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第 1回 愛荘町総合計画審議会 

議 事 録 

 

1. 日 時 

平成 29年 6月 27日（火）14:00～15:30 

 

2. 場 所 

愛荘町役場 愛知川庁舎 3階 第 4会議室 

 

3. 出席者 

【委員】 

 区分 所属 氏名（敬称略） 備考 

会長 学識 滋賀県立大学 秦  憲志 主席調査研究員  

 各種団体 愛荘町教育委員会 植田 建次 委員長  

 〃 愛荘町農業委員会 久保田 秀子 委員  

 〃 愛荘町区長・総代会 柿田 武雄 愛知川自治会長  

 〃 愛荘町消防団 小泉 幸夫 団長  

副会長 〃 愛荘町商工会 岡部 透 副会長  

 〃 愛荘町民生委員・児童委員会 北川 孝子 副会長  

 〃 愛荘町社会教育委員 治武 純一 代表  

 〃 愛荘町さわやかまちづくり

推進会議 
西澤 一弘 会長 

 

 〃 愛荘町人権教育推進協議会

企業・事業所部会 
國分 郁夫 部会長 欠席 

 〃 愛荘町秦荘観光協会 濱中 大樹 

(代)中村 哲男 

代表理事 

業務執行理事 

欠席 

 〃 愛荘町愛知川観光協会 西澤 基治 会長  

 〃 愛荘町シルバー人材センタ

ー 
八島 琢磨 企画担当主任 

 

 〃 愛荘町子ども会連合会 藤野 喜久 特別役員  

 〃 ボランティアサークル 

「月のくまさん」 
川口 清美  

 

 一般 公募委員 関 りん   

 

事務局 

愛荘町長 宇野 一雄   

総合政策部長 小杉 善範   

総合政策課長 阪本 崇   

総合政策課 担当 橋本 庸介   

     

 株式会社パスコ 高畠 陽平   

  吉田 篤史   
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4. 資料 

・会議次第 

・第 2次愛荘町総合計画審議会委員名簿 

・愛荘町総合計画策定条例 

・愛荘町総合計画審議会設置運営要綱 

・愛荘町総合計画審議会傍聴要綱 

・第 2次愛荘町総合計画基本構想および基本計画（諮問書） 

・第 2次愛荘町総合計画策定指針 

・第 2次愛荘町総合計画策定スケジュール 

・まちづくりに関する町民アンケート調査結果（概要版） 

・まちづくりに関する中学生アンケート調査結果（概要版） 

 

 （参考資料） 

・第 1次愛荘町総合計画（前期計画）計画書 

・第 1次愛荘町総合計画（後期計画）計画書 

・愛荘町みらい創生戦略（人口ビジョン編） 

・愛荘町みらい創生戦略（総合戦略編） 

 

5. 議事 

（1）あいさつ 

（2）委嘱状の交付 

（3）自己紹介 

（4）愛荘町総合計画審議会の運営について 

（5）審議会会長および副会長の選出について 

（6）第 2次愛荘町総合計画の諮問について 

（7）第 2次愛荘町総合計画の基本的な考え方について 

（8）まちづくりに関する町民・中学生アンケートについて 

（9）その他 

 

6. 議事要旨 

（1）あいさつ 

事 務 局： 皆さん、こんにちは。総合政策課長の阪本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、第1回の愛荘町総合計画審議会を開催させていただいたところ、お忙しい中、お

集まりいただきましてありがとうございます。 

また、このたびは愛荘町総合計画審議会の委員として、ご就任をお願いしましたところ、

快くお引き受けいただき、誠にありがとうございます。 

それでは、早速ではございますが、ただいまから会議を始めさせていただきます。開催に

あたりまして、愛荘町長の宇野がご挨拶を申し上げます。 

 

宇野町長： 皆様方には、日頃から町政各般にわたりまして、格別のご支援ご協力を賜り、心からお礼

申し上げます。 
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また、このたびは総合計画審議会の委員としてご就任をお願いいたしましたところ、快く

