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平成２９年度 第３回 愛荘町総合計画審議会 

議 事 録 

 

1. 日 時 

平成３０年１月１６日（火）13：30～16：35 

 

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 

 

 〃 愛荘町秦荘観光協会 濱中 大樹 代表理事 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   

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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【資料説明者】 

所属 氏名 

人権政策課 主監 山本 隆男 

総合政策課 課長 阪本 崇 

健康推進課 課長 橋爪 聖子 

子ども支援課 課長 森 まゆみ 

地域福祉課 課長 生駒 秀嘉 

長寿社会課 課長 居島 惣偉智 

農林振興課 課長 北川 寛 

商工観光課 課長 北川 三津夫 

教育振興課 
部長 中村 治史 

課長補佐 堀 史代 

生涯学習課 課長 藤居 祐司 

図書館 館長 茶谷 えりか 

博物館 館長  大友 暢 

 

4. 資料 

・会議次第 

・第２次愛荘町総合計画審議会委員名簿 

・第３回総合計画審議会説明者一覧 

・第２次愛荘町総合計画 第３部基本計画（素案） 

・第３部基本計画（素案）に対する意見 

 

5. 議事 

（１）あいさつ 

（２）出席者紹介について 

（３）第２次愛荘町総合計画「第３部－基本計画（素案）」について 

（４）質疑応答 

（５）その他 

 

6. 議事要旨 

（１）あいさつ 

事 務 局： こんにちは。総合政策課の橋本です。昨年はいろいろとお世話になりましてありがとうご

ざいました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、早速でございますが、ただいまから第３回愛荘町総合計画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： 新年あけましておめでとうございます。委員の皆様におかれましては、つつがなく新しい

年をお迎えのこととお慶び申し上げますとともに、旧年中は、町政各般にわたりまして、格

別のご高配を賜りましたこと、心よりお礼申し上げます。 

さて、わが国は本格的な人口減少局面に突入しており、地方自治体においては、財源や人
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材といった資源が限られている一方で、人口減少社会に的確に対応し、地方財政の持続可能

性を確保していくことが求められています。 

地方自治法の歴史を振り返りますと、平成 29年度は、施行から 70周年の年であり、この

70年の間に多岐にわたる改正が行われ、地方分権の大きな流れの中で、地方自治体の自由度

が増すと同時に、その役割の重要性も増してきているものと存じます。 

行政サービスをはじめとした諸課題が顕在化する中、今後、地方自治体としてどのように

備え取り組んでいくべきか。また、そのために求められている地方自治体の仕組みはどのよ

うにあるべきかなど、今一度、原点に立ち返り、町民の皆様とともに、広く議論を深めてま

いりたいと考えております。 

本日、開催させていただきます第３回の総合計画審議会におきましては、前回の審議会で

お示しさせていただきました基本構想に基づき、具体的な施策の目標と取り組み内容を総合

的かつ体系的に明らかにするための基本計画部分について、ご説明をさせていただきます。 

委員の皆様におかれましては、限られた時間ではございますが、忌憚のない意見を頂戴し

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

さつをいただきます。秦会長、よろしくお願いいたします。 

 

秦 会 長： 皆さん、こんにちは。本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございま

す。行政の計画は分野が多岐にわたっておりますので、本日の資料を事前に読んでいただい

たということで大変ご苦労だったと思います。第３部の基本計画の部分については、今回の

第３回審議会と次回の第４回審議会において、集中的にご審議させていただきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

１月の新聞を見ていると愛荘町のことが書いてありました。今月、パリの展示会に日本の

伝統工芸が国内から５点出展されているということで、愛荘町の近江上布も展示会に出展さ

れます。「海外で近江上布の素材を使ってもらえるように売り込みたい。」とのことでした。

今後、期待できると思っています。 

私は京都市に住んでいますが、民泊が話題になっています。海外からの観光客が増えてい

ますが、一方で調整に困っている面もあります。そういう状況はこれから出てくると思いま

す。日本の地域を見ていると、良いものがたくさんあり、今は観光に力を入れているので、

これからは海外の方がたくさん来られると思います。 

今後 10 年間で、様々なことが変わっていくと思います。そういうことを前提の上でご意

見をいただいて、計画の中に反映させていければと思っていますので、よろしくお願いいた

します。 

 

事 務 局： ありがとうございました。 

本日、秦荘観光協会の濱中委員におかれましては都合が悪く欠席との連絡をいただいてお

りますので、ご報告させていただきます。 
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それでは、次第に基づきまし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条の規程に基づきまして、本審議会会長の秦様にお

