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「湯梨浜町第４次総合計画（案）」に係る 

パブリックコメント（結果） 

 

「湯梨浜町第４次総合計画（案）」に係るご意見を募集したところ、５名の方から１２件のご意

見をいただきました。 

つきましては、いただいたご意見の概要とこれらに対する町の考え方を公表します。 

今回いただいたご意見は、第４次総合計画策定の参考とさせていただくほか、今後の町政運営に

生かしてまいります。貴重な意見をお寄せいただき、ありがとうございました。 

 

１．パブリックコメントの実施状況 

（１）意見の募集期間        令和３年２月１日（月）から２月１５日（月） 

（２）意見の応募者数及び件数    ５名（１２件） 

（３）提出方法の内訳 

   

 募集箱 郵送 ファックス Ｅメール 

人数 ０ ０ ０ ５ 

 

（４）意見の概要と町の考え方 

番号 内容 意見の概要 意見に対する町の考え方 

１ 総合計画の構成

について（男女共

同参画社会の実

現） 

「男女共同参画社会の実現」

は、総合計画の「４．共に支え

合う 町民が主役のまちづく

り」に入れるべきと考える。 

理由は以下のとおり。 

 

・男女共同参画社会基本法によ

ると「社会に参画する」とは、

女性が就職することだけを意

味しているのではない。一方

で、現在、日本社会の労働人口

の減少に伴い、経済的側面で女

性の就業が推進されているが、

男女共同参画社会実現とは別

の側面である。 

・子育ては大切な社会参画であ

る。個人の意思、また夫婦で協

議した結果で、子どもが小さな

男女共同参画社会基本法は男女の人

権が尊重される社会の実現が緊急か

つ重要である状況を踏まえて、男女共

同参画社会の形成を推進することが

目的とされています。 

法の趣旨に照らし、男女共同参画の実

現のためには男女の人権尊重が基本

であることから、「５．志をもって 共

に学び 明日を拓く ひとづくり」に

位置付けています。 
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間は、家庭で子育てをするため

に、夫婦のどちらかが（母親が

多い実態ではあるが）家で子育

てをすると選択した人たちは、

男女共同参画社会の実現とい

う側面では誤った選択である

との考えにつながってしまう

ではないか。「子どもが小さい

間は家で子育てをする選択を

した人も湯梨浜町は応援して

いる」というメッセージを出す

ためにも、家庭で子育てをして

いる保護者への支援について

総合計画で記述すべきである。 

・男女共同参画社会基本法の趣

旨から、人々の意識の問題とい

う面もあるが、より制度の問題

という面が強いのでは。したが

って、「〇男女共同参画社会の

実現」は、総合計画の「４．共

に支え合う 町民が主役のま

ちづくり」に入れるべき。 

２ 総合計画の構成

について 

（ＳＤＧｓの 

 推進） 

・第 4 次総合計画ではまちづく

りの核として、ＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）の概念を取り

入れている。 

・ＳＤＧｓは最近新聞やテレビ

などのメディアで取り挙げら

れているが、まだ知名度が低

い。元々国連で採択された目標

であり、テーマが壮大で、やや

もすれば私たちの生活とはか

け離れているように感じるが、

この湯梨浜町でも住民一人一

人が意識して推進していかな

ければならない取組と考える。 

・巻末に総合計画の諸施策とＳ

 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は

国際社会共通の目標であり、日本の一

つの小さな町である湯梨浜町でも行

っていく必要があります。 

「誰一人取り残さない」社会の実現は

町の目指す方向と一致します。町民及

び事業者の方々にＳＤＧｓを身近な

ものととらえていただけるよう、町の

施策事業とＳＤＧｓの１７の目標と

の対応表をつけています。 

 ご指摘のとおり、計画書を読んでい

ただく方の、ＳＤＧｓへの理解が少し

でも深まるよう、対応表は２３ページ

目以降（Ⅱ 基本構想 １．基本理念）

につけることといたします。  
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ＤＧｓの１７の目標の対応表

がついており、町が目指す施策

の方向性がＳＤＧｓに沿った

ものということが理解できた

が、巻末についていることもあ

り、なかなか住民の目が届きに

くいのではないか。 

 対応表は２３ページ目以降

に持って行った方が、一般の住

民にはわかりやすいのではな

いか。 

３－１ 事業要望 

①歴史民俗資料

館の活用につい

て 

・自己財源の少ない地方自治体

は国からの交付金が減少する

ことを前提に将来計画を立て

るべきであり、目新しいことを

始める前に、既設の町有財産を

活用すべきと考える。 

  