お引き受けいただき、誠にありがとうございます。 

さて、日本の人口は、2006年をピークに減少局面に入ったと言われており、いよいよ超高

齢社会の到来を迎えようとしております。 

これまで増加が続いてきました当町の人口も2020年をピークに減少傾向に転じまして、

2060年には、約18,000人とピーク時の約9割にまで減少するものと予測されており、このよ

うな少子高齢化の進展は、町財政への影響や地域活力の低下など、本町を取り巻く情勢は大

きく変化していくものと認識しております。 

経済・社会が成熟し、かつてのような経済成長が望めなくなるなか、将来に対する不安を

安心に変え、誰もが夢や希望を抱くことができる豊かな社会を築くためには、町民の皆様と

ともに、まちの将来像「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」の実現に加え、「新しい豊

かさ」を求めた取り組みを進めていかなければなりません。 

「新しい豊かさ」の実現には、開かれた町政のもとで、関係する町民の皆様との対話を重

ね、課題や可能性について共有・共感を広げ、協働へとつなげていくことが欠かせないもの

と考えております。 

これからの時代は、まちづくりに対する町民意識の高まりや地方分権の流れにより、行政

には地域特性を活かした施策を展開し、町民と一緒にまちづくりに取り組んでいく、新しい

形の行政運営が求められています。 

ご案内のとおり、平成29年度は、まちづくり基本構想を定め、平成20年度から施策の推進

を図ってまいりました「第1次愛荘町総合計画」の最終年を迎えるとともに、平成30年度か

ら新たにスタートする「第2次愛荘町総合計画」の策定の年となります。 

第2次計画の策定にあたりましては、行政に委ねられてきました「これまでの公共」とい

う考え方を見直し、行政だけでなく、町民と行政が、あるいは町民相互で担っていく「新た

な公共」を築いていくことが必要となります。 

本日、総合計画審議会の委員としてお集まりいただきました委員の皆様におかれましては、

限られた期限ではございますが、当町の魅力あるまちづくりの推進に向け、先駆的かつ先進

的なご意見を賜りますことをお願い申し上げ、私のごあいさつとさせていただきます。 

 

事 務 局： ありがとうございました。 

本日、お集まりいただきました委員の皆様方におかれましては、限られた期限ではござい

ますが、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

（2）委嘱状の交付 

事 務 局： それでは、次第の2番目、委嘱状の交付に移らせていただきます。本来ですと、委員の皆

様にこの場で交付させていただくのが本意ではございますが、時間の関係上、代表交付とさ

せていただきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

それでは、各種団体を代表しまして、愛荘町教育委員の植田様に代表交付をさせていただ

きます。植田様、ご起立いただき前の方にお願いいたします。 

 

（宇野町長から朗読のうえ、植田委員に委嘱状を交付） 

 

事 務 局： ありがとうございました。それでは、席にお戻りください。 
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（3）自己紹介 

事 務 局： 次に、次第の3番目、自己紹介に移らせていただきます。資料1にございます委員名簿の順

に自己紹介をお願いいたします。 

 

（自己紹介 省略） 

 

事 務 局： ありがとうございました。 

 

（4）愛荘町総合計画審議会の運営について 

事 務 局： それでは、次第の4番目、愛荘町総合計画審議会の運営について、担当からご説明させて

いただきます。 

 

事 務 局： それでは、愛荘町総合計画審議会の運営につきまして、資料の2、3および4を用いまして

ご説明いたします。 

 

まず、資料の2、愛荘町総合計画策定条例をお願いします。この条例に関しましては、昨

年度の平成29年3月議会で議会の議決を経て制定したものでございまして、条例制定の理由

については、裏面に記載しておりますのでご覧いただきますようお願いします。 

これまでの総合計画につきましては、地方自治法第2条第4項において、市町村の総合計画

の基本部分である「基本構想」については、議会の議決を経て定めることが義務付けられて

おりました。 

しかし、国の地域主権改革の下、平成23年5月2日に「地方自治法の一部を・改正する法律」

が公布されたため、これまで議会の議決を経て定めることが義務付けられていました基本構

想の法的な策定義務がなくなり、総合計画の策定および議会の議決を経るかどうかは各自治

体の判断に委ねられることとなりました。これは、市町村自らが基本構想の策定の要否を意

思決定するということを意味することから、愛荘町におきましては、総合的かつ計画的な行

政運営を図るため、愛荘町総合計画の策定について改めて条例制定したものでございます。 

前後して申し訳ございませんが、資料の表にお戻りください。 

この条例は、趣旨の第1条から委任の第9条までで構成しておりまして、重要な部分のみ抜

粋してご説明させていただきます。 

まず、第3条の総合計画の策定です。ここでは、町長は、総合的かつ計画的な町政運営を

図るため、総合計画を策定するものとすると明記しております。 

次に、第4条の総合計画の位置付けでございますが、町の最上位の計画として位置付ける

というから、第2項におきまして、個別の計画の策定または変更にあたっては、総合計画と

の整合を図るものとすると明記しております。 

続いて、第5条に審議会に関することとして、愛荘町総合計画の策定に関し必要な事項の

調査および審議を行うため、愛荘町総合計画審議会を設置することとし、第2項で審議会は、

委員20人以内で組織すると明記しております。 

次に、第6条において、諮問および答申に関することを定めており、町長は基本構想およ

び基本計画を策定または変更するときは、審議会へ諮問することとし、第2項において、審

議会は、諮問された内容についての調査・審議を行い、その意見を答申するものと明記して

おります。 
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そして、第7条において議会の議決に関することとしまして、総合計画の基本構想につい

