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平成２９年度 第２回 愛荘町総合計画審議会 

議 事 録 

 

1. 日 時 

平成２９年１０月１２日（木）９：２８～１１：３４ 

 

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 代表理事  

 〃 愛荘町愛知川観光協会 西澤 基治 会長 欠席 

 
〃 

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   

愛荘町副町長 中村 守   

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   

宮本 慧   

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 

・町民・中学生アンケート結果に関する質疑内容について 

・第１回審議会の質疑に対する回答について 

・町民アンケート調査結果（概要版） 

・中学生アンケート調査結果（概要版） 

・第２次総合計画 構成およびレイアウト（案）について 

・第１部－はじめに 

・第２部－基本構想 

・総合計画施策体系図 

・素案に対する意見の回答について 

 

5. 議事 

（１）あいさつ 

（２）第１回審議会の質疑に対する回答について 

（３）第２次愛荘町総合計画（素案）について 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）その他 

 

6. 議事要旨 

（１）あいさつ 

事 務 局： 皆さん、おはようございます。総合政策課の阪本です。 

第２回目となります総合計画審議会の開催にあたりましては、先般日程調整をお願いいた

しましたところ、ご協力をいただきありがとうございました。 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第２回審議会を始めさせていただきます。

開会にあたりまして、愛荘町長の宇野がごあいさつを申し上げます。 

 

宇野町長： おはようございます。愛荘町長の宇野でございます。よろしくお願い申し上げます。 

委員の皆さまにおかれましては、日ごろから町政各般わたりまして、格別のご理解とご協

力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

さて、地域を取り巻く環境は、かつてないほど多様化し、あらゆる意味で変革の渦の中に

あると言えます。当町は、合併して 12 年目に入ります。今日まで教育・福祉施設や道路整

備のほか、まちづくりの拠点となる社会資本の整備を中心に施策の推進をしてまいりました

が、これからの時代は、地域のコミュニティ活動やまちづくり活動、さらには地域住民の社

会参加や“つながり”について、総合的に考えていかなければならないものと思っておりま

す。 

平成 30 年度からは、「第２次愛荘町総合計画」のスタートの年となります。「第２次総合

計画」では、「ひとづくり」をひとつのテーマとして掲げ、人と人とのつながりを育み、自

分らしい生活を実現できる社会の構築に向けまして、まちづくりを進めていかなければなら
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ないものと考えております。 

現在、町内４小学校の自治会を対象に「地域のまちづくりフォーラム」を開催させていた

だいており、高齢化や人口減少といった社会の変化を乗り越えられる地域社会の実現に向け

まして、あらためて地域と行政が一体となってよりよい地域づくりを考えていける仕組みを

作ってまいりたいと思っております。 

本日お集まりいただきました第２回目の審議会におきましては、総合計画の主要部分とな

ります基本構想等をお示しさせていただきます。委員の皆さまにおかれましては、限られた

時間ではございますが、忌憚のないご意見を頂戴いたしますとともに、ご審議いただきます

ようお願い申し上げ、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。 

それでは、続きまして、愛荘町総合計画審議会会長の滋賀県立大学 秦様から一言ごあい

さつをお願いします。 

 

秦 会長： 皆さん、おはようございます。町長のごあいさつにもありましたように、第２次総合計画

が平成 30 年度からスタートします。今年一年で総合計画の審議を行うという非常に短いス

ケジュールですが、密度の濃い議論をいただきたいと思います。前回ご指摘いただきました

ように、資料も事前にお送りしているようですので、活発なご意見をいただいてご審議させ

ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局： それでは、次第に基づいて会議を進めさせていただきます。 

議事進行につきましては、愛荘町総合計画審議会設置運営要綱第６条の規定に基づきまし

て本審議会会長の秦様にお願いいたします。秦会長様、よろしくお願いいたします。 

 

（２）第１回審議会の質疑に対する回答について 

 

秦 会長： それでは、次第の２番目となります、第１回審議会の質疑に対する回答について、事務局

より説明をお願いします。 

 

事 務 局： 委員の皆さま、おはようございます。総合政策課の橋本と申します。よろしくお願いいた

します。 

それでは、次第の２番目についてご説明させていただきます。６月 27 日に第１回の審議

会を開催させていただいた際に、町民アンケートおよび中学生アンケートの結果概要を説明

させていただいております。その際にいただきました質疑について、回答を整理させていた

だきましたので、ご説明させていただきます。 

関連いたします資料としましては、お手元に配布させていただいております資料番号１か

ら４をご覧いただければと思います。 

まず、資料１については、第１回審議会でいただいた質疑の内容となります。資料２につ

きましては、質疑に対する回答を整理させていただいたものとなります。続いて、資料３お

よび資料４については、資料２での回答を踏まえまして、第１回審議会で配布させていただ
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いた町民および中学生アンケート調査結果の概要版の差替えを配布させていただいたもの

となります。 

本議題におきましては、平成 24 年度に実施しました第１次総合計画後期計画策定に伴い

実施しておりました町民アンケート調査の結果に一部誤りがあったため、今回、再分析し、

精査をしております。 

ここでの説明は、総合計画策定支援業務を委託しております株式会社パスコにデータ等の

再分析をお願いしましたので、事務局に代わりまして、担当の高畠さんの方からご説明させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

パ ス コ： 株式会社パスコの高畠と申します。よろしくお願いいたします。座って資料の説明をさせ

ていただきます。 

まず、資料１ですが、前回の審議会においてご質問が大きく３点ありましたので、まとめ

させていただきました。質疑１につきましては、町民アンケート結果における愛荘町の良い

点・良くない点で、前回のアンケート結果と比較していましたが、「それと大きく数値が違

っているのはなぜか」というご質問でした。 

質疑２につきましては、中学生アンケートの結果において、「住みごこちが良くない」「わ

からない」との回答が前回のアンケートから大きく増えていますので、「その理由がわかれ

ば教えてください」ということでした。 

質疑３におきましても、同じく中学生アンケートですが、「いずれは引っ越したい」「町を

出たい」という方が半数以上おられましたので、「こういう人たちはどういう意識を持って

いるか教えてほしい」というご質問でした。 

それに対して、今回、いくつか再分析、再検討した部分がありますので、こちらでご説明

したいと思っています。資料２を見ていただければと思います。資料２の１ページですが、

アンケート結果の補足で、良い点・良くない点を前回と比較していましたが、前回調査を精

査したところ、分析に一部齟齬がございました。そのため、今回の調査と正確な比較ができ

なかったという状況になっていました。 

何が違っていたかということですが、１ページにグラフを示しています。愛荘町の良い

点・良くない点を割合で示していますが、その際の回答者を割るための分母が、前回は全回

答者数に対して答えた方の割合で示していました。しかしながら、アンケートの調査票を見

てみますと、良い点を答えた人は「住みごこちが良い」と答えた人としていましたので、割

るための分母は、全回答者ではなく住みごこちが良いと答えた人にすべきだとなります。 

住みごこちが良いと答えた回答者の割合に改めたのが下のグラフになります。どこが高

い・低いという相対的な差は変わりませんが、全体的なところで割合が上がっています。逆

に前回は、住みごこちが良いなど、愛荘町の良い点を答えた方の割合は本来よりも低く表示

されていました。 

この結果を踏まえて、あらためて比較をしたのが２ページのグラフになります。青の棒グ

ラフとピンク色の棒グラフで示しているのが、あらためて前回調査と今回の調査を比較した

結果になります。全体的に大きく差が明確に出ているところはなく、同じような割合でそれ

ぞれ高い・低いが出ていますので、比較という意味でも、正当な比較ができていることにな

ります。 
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この表を見てどこで差が出ているかというと、赤線と赤のコメントがありますが、「働く

