地域の人口や年齢構成

に配慮し配布部数を設定しました。 

 

6 1-24  ・老朽化した公共施設や避難施設等に対して、

優先で取り組んでほしい。 
・本市でも、公共施設などの老朽化は、喫緊の課

題であると認識しています。 
・公共施設などの 適化と適正な管理に努めるこ

ととしており、具体的な施策については、基本

計画（施策 26 行財政の健全化）に位置付ける

予定です。 

 

7 2-6 土地利用基本

構想 
・「土地利用基本構想」の①森林ゾーンに、「間

伐材を利用したバイオマス活用」について加

筆してはどうか。 

・間伐材のバイオマス活用については、土地利用

ではなく、林業またはエネルギー分野に関する

個別施策と考えます。 
・基本計画の施策（施策 2 林業の振興及び施策

21 地球環境の保全）に位置付ける予定です。

 

8 2-7 
 

土地利用基本

構想 
・「土地利用基本構想」の(2)の大洲地域拠点に

おいては、市民会館が老朽化しており、新し

い会館が必要である。 
・また、東大洲旧松下寿工場の跡地を各種イベ

ント等に活用することで、観光面での増収が

見込まれるのではないか。 

・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・市民会館の維持管理や建て替え・新築移転につ

いては、基本計画の施策（施策 15 文化・芸術

の振興）に位置付ける予定です。 
・東大洲旧松下寿工場の跡地については、民間企

業と連携して、新たな企業を誘致していきたい
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 ﾍﾟｰｼﾞ 箇所 意見の概要 対応(案) 備考 

と考えています。 
9 2-7 土地利用基本

構想 
・県に対し、上須戒地域の県道整備を強く働き

かけてほしい。何事においても道路の整備が

重要である。 

・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・県道の整備要望については、基本計画の施策（施

策 17 交通・情報基盤の整備）に位置付ける予

定です。 

 

10 2-7 
 
2-12 
 

土地利用基本

構想 
施策の大綱 1-3
観光業の振興 

・第１次基本構想では、｢土地利用構想｣に『長

浜港埋立計画』の記載があった（P38）。 
・また、基本目標の「観光の振興」に『水族館』

の記載があった（P54）。 
・基本構想からこれらの文字が無くなっている

ことに納得がいかない。 
 

・現在も、長浜港については「第三次開発事業基

本計画（H15）」に基づき事業が進んでおり、

長浜港水族館構想についても引き続き検討を

進めているところです。 
・第１次総合計画では、まちづくりの大きな方向

性を示す基本構想と、具体的な施策を示す基本

計画の趣旨が不明瞭となっており、基本構想に

も具体的な施策が書き込まれている箇所が散

見されます。 
・今回の見直しでは、基本構想にはまちづくりの

大きな方向性を示し、基本計画に具体的な施策

を書き込むことを徹底し、基本構想と基本計画

の役割を明確にすることとしました。 
・そのため、基本構想からは長浜港の埋立や水族

館構想に関する記述が無くなっていますが、基

本計画にはそれぞれの施策として位置付けて

いくこととしています（施策 16 市街地・集落

の整備／施策 5観光の振興）。 
・「伊予灘の海を活かした駅整備構想」について

 

11 2-11 
 
 
 
2-12 
 
 
 
2-15 
 
 

施策の大綱 1-2
商工業の振興 
 
 
施策の大綱 1-3
観光業の振興 
 
 
施策の大綱 4-1
生活環境の整

備 

・第１次基本構想では、基本目標の「商業・サ

ービス業の振興」に『「山・川・海」の「駅

整備構想」に向けての取り組みを行います』

との記載があった（P54）。 
・また、「観光の振興」に『水族館などの新た

な観光施設の整備に向けて検討します』、『伊

予灘の「海」を活かした「駅整備構想」に向

けての取り組みを行い、』との記載があった

（P54）。 
・また、「市街地・集落の整備」に『長浜港内

港部の計画的な開発』との記載があった
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 ﾍﾟｰｼﾞ 箇所 意見の概要 対応(案) 備考 