ては、議会の議決を経ることとしております。 

以上が、愛荘町総合計画策定条例の要旨となります。 

 

続いて、資料3の愛荘町総合計画審議会設置運営要綱について、ご説明させていただきま

す。 

この要綱におきましては、先の総合計画策定条例の規程に基づき、審議会を設置するとと

もに、その組織および運営に関して必要な事項を定めております。 

まず、審議会の所掌事務については第2条で定めておりまして、町長からの諮問に応じま

して、総合計画の策定に関する必要な事項を調査および審議することとしております。 

第3条では、組織に関することを定めておりまして、委員は20人以内とし、第2項におきま

して、町長から委嘱させていただく委員について明記しております。 

第4条では、委員の任期を定めておりまして、任期は2年とさせていただいております。 

第5条では、会長および副会長の設置について、委員の互選によって定めるものとしてお

り、第2項で会長、第3項において副会長の職務を明記しております。 

以上が、愛荘町総合計画審議会設置運営要綱の要旨となります。 

続きまして、資料の3、愛荘町総合計画審議会傍聴要綱について、ご説明させていただき

ます。この要綱では、審議会の傍聴に関し必要な事項について定めております。 

本日開催の総合計画審議会に関らず、行政が開催いたします委員会や審議会は、原則公開

となっておりますので、あらかじめ町ホームページにおきまして、いつ、どこで、何時から

どのような会議が行われるかを公表しており、傍聴いただくことが可能となっております。 

そういったことから、第4条では、傍聴できない者について、第5条においては、傍聴人の

守るべき事項、第6条において、写真や録音の制限などを定めさせていただいております。 

以上、簡単ではございますが、愛荘町総合計画審議会傍聴要綱の要旨となりまして、条例

および要綱の説明をもって、愛荘町総合計画審議会の運営についての説明とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

ただいま資料4の愛荘町総合計画審議会傍聴要綱についてご説明させていただきましたが、

本日、滋賀産業新聞が傍聴に来られております。要綱第6条の写真映画等の撮影、録音等の

制限の中で傍聴人は傍聴席において写真映画等を撮影し、または録音をしようとする時は、

あらかじめ会長の許可を得なければならない。と定めさせていただいております。 

今回第1回目の審議会ということもあり、まだ会長等の選出はさせていただいておりませ

ん。この場をもって委員の皆様にお諮りさせていただきたいのですが、滋賀産業新聞が傍聴

されるに伴いまして写真撮影の許可を頂きたいという事をお伺いしております。写真撮影に

ついて許可をさせていただいてもよろしいでしょうか。 

委  員： 異議なし 

事 務 局： ありがとうございます。 

それでは滋賀産業新聞に写真等撮影の許可をさせていただきたいと思いますのでご理解

よろしくお願いいたします。 

 

（5）審議会会長および副会長の選出について 

事 務 局： 続きまして、本審議会の会長および副会長の選出に移らせていただきます。 
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先の議題において説明させていただいたとおり、資料3の愛荘町総合計画審議会設置運営

要綱の第5条におきまして、会長および副会長は、委員の互選によって定めると明記してお

ります。 

それでは、お諮りいたします。会長および副会長の選出について、どのようにさせていた

だければよろしいでしょうか。 

委  員： 「事務局に一任」 

事 務 局： ありがとうございます。 

ただいま「事務局一任」のお声をいただきましたので、事務局案を提案させていただきま

す。資料1の委員名簿をご覧ください。 

本審議会の会長に、学識経験を有する者としてご参画いただきました滋賀県立大学の「秦 

憲志」様、副会長に各種団体としてご参画いただきました愛荘町商工会の「岡部 透」様を

推薦させていただきます。 

事務局案に対しまして、ご意見はございますでしょうか。 

委  員： 異議なし 

事 務 局： ありがとうございます。 

それでは、ご意見等もないようですので、賛成いただける方につきましては、挙手をお願

いいたします。 

 

（委員各位の挙手） 

 