場がある」と回答した人の割合が前回調査と比べても低くなっているという結果が出ていま

す。 

３ページ目は愛荘町の良くない点で、こちらも同じく前回との比較が正確にできていなか

ったので、あらためて比較させていただきました。下のグラフにあるように、こちらも同じ

程度の割合で比較ができていますが、その中でも一部については大きく差が出ています。愛

荘町の良くない点では、「福祉や医療の面で不安がある」と答えた方の割合が大きく減って

います。また、「防犯や防災の面で不安がある」「働く場が少ない」も同じく割合が減ってい

ますので、まちづくりとして効果が出ている部分ではないかと考えています。 

ここまでが資料１にお示しした質疑１に対する回答になります。 

次の４ページ、５ページは、質疑２に対する回答になります。中学生アンケートにおいて、

「住みごこちが良くない」と回答した人はどうお考えなのか。「良い」と回答した人はどう

考えているのか。これを４ページの下のグラフでお示ししています。 

左側のグラフは良いところを答えています。青色の棒グラフと肌色の棒グラフでお示しし

ていますが、「住みごこちが良い」「とても良い」と答えた方は、「自然、田園環境」「地域・

人とのつながり」「安心・安全」といった点で「住みごこちが良い」と答えています。こう

いったところが愛荘町の特徴でもあると考えています。 

右側のグラフは「あまり良くない」「まったく良くない」と答えた人で、肌色の棒グラフ

が特に大きく伸びているのは「娯楽施設の不足」「公共施設の不足」という点で、「住みごこ

ちが良くない」と答えています。このあたりが中学生にはマイナス点になっていることが見

えてきます。 

５ページは「行政で取り組んでほしいこと」の割合になります。「住みごこちが良い」と

回答した方が行政に取り組んでほしいことは、「自然環境の保全」、「保険（健康づくり）・医

療の充実」、「ごみの処理やリサイクルの充実」、「高齢者や障がい者等の福祉の充実」で、自

然環境の保全、医療や保険、福祉に関して取り組んでほしいという意識が特に高いことがこ

こで見えてきます。逆に、「住みごこちが良くない」と回答した方が行政に取り組んでほし

いことは、「鉄道やバスなど公共交通機関の充実」で、これが住みごこちの悪さに直結して

いると認識されていることが見えてくる形になっています。 

６ページは質疑３に対する回答になります。「町外へ引っ越したい方はどのような思いを

持っているか」というところです。下のグラフは、「町外へ引っ越したい」「住みたくない」

と答えた方に、その理由をお聞きしたものです。大きく理由として挙げられたのは「希望す

る就職先がないから」、「日常生活の周辺施設が不十分だから」で、働く場所と生活の利便性、

このあたりが不足していると認識されています。もう１点は「都会に関心があるから」で、

地方から都会に向かいたいという意識がここで見えてきます。大きくこの３点が、町外へ引

っ越したいと思っている方の理由となります。 

７ページは、定住意向で、将来も愛荘町に住みたいと思っている方、いずれは町外へ出た

いと思っている方、それぞれ「10年後はどんな町になってほしいか」の比較です。定住意向

者が多く挙げているのは、「みんなが安心して暮らせる福祉の町」、「子どもがのびのびと健

全に育てられる町」、「環境を守り、うるおいのある暮らしができる町」で、福祉や子育て、

環境に関することが多くなっています。 
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移住を希望する方が多く挙げている要素としては、「買い物や交通など暮らしが便利な町」、

「多くの人が訪れる観光交流の町」で、生活利便性や観光など賑わいのあるまちづくり、と

いったところが移住を希望されている方にとっては不足していることが見えてきます。 

こういった形で、今回の質疑を踏まえて分析をさせていただきました。先ほどご説明した

ように、残りの資料３と４は、この結果を踏まえて前回お示ししたアンケート結果を差替え

た分でございますので、説明は割愛させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

 

秦 会長： ありがとうございました。ただいま事務局およびパスコの方から説明のあった内容につい

て、何かご意見やご質問等ございましたらお願いします。 

 

八島委員： ２ページの赤枠で、「働く場がある」は愛荘町の良い点として前回よりも３分の２ほど下

がっています。３ページの愛荘町の良くない点でも「働く場がない」が前回よりも下がって

います。これはどう解釈すればよいのですか。 

パ ス コ： 充実・整備されている部分もありますが、将来的にも愛荘町で暮らしていきたいと考えた

ときに働く場が不足しているのではないか。意識がここに向いているところがあって、そう

いう意識の中で、足りないと思っている人もいれば、それなりに充実していると思う人もい

て、２つの両極端な意見が出てきたのではと考えています。 

八島委員： ありがとうございます。 

秦 会長： サンプルが少なく、世代による違いが出たところもあるかもしれません。前回の町民アン

ケートはアンケート全体の母数で割っていましたが、今回、回答者の母数で割ったことによ

って正確に比較できるようになりました。 

 

藤野委員： 働く場は、愛荘町を中心に考えていると思いますが、京都や大阪、県内も含めて通勤圏内

という考え方も入らないかという思いもありますが、それはどのように考えればよろしいで

すか。 

パ ス コ： アンケートの設問では、愛荘町の良い点、不足する点を聞いていますので、愛荘町の中で

どうかということで答えられていると思います。通勤圏ということでは、当然、周辺地域も

意識されるかもしれませんが、愛荘町からそこに行くためのアクセスを考えたときに、バス

や鉄道の便が悪いという意識が高いので、そういった意味でも町内で働く場が足りないとい

う意識が、ここで垣間見えてくるのかと考えています。 

藤野委員： ありがとうございました。 

 

秦 会長： ほかにございませんか。 

それでは、質問等ないようですので、次の議題に移ります。次第の３番目、第２次愛荘町

総合計画の素案について、事務局から説明をお願いします。 
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（３）第２次愛荘町総合計画（素案）について 

 

事 務 局： それでは、第２次愛荘町総合計画（素案）についてご説明させていただきます。 

まず、最初に資料５の「第２次総合計画構成およびレイアウト案」をお願いいたします。

第２次総合計画では、基本構想と前期５年の基本計画の２層構造といたしますが、これに総

論となる「はじめに」の部分を含めた３層構造で策定していくことを想定しております。 

第１部「はじめに」は、第１章から第４章で構成し、第２部「基本構想」は、第１章から

第５章での構成、そして、第３部といたしまして「基本計画」を位置づけていく予定にして

おります。 

本日の審議会におきましては、事前に資料を送付させていただきましたとおり、第１部の

総論となる「はじめに」の部分、第２部の「基本構想」を中心にご説明させていただくとと

もに、事前にいただきましたご意見について、後ほど、町としての考えを整理したものを報

告させていただきますので、よろしくお願いします。 

説明に入ります前に、今回の計画書に使用いたします年号ですが、天皇の生前即位に伴い

まして、平成 31 年から平成に変わり新たな年号になるとの報道等がなされております。よ

って、今回の第２次総合計画におきましては、平成の年号は使用せず、すべて西暦で記載し

ておりますので、ご留意いただきたいと思います。 

 