・町役場隣にある歴史民俗資料

館はいつも閉まっているが、周

辺市町村にはこんな立派な展

示物はなく、町内外の小学生の

課外授業に利用してもらって

はどうか。 

・既存施設の有効活用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

・各小学校では課外授業として歴史民

俗資料館をはじめ現地へ出向き歴史

や文化を学ぶ学習に取り組んでいま

す。今後も学校と連携し歴史民俗資料

館の利用拡大に努めます。 

また、今年度はコロナ禍で事業を実施

しておりませんが、歴史民俗資料館で

は、基本的に毎月最終日曜日に一般公

開や展示解説を行っています。今後、

状況を見ながら再開する予定です。広

報紙やＴＣＣなどを活用して、周知に

努めていきます。 

３－２ 事業要望 

②馬の山展望台

の活用について 

 馬の山の展望台に湯梨浜町

をＰＲする写真の展示を増や

し、お茶などを飲んで付近で１

～２時間ゆっくりできるよう

にしてはどうか。 

馬の山の展望台には、文化財を紹介

する案内看板を設置しておりますの

でご活用いただくとともに、ウォーキ

ングコースにもなっておりますので、

ゆっくりと散策などしていただけれ

ばと思います。 

また、馬ノ山の展望台の北側にハワイ
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風土記館があり、多くの方が来館され

ます。そのため空きスペースを有効活

用することは必要と考えています。町

ＰＲ写真の展示等いただいたご意見

も参考にさせていただき、来館者がゆ

っくりと過ごせる施設となるよう、魅

力向上に努めてまいります。 

３－３ 事業要望 

③新川（地区）の

公園、橋津（地区）

の河口、宇野公園

や潮風の丘のＰ

Ｒについて 

 新川(地区)の公園にはトイ

レや駐車場もあり、ドックラ

ン、キャッチボール、グランド

ゴルフ、散歩、カメラ、釣りを

楽しんでいる人がいる。町民の

財産であり、もっと活用するよ

う町民に宣伝すべき。 

 橋津(地区)の河口、宇野公園

や泊(地域)の潮風の丘も同様

に宣伝すべき。 

橋津地区の河口及び宇野公園は、東郷

湖羽合臨海公園として、県観光事業団

作成のパンフレットを活用しＰＲを

行っております。 

潮風の丘とまりについては、グラウン

ドゴルフ専用コースを有する観光施

設として県内外に積極的にＰＲを行

っており、施設内多目的広場の芝張替

や恐竜モニュメントの修繕など、幅広

い年齢層に楽しんでいただけるよう

施設整備も進めています。 

その他の町内施設についても、引き続

きＰＲに努めてまいります。 

３－４ 事業要望 

④新川（地区）の

町民農園のＰＲ

について 

 新川(地区)の南側に町民農

園があり、家庭農園を楽しんで

いる人がいるが、もっとＰＲし

て町民の豊かな生活を増加さ

せるべき。もし希望者が増えれ

ば、耕作放棄地を家庭菜園に拡

張すればいいのでは。 

はわい体験農園は現在全区画貸出中

であるため、募集は行っておりません

が、空き区画が出れば町報等で周知い

たします。体験農園の拡張について

は、希望者が増えれば、地権者と協議

し検討いたします。 

３－５ 事業要望 

⑤観光について 

 今滝、不動滝は立派な地域財

産であるが、倒木が放置されて

おり、途中の道には枝が垂れ下

がっている。実行部隊を派遣し

て整備すべき。 

また三朝温泉や関金温泉の旅

館にも声をかけて、観光客が増

えるよう、町役場は動くべき。 

逆に、はわい温泉の客には三徳

山や露天風呂を紹介したり、倉

今滝及び不動滝については、年末から

の大雪により倒木が発生し、年度内に

整備するよう計画しております。 

県中部の観光振興については、中部観

光推進機構や県観光連盟などと連携

を図りながら、中部一体となった観光

ＰＲや観光商品の企画などの取組を

進めています。今後も中部一体を包括

した観光ＰＲに努めていきます。 
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吉の廃線跡や白壁土蔵群を紹

介して中部地区の活性化を図

らないと他の観光地に負けて

しまうのではないか。 

３－６ 事業要望 

⑥旧北溟中学校

跡地利用につい

て 

・町はハワイゆ～たうんの廃止

を検討したり、旧北溟中学校舎

を解体するとのことだが、欧州

では数百年昔の家に住んでい

る例もあるのに３０～４０年

で建物の寿命が来るのは、設計

が悪いからではないか。なぜ財

政の厳しい地方自治体が無駄

金を使うのか。 

 

 

 

 