事 務 局： ありがとうございます。それでは、全委員の賛成でご承認いただきましたので、会長に、

滋賀県立大学の「秦 憲志」様、副会長に、愛荘町商工会の「岡部 透」様ということで、

お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、秦会長様、一言ごあいさつをお願いいたします。 

秦  会長： あらためまして、滋賀県立大学の秦でございます。今回大事な審議会の会長ということで

大役を頂きました。愛荘町の第2次総合計画を皆さんとこれから一緒にご議論させていただ

くにあたり、先程町長さんのお話にもありましたように今後、日本の社会は大変な時期を迎

えると思います。少子高齢化が重要な課題となっておりまして、これまでの10年を振り返っ

てみますと、愛荘町が合併されてから2年が経って第1次総合計画が出来ました。10年経つと

時代は変わり、思い返すと2008年に総合計画が出来た時はリーマンショックが起こり、経済

的にも大変な時期でした。2011年には東日本大震災があり、2014年には地方創生の年を迎え、

地方版総合戦略を基にこれからの人口減少社会において、愛荘町も将来に向けた地域創生に

取り組んでいかなければなりません。 

今後10年を見越した時にひとつの大きなポテンシャルがあると思います。それをこういう

場で共有しながら町のビジョンである「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」の実現に向

けまして、一人ひとりが温かく支え合って明るい活力ある町を築いていけるよう進めて行き

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

事 務 局： ありがとうございます。秦会長よろしくお願いいたします。 

本来ですと、愛荘町総合計画審議会設置運営要綱第6条の規定によりまして、会長に議長

として議事進行をお願いすることになりますが、本日は、第1回目の審議会でありますので、

このまま事務局において、議事進行をさせていただきます。 
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（6）第 2次愛荘町総合計画の諮問について 

事 務 局： 続きまして、次第の6番目、第2次愛荘町総合計画の諮問に入らせていただきます。資料の

5に諮問書の写しをつけておりますので、ご覧ください。 

それでは、宇野町長から愛荘町総合計画審議会秦会長へ諮問いただきます。 

前の方にお願いいたします。 

 

（宇野町長から秦会長へ諮問書を朗読のうえ、手渡し） 

 

事 務 局：ありがとうございました。 

 

（7）第 2次愛荘町総合計画の基本的な考え方について 

事 務 局： それでは、次第の7番目、第2次愛荘町総合計画の基本的な考え方について、担当からご説

明させていただきます。 

 

事 務 局： それでは、第2次愛荘町総合計画の基本的な考え方について、資料6の策定指針、資料7の

スケジュール、別途配布しております計画書をもとにご説明させていただきます。 

 

まず、資料の6、第2次愛荘町総合計画策定指針をお願いします。 

策定指針の1ページでは、総合計画の策定趣旨について記載しておりまして、先ほどご説

明させていただきました、総合計画策定条例の制定理由と重複いたしますが、地方自治法の

一部改正に伴いまして、これまで議会の議決を経て定めることが義務付けられていました基

本構想の法的な策定義務がなくなり、総合計画の策定および議会の議決を経るかどうかは各

自治体の判断に委ねられることとなりました。これは、市町村自らが基本構想の策定の要否

を意思決定するということを意味することから、将来における愛荘町のあるべき姿・目指す

将来像を描き、あわせて、これからの新しい時代に即応する行政運営の指針を示し、町民と

の協働によるまちづくりと計画的な施策の推進を図るため、新たな総合計画である第2次愛

荘町総合計画を策定することとしております。 

続きまして、策定指針の2ページでございます。ここでは、総合計画を策定するにあたっ

ての町の基本姿勢を定めております。 

1つ目に「愛荘町みらい創生戦略との一体化」でございます。この愛荘町みらい創生戦略

に関しましては、後ほど、計画書をもってご説明させていただきますので、ここでの説明は

省略させていただきます。 

2つ目に「町民と行政との協働による計画づくり」、3つ目に「地域の特性を生かした計画

づくり」、4つ目に「目標が明確で、成果が評価できる計画づくり」、5つ目に「実効性を確保

した計画づくり」、6つ目に「施策の横断的なつながりを意識した計画づくり」と6項目につ

いて定めております。 

続きまして、策定指針の3ページをお願いします。ここでは、総合計画の期間および構成

等について記載しており、総合計画は、本町の目指す将来像とその実現のための基本方針を

明らかにするとともに、今後の急速な社会環境の変化の中で、その変化に適切に対応し、計

画の実行性を確保する必要があります。 

次期総合計画の策定にあたり、総合計画の期間および構成等について定めております。 

1つ目の「総合計画の期間」ですが、愛荘町みらい創生戦略との一体化を図りまして、計
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画期間を2018年度から2027年度までの10年間とさせていただきます。 