〔第１部－はじめに－〕 

それでは、資料６第１部「はじめに」をお願いします。 

まず、１ページの第１章になります。ここでは、「総合計画策定にあたって」ということ

で、一つ目に「計画策定の趣旨」をまとめております。１行目から、「総合計画は、長期的

な展望に立って地方自治体のめざすべき将来像を描き出すとともに、その実現に向けた総合

的かつ計画的なまちづくりのあり方を示すものです」から始まりまして、第２段階からは第

１次総合計画の進捗について第３段階では 2013年度に制定しました自治基本条例について、

第４段階では、人口減少や少子高齢化を背景とするまち・ひと・しごと創生に伴う愛荘町み

らい創生戦略に関すること、第５段階では、第１次総合計画を踏まえ、第２次総合計画で求

められるもの、そして、最後の第６段階で、総合計画と愛荘町みらい創生戦略との一体化を

図り、第２次総合計画を策定するとの趣旨で整理をしております。 

次に２ページをお願いします。第１章の二つ目となる「計画の位置づけと役割」です。こ

こでは、一つ目に「総合計画の位置づけ」としまして、「愛荘町総合計画策定条例に基づく、

本町のまちづくりの最上位計画」であると明記しまして、二つ目に「総合計画の役割」を整

理しております。総合計画の役割については、町民との協働のまちづくりの指針であるとい

うことを踏まえまして、一つ目に「まちの現状や課題の共有」、二つ目に「まちの良さや魅

力の共有」、三つ目に「まちづくりの目標や指針、成果の共有」と３点を整理しまして、「町

民と行政が対等の立場で自分たちのまちの将来や課題等について、ともに考え、学び、行動

するための指針となる計画」であると示しております。 

次に、３ページをお願いします。第２部の「計画の構成と期間」となります。ここでは、

一つ目に「計画の構成」としまして、第２次総合計画では、基本構想および基本計画の２層

構造で構成するものとすると整理をしております。 
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（１）に基本構想の定義、（２）に基本計画の定義、（３）に実施計画の定義を明記してお

ります。（３）の実施計画につきましては、基本計画に掲げる施策を実現するための具体的

な事業計画を示すものであり、計画期間内の見直しを行うことで、進捗状況の評価および進

行管理を行うこととしまして、毎年度の予算編成の指針として、本書とは別に作成すると整

理をしています。 

続いて、４ページをお願いします。第２章の二つ目「計画の期間」となります。ここでは、

第２次総合計画では、愛荘町みらい創生戦略に掲げる重点戦略を反映、継承することとし、

基本構想を 2018 年度から 2027 年度までの 10 年間とし、基本計画を５年間、前期・後期で

見直すこととしております。 

次に、５ページをお願いします。第３章「まちを取り巻く背景」となります。ここでは、

一つ目に「まちの現況」を整理しております。（１）位置・地勢、（２）自然環境、（３）交

通、（４）歴史文化、伝統、６ページに移りまして、（５）人口動向、人口動向では、６ペー

ジに人口と世帯数の推移、７ページに昼間人口と自然動態、社会動態を整理しまして、さら

に８ページでは、外国人人口と地域別人口としまして、町内４小学校区の人口の推移を整理

しております。 

続いて、９ページをお願いします。（６）に社会動向としまして、町の産業、観光を整理

しております。10 ページでは、（７）に公共施設をまとめており、この公共施設につきまし

ては、町民の皆さまにとって必要な施設の機能を将来にわたって引き継いでいくための計画

としまして、昨年度に「愛荘町公共施設等総合管理計画」を策定していることから、新たに

整理したものとなります。この公共施設につきましては、今年度、さらに個々の施設の状況

を把握するための個別計画を管理課の方で作成していきます。その際に、施設数や延床面積

も変わることが想定されているため、管理課と調整しまして、数値等を修正してまいります。 

次に、11 ページをお願いします。ここでは、（８）財政として、歳入、歳出を整理してお

りまして、12ページで、公共施設の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みを整理

しております。11ページの財政状況の歳入・歳出のデータに関しましては、現在、仮のデー

タを挿入しておりますが、総務課と調整いたしまして、最新データに変更をさせていただく

予定です。 

続いて、13ページをお願いします。第３章の「まちを取り巻く背景」の二つ目としまして、

「暮らしとまちづくりに対する町民意識」と題しまして、平成 28 年度に実施しました町民

および中学生アンケート結果の概要を整理しております。 

ここでは、すべてのアンケート結果を掲載をするのではなく、一つ目に住みごこちと定住

の意向、14 ページに入りまして、二つ目に将来のまちの姿としまして、10 年後に望む愛荘

町の姿、そして、15ページに、行政で取り組んでほしいこと、まちづくりのためにできるこ

とを掲載しまして協働のまちづくりに関するものを整理しております。 

次に 16 ページをお願いします。第４章「まちの課題」となります。ここでは、一つ目に

「まちづくりに影響を与える社会の潮流」としまして、本町のまちづくりに影響を与える主

な社会経済情勢の変化について、８項目を整理しております。（１）に「人口減少・超高齢

社会の到来」としまして、このまま将来的に人口減少に歯止めがかからない場合には、社会

経済の全般にわたり深刻な影響を及ぼすことなどを整理しております。（２）に「安全・安

心に対する意識の高まり」としましては、東日本大震災や近年頻発する自然災害などにより、
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生命と財産の安全確保や防災意識が高まっていることについて整理しております。 

（３）に「高度通信技術の進歩とグローバル化への対応」としまして、情報通信技術の進

歩・普及やグローバル化により、地域間競争は一層激化していることから、地域の特色を活

かした新たな取り組みが求められていることなどを整理しております。 

（４）に「社会資本の老朽化」としまして、公共施設やインフラ施設の老朽化等により、

地方自治体の財政を圧迫することなどを整理しております。（５）に「子育てを取り巻く環

境の変化」としまして、保育ニーズの高まりや待機児童の問題などがあるなか、子育て支援

に社会全体で取り組んでいく必要があることを整理しております。 

18 ページに入りまして、（６）に「福祉社会を取り巻く環境の変化」としまして、縦割り

の公的支援制度から分野をまたがって丸ごと支援する公的支援の転換など、地域包括ケアシ

ステムとの連携が求められることを整理しております。（７）に「環境・エネルギー問題の

深刻化」としまして、再生可能エネルギーの活用など循環型社会の実現が求められているこ

とを整理しております。 

最後、（８）に「行財政運営の効率化と住民自治の推進」としまして、人口減少・超高齢

社会の到来による税収の縮小や社会保障費の増大が予測されるなか、効果的・効率的な財政

運営や地域が主体となったまちづくりが求められることを整理しております。 

続いて、19 ページをお願いします。第４章の「まちの課題」の二つ目としまして、「まち

の強みと主要課題」を整理しております。まず、（１）「まちの現状に対する分析」として、

ＳＷＯＴ分析の手法を用いまして、課題の明確化を行っています。 

ＳＷＯＴ分析とは、カッコ書きで説明を入れておりますが、企業等が事業における戦略立

案として活用されているもので、マーケティング戦略を導き出すための手法を用いたものと

なります。 

まず、内的環境としまして、本町の持つ「強み」「弱み」の部分を第３章で整理しました。

「まちを取り巻く背景」や既存の計画において示される課題より抽出しております。続いて、

外的環境としましては、第４章の一つ目で整理をしました社会の潮流等を「機会」「脅威」

として整理をしております。 

左上の部分は、強みであり追い風でもあることから、「機会を強みによって捉えさらに成

長するための課題」としまして、「町民と行政のパートナーシップ」と「地域資源を活かし

たまちのにぎわい・活力の維持向上」の２点を整理しております。次に右上の、強みであり

向かい風の部分としまして、「強みを発揮して脅威を回避・克服するための課題」として、「地

域経済と雇用を支える産業の振興と交流の促進」と整理しております。続いて、左下の弱み

であるが追い風である部分を「機会を逃さないように弱みを改善するための課題」としまし

て、「多様化・高度化する町民ニーズへの対応と安全・安心・快適な暮らしの確保」と整理

しております。最後に、右下の弱みであってさらに向かい風となる部分「最悪の事態を招か

ないように弱みを克服し改善するための課題」として、「行財政運営の推進」と整理してお

ります。 

ここで整理しました５つの課題については、20ページから「まちづくりの主要課題」とし

て、項目ごとに再整理しております。 

以上が、第１部の総論、「はじめに」の説明となります。 
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〔第２部－基本構想－〕 