・北溟中学校跡地及び旧北溟中

学校校舎を次のように活用し

てはどうか。 

① グラウンドゴルフの専用

コース 

② 役場の現業課の事務所の

資材置き場としての活用 

③ 教室を趣味同好会へ貸し

出したり、同級会、その他団

体など様々な団体の会議会

合などへ活用してはどうか 

・公共施設の建設にあたっては各種設

計指針に基づく設計を行い、建築して

います。 

各施設は老朽化に伴って修繕または

改修を行っていますが、施設の老朽化

がさらに進んだ場合、今後の耐用年

数、修繕等の費用、新築した場合の費

用等を勘案し、施設の解体を決定して

います。 

今後もそういった視点に立ち、各施設

のあり方を判断していきます。 

 

 

・旧北溟中学校跡地及び旧北溟中学校

校舎については、住民を主体とした学

校跡地施設利用検討委員会、民間事業

者から活用の可能性についてのアイ

ディアを募ったサウンディング型市

場調査など、様々な角度から利用用途

について検討を行い、また施設の耐用

性と改修などの維持管理費などを検

討した上で校舎の解体を決定しまし

た。 

今後は民間企業等から当該跡地の利

活用に関する提案を求め、地域活性化

や産業振興等につなげていきます。 

４ 事業要望 

情報基盤整備に

ついて 

 総合計画にも記述はされて

いるがローカル５Ｇ、６Ｇを見

据えた情報基盤整備を行って

ほしい。 

世の中コロナ禍で働き方もリ

モート・テレワークとなってお

り、情報ネットワークが整備さ

５Ｇ、６Ｇの導入についてはＴＣＣ

（鳥取中央有線放送株式会社）とも連

携しながら、検討を進めてまいりま

す。 
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れれば、二日だけ関西へ出社

し、後は地元で暮らすといった

夢物語のような生活を現実の

ものにすることができる。 

ＴＣＣエリアは光回線が整備

されているので、是非３町でロ

ーカル５Ｇ、６Ｇを推進してほ

しい。 

大きな工場を誘致するより、湯

梨浜ヴィレッジ構想のような

「人」を呼び込むような施策を

展開すべきで、人を呼び込むた

めのツールが情報基盤整備と

考える。 

５－１ 総合計画の加筆

について（事業要

望） 

①個別最適な学

びについて 

 中央教育審議会は文部科学

大臣の諮問を受け、令和元年１

２月に新しい時代の初等中等

教育の在り方についての論点

取りまとめを行い、令和２年１

０月 7日に中間まとめを発表、

令和３年１月２６日に「『令和

の日本型学校教育』の構築を目

指して～全ての子供たちの可

能性を引き出す、個別最適な学

びと、協働的な学びの実現～の

答申を行った。これは、近未来

の国の教育の目指す方向を示

したもので、町の総合計画もこ

の答申を参照しておくことが

望ましいと考える。両者を読み

比べると、少し町の総合計画に

加筆が必要と考える。 

 

 個別最適な学びは中教審答

申に新しく記載された考え方

であり、これまでの「個に応じ

た指導」を学習者の視点から整

令和３年１月２６日に「『令和の日本

型学校教育』の構築を目指して～全て

の子供たちの可能性を引き出す、個別

最適な学びと、協働的な学びの実現～

の答申（以下：答申と表記）では、日

本型学校教育を「学校が学習指導のみ

ならず、生徒指導面でも主要な役割を

担い、児童生徒の状況を総合的に把握

して教師が指導を行うことで、子供た

ちの知・徳・体を一体で育む教育」と

し、諸外国から高い評価を得ていると

しています。 

同時に、答申では、「新学習指導要領

の着実な実施により、一人一人の児童

生徒が、自分のよさや可能性を認識す

るとともに、あらゆる他者を価値ある

存在として尊重し、多様な人々と協働

しながら様々な社会的変化を乗り越

え、豊かな人生を切り拓き、持続可能

な社会の創り手となることができる

ようにすることが必要」とされていま

す。このことは新学習指導要領で示さ

れた理念と一致しています。 
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理した概念として示されてい