次に、2つ目の「総合計画の構成」についてですが、計画期間を10年としたうえで、成果

が評価でき、実効性が確保される計画とするためには、10年間変わることのない目指す将来

像とその実現のための施策を具体的かつ体系的にわかりやすく整理する必要があると考え

ております。よって、第2次総合計画におきましては、基本構想および基本計画の2層構造と

しまして、実施計画については、毎年度の予算編成および事業実施の指針となる事業計画を

示すものとし、計画期間内の見直しを行うことで、毎年の進行状況の評価および進行管理を

行うこととします。 

また、実施計画のうち、重点的・戦略的に進める5年ごとのリ一ディングプロジェクトを

策定し、毎年の進行管理もあわせて行ってまいります。 

以上、第2次愛荘町総合計画の策定指針のご説明とさせていただきます。 

本日、お手元にいくつかの冊子を配布させていただいておりますが、愛荘町総合計画と記

載された緑色の冊子と、愛荘町総合計画後期計画と記載された冊子をご覧いただければと思

います。 

緑色の冊子が、平成20年度に策定いたしました平成29年度までの10年間を計画期間とする

愛荘町の第1次総合計画となります。21ページをご覧ください。21ページから第１次計画の

基本構想を定めておりまして、22ページ、23ページでは、まちづくりの基本理念を「くらし」

「まち」「ひと」と分類し、「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」をまちの将来像としま

して、10年間変わることのないものとしてまいりました。35ページからは平成20年度から平

成24年度までの5年間の基本計画を第1章から6章までで構成しております。 

次に、後期計画の冊子をご覧ください。この冊子は、平成25年度から平成29年度までの5

年間にかかる基本計画について定めたものでありまして、基本理念である「くらし」「まち」

「ひと」やまちの将来像などの基本構想部分は継承しつつ、基本計画部分について見直しを

行いまして定めさせていただいたものとなります。 

今回、この愛荘町総合計画審議会でご審議いただきますのは、今後の10年間の基本構想と

前期5年間の基本計画となりますので、緑色の冊子を作成していくイメージとなりますので

よろしくお願いいたします。 

続きまして、関連いたします計画としまして、愛荘町みらい創生戦略について、ご説明さ

せていただきます。冊子といたしましては、「人口ビジョン編」と「総合戦略編」の2種類と

なります。まず、「人口ビジョン編」についてお願いします。 

1ページをご覧ください。わが国は現在、世界のどこの国もこれまで経験したことのない

超高齢社会を迎えるとともに、人口の継続的な減少が続く人口減少社会に突入しています。

そのようなことから、国におきまして平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が閣議

決定され、国をあげて人口減少社会に歯止めをかけていくという方針が大きく打ち出された

ものでございます。 

この人口ビジョンは、本町における人口の現状分析を行いまして、今後目指すべき将来の

方向と人口の将来展望を示すものとしてとりまとめたものとなります。 

それでは、18ページをご覧ください。ここでは、愛荘町の将来推計人口を表したグラフと

なっておりまして、国立社会保障人口問題研究所のデータを引用しまして推計したものとな

ります。愛荘町の将来人口については、2020年までは増加傾向となっておりますが、その時

点をピークに減少傾向に転じまして、2060年には、18,556人とピーク時の約9割にまで減少
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すると推計されます。 