      引き続きまして、第２部となる基本構想の説明に入らせていただきますので、資料の７を

お願いします。 

      １ページの第１章「めざすまちの姿」となります。ここでは、まちの将来像について明記

をしております。まちの将来像は、町民みんなで進めるまちづくりの共通イメージとなるも

のです。平成 18年に愛荘町が誕生しまして、平成 20年度から推進してまいりました第１次

総合計画で、まちの将来像を「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」と定めさせていただ

いております。ここでは、まちづくりの共通イメージとなる将来像は、総合計画の策定ごと

に変更するものではないとの判断から、第２次総合計画においても、第１次総合計画の将来

像を継承することとしまして、「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」といたします。 

また、今回の第２次総合計画では、まちの将来像である「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気

なまち」とは、具体的にどのようなものをイメージするのかということで、５つの項目を整

理させていただきました。 

一つ目に「町民が主役のまち」としまして、町民一人ひとりがまちづくりに参画できるま

ち。二つ目に「人が輝くまち」としまして、誰もが将来にわたりいきいきと安心して暮らせ

るまち。三つ目に「オンリーワンのまち」としまして、愛着と誇りが持て、愛荘町で生まれ

育って良かったと思えるまち。四つ目に「安全・安心なまち」としまして、安全・安心で快

適なまち。五つ目に「持続可能なまち」としまして、未来を担う子どもたちに継承できる人

材育成が充実したまち。としております。 

次に２ページをお願いします。基本構想、第１章の二つ目としまして、基本目標を設定し

ております。ここでは、豊かな自然と歴史文化に恵まれ、あたたかさとふれあいに満ちた地

域の中で、お互いに支え合いながら心豊かで幸せな暮らしが営まれるためには、町民一人ひ

とりが、自分たちが暮らすまちに誇りを持ち、夢や希望を抱いて、いきいきとした生活を楽

しむことが求められることから、そのような、町民が住み続けたい、誰もが住みたくなる、

訪れたくなるまちを目指すこととしまして、「住みたいまち」「訪れたいまち」「住み続けた

いまち」と３点整理をしております。 

続きまして３ページをお願いします。ここでは、基本目標を踏まえまして、「分野別まち

づくりの基本方針」を整理しております。この基本方針は、第１次総合計画では、６項目と

していたものを、第２次総合計画では、８つに細分化し、基本目標ごとに整理をさせていた

だきました。 

まず、住みたいまちとしまして、一つ目に「誰もが平等に参画できるまちづくり」を位置

づけます。ここでは、人権尊重のまちづくりや、男女共同参画などの分野を整理していくこ

ととしまして、第３部の基本計画に主要施策等を整理していきます。二つ目に「健康でいき

いきと暮らせるまちづくり」を位置づけます。ここでは、子ども子育て、健康長寿や地域福

祉の分野を整理していくこととします。三つ目に「夢と志を育む学びのまちづくり」を位置

づけます。ここでは、学校教育や生涯学習、生涯スポーツなどの分野を整理していくことと

します。 

次に、訪れたいまちとしまして一つ目に「活力あふれるにぎわいのまちづくり」を位置づ

けます。ここでは、観光・商工・農林業の分野を整理していくこととします。二つ目に「歴

史文化を活かした交流のまちづくり」として、文化財やびんてまりなど、地域資源の活用に
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関する分野を整理していくこととします。 

最後に、住み続けたいまちとしまして、一つ目に「安全で心豊かに暮らせるまちづくり」

を位置づけます。ここでは、自然災害や防災、危機管理体制の強化に関することを整理して

いくこととします。二つ目に「快適でうるおいのあるまちづくり」を位置づけます。ここで

は、都市基盤整備や住環境、循環型社会に関することを整理していくこととします。三つ目

に「町民が輝き活気にあふれるまちづくり」を位置づけます。ここでは、自治会運営やコミ

ュニティ活動、多文化共生の推進などを整理していくこととします。 

以上が、まちづくりの基本方針となりまして、現在、関係各課と調整しまして体系的に整

理したものが、資料の８として配布させていただいているものとなります。資料の８につい

ては、第３部の基本計画に位置づける主要施策等を整理したものとなります。 

続きまして、５ページをお願いいたします。第３章、人口の将来展望となります。これま

での総合計画では、目標年次に向けた人口目標を設定しておりました。例えば、第１次の総

合計画では、目標年次となる平成 29年度に向け、人口目標を 22,000人と設定しております。 

よって、今回策定いたします第２次総合計画においても、目標年次となる 2027 年に向け

た人口目標を設定することが望ましいのですが、すでに平成 28 年３月に策定いたしました

「愛荘町みらい創生戦略」において、2060年に向け、人口２万人を維持していくという目標

を設定しております。それに伴いまして、目標年次となる 10年後の 2027年の人口目標は設

定せず、人口ビジョンの考えを継承することとしまして、2060年に向け「人口２万人の維持」

を目指すことといたしております。 

続いて、６ページをお願いします。第４章の「地域の将来構造」となります。ここでは、

これまでのまちづくりの進捗状況や今後の計画を踏まえまして、将来の地域構造を整理する

部分となります。今回、お示しさせていただいた素案では、第１次総合計画を踏襲する形で

整理しておりますが、現在、都市計画の担当課でございます建設・下水道課と今後の道路計

画等を踏まえまして、掲載内容の見直しを行っております。今後の計画に見合うよう修正し

ましたものを、次回の審議会以降でお示しさせていただきたいと考えておりますので、ご理

解をお願いします。 

次に、８ページをお願いします。第５章、「まちづくり重点戦略と分野横断共通施策」と

なります。ここでは、まちの将来像の実現に向けまして、第２章でお示ししました分野別ま

ちづくりの基本方針の中で、特に重点的・戦略的に取り組む施策を「まちづくり重点戦略」

と位置づけます。また、分野別まちづくり基本方針を着実に推進するため、「分野横断共通

施策」を新たに設け、計画推進のエンジンとし、庁内組織の意識の統一を図りまして横断的

な連携を実施していきたいと考えています。 

９ページをお願いします。ここでは、特に重点的・戦略的に取り組む施策をまちづくり重

点戦略として３点整理しております。第２次総合計画では、愛荘町みらい創生戦略に掲げる

重点施策を反映、継承することとしているため、地方創生の新たな視点として「ひとづくり」

「まちづくり」「しごとづくり」のそれぞれの分野において、施策を推進してまいりたいと

考えております。現時点では、重点戦略に基づく、具体的な施策等は盛り込んではおりませ

んが、「ひとづくり」「まちづくり」「しごとづくり」のそれぞれの分野で、庁内の部局を越

えた連携施策としていくため、現在、若手職員を中心に設置しましたプロジェクトチームで

施策を検討しているところでございます。まちづくり重点戦略に掲げる施策の検討結果につ
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いては、第３回以降の審議会でお示しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