（P55）。 
・追記して欲しい。 

は、長浜港周辺の都市機能の強化や交通施設の

充実・強化策を基本計画に位置付けることとし

ています（施策 16 市街地・集落の整備）。 
12 2-11 施策の大綱 1-1 

農林水産業の

振興 

・農業後継者の育成を強化する。 
 

・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・農業後継者の育成については、基本計画の施策

（施策 1 農業の振興）に位置付ける予定です。

 

13 2-11 施策の大綱 1-2 
商工業の振興 

・人口減少が進んでいるが、雇用対策が 重要

である。努力して欲しい。 
・雇用対策や産業振興が本市の 重要施策である

ことは、市民アンケートからも明らかです。 
・雇用対策や産業振興については、基本計画の「活

力きらめくまちづくり」の中で具体的な施策を

位置付ける予定です。 

 

14 2-11 施策の大綱 1-2 
商工業の振興 

・大洲市の発展のためには観光業と製造業が重

要と思う。観光業は充実しているが、製造業

は不十分である。創意工夫を期待している。

・観光業や製造業だけでなく、産業全体の振興が

必要であるため、基本計画の「活力きらめくま

ちづくり」の中で具体的な施策を位置付ける予

定です。 

 

15 2-12 施策の大綱 1-3 
観光業の振興 

・「観光業の振興」について、集客施設として、

現在の町の駅に代わる大規模な「道の駅」の

整備を求める。また、民間企業によるホテル

の建設を求める。 
・冨士山や出石寺などを活かしたイベントを実

施してはどうか。 
 

・既存の道の駅、まちの駅「あさもや」の機能強

化により、集客力を向上させたいと考えていま

す。また、長浜地域からも要望されている道の

駅（海の駅）を含め、必要な施設について検討

していきたいと考えています。 
・ホテルの建設については事業者の判断となりま

すが、観光振興についても民間事業者と連携し

ながら進めていきたいと考えています。 
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 ﾍﾟｰｼﾞ 箇所 意見の概要 対応(案) 備考 

・冨士山をはじめとした各観光資源の持つ魅力を

発揮した観光メニューの提供については、基本

構想に記載している通りです。 
・その他、具体的な施策については、基本計画の

施策（施策 5 観光の振興）に位置付ける予定で

す。 
16 2-12 施策の大綱 1-3 

観光業の振興 
・肱川を利用した観光として、「うかい」やカ

ヌー大会を充実する。各自治会によるイモ炊

き合戦や城山周辺での出店を充実する。内子

町との連携を強化する。肱川の産物によるグ

ルメイベントを開催する。 
 

・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・「うかい」などを活かした観光振興や内子町を

はじめとした広域連携による観光の推進につ

いては、基本計画の施策（施策 5観光業の振興）

に位置付ける予定です。 
・「いもたき」については、今後も市内外に対す

るＰＲの方法を検討していきたいと考えてい

ます。 

 

17 2-13 施策の大綱 2-2 
福祉の充実 

・婚活により少子化に歯止めをかける。 ・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・婚活や少子化対策については、基本計画の施策

（施策 9 子ども・子育て支援の充実）に位置付

ける予定です。 

 

18 2-13 施策の大綱 2-2 
福祉の充実 

・高齢化が進む中、医療・福祉施設が も重要

である。また、路線バスの運行時間も交通弱

者に配慮して欲しい。 

・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・医療施設、高齢者福祉施設の充実については、

基本計画の施策（施策 7地域医療体制の充実及
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 ﾍﾟｰｼﾞ 箇所 意見の概要 対応(案) 備考 