20ページをご賢ください。ここでは、将来推計人口を踏まえました人口ピラミッドとなっ

ておりまして、2010年では、理想に近い釣り鐘型に近い形状となっておりますが、右下の2060

年には、高齢化と人口の減少に伴いまして、どの世代にもピークのない円柱型になるものと

推計されます。 

22ページでは、地域別の将来人口推計を表しておりまして、町内4小学校区ごとの推計を

しておりますが、グラフを見ていただくと愛知川小学校区、愛知川東小学校区、秦荘西小学

校区はおおむね横ばいで推移していきますが、秦荘東小学校区に関しましては、2010年以降、

一貫して人口減少傾向にあることが分かります。 

次に、29ページをお願いします。ここでは、人口減少や少子高齢化の進行により、町の暮

らし、地域経済、地方行政をはじめとする社会のさまざまな面に与えるであろう影響をまと

めております。 

このようなことから、36ページからは、将来訪れる人口減少問題の克服に向け、基本的方

向を定めておりまして、視点の1としまして「人口流出の抑制とUIJターンの促進」。視点の2

としまして「若い世代の結婚・出産・子育ての希望を実現する」。視点の3としまして「地域

の特性を生かした課題解決と活性化の推進」と、3つの基本的視点を定めております。 

次に38ページをお願いします。これら3つの基本的視点を踏まえまして、当町における人

口目標を設定しておりまして、人口2万人を維持することとしております。 

概要のみのご説明となりましたが、以上が、愛荘町みらい創生戦略の人口ビジョン編とな

ります。 

続きまして、総合戦略編となります。総合戦略編は、人口ビジョン編における本町の人口

の現状および将来展望を踏まえつつ、人口減少社会における愛荘町の持続的な発展と豊かな

地域づくりを実現するため、「まち・ひと・しごと創生」に向けた当面の具体的な目標とそ

れを達成するための実施すべき施策をまとめたものとなります。 

2ページをお願いします。ここでは、総合計画との関係性について記載しておりまして、

この総合戦略の取り組みについては、成果検証を経まして、第2次総合計画へ反映、継承し

ていくこととしております。 

3ページでは、総合戦略編の計画期間として、国や県の総合戦略と整合をとりまして、平

成27年度から平成31年度までの5年間としております。 

続きまして、7ページをお願いします。7ページでは、愛荘町総合計画の基本理念である「ま

ち」「ひと」「くらし」と人口ビジョン編で導きました3つの基本的視点を踏まえ、戦略の柱

として、「住民が輝くまち」「オンリーワンのまち」「持続可能なまち」と3つの戦略の柱を立

て、「ひと」や「しごと」の好循環からそれを支える「まち」の活性化へとつなげていくも

のとしております。 

そして、8ページ以降では、以上のことを踏まえまして、人口減少社会を克服すべく、計

画期間である5年間で集中的に実施いたします施策をまとめておりまして、基本目標の1とし

まして、「地域産業の発展と安定した雇用を創出する」。基本目標の2としまして、「新しい人

の流れをつくる」。基本目標の3としまして、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかな

える」。そして、基本目標の4としまして、「時代にあった地域をつくり、魅力あるまちの暮

らしを実現する」と大きく4つの基本目標を定めまして、地方創生の実現に取り組んでいく

こととしております。 
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本日は、以降に定めております重点施策等の説明は省略させていただきますが、先ほど、

第2次総合計画の策定指針の説明の中で申し上げましたとおり、第2次総合計画におきまして

は、この人口減少社会の到来を見据えて策定いたしました愛荘町みらい創生戦略との一体化

を図ってまいりたいと考えております。 

以上、愛荘町みらい創生戦略のご説明とさせていただきます。 

 

説明が前後して申し訳ございませんが、資料の7、第2次愛荘町総合計画策定スケジュール

につきまして、ご説明させていただきます。 

スケジュールは、平成28年度、平成29年度、平成30年度と、3段に分けて作成しておりま

して、上段の平成28年度ですが、計画を策定するにあたり先行しまして、「まちづくりに関

するアンケート調査」を町民および中学生を対象に実施させていただいております。 

中段は、平成29年度のスケジュールとなっておりまして、本日開催の第1回審議会から、

第2回を9月、第3回を11月、第4回を2月と、計4回の審議会の開催を予定しております。また、

その間にパブリックコメントの実施や町内4小学校区を対象としました「まちづくりフォー

ラム」を開催いたしまして町民の皆さまのご意見等を反映し、平成30年3月議会におきまし

て、議会の議決を経て計画の策定をしてまいりたいと考えております。 

下段は、平成30年度のスケジュールとなっておりまして、今年度策定いたします第2次計

画書の印刷をしまして、概要版の全戸配布をさせていただき、計画内容について周知してま

いります。 

以上、策定スケジュールの説明とさせていただきますが、審議会の回数や開催月はおおよ

その目安となりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局： ただいま担当から総合計画の策定指針やスケジュール、各種計画について、ご説明させて

いただきましたが、何かご意見等ございましたら、よろしくお願いします。 

事 務 局： それでは、意見等ないようですので次の議題へ入らせていただきます。 

 

（8）まちづくりに関する町民・中学生アンケートについて 

事 務 局： 次第の8番目、まちづくりに関する町民・中学生アンケートについて、担当から説明させ

ていただきます。 

 

事 務 局： それでは、次第の8番目となります「まちづくりに関する町民アンケート調査結果」につ

いて、ご説明させていただきます。このアンケート調査については、第2次総合計画を策定

するにあたりまして、これまで取り組んでまいりました町のまちづくりに対する意向や今後

重点的に行うべき取り組みなどを把握し、計画策定の基礎資料とするため、先行して実施し

たものでございます。 

資料8が町民向け、資料9が中学生向けアンケート調査結果の概要版となります。 

それでは、資料8の町民向けアンケート調査結果からご説明いたします。調査概要をご覧

ください。調査は、町民2,000人を無作為に抽出させていただき、郵送により行ったもので、

有効回収数は795票で、回収率は39.8%となっております。 

調査日ですが、平成29年1月31日に発送しまして、2月24日を投函締切とさせていただいて

おりまして、調査項目につきましては、記載のとおりです。 

2ページ目は、回答者の属性について円グラフでまとめさせていただいております。 
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3ページ目以降が、調査結果となります。まず、愛荘町の暮らしについてですが、愛荘町