次に、10ページをお願いします。ここでは、先ほど申し上げました庁内組織の横断的な連

携に向けまして、分野横断共通施策を整理しまして、大きく３つに分類しております。 

まず、共通施策の１としまして、「町民と行政のパートナーシップの確立」です。ここで

は、「協働の仕組みづくり」としまして、住民自治の考えに基づきまして、町民意識を高め

ていくことにより、協働の取り組みが有機的に機能し、まちづくり活動が一層活発化するた

めの仕組みづくりの構築に努めてまいります。そのため、「自治基本条例の推進」「協働意識

の醸成」「まちづくり団体のネットワークの構築」「町民参画の推進」「コミュニティ活動の

推進」の５項目を整理しまして、庁内組織の共通意識を深めていくこととします。 

次に、共通施策の２としまして「まちを経営する行財政改革の推進」です。ここでは、厳

しい財政見通しの中、効率的な行政体制の構築や経営的視点に立った実効性のある行財政改

革に努めまして、まちを経営するトータルマネジメントを推進いたします。まず、「行政運

営の推進」として、「総合計画を意識した行政運営の推進」「政策・施策の進捗管理の推進」

「職員の能力開発の推進」「横断的組織（プロジェクトチーム）の活用」「行政課題に対応し

た組織体制の整備」「マイナンバー制度を活用した町民サービスの向上」「広域連携の推進」

の７項目を整理しております。 

次に、財政運営の推進としまして、「経営資源の重点配分」「徴収率等の向上」「持続可能

な財政運営」、12ページに入りまして「ふるさと納税事業の拡大・充実」「公共施設等の総合

的かつ計画的な管理」の５項目を整理しまして、庁内組織の共通意識を深めていくこととし

ます。 

最後に、共通施策の３となります。「まちの魅力づくりとイメージの向上」です。ここで

は、シティプロモーションを戦略的に展開しまして、定住促進、交流人口の拡大を図りまし

て、町民のまちに対する誇りや愛着を育んでまいります。まず、広報・広聴活動の推進とし

まして「ＩＣＴを活用した多用な町政情報の発信と共有」を整理しております。次に、シテ

ィプロモーションの推進として、「シティプロモーション活動の展開」「ターゲットを想定し

たイメージ戦略の推進」「地域団体等による活性化事業の支援」「友好姉妹都市等の連携」の

４項目を整理しまして、庁内組織の共通意識を深めていくこととします。 

以上が、第２部の基本構想の説明となります。 

 

〔第３部－基本計画－〕 

      次に、第３回以降でお示しをさせていただく予定の第３部の基本計画の部分について、ご

説明させていただきます。資料５として配布しております「第２次愛荘町総合計画 構成お

よびレイアウト（案）について」をお願いいたします。 

 先ほど、資料の１ページにおいて、第２次総合計画においては、３部構成での策定を想定

していますとの説明をさせていただきました。 

２ページをお願いします。今回、第３部の基本計画は、各施策を分野別計画としまして、

Ａ４見開きページとなるよう各課の施策をレイアウトしていきます。ここでは、施策の名称、

現状と課題、施策の基本的方向、主要施策、協働の取り組み、施策指標の順に整理をしてい

くこととしまして、現在、関係各課に分野別計画の作成をお願いしているところです。 

第１次総合計画では、施策の指標のみを集約したページを設けまして整理をしておりまし
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たが、設定した指標がどの施策と結びつくのかが分かりにくい部分がありました。そのため、

第２次総合計画では、目標が明確で成果が評価できる計画づくりを目指すこととし、施策ご

とに指標を設定しまして明確化を図ってまいります。 

以上が、第３部、基本計画部分のレイアウト等についての説明となります。 

 

〔資料９ 素案に対する意見の回答について〕 

引き続き、資料の９をお願いします。第１部、総論の「はじめに」の部分と第２部の基本

構想の部分を事前に委員の皆さまに配布させていただいております。２名の委員の方からご

意見をいただいておりまして、頂いたご意見を政策の分野と字句修正等の分野に分けさせて

いただき、町としての現時点での回答を整理させていただきますので、それを説明させてい

ただきたいと思います。 

まず、政策の分野で、ここで頂いた意見は、基本構想や基本計画に含まれてくる部分かと

思います。資料の黒印が質問となりまして、回答と書いているのが町の回答となりますので、

ご説明させていただきます。「総合計画なので全方位での対策となるのは理解できるが、今

後 10 年間の愛荘町としての重点ポイントは、どこに置くのか。どの分野を、ずば抜けた町

にするのか。他の市町でもやることがあれば、他からの人口増は望めないのではないか。2020

年を境に、人口減に向かうが、何をして維持ができるのか」というご質問をいただいており

ます。 

現時点での回答としましては、町民アンケートにおきましても、中学生の回答者の移住意

向は高く、若者世代にとって住みたい、住み続けたいと思われるまちづくりをしていくこと

が将来人口および人口の確保に極めて重要であると考えております。そのため、まちづくり

重点戦略の部分で説明をさせていただきましたが、ひとづくり・しごとづくりの部分から好

循環を生み出し、わがまちとしての愛着と誇りを醸成でき、人から選ばれるまちづくりへと

つなげていけるよう、第２次総合計画に明確な施策を位置づけていきたい、ということを想

定しております。 

次、二つ目です。「愛荘町がこれから『心ふれ愛、笑顔いっぱいの元気なまち』を実現す

るためには、以下の３点が必要ではないかと思うので、計画に加えていただきたい」とのご

意見を頂いております。一つ目は、「高齢者（定年もしくは 60歳以上）が元気に仕事、趣味

に活動できる様に町がもう一歩進んだ組織化、人員配置をする」ということで、回答としま

しては、高齢者施策担当の長寿社会課からとなります。「高齢者が積極的に社会参加できる

まちづくりの推進は地域の活性化にもつながると考えています。そのため、高齢者が知識・

経験・技術を活かし、生涯現役で活躍でき、生きがいや健康づくりにつながるよう、社会参

加しやすい環境整備や受け皿づくりに取り組むことを第３部の基本計画に位置づけていき

たいと考えています。例えばシルバー人材センターの会員確保や老人クラブ活動の推進、ま

た、高齢者が支えられる側ではなく支える側として活躍できる居場所づくりを推進していき

たい。このように回答を提示しております。 

二つ目です。「安定した教育レベルを確保できる教員育成体制づくりをする。（生徒、児童

数の要素に左右されにくい様に）」という質問をいただいております。ここでは教育振興課

から回答をいただいております。本町の教育の年齢構成は、ベテラン教員と若手教員の大き

な二つの塊がありまして、中堅教員が他市町と比べて少ない状況となっています。ベテラン
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教員が今まで経験したノウハウを若手教員へ伝えるＯＪＴの取り組みにより、教育レベルを