願いしたいと思います。秦会長、よろしくお願いいたします。 

 

（２）出席者紹介について 

 

秦 会 長： それでは、次第の２番目、出席者の紹介について、事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局： それでは、次第の２番目、出席者について、ご説明をさせていただきます。本日開催の第

３回総合計画審議会におきましては、昨年 10 月開催の第２回審議会でお示しさせていただ

いた基本構想に基づきまして、特に取り組むべき施策の方針や具体的内容を整理しました基

本計画を中心にご説明させていただきます。 

資料１につきましては、本日ご審議をお願いいたします分野別計画にかかる担当課および

説明者の一覧を用意させていただいたものとなります。 

本来ですと、出席者から自己紹介をさせていただくのが本意ではございますが、時間の都

合もございますので、資料１をもっての紹介に代えさせていただきます。ご理解の程よろし

くお願いいたします。 

 

秦 会 長： ありがとうございました。 

それでは、次第の３番目に入らせていただきます。第２次愛荘町総合計画「第３部－基本

計画（素案）」について、事務局より説明をお願いします。 

 

（３）第２次愛荘町総合計画「第３部－基本計画（素案）」について 

 

事 務 局： それでは、次第の３番目、基本計画（素案）について、ご説明させていただきます。 

第３部の基本計画につきましては、37の分野別計画をもっての構成とさせていただいてお

ります。分野別計画としましては、Ａ４見開きページとなるよう各課の施策をレイアウトし

ており、「施策の名称」、「現況と課題」、「施策の基本的方向」、「主要施策」、「協働の取り組

み」、「施策指標」の順に整理をしております。 

本日の第３回審議会では、分野別計画の１－１から５－２までを審議いただくこととしま

して、資料１の順にご説明させていただきます。 

説明につきましては、事前に資料をご一読いただいておりますので、現況と課題の要点、

現況と課題から導きました主要施策、成果指標設定の考え方などをそれぞれ５分以内で簡潔

にご説明させていただきます。 

一括説明の後、事前にご意見をいただいた内容に対する回答をさせていただき、質疑応答

に入らせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。 

それでは、各課から順に分野別計画のご説明をいただきます。よろしくお願いいたします。 
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山本主監： （説明）分野別計画１－１「人権尊重社会の実現」 

 

阪本課長： （説明）分野別計画１－２「男女共同参画社会の実現」 

 

橋爪課長： （説明）分野別計画２－１「健康づくりの推進」 

      （説明）分野別計画２－２「医療体制の充実」 

 

森 課 長： （説明）分野別計画２－３「子育て支援の充実」 

 

生駒課長： （説明）分野別計画２－４「障がいのある人の福祉の推進」 

 

居島課長： （説明）分野別計画２－５「高齢者福祉の推進」 

 

生駒課長： （説明）分野別計画２－６「地域福祉の推進」 

 

中村部長： （説明）分野別計画３－１「幼児教育の充実」 

      （説明）分野別計画３－２「学校教育の充実」 

      （説明）分野別計画３－３「幼児・児童生徒の健康管理」 

 

藤居課長： （説明）分野別計画３－４「生涯学習の推進」 

      （説明）分野別計画３－５「生涯スポーツの推進」 

      （説明）分野別計画３－６「青少年健全育成の推進」 

      （説明）分野別計画３－７「文化・芸術の振興」 

 

茶谷館長： （説明）分野別計画３－８「図書館機能の充実」 

 

北川課長： （説明）分野別計画４－１「農林業の振興」 

 

北川課長： （説明）分野別計画４－２「商工業の振興」 

      （説明）分野別計画４－３「雇用の安定」 

      （説明）分野別計画４－４「観光・交流の推進」 

 

大友館長： （説明）分野別計画５－１「歴史文化の継承と活用」 

 

阪本課長： （説明）分野別計画５－２「地域に眠る「魅力」の発掘」 

 

秦 会 長： 各所属長の皆様、分野別計画のご説明ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様から事前に素案に対していただいた意見を資料３に整理していただ

いておりますので、その回答に入らせていただきます。 

各所属長の皆様におかれましては、順にご回答いただきますようお願いします。それでは、
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人権政策課からよろしくお願いします。 

 

