
横芝光町産直交流施設基本計画（案）パブリックコメントの実施結果について 

 横芝光町産直交流施設基本計画(案)について、町民の皆様からのご意見を参考とさせてい

ただくため、パブリックコメントを実施しました。その結果については、以下のとおりと

なります。 

１．意見募集期間 平成２９年２月９日（木）から平成２９年３月１０日（金） 

２．意見の提出状況 意見提出者９名、意見数３５件 

３．提出された意見と町の考え方(趣旨を損なわない範囲で意見を要約させて頂きました) 

整理 

番号 
御意見等の概要  町の考え方  

１ 

１．横芝中学校の通学路と

重なるので、危険が多い。 

横芝中学校生徒の登下校時等の交通安全性を確保する

ため、現在、中学校周辺道路の交通計画を検討してお

ります。今後、警察等の関係機関と相談を行いながら

計画を進めたいと考えています。 

２．多額の費用をかけて設

備しても、周辺の交流施設

のように「高い」との噂が

広がると足が向かなくな

る。 

いただいたご意見を参考とし、今後、経営などの詳細

な計画を検討していく中で、運営主体と調整を図りた

いと思います。 

３．町内の特産品はたくさ

ん並びますか。 

アンテナショップとして県内をはじめ全国に横芝光町

を宣伝するため特産品を販売し、また、６次産業化に

おける新しい商品開発も考えて行く予定です。 

４．建設費と集客の採算を

慎重に考えてください。 

いただいたご意見を考慮し、今後、運営形態及び事業

化における詳細な計画を進めていくうえで、慎重に検

討いたします。 

２ 

１．坂田池付近に設置を数

回に渡って検討されてい

ることは承知しているが、

直売所としては国道から

離れており、他地域住民か

ら不明と思われる。最近国

道直近に設置された周辺

の直売所もあえ無く閉店

の憂いになった。５億円の

設置予算であるが、採算が

取れるかが不安である。 

ふれあい坂田池公園北端部については、基本構想での

整備候補地の比較評価で６候補地から総合的な評価に

より最も優れた場所として決定したものであり、基本

計画検討委員会で推進した計画地であります。 

また、いただいたご意見を考慮し、今後、運営形態及

び事業化における詳細な計画を進めていくうえで、慎

重に検討いたします。 



 

２．設置場所付近に教育施

設がある。計画では広大な

駐車場を造るとの予定で

あるが、当町及び付近の客

が開場日時に集客するた

め、計画の駐車場で足りる

のかが不安である。買い物

客は少しでも店の近くに

止めたがる為、中学校の駐

車場を使用するのは目に

見えている。中学校では土

日に他校との練習があり

保護者が観覧に来ている。

買い物客に駐車場が使え

なくなることが心配で駐

車問題を学校側に転嫁す

る恐れがある。 

いただいたご意見を考慮し、必要に応じ警備員の配置

を検討するなど交通整理に努めます。 

３ 

１．横芝中学校正面に位置

する施設は、中学生に対す

る環境面や交通安全面に

問題があるのでは。 

騒音や防犯上などの環境問題については、生徒に影響

が及ばないよう最大限努力するとともに、横芝中学校

生徒の安全性を最優先するため、現在、中学校周辺道

路の交通計画を検討しております。今後、警察等の関

係機関と相談を行いながら計画を進めたいと考えてい

ます。 

２．坂田池公園として親し

まれ、完成された施設を取

り壊して建設する程の意

義が感じられない。 

 