の良い点としましては、3の「緑や水などの自然が良い」が48.4%と最も多く、次いで、5の

「買い物などの目常生活が便利」が35.8%、4の「近所づきあいがしやすい」が19.5%となっ

ておりまして、前回と比較しますと、上位の3項目は同様の結果となります。この前回とい

うのは、第1次愛荘町総合計画の後期計画を策定するにあたりまして平成24年度にアンケー

トをとらせていただいた結果となります。 

次に愛荘町の良くない点ですが、2の「バスや鉄道の便が良くない」が63.8%と最も多く、

次いで1の「道路整備が良くない」が23%、6の「福祉や医療の面で不安がある」が21.6%とな

ります。前回と比較すると、バスや鉄道の便については、同様の結果ですが、1の「道路整

備が良くない」が上位となる結果となりました。 

次に4ページのまちの将来像について、愛荘町の10年後にどのような町になって欲しいか

については、1の「みんなが安心して暮らせる町」が58.4%と最も多く、次いで、5の「買い

物や交通など暮らしが便利な町」が45.5%となっております。 

次に将来のまちづくりに必要なことについては、1の「若者等にとってやりがいのある仕

事の創出」が50.7%と半数以上で最も多く、次いで、7の「子育て支援や福祉施策の充実」と

なっており、若者の働く場の創出、福祉・子育て分野が高い結果となっています。 

次に5ページをお願いします。愛荘町のまちづくり施策について、満足度について調査し

ております。6の「消防や防災体制の充実」、8の「ごみ減量化やリサイクルなどの取り組み」

は、満足傾向が高い一方で、2の「鉄道やバスの公共交通の充実」については、先の設問と

同様の結果で、不満傾向が高くなっております。 

6ページには、前回調査との比較を掲載しておりまして、特に公共交通の充実については、

不満傾向が増加したことが分かります。 

次に、7ページをお願いします。愛荘町のまちづくり施策について、先ほどと同じ設問で、

重要度について聞かせていただいております。 

重要度については、14の「高齢者や障がい者の福祉の充実」について、特に重要が53.8%

と最も高く、次いで、13の「保育サービスなど子育て支援の充実」が49.2%と高く、全体と

して、健康福祉、都市基盤、防災、教育の分野について、重要度が高くなっていることが分

かります。 

8ページ以降は、愛荘町のまちづくりの今後の取り組みについて、都市基盤や防災・防犯、

産業や観光など、個々の施策ごとに、力を入れていくべき項目について調査しておりまして、

説明は省略させていただきますので、後ほどご覧いただければと思います。 

続きまして、資料の9、まちづくりに関する中学生アンケート調査結果の概要について、

ご説明させていただきます。 

調査概要ですが、町立中学校の2年生188名を対象に実施いたしまして、調査項目について

は記載のとおりとなります。 

2ページをお願いします。2ページの上段は、回答者の属性になっています。 

次に愛荘町の暮らしについてですが、住みごこちについて聞いております。住みごこちが

良いは39.9%と最も多く、とても良いが12.2%と、住みごこちが良いと感じている割合は半数

以上となりますが、前回調査と比較すると、住みごこちが良いの割合が大幅に減りまして、

良くない、まったく良くないの割合が増えるという結果となっております。 

次に3ページをご覧ください。愛荘町の良いところ、悪いところについて、自由に意見を
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記述してもらい、区分したものになります。 

良いところとしましては、図書館等の公共施設の充実が最も多く、歴史文化や自然などが

高い傾向となっています。 

悪いところについては、スーパーやデパートなどの生活利便施設や娯楽施設が高くなり、

大人と同様に、道路、交通環境が高い割合となっています。 

4ページをお願いします。上段では、愛荘町の一員だと感じることがあるかについて聞い

ておりまして、おおむね前回調査と同様の結果となっております。 

下段では、これからも愛荘町に住み続けたいかという定住・移住の意向について聞いてお

りまして、こちらもおおむね前回調査と同様の結果となりましたが、いずれは町外に引越し

したいとの回答が半数以上となっておりまして、町としましては若年層の流出に危機感を持

たなければならず、今後、その対策が求められることになると実感しております。 

5ページでは、愛荘町に住みたくない理由について、整理をしておりまして、生活利便性

や雇用の場への不満や、都会への関心が高くなっていることが分かります。 

次に6ページをお願いします。愛荘町のこれからについて聞いております。愛荘町の10年

後にどのような町になって欲しいかについては、5の「買い物や交通など暮らしが便利な町」

が62.8%と最も高く、次いで、1の「みんなが安心して暮らせる福祉の町」が42.6%となって

おり、特に福祉分野については、大人と同様、高い結果となっています。 

下段の行政で取り組んで欲しいことについては、公共交通など都市基盤の分野が高くなっ

ており、ここでも大人と同様、公共交通の分野に課題があることが分かります。 

7ページをお願いします。ここでは町民とともに取り組むまちづくりについて、聞いてお

りまして、まちづくりのためにできることについては、1の「町民が互いに協力し、地域を

美しくすること」が53.2%と半数以上で最も多く、美化意識は高いことがうかがえます。 

下段では、参加してみたいまちづくり活動について、8の「スポーツ活動の指導・支援」

が31.4%と最も多く、次いで、11の「町の施策やイベント、計画づくり等への参加」が多く

なっています。一方で、12の「特にない」との回答が28.7%を占めており、まちづくり活動

について無関心である層が多いということがうかがえる結果となりました。 

以上が、昨年度に実施しましたまちづくりに関する町民・中学生アンケートの結果となり

ます。よろしくお願いします。 

 