山本主監： 資料３の１－１「人権尊重社会の実現」で、２点の項目についてご説明させていただきま

す。１点目は、「指標に対象町民がどのくらい参加したかを加えてはどうか」との意見です。 

毎年、町民を対象とした人権研修会の実施、あるいは自治会ごとに人権学習会を実施し、

その都度、参加人員については把握しております。各自治会での人権研修会は、全区民を対

象としているもの、あるいは役員が毎年交代することから、その年の役員を対象として実施

しているものなど、自治会によって実施状況が異なっている状況です。また、研修会もその

年によって様々な内容で実施していますので、意見をいただいておりますように、町民を指

標として掲載するのは難しいと思っているところです。 

２点目は、「指標の 52自治会は全体の何パーセントか。全自治会でできない理由は」との

意見をいただいております。昨年度１自治会が増えて現在は 52 自治会があります。今後、

自治会が増えることも想定して、意見をいただいたように、目標値を現在「52自治会」と書

いていますが、「全自治会」に修正させていただきたいと思います。以上でございます。よ

ろしくお願いします。 

 

 

阪本課長： １－２「男女共同参画社会の実現」で、１点目は、「性別に関らず」という部分の送り仮

名の部分が間違っておりましたので、「わ」を記入して修正させていただきます。 

２点目は、現況と課題では「家庭、地域、職場、学校」、施策１では「地域、家庭、学校、

職場」と序列が様々であるとのご指摘をいただきました。１－２の部分だけではなく、他の

部分でも出てきますので、整合を図って序列については見やすいように整理をさせていただ

きます。 

３点目は、施策２の指標として、町行政の指標を入れてはどうかとの指摘をいただいてい

ます。施策２につきましては、男女共同参画の環境づくりを掲載しています。町行政としま

しては、ひとつの事業所として「特定事業主行動計画」を作成していますが、総合計画は町

全体としての計画を掲載していくと認識していますので、町行政としての目標指数を指標に

入れるのはいかがなものかと検討したところでございます。以上になります。 

 

橋爪課長： ２－１「健康づくりの推進」におきまして、３点のご意見をいただいています。現状と課

題の１行目に「疾病行動の変化」とあるが、これはどういう意味なのかとの指摘をいただい

ています。また、「疾病行動の変化」から「様々な疾病が増えていく中で」としてはどうか

との意見をいただいていますが、疾病が増えていくというよりも、どんな種類の病気にかか

っているか、どんな病気が多いのか、それがどのように変わってきたのか、それを示してい

る言葉になります。 

昔で言えば、感染症が多かったのが生活習慣病になり、生活習慣病の中でも以前は胃がん

が多かったのが最近は大腸がんに変わってきている。そういったことを示していますので、

適切な言葉をどうするかということで、この言葉をできれば使わせていただきたいと考えて

いますが、もう少し考えさせていただく必要があると思っているところです。 

２点目、現状と課題の４つ目、病名の記載について、「死亡率の高い順にがん、心疾患、
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脳血管疾患、肺などが記載されていて、年齢別で見ると 80 歳以上の方は肺炎で亡くなる方

が多いと言われているが、愛荘町ではどうなのか。肺炎のことを加えてはどうか」との意見

をいただいています。確かに、ご指摘のとおり、年齢でいくと肺炎で亡くなる方が愛荘町で

も増えている状況です。例えば、46 名の方ががんで亡くなっていますが、これが 80 歳以上

になると 23 人、全体で 13 人が肺炎で亡くなっていて、80 歳以上は 12 人という傾向ですの

で、ご指摘のとおりであります。 

ただ、ここでは若い世代からの健康づくりの観点で記載しており、高齢者の健康について

は 16、17 ページの「高齢者福祉の充実」に記載しています。肺炎という言葉は使っていま

せんが、施策１「介護予防の充実」、施策４「医療・介護の連携強化」で、高齢者の健康づ

くりについて取り組みを行うとしておりますので、このままの記載とさせていただきたいと

思っています。 

３点目は、「指標として健康推進員や乳幼児健診未受診者を加えてはどうか」との意見で

す。健康推進員については、地域のリーダーとしてご活躍いただいており、重要な役割を果

たしていただいておりますので、推進員になってくれる人が増えることについては非常に重

要なことだと思っています。ただ、ここでは直接、住民の具体的な行動を指標として考えた

いと思っていますので、健やか愛ポイント制度の記念品交換者数としたいと考えております。 

乳幼児健診未受診者については、乳幼児健診の受診率は全体で 98.3％と非常に高い受診率

になっています。未受診の理由についても把握しており、子どもの体調不良が多数となって

いますので、乳幼児健診の受診については意識が高いと健康推進課では考えています。その

ため、生まれる前からの環境を整えるという指標で、妊娠中の喫煙率という指標を挙げてい

ます。以上でございます。 

 