び施策 11 高齢者福祉の充実）に位置付ける予

定です。 
・公共交通の充実については、基本計画の施策（施

策 17 交通・情報網の充実）に位置付ける予定

です。 
・高齢者の事故防止については、基本計画の施策

（施策 19 生活安全の確保）に位置付ける予定

です。 
19 2-14 施策の大綱 3-1 

教育の振興 
・「教育の振興」について。子どもたちが行き

たくなる学校づくり、いじめ・不登校の無い

学校づくりを目指して欲しい。 

・「今日が楽しく、明日が待ち遠しい学校づくり」

を目指すことを、基本構想に追加しました。 
 

20 2-14 施策の大綱 3-1 
教育の振興 

・大洲にゆかりのある方の講演会を希望する。 ・大洲にゆかりのある方の講演会については、基

本計画の施策（施策 14 社会教育の充実及び施

策 15 文化・芸術・スポーツの振興）の中で検

討していきたいと考えています。 

 

21 2-14 
 
 
 

施策の大綱 3-2 
文化・芸術・ス

ポーツの振興 

・P2-12「文化・スポーツの振興」について、

肱川沿いを走る「（仮称）きらめく大洲マラ

ソン大会や、自転車大会を開催してみてはど

うか。 
 

・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・基本計画の施策（施策 15 文化・芸術の振興）

には、スポーツイベントの充実についても記載

しています。肱川沿いでのサイクリングイベン

トなど、すでに実施しているものもございます

が、今後も様々なイベントの開催についても検

討していきたいと考えています。 
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 ﾍﾟｰｼﾞ 箇所 意見の概要 対応(案) 備考 

22 2-15 施策の大綱 4-1 
生活環境の整

備 

・道路の拡張・整備が必要。 ・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・身近な道路整備については、基本計画の施策（施

策 17 交通・情報網の充実）に位置付ける予定

です。 

 

23 2-15 施策の大綱 4-1 
生活環境の整

備 
施策の大綱 4-2 
生活安全の確

保 

・高齢者福祉サービスとして、「ぐるりんおお

ず」の運行範囲を拡大してほしい。 
・また、高齢者の運転する自動車による事故が

多発していることから、高齢者の運転免許証

の自主返納を促進するような施策を検討し

てほしい。 

・具体的な施策については、基本構想ではなく、

基本計画に位置付けることとしています。 
・「ぐるりんおおず」をはじめ公共交通の充実に

ついては、基本計画の施策（施策 17 交通・情

報網の充実）に位置付ける予定です。 
・高齢者が運転免許証を返納できるような環境づ

くりや高齢者の事故防止対策については、基本

計画の施策（施策 17 交通・情報網の充実／施

策 19 生活安全の確保）の中で検討していきた

いと考えています。 

 

24 2-17 施策の大綱 6-2 
行財政の健全

化 

・廃校を活かして、独居老人の共同生活を推進

してはどうか。 
・廃校舎の利活用については、地域住民とともに

検討が進んでいます。また、廃校舎も含めた市

全体の公共施設のあり方について、今年度策定

予定の「大洲市公共施設等総合管理計画」の中

で検討しているところです。 
・廃校舎の活用の検討について、基本計画の施策

（施策 26 行財政の健全化）に位置付ける予定

です。 
 

※現在の基本

計画素案には

廃校舎の活用

に関する記述

が無いため、

追加が必要 
→追記済 
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 ﾍﾟｰｼﾞ 箇所 意見の概要 対応(案) 備考 

その他  
25 その他 ・基本構想の話ではないが、日の出地区の国道

56 号沿道の商店街・事業所が撤退し、寂れ

た。当地区は、地籍が田口・若宮・東大洲が

混在し、分かりにくい。主要な事業所や商店

街の名称が分かれば、案内もしやすい。 
・東大洲のこぶし通りで、信号機がある交差点

の南北に通る道路の名称が分からない。 

・地名の名称表示や交差点の愛称については、ご

意見として賜ります。今後検討していきたいと

考えています。 

 

 