るが、「支援が必要な子供」に

対する取り組みだけでなく、

「子供一人一人の特性や学習

進度、学習到達度等に応じ、指

導方法・教材や学習時間等の柔

軟な提供・設定を行うなど・・」

特定分野に特異な才能のある

児童生徒にも視点を当て、全て

の子供に最適な学びを保障す

る手立てを講じることが求め

られている。 

 これまでは「特異な才能を持

つ児童生徒」に対して、その才

能をさらに伸ばす手立ては十

分ではなかった。ＩＣＴの利活

用に止まらず、どういうことが

できるのか、どんな環境整備が

必要なのか検討していくこと

が必要ではないか。   

また、「令和の日本型学校教育の構

築に向けた今後の方向性」として、 

１ 全ての子供たちの知・徳・体を一

体的に育むため、これまで日本型学校

教育が果たしてきた①学習機会と学

力の保障②社会の形成者としての全

人的な発達成長の保障③安全安心な

居場所・セーフティネットとしての身

体的、精神的な健康の保障を学校教育

の本質的な役割として重視し、継承し

ていく 

２ 教職員定数、専門スタッフの拡充

等の人的資源、ＩＣＴ環境や学校施設

の整備等の物的資源を十分に供給・支

援することが国に求められる役割 

３ 学校だけでなく地域住民等と連

携・協働し、学校と地域が相互にパー

トナーとして一体となって子供たち

の成長を支えていく 

４ 一斉授業か個別学習か、履修主義

か習得主義か、デジタルかアナログ

か、遠隔・オンラインか対面・オフラ

インかといった「二項対立」の陥穽に

陥らず、教育の質の向上のため、発達

段階や学習場面等により、どちらのよ

さも適切に組み合わせていく 

５ 教育政策のＰＤＣＡサイクルの

着実な推進 

 が示されています。 

 総合計画では、湯梨浜町のこれまで

取り組んできた学校教育の方向性と

ともに答申で示されている新学習指

導要領の理念を踏まえ、まとめたもの

としてお示ししましたので、ご理解い

ただきますようお願いいたします。 

５－２ ②小学校高学年

の教科担任制に

 中教審答申の P４５に「小学

校高学年からの教科担任制を

答申の「令和の日本型学校教育の構

築に向けた今後の方向性」では「２教
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ついて (令和４年度を目途に)本格的

に導入する必要がある」と記載

されており、加配が期待できる

大規模校ではどう対応するの

か、加配の配当に懸念がある中

規模校や小規模校ではどう取

り組んでいくのか、標準法が改

正されるのかどうかにも注目

しながら教師の配置を含めた

対応について準備を進めてい

く必要がある。 

 対象教科が「理科、算数、外

国語」と例示されており、学校

規模による加配の有無によっ

て子どもたちに教育格差が生

じないよう対策が必要である。 

職員定数、専門スタッフの拡充等の人

的資源、ＩＣＴ環境や学校施設の整備

等の物的資源を十分に供給・支援する

ことが国に求められる役割」とされて

います。   

今後、文部科学省の人的資源の拡充

に注目しながら、学校規模による教育

格差が生じないよう適切に準備をし

ていきたいと考えています。 

 しかし、現時点では、明確に人的な

拡充、活用の在り方等の制度設計が示

されていないため記述は控えていま

す。ご理解ください。 

５－３ ③ＩＣＴの環境

整備について 

 

 ・ Society5.0時代に向けて子

どもたちの学びを最適なもの

にするには、学校で使用するＩ

ＣＴ機器の整備に止まらず、全

ての子供たちが学びのツール

(文房具)としてのＩＣＴ機器

を家庭に持ち帰り、家庭でもイ

ンターネットに接続して自由

に使える環境を整えることが

必要である。 

・「多様な子供たちを誰一人取

り残すことのない、公正に個別

最適化された学びを全国の学

校現場で持続的に実現させる」

ためにも、ぜひ家庭学習(NHK 

for School の活用など)が保護

者の経済状況によって左右さ

れないようＷｉ－Ｆｉの整備

等検討していただきたい。 

多額の経費が必要となるため、

国の施策の確認などに時間を

 答申の「令和の日本型学校教育の構

築に向けた今後の方向性」では「４一

斉授業か個別学習か、履修主義か習得

主義か、デジタルかアナログか、遠

隔・オンラインか対面・オフラインか

といった「二項対立」の陥穽（おとし

あな）に陥らず、教育の質の向上のた

め、発達段階や学習場面等により、ど

ちらのよさも適切に組み合わせてい

く」と示されています。 

子どもたちに力をつけるために、ど

のような学びを実現させるのか、その

ためにＩＣＴ機器を含めてどのよう

なツールを活用していくことが効果

的なのか、学校等と共に多面的に検討

していくこととしています。併せて、

必要な環境整備や基盤整備を計画的

に行っていくこととしています。 

なお、令和３年度より、要・準要保護

児童生徒就学援助では、該当世帯にお

いて、オンライン学習通信費を追加し
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要すると思われるが、ＰＴＡと

の協議も含め多面的に検討を

進めていただきたい。 

 総合計画案 P２９～３０の

「必要な環境整備の提供」「基

盤整備」の記載が、このことを

指しているのだと思うが、前向

きな検討をお願いしたい。 

 

て支援する予定です。 

 