事 務 局： ただいま担当からご説明させていただきました「まちづくりに関するアンケート結果」に

ついて、何かご意見はございますか。 

八島委員： 資料8の3ページ目、②愛荘町の良くない点の2「バスや鉄道の便が良くない」が前回調査

から3倍以上も増えている要因は分かりますか。中学生アンケートの2ページ目の住みごこち

が「まったく良くない」「分からない」というのが大幅に増えている理由も分かれば教えて

下さい。 

4ページ目は前回と変わらない結果となっていますが、「いずれは町外に引っ越したい」が

半分以上あるのはどのような理由ですか。 

また、先ほどの説明で若い人は一度は都会へ出たいというのは分かるのですが、100人近

い中学生が将来的にここには住みたくないと思っているみたいなので、その要因が分かれば

教えて下さい。 

事 務 局： ご質問いただいた件ですが、本日配布させていただいているアンケート結果ですが、概要
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版のほうを配布させていただいております。ただいまのご質問につきましては、整理させて

いただき、後日回答をさせていただきますのでご理解いただきますようお願いいたします。 

八島委員： よろしくお願いいたします。 

事 務 局： ありがとうございました。他にご質問等はございますか。 

ただいまの件に関しまして、次回の第2回審議会において報告させていただきます。 

 

（9）その他 

事 務 局： それでは、最後の議題となる「その他」に入らせていただきます。 

本日、6月27日に第1回目の総合計画審議会を開催させていただきまして、スケジュールで

もご説明させていただいたとおり、今年度は計4回の審議会を予定しております。 

審議会への出席に伴いまして、1回につきまして7,000円の謝礼をお支払いさせていただく

ことになっておりまして、謝礼を振込させていただく口座情報を登録させていただく必要が

ございます。 

他の審議会等の関係で、すでに口座情報の登録がある方と登録のない方について、お調べ

させていただきまして、登録のない方については、別途、口座振込依頼書を配布しておりま

す。お手数をおかけいたしますが、必要事項をご記入いただきまして、総合政策課までご提

出いただきますようお願いいたします。 

また、謝礼についてご辞退されるという委員の方がおられましたら、審議会終了後に、事

務局までその旨をお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次回開催日です。次回、第2回の審議会につきましては、9月を予定しておりま

す。開催日につきましては、8月中旬に、日程調整の通知を送付させていただき、決定して

まいりたいと考えておりますので、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

本日、参考資料として配布しております、総合計画の冊子2冊と愛荘町みらい創生戦略の

「人口ビジョン編」と「総合戦略編」の計4種類の計画書冊子を配布させていただいており

ます。第2回審議会でご審議いただくにあたりまして、参考資料として使用させていただき

ますのでご持参いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局： 本日は、長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。 

次回の第2回審議会以降は、具体的な施策等につきまして、ご審議いただくことになりま

すので、よろしくお願いいたします。 

藤野委員： 出来れば、次回の委員会までに資料を事前送付していただければ、事前に勉強をできます

し調査もできますのでよろしくお願いします。 

事 務 局： 事前に送付はさせていただきます。本日第1回目の会議録についても、ご確認の為に送付

させていただきますので、あわせて見ていただければと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

事 務 局： それでは、閉会にあたりまして、総合政策部長の小杉からごあいさつさせていただきます。 

 

事 務 局： みなさん、本日はご出席いただきましてありがとうございました。今回から始めて今年度

は4回開催を予定していますが、前回の策定から早10年ということで、今後10年間で町の目

指すべき姿をご審議頂きながら、みんなで住み良いまちづくりを目指して頑張っていきたい
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と思います。 

本日、一度にたくさんの資料を利用させていただき、十分読んでいただく時間もなかった

と思いますが、家にお帰りになられて御目通し頂ければと思います。今後は事前配布させて

頂くということなので、次回からまた皆さんの奇譚のないご意見を頂きながら進めてまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございま

した。 

 

事 務 局： これを持ちまして、第1回愛荘町総合計画審議会を閉じさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

 