確保できる教職員の指導力の育成なども第３部の基本計画に位置づけていきたいと考えて

います。 

続いて、２ページをお願いいたします。三つ目の「子育てのしやすい町として、学童保育

を運営・管理にする」に対しまして、子ども支援課から回答をいただいております。保護者

が就労等により昼間家庭にいない児童に対して遊びや生活の場を提供する学童保育所につ

いては、愛荘町におきましても子育て支援の重要な施策であると考えております。第２次総

合計画では、子育て支援施策の中で未就学児童に対する保育所と合わせて第３部の基本計画

の中に位置づけていきたいと考えています。 

「湖東地域（彦根・愛知・犬上）のごみ処理施設の建設が、愛荘町竹原に決まったことが

あるため、地元愛荘町として周辺整備の計画が必要ではないか」との質問をいただいており

ます。ここでは、湖東地域（彦根・愛知・犬上）のごみ処理施設の建設予定地が愛荘町竹原

に決まったということもあり、廃棄物処理の安全面や排ガスに関する周辺への配慮はもちろ

んのこと、車両通行に伴う安全な道路整備計画も求められてくると思っています。さらに、

排熱によるエネルギーの有効活用も踏まえて、地域の特性を踏まえた地元の活性化策なども、

中長期の視点により調査・研究を進めてまいりたいと考えています。 

続きまして、「国道８号バイパスの整備計画ですが、その沿線の開発は、どのように進め

るのか」との質問です。ここでは、建設・下水道課から回答をいただいております。今年度

中に国道８号バイパスのルート帯が設定される予定ですが、高架道路と平面道路は確定され

ていないため、構想が変わってくることも予測されますが、今後は接続する道路ネットワー

クの整備が必要となります。愛荘町におきましては、都市計画区域の非線引きの地域であり

まして、用途指定がないため、開発行為により商業施設等の建築が可能となってまいります。

今回、国道８号バイパス沿線での開発では、地方創生をにらみまして人口減少に歯止めをか

けるための分譲住宅の開発や、地元商店街の振興を図るエリア、観光拠点エリアなどを想定

した整備をしまして、にぎわいのあるまちにする必要があると考えています。 

続いて、ふるさと納税についてです。「ふるさと納税は一時的な税収と思うので、それに

人員、費用をかけるより、恒常的に町のために事業に、人・もの・資金をかけるべきではな

いか」ということで、総務課から回答をいただいております。 

ふるさと納税事業に対するご意見に対しましては、総務課から回答をいただいております。

苦しい財政見通しの中、地方自治体の創意と工夫次第で自主財源を確保できる有効な手段で

あると考えております。現在、返礼品の協力事業所数も 24 事業所 143 アイテムと魅力的な

町の特産品をそろえておりまして、財源確保とともに、町内の産業振興にも十分寄与するこ

とも考えられるため、さらなる事業の拡大を図ってまいりたいと考えています。 

続きまして、３ページ、字句修正等の分野でいただいた部分です。ここでは非常に細かい

点までお気づきいただき、ご指摘いただき感謝しております。まず、第１部「はじめに」、

先ほど資料６で説明させていただいた部分ですが、１ページ「計画策定の趣旨」の下から９

行目、本来は第１次愛荘町総合計画と書いておかなければならなかったのが１次の「次」の

文字が欠けていたところをご指摘いただきましたので、ご指摘のとおり、追加をさせていた

だきます。 

次、９ページの「社会動向」の第１次産業・第２次産業・第３次産業について、説明書き
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が必要ではないかということをいただいております。回答としましては、この分野に限らず、

ほかに分野においても用語の説明書きが必要な部分があると感じておりまして、ページの下

に注釈を挿入するか、計画書の最後に用語の説明として、読まれる方に分かりやすいように、

配慮した整理をしていきたいと思っています。 

続いて、16ページの一つ目、「まちづくりに影響を与える社会の潮流」です。「人口減少・

超高齢社会の到来」で、コンパクトなまちづくりという言葉を使っております。この「コン

パクトなまちづくりとはどのようなものか、分かりづらい」とのご指摘をいただいておりま

す。国では、人口減少・高齢化対策のひとつにコンパクトシティを推進しております。その

中で「コンパクトなまちづくり」は、「医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が

安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して地域の活力を維持する」と明記されていま

す。これに伴いまして、分かりやすい表現に修正していくよう検討をさせていただきます。 

続いて、21 ページ、「まちづくりの主要課題－持続可能な行財政運営の推進」で、上から

３行目、「行政“経営”の確立」という言葉を使っていました。また、第２部の基本構想の

11 ページの上から１行目では「行政“運営”」という言葉を使っています。今回、経営と運

営という言葉の使い方の部分でご指摘をいただきました。よって、まちづくりの主要課題、

持続可能な行財政運営の推進の上から２行目からを、「自らの判断と責任において行政“運

営”を確立する行財政改革が求められます」と変更してはどうかというご指摘をいただいて

おります。ご指摘いただいたとおり修正させていただきたいと思っています。 

続いて、ここから第２部の基本構想の部分に入ります。２ページ、「基本目標－住みたい

まち」の１行目、「子どもを生み」を「子どもを産み」にしてはどうか、単語の使い方の部

分をご指摘いただいております。保健センターや子ども支援課に確認をさせていただきまし

て、「産む」という言葉が使用される場合は限定的なものとなりまして、出産行為に置き換

えられる場会のみ使用されているものであります。よって、行政関係の計画書では「生」と

いう漢字を使用しておりまして、他の計画書と整合をとるため、そのままとさせていただき

ます。 

続いて、基本構想の２ページ、「基本目標－住み続けたいまち」の２行目、「都市基盤とは

どのようなものか、説明があった方がよいのでは」という部分に関しましては、都市基盤と

は、様々な活動を支える最も基本となるもので、一般的に道路・鉄道等、基幹交通施設、上

下水道、電気・ガス等、エネルギー関連施設、ごみ・汚水等処理施設などが該当いたします。

ここもページ下に注釈を挿入していくか、計画書の最後に用語の説明として整理をしていく

か、検討をさせていただきます。 

続いて３ページです。「住みたいまち－健康でいきいき暮らせるまちづくり」の２行目か

ら、「高齢者や障がいのある方など、支援が必要な方」とあり、「方」という漢字を使ってい

ました。ここは、敬うという意味もあるのですが、「方より人の方が望ましいのでは」との

ご指摘をいただきまして、ご指摘のとおり、修正させていただきます。 

続いて４ページです。「住み続けたいまち－安全で心豊かに暮らせるまちづくり」の１行

目に、「自然災害や火災等に備えるためには」と記載しています。「災害時・緊急時の避難」

についての記述も必要ではないかとのご指摘をいただきました。“避難”という部分は、該

当ページの２行目後半から、様々なリスクへの対応を想定した危機管理対策の強化という表

現に含めた部分で整理をさせていただいたつもりでしたが、分かりにくい部分もございます
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ので、ご指摘を踏まえまして、全体的に表現の見直しを検討してまいりたいと思っています。 

続いて、５ページ、「若い世代の社会増」とあるが、「若い世代の社会像」ではないかと、

「増」という漢字の部分でのご指摘をいただいております。ここでの回答としましては、社

会動態、転入・転出というもので、転入数が増加することを社会増、転出数が増加すること

を社会減ということを一般的に表しております。よって、ここでは、「将来にわたり活力あ

る豊かな町を維持するため、若い世代の社会増を実現」と表現しています。 

続いて、５ページをお願いします。最後のご質問で、「将来の地域構想」の二つ目、「良好

な農地・住宅ゾーン」の記載内容について、「鳥獣被害の対策や支援についての記載が必要

なのでは」とのご指摘をいただいております。第４章の将来の地域構想では、これまでの進

捗状況や今後の計画を見据えた土地利用等を示す部分となります。ご指摘いただきました、

鳥獣被害への対策・支援なども重要なことですので、こういった個々の施策に関しては、第

３部の基本計画において整理していけるよう、所管課となります農林振興課に伝えさせてい

ただきたいと思っています。ご理解、よろしくお願いします。 

以上、長々とした説明となりましたが、第２次愛荘町総合計画（素案）のご説明とさせて

いただきます。よろしくお願いします。 

 

秦 会長： ありがとうございました。事務局から説明がありました、全体の構成と第１部「はじめに」

という部分でご意見、ご質問がありましたらお願いします。考え方についての部分で、今後

の 10 年に向けての課題や何を重点的に行っていくべきかがコンパクトにまとめられていま

す。 

 