森 課 長： ２－３「子育て支援の充実」についての１つ目のご質問ですが、施策１について、「情報

提供にとどまらず、主体的に動く計画を入れるべきでは」との質問がありましたが、子育て

支援については、例えば保育所への入所など、直接サービスを提供するものと、様々な制度

やサービスの情報を提供して保護者が利用したいサービスを選択するものと大きく２種類

あると考えています。 

保護者のニーズや子育ての不安などを聞き取って、保育所の入所情報やファミリーサポー

トセンターなどの情報、子どもの発達に関する不安を抱えている保護者に相談の場所をつな

げるなど、保護者に寄り添った対応と適切な情報の提供が子育て支援に重要な施策であると

考えています。あえて取り出し、この項目を設けさせていただきました。具体的に、主体的

に動く事業の内容としましては、以降の主要施策２から４の中で具体的にお示ししていると

考えておりますので、ご理解のほど、お願いしたいと思います。 

また、学童保育について、現状は各学校、保護者の運営になっている施策として「４小学

校をまとめた町主導の町直営を加えていただきたい」との質問ですが、学童保育所について

は指定管理者制度にのっとって保護者会へ委託しているのが現状です。その期間の終了が平

成 32年３月 31日になっていまして、それ以降の運営方法について現在検討を進めていると

ころです。現在運営していただいている保護者会の代表者にお集まりいただき代表者会議を

開催しておりまして、その中で保護者の意見を集約しながら、町の直営がよいのか、あるい

は法人や民間事業者などによる運営がよいのかなども含めて、運営形態について検討を進め
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ていく予定でおりますので、現時点では町主導の運営に限定した記載は避けたいと考えてお

ります。 

 

居島課長： ２－５「高齢者福祉の推進」の施策６について、「シルバー人材センターの活動を支援し

ますとあるが、町行政からの人的派遣も検討する等を加えてはどうか」ということです。 

シルバー人材センターについては公益財団法人として法人化しておりますので、町からの

人的な支援は今のところ考えておりません。ご容赦願いたいと思います。ただ、シルバー人

材センターの運営につきましては、状況を見ながら運営補助をしておりますので、そのあた

りで支援をしていきたいと考えています。 

続いて２つ目、「シルバー人材センター粗入会率とし、町行政の関与も含めた指標として

はどうか」ということですが、シルバー人材センターの基本的な考え方として、就労するた

めに、まだまだ働けるというか、自分なりに何かしたいということで入会されるのが一番の

目的だと思います。そういう意味からも、入会率だけで判断するのではなくて、就労してい

ただいた人数、回数が大きな入会の目的であると思いますので、就業率にさせていただきた

いと考えています。ただ、入会につきましては、町としても入会への啓発、広報等の支援に

ついては行っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

中村部長： ３－１「幼児教育の充実」、指標に「未就園児ゼロ化や事務職員の配置について園児・児

童当たり何人かを設定すべきでは」との意見をいただいています。 

園児については定数を定めており、愛知川幼稚園は 300人、秦荘幼稚園は 200人としてい

ます。３年保育実施後、定数を上回る申し込みはない状況です。したがって、未就園児ゼロ

化については設定しないところです。平成 29 年度、今年度の園児数でありますが、愛知川

幼稚園は 265 名、秦荘幼稚園は 155 名という現状です。教員・臨時職員の配置については、

年度により園児数が異なることから、計画的な教員採用と臨時職員の適正配置をしていると

ころです。 

続きまして、学校教育の充実でございます。「指標にいじめや不登校児童生徒数も追記す

べきでは」との意見です。いじめについては、いじめの件数を指標設定することにより、学

校で報告が上がっていないこともあるため設定はしておりません。また、不登校児童生徒数

についても、現実的にありますが、その指標をどのようにまとめるか、困難であるため、設

定はしません。 

続いて、「施策１の学校教育の充実の３つ目に、国際教育を生き抜くための英語教育と記

載しているが、ＡＬＴ（外国語指導助手）とあるため、英語をはじめとする外国語教育にし

てはどうか」との意見です。ご指摘のとおり、ＡＬＴは外国語指導助手でありますが、現実、

学校では英語教育のみを行っていますので、英語教育とするものでございます。 

次に、「児童は小学生、生徒は中高生を意味するため、児童生徒の記載を児童・生徒にし

てはどうか」との意見を頂戴しています。ご指摘のとおりでありますが、表記については児

童生徒としてきている部分がありますので、児童生徒としたいと考えています。 

続いて３－３です。「食育の充実について、学校給食の食べ残しに対してどのような対策

が必要か」との意見をいただいています。少し長くなりますが説明申し上げます。 

学校給食は、児童および生徒の心身の健全な発達、児童および生徒の食に関する正しい理
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解と適切な判断力を養う、学校における食育の推進を目的としており、発達のために適切な