横芝光町の交流と地域情報発信の施設づくりとして、

交流人口の拡大、定住人口の保持、町内人口流出の抑

制、エコツーリズムの推進などの目的を掲げ、新たな

創造性を育む「産直・交流・ツーリズムステーション」

として整備し、都市と農村及び外国人観光客を見据え

た交流施設を目指して行きたいと考えます。 

３．近隣でも商業施設が新

たに建設され乱立する中

で、消費者が見込める事が

少ない中、採算的に厳しい

と言わざるを得ない。 

いただいたご意見を考慮し、今後、運営形態及び事業

化における詳細な計画を進めていくうえで、慎重に検

討いたします。 

４．建設費が５億円と言わ

れていますが、当町の財政

魅力あふれる交流施設として整備するとともに、精査

しながら慎重に計画を進めたいと考えています。 



で優先されるものなのか

疑問です。 

５．周辺の交流施設も予定

のように運営されず経営

困難な様子です。よく検討

をお願いします。 

いただいたご意見を考慮し、今後、運営形態及び事業

化における詳細な計画を進めていくうえで、慎重に検

討いたします。 

４ 

１．産直交流施設止めなさ

い。寂しい場所です。バイ

パスから遠く人目に付き

難い場所になぜ造る。横芝

に大型スーパーがオープ

ンする予定ではないか。半

年もたないよ。 

集客が見込める魅力あふれる交流施設として整備する

とともに、いただいたご意見を考慮し、今後、運営形

態及び事業化など詳細な計画を進めていくうえで、慎

重に検討いたします。 

 ５ 

１．名称「梅の里」を「梅

の郷」に変更してみてはど

うか。 

貴重なご意見ありがとうございます。参考とさせてい

ただきます。 

２．オープニングイベント

として、元大関小錦（ハワ

イアン歌手）と新妻聖子

（アンダンテ）による記念

コンサートの開催。 

貴重なご意見ありがとうございます。参考とさせてい

ただきます。 

３．その他イベントとし

て、野球場での記念交流試

合（横芝敬愛高校対匝瑳高

校）や陸上競技場での高橋

尚子（Q ちゃん）招待マラ

ソン大会などの開催。 

貴重なご意見ありがとうございます。参考とさせてい

ただきます。 

６ 

１．通学の自転車に不慣れ

な１年生、はるか遠方から

通学する生徒にとっては

注意が散漫になるうえ、部

活動の疲労などがある場

合に、地元の交通事情を知

らない他県他市町の自動

車往来があると事故につ

ながりかねない。 

必要に応じ警備員の配置を検討するなど交通事故が起

きないよう最大限の配慮を行うとともに、横芝中学校

生徒の安全性を最優先するため、現在、中学校周辺道

路の交通計画を検討しております。今後、警察等の関

係機関と相談を行いながら計画を進めたいと考えてい

ます。 



２．朝夕の通学時、土日の

部活動による保護者の送

迎などで既存駐車場が満

車になることが多々ある

中で、他県他市町からの自

動車で駐車場が溢れた場

合に受けいるすべが無い。 

横芝中学校と施設のイベントが重ならないよう十分調

整を図り、公園管理者との調整やイベント開催時には

警備員の配置を検討するなど交通整理に努めます。 

３．Ｔ字交差点に信号機が

設置されないと危険であ

る。かつ、歩車分離型信号

機でないと生徒が巻き込

まれる危険性がある。 

Ｔ字交差点信号機設置については、今後、千葉県警察

本部と相談を行いながら設置計画を進めたいと考えて

います。 

４．中学校の正門前に押し

ボタン式の信号機を設置

すべきである。 

中学校正門前とＴ字交差点における同時信号機設置は

難しいと思われますが検討するとともに、今後、千葉

県警察本部と相談を行いながら設置計画を進めたいと

考えています。 

５．不特定多数の子供が出

入りするキッズルームの

遊具やソファーなど衛生

面の配慮がなさせていな

い。 

いただいたご意見を考慮し、今後、運営形態及び事業

化における詳細な計画を進めていくうえで、検討いた

します。 

６．キッズルームのメンテ

ナス計画などはどうなっ

ている。（スポーツ公園の

センターハウスのように

なりかねないのでは） 

今後、運営形態及び事業化における詳細な計画を進め

ていく中で、決定した運営主体が行う予定です。 

７．情報発信コーナーはオ

リンピックやパラリンピ

ックを控え、多言語等に対

応したものとなっている

のかが不透明で、何処に向

けての情報発信なのか分

かり難い。 

単にチラシやガイドマップを置く施設ではなく、横芝

光町の観光や特産品などの情報を県内はじめ全国に発

信するための施設として検討していきます。また２０

２０年のオリンピック及びパラリンピックはもとよ

り、外国人観光客誘致の促進を図るため、多言語に対

応する機能を備えた施設としても検討したいと考えま

す。 

８．郷土レストランはどう

いったものを提供する計

画なのか全く見えない。 

主に町の農水産物などの食材を使用した郷土料理等の

提供を考えています。 



９．広場ゾーンは「イベン

トの開催」と記載がある

が、騒音などで横芝中学校