藤野委員： 「はじめに」というところで、世帯数のデータが出ていますが、現段階では 2015 年の資

料なので、現状の数字も提示してはどうかと思います。現状の数字も示せば、もう少し見え

てくるものがあるかと思いますが、いかがでしょうか。 

パ ス コ： ご指摘いただいたところですが、データは国勢調査を引用しておりまして、2015年が最新

のデータになります。現時点を示す場合、住民基本台帳など、別途出典を掲載する形になる

と思いますが、このグラフは 1990 年からの推移、変化をお示ししている部分もありますの

で、データの整合性がとりづらくなります。それを踏まえて基本となる国勢調査をベースと

した人口の整理をしております。グラフの整合という意味では難しいですが、あるとしたら、

別途、住民基本台帳の最新数値を文章で追加することはできるかもしれませんので、ご指摘

を踏まえて書き方を検討させていただきたいと思います。 

藤野委員： ありがとうございます。もう１点、今回の資料では観光と産業のデータが出ていますが、

第１次愛荘町総合計画では農業、工業の分野も資料としてデータが載っていました。これを

外しているのは何か意味があるのですか。 

パ ス コ： 全体をコンパクトに説明するという意味で、９ページに第１次から第３次産業という形で

まとめています。工業、商業、農業もデータとしては使えますが、少し踏み込んでしまう部

分があることから産業として一つにまとめています。  

なお、観光を特出しているのは、アンケート結果にもあるように、今後、交流人口が町を

構成する中では重要になってきます。外部から人が訪れることが重要になることを踏まえて

観光を特出し、今のところは、コンパクトにまとめるという意味で産業は一本に絞っていま
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す。ただ、ご指摘を踏まえて検討はしていきたいと思います。 

藤野委員： 今後、基本計画の中にも関連する部分が出てくると思いますが、そこで出すのか、ここで

出すのか。 

パ ス コ： 第３部の基本計画の中で、グラフを入れることは可能です。むしろ、そちらにあった方が

施策との関連がわかりますので、こちらで検討したいと思います。 

藤野委員： よろしくお願いします。 

秦 会長： 総論としてまとめていますので、直近の人口につきましても、必要であれば注釈を入れる

ことも可能かと思います。 

ご質問はございませんか。よろしければ、次に基本構想と基本計画について、補足でご質

問等がありましたらお願いします。 

 

八島委員： 基本構想の９ページ、まちづくりの重点戦略として３点あります。これの元になるのは３

ページの基本方針、「住みたいまち」「訪れたいまち」「住み続けたいまち」で、問題が３つ

に集約されると思いますが、重点戦略の３番目は「しごとづくり」になっています。基本方

針のところで仕事という項目は、「訪れたいまち」の（１）で「商工業・農林業の振興」程

度しか書いていません。それなのに、なぜ重点戦略の大きな一歩として「しごとづくり」を

挙げているのか。基本方針との関連性がわからないので教えていただけますか。 

事 務 局： 関連性という部分では、ご指摘のとおり、薄いと感じられるところではありますが、まち

づくりの重点戦略に掲げています仕事づくりの分野では、雇用などに直接結びつく仕事の部

分だけでなく、町のローカルな産業（特産品や地場産業）も特出し、近江上布やびんてまり

など、今後は町の特色を活かした新たな仕事づくりという部分も考えていきたいと思ってい

ます。ここに関しては、これからプロジェクトチームの中で施策を検討してまいりますので、

今後、委員からのご指摘を踏まえまして、基本目標との整合がとれるよう整理してまいりた

いと思っておりますので、ご理解をお願いいたします。 

八島委員： お願いします。 

秦 会長： 重点戦略「ひと・まち・しごと」ということで、これだけ並べてみれば、トータルで到達

する手段３つという形になっています。事務局の説明では、仕事は、単に産業だけではなく、

特産品や地場産業も含めた中でとのことでしたので、よろしくお願いします。 

 

治武委員： ４ページ、住み続けたいまちの３番目に「町民が輝き活気にあふれるまちづくり」があり

ます。これは非常によいまちづくりだと思うので、この中に「近隣住民と顔を合わせて言葉

を交わせるまちづくり」という内容を入れていただきたい。 

なぜかというと、豊満という字についてですが、防犯・防災等の体制は字単位で立ち上げ

ています。豊満には現在、22人いますが、立ち上げを依頼したときに、３人ほど近所に見守

りをつけてもらうようにしました。しかし、その３人の方は、豊満ではなく能登川で参加し

たいという話がありました。緊急時のこともあるのでお願いしたのですが、10年ほどたって

いる新興住宅なのに近所と付き合いがない。前を通ると、車は通っていますが、子どもの姿

も親御さんの姿も見えない。豊満には新しい住宅が建ってきていますが、近隣と付き合いの

ない人たちがいると思います。そこが土台、基礎になると考えていますので、そういう文言

を入れていただけるとありがたいです。 
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事 務 局： ご意見を反映させていただきます。第３部、基本計画の主要政策のひとつにコミュニティ

振興を位置づける予定にしています。そこでも人と人とのつながりを重要視していかなけれ

ばならないという部分も想定していますので、基本計画に反映させていただきたいと思いま

す。ご理解をお願いします。 

 

西澤委員： 全体を拝見して内容的に無難という印象を受けるので、第１次愛荘町総合計画に引き続き

第２次愛荘町総合計画でも、構想にはメインとなる大きなプロジェクト的なものが一つか二

つあってもよい。 

うちの町では全年代が参画する 100人委員会がありました。今回の中学生アンケートでも、

自然環境は町として大事なもので、今後も保全していきたいという声が高いと思います。そ

れに対する構想がないと思います。 

資料７の６ページ、自然観察の森など、掘り下げるとたくさんありますが利用されていな

い。保育園から小学校までの子どもたちが、現状ではバスに乗って他の市町村に行っている

という実態があります。そういう場所や施設が町内で確保できれば時間的にも短縮できて、

バスの業務もいらない。資料７の９ページに構想が３つあります。「ひとづくり・まちづく

り・しごとづくり」の中に取り入れてほしいと思います。子どもたちの体験学習の場がある

のに利用していない。そういったことも入れていただきたい。よろしくお願いします。 

秦 会長： 森林保全は課題でもありますから、この中に入れていただければと思います。 

事 務 局： 無難な計画になっているとの意見をいただきました。今後、いただいた意見を踏まえて修

正してまいります。プロジェクトチームによって「ひとづくり・まちづくり・しごとづくり」

の分野の施策等も構築していく中で、キラリと光る事業を整理してまいりたいと思っていま

すので、ご理解いただければと思います。 

自然環境の部分も、施設があるのに利用されていないとのご意見だったと思いますが、町

の広報力というか、シティプロモーションが欠けているという課題がありますので、分野横

断施策として、広報、シティプロモーションも職員の共通意識として持つという形で整理を

しております。うまくＰＲできる形で発信していけるよう、調整していきたいと考えていま

す。 

西澤委員：よろしくお願いします。 

 

久保田委員：食育のことで、給食がおいしければ町を出てもいずれは町に帰ってくるという講演を聞い

たことがあります。愛荘町には特産品がありません。農協が特産品として子どもピーマンを

作るということで、補助金が３年間もらえるので作りましたが、次の年になると消えてしま

いました。特産品を作れば、愛荘町にはおいしいものがあると観光にもつながり、子どもた

ちも自慢ができます。役場、ＪＡ、商工会がもっと連携し、特産品を作ってほしいと思いま

す。 

事 務 局： 食育に関しては町でも重要な部分と思っています。第３部の基本計画において、食育に関

しては、「減塩などの健康に配慮した食育」、「幼児・児童の学校教育に関する食育」この２

点で整理していく予定にしています。 

特産品も愛荘町では進んでいない部分で、課題となっています。特産品づくりが進めば、

ふるさと納税もさらに充実していけると思いますので、連携して進めていけるように、関係
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課にご意見の内容をお伝えします。 

 

藤野委員： 12ページにシティプロモーションという言葉がありますが、今一度シティプロモーション

についてご説明いただければありがたいと思います。私が理解しているのは、自治会が営業

活動をするという解釈でよろしいでしょうか。 

事 務 局： 営業活動というか、町の観光情報、魅力を発信するだけではなくて、例えば、個々の施策

でいくと子育て施策、愛荘町は他の町に比べてこういう子育ての施策があります。施策の部

分をいかに見せるかも重要なシティプロモーションになってくると思っていますので、施策

の見せ方やターゲットを踏まえたシティプロモーションを想定しています。 

藤野委員： シティプロモーションについては根気と工夫が必要だと思います。推進や支援、展開など

の文言がありますが、もっと大きな視野、長い目で活動できるような文言に変えた方がよい。

全体を大きな視野で見る。シティプロモーションという言葉が住民にどこまで伝わるか、不

安でもありますので、説明の仕方が課題になると思います。 

秦 会長： 大事なご指摘をいただきました。今後 10 年の間で自治会の中でも差が出てくると思いま

すので、その部分をどう皆さんにアピールしていくか、大事な部分だと思います。その中で

シティプロモーションを住民の皆さんによく理解して進められるように、工夫が必要だと思

います。 

事 務 局： いただいたご意見を踏まえ、10年間の基本構想の中でどういう形で町民さんにご理解いた

だくかも含めて検討させていただきます。 

藤野委員： よろしくお願いします。 

 

関 委員： 私自身も移住してきた身で、民家を借りて住んでいます。経験のない者にとっては、古い

家を借りて住めるのは特別なことだと思っているので、外からの移住者を増やすという意味

で、空き家を活用できるようにしていただければと思っています。 

愛荘町のアパートに住んでいる人でも、これから住み続けようという気持ちになったとき

に民家を貸していただけるなど、「住み続けたいまち」という意味でも重要になると思いま

す。 

事 務 局： 空き家に関しては、平成 28 年度に「愛荘町空家等対策計画」という形で計画書を整理し

ております。この計画では危険な空き家の改善だけでなく空き家の利活用など、空き家バン

ク制度を活用しながら愛荘町への移住・交流を図ることも含めた内容で計画を立てておりま

す。 

空き家バンクをうまく活用しているのが近くの自治体では日野町さんで、アパートに住ん

でいる方が日野町への定住を決めて、空き家を購入、または空き家を借りて住まわれる。そ

ういう形で空き家バンクを活用している自治体が近くにありますので、担当課と調整しまし

て、先行事例を勉強しながら、愛荘町でも進めていけるよう整理をし、基本計画の部分でも

明記していきますので、ご理解いただければと思います。 

 

秦 会長： 基本構想と基本計画の施策の体系の部分でご意見をいただきましたが、今後は基本計画が

出てきます。事務局で基本構想を全体的にわかりやすくコンパクトにまとめてくれています

ので、その分、もう少し突っ込んでほしい部分や表現があると思います。 
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事 務 局： コンパクトにまとめているので言葉足らずの部分があるかもしれません。町の総合計画で

すので、町のすべての施策を包含するように記載していまして、細かな部分まで整理できて

いないのが現状です。今後は、第３部の基本計画に基本構想とつながるように整理していき

ますが、基本計画をまとめるにあたっても、各部・各課で様々な計画を策定しています。各

部・各課の計画の中で細かい部分は整理しておりますので、そのあたりを踏まえてご理解い

ただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

植田委員： 今日の資料の中で、国道８号バイパスが載っていましたが、今年度中に設定される部分も

あって、それによって基本構想は大きく動くと思います。びわこ京阪奈線は今、どうなって

いるのか。それによって、地域の将来イメージも変わってくるのではないかと思います。教

えていただければと思います。 

町  長： 滋賀県と京都府の関連市町が集まって協議会を開いています。びわこ京阪奈線は、近江鉄

道と信楽線と関西学園都市を結ぶという壮大な計画になっています。国交省では計画段階に

あがっていますが、それを実際にやるには 50年、100年を要するということで、実質、動い

ておりません。しかしながら、それに備えて近江鉄道を何とかしていく。近江鉄道は唯一の

公共資産になりますので、２期工事の話も出たところですが、まずは直近のことをやるべき

だと県へ提言しています。 

 

秦 会長： ありがとうございます。他にご意見等はございませんか。 

ないようですので、次第の４番目、第２次愛荘町総合計画策定スケジュールについて、事

務局から説明をお願いします。 

 

（４）今後のスケジュールについて 

 

事 務 局： それでは、資料の 10 をお願いいたします。第２次総合計画の策定スケジュールとなりま

す。 

資料の中段、平成 29 年度のスケジュールをご覧ください。６月に開催させていただきま

した第１回の審議会では、総合計画審議会の開催を計４回開催予定との説明をしておりまし

たが、今回お示ししますスケジュールでは、会議の回数および開催時期を見直しさせていた

だきました。本日開催させていただきました第２回の審議会が 10月となっており、その後、

12月に第３回と第４回の審議会を、そして２月に第５回の審議会と、回数を１回増やしてお

ります。 

第３回の審議会からは、第３部の基本計画の部分を、関係課の課長が出席し、説明をさせ

ていただく予定をしております。ご審議をお願いいたします主要施策は、現時点で 37 施策

の予定となっておりまして、１回の会議ですべて説明するのではなく、２回に分けさせてい

ただきたいと思っております。 

それに伴いまして、12月中旬を目処に第３回の審議会を開催させていただけるよう、後日、

日程調整をさせていただきたく思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上、スケジュールおよび次回開催日の説明とさせていただきます。 
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秦 会長： 事務局から計画の中身を次回お示しさせていただきたいというご提案ですので、12月、１

月と大変お忙しい時期となりますが、ご理解いただきますようよろしくお願いします。 

それでは、本日の議題はすべて終了となりますので、事務局へお返しします。 

 

事 務 局： 本日は、長時間にわたり、ご審議を賜りましてありがとうございました。先ほど担当から

ご説明させていただいたとおり、後日、第３回目の審議会開催に伴いまして、日程調整をさ

せていただきます。公私お忙しいこととは存じますが、ご協力いただきますよう、よろしく

お願いします。 

それでは、閉会にあたりまして副町長の中村から一言ごあいさつをさせていただきます。 

 

副 町 長： 会長をはじめ委員の皆さまにおかれましては、本日、早朝から長時間にわたりましてご審

議を賜りましたこと、また、各専門分野からの貴重なご意見を賜りましたこと、厚くお礼申

し上げます。 

次回から基本計画をご提示させていただきますが、幸いなことに、先に人口ビジョンを策

定しております。その中には、各学区の将来の推計まで、かなり明らかになってきた部分も

あります。アンケートもとりましたし、各専門分野の皆さまから貴重なご意見をいただける

ということで、明確な目標と成果を図れるような指標を、何をやるかということと合わせま

して次回ご提示したいと思いますので、よろしくお願いします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

事 務 局： それでは、これをもちまして、第２回愛荘町総合計画審議会を閉会させていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

 