の静かな学習環境が壊れ

るので、中学校の近くに建

設すべきではない。 

生徒が授業を受けている平日にはイベント開催を控え

ますし、騒音についても十分配慮します。また、土日、

祝日の学校行事やイベント等と重ならないよう学校側

と相談を行いながら実施したいと考えています。 

10．広場ゾーンのイベン

ト開催の厳格なルールが

必要なのでは。 

いただいたご意見を考慮し、公園管理者及び学校側と

相談を行いながら、イベント開催におけるルール等を

検討したいと考えます。 

11．坂田城跡への施設か

らのアプローチについて、

道路反対側に渡る必要が

あり、横断歩道設置計画も

無く、坂田城跡への階段も

分かり難く、かつ急で周辺

環境とのの連携を謳うの

は間違いだと思う。坂田城

跡と行き来し易くは矛盾

している。 

坂田城跡側に渡る横断歩道については、横芝中学校生

徒の安全性を最優先するため、現在、中学校周辺道路

の交通計画の検討と併せ、今後、千葉県警察本部と相

談しながら設置計画を進めていきたいと考えます。ま

た、「坂田城跡への階段が分かり難くい」というご意見

については、町の貴重な観光資源としての坂田城跡梅

林と分かり易い行き来が出来るよう整備に努めます。 

12．周辺同様施設の失敗

事例や農産物を中心に販

売している近隣のライバ

ル施設が多い中で、２５万

人の来場者数の見込みと

１０万人の年間レジ客数

など、幹線道路からのアプ

ローチの悪さや告知計画

等が示されていない中で、

とても甘い計画だと思う。 

いただいたご意見を考慮し、今後、運営形態及び事業

化における詳細な計画を進めていくうえで、慎重に検

討いたします。 

13．農産物を委託販売す

る農家さんたちは、近くの

ライバルの方が認知度も

あり、手数料も同じであれ

ば、閉店直売所の手数料が

高く認知が無かったこと

による農家さんの奪い合

今後、運営形態及び事業化における詳細な計画を進め

ていくうえで、農業経営者や農家組合との話し合いを

慎重に行い進めて行きます。 



い競争に勝てず、農産物が

無くなった二の前になる

のではないだろうか。 

７ 

１．資料を見る限り、これ

が成功するという根拠が

全くありません。１０万人

／年を如何に集めるかの

方針が皆無であるため、説

得力が全くありません。ま

た中学校が目の前にある

にも関わらず、生徒の安全

確保のための対策が全く

論じられておりません。子

供の親として、また納税者

として賛同すべき事項が

全く見当たりません。税金

を投入する施策は他に山

ほどあると思います。 

横芝光町の交流と地域情報発信の施設づくりとして、

交流人口の拡大、定住人口の保持、町内人口流出の抑

制、エコツーリズムの推進など７つの目的を掲げ、新

たな創造性を育む「産直・交流・ツーリズムステーシ

ョン」として整備を目指しています。また、横芝中学

校生徒の安全性については、現在、中学校周辺道路の

交通計画を検討しておりますので、いただいたご意見

を考慮し、魅力あふれる交流施設として整備するとと

もに、問題点など精査しながら慎重に計画を進めて行

きます。 

８ 

１．普段から坂田公園散

策、ウォーキングで良く利

用しています。町として目

玉になるものがあると良

いと思いますが、公園の老

朽化、建物をたてるスペー

スはありますか。現在、公

園とグラウンド・ゴルフの

練習場でいっぱいだと思

います。反対です。 

いただいたご意見を考慮し、魅力あふれる交流施設と

して整備するとともに、グラウンド・ゴルフ利用者と

共存できるよう問題点など精査しながら慎重に計画を

進めて行きます。 

９ 

１．坂田池公園、子供たち

の遊び場を減らさないで

ほしい。広さは最小限の公

園と思います。子供たちの

遊び場削らないで。 

子供の遊具については、現況の遊具の移設や新規遊具

の設置を行うなど、新たな遊び場ゾーンを導入します。

また、併せて屋内の幼児遊具の設置や授乳室を完備す

るキッズルームを遊び場ゾーンに設置します。 

２．中学校の目の前で子供

たちには環境が悪いと思

います。教育的に考えても

騒音や防犯上などの環境問題については、最大限の努

力を欠かさず、生徒に影響が及ばないよう学校側と連

携を取りながら対策を検討して行きます。 



良くない。 

３．坂田池公園では集客が

見込めないのでは。 

将来的な県道バイパス開通による交通アクセスの向上

や坂田池スポーツ施設及び公園利用者の集客が見込め

ることから計画を推進しています。 

４．「カスミ」ができるの

で、町の地場産品を売り出

せるよう相談してみては

いかがでしょうか。 

カスミの経営方針である地域密着型として地元の野菜

など地場産品コーナーを設け販売しているようです

が、今後の参考とさせていただきます。 

５．お金がかかりすぎま

す。松尾も終わりが早かっ

たです。 

いただいたご意見を考慮し、魅力あふれる交流施設と

して整備するとともに、問題点など精査しながら慎重

に計画を進めて行きます。 

 