栄養の接種、食事についての正しい理解と健全な食生活および望ましい食習慣、共同の精神、

命および自然の尊重と環境保全、各地域の伝統的な食文化などへの理解を深めることを目的

としています。 

それを踏まえ給食センターでは毎日の献立を考えています。しかし、献立の内容により給

食の食べ残しが多いという現状があります。そのことから、給食センターにおいて毎日の残

食量を記録しております。残食の多い献立については和食に代表される和え物や酢の物であ

ります。逆に肉類やカレー、ファストフード的な献立の場合は好んで食べてくれています。 

給食の食べ残しについては、学校給食における全国的な課題でもあります。給食を残すこ

となく全部食べるように指導することさえ、「体罰では？虐待では？」と捉えられるように

なった今日、先生の給食指導は難しくなっています。 

子どもたちが食べたいものを出すことは簡単です。しかし、残食率だけを考えるのではな

く、苦手な食べ物にも出会いながら少しずつでも食べられるようになることが大切であると

考えています。子どもたちへの栄養バランスや食育目的も含めて、献立のさらなる工夫も必

要と考えています。また、学校栄養教諭や栄養職員が給食時間において食育指導を行ってい

ます。特に毎月の食育の日の取り組みでは、毎回新たなＤＶＤ教材を給食センターで作成し、

残さず食べることと食育の大切さを教えています。 

最後に、「給食センターにおける地場サービスの利用率より、朝食を毎日食べる率など、

子どもの健康状況を測れる指標にすべきでは」との意見を頂戴しています。これにつきまし

ては、ご指摘のとおりでございますので追加したいと思います。 

参考までに、平成 29 年度の全国学力学習状況調査の数値で、朝食を毎日食べていると回

答した児童生徒の割合があります。愛荘町では小学校が 85.6％、一方、全国では 87％であ

ります。中学校では、愛荘町は 86.8％、全国では 87％という数字になっています。これは

毎年の調査項目でありますので、ご指摘のとおり追加したいと思います。以上となります。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。施策３の食育、食べ残しについては対策をしているからという回

答ですね。 

 

中村部長： はい。そうです。 

 

秦 会 長： わかりました。 

次、分野別計画３－４から３－７まで、生涯学習課よりお願いします。 

 

藤居課長： ３－４から３－７についてのご意見にお答えいたします。３－４「生涯学習の推進」につ

いて、「指標に生涯学習講座数、参加者数を加えてはどうか」との意見です。 

現在、五愛塾講座受講者数の数値を指標にしていますが、五愛塾講座の場合は大ホール等

に受講者を集めて受講いただく方式です。生涯学習講座は教室型の学習講座で、年間を通じ

て講座の回数や先生の指導体制もありますので、募集定員を決めて受講いただく形を考えて

います。指標として講座数や参加者数を入れることは今のところは考えていません。 

次に、３－５「生涯スポーツの推進」です。「施策３に記載されている愛荘町スポーツセ
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ンターはどこにできるのか」との質問です。現在、町の体育施設として軽野地先にあります

秦荘グラウンド、秦荘体育館、秦荘武道館を総称して愛荘町スポーツセンターと呼んでいま

す。 

次に、「指標に対象町民がどのぐらい参加したかを加えてはどうか。ナイトウォークへの

参加者数ではなくスポーツイベントの参加者数やイベント実施数など、全体の評価がわかる

ものにしてはどうか」との意見をいただきました。 

これについては、ナイトウォークへの参加者数を現在は挙げていますが、スポーツイベン

トへの参加者数に指標を変更したいと思っています。従いまして、指標を「スポーツイベン

トへの参加者数」として、現状の数値として 2016年度は 1,804人、2022年度の目標値を 2,100

人という形に変更したいと考えております。 

次に、３－７「文化・芸術活動の振興」です。「施策１の文化・芸術活動の推進の３つ目

に、『町民が地域の文化振興の担い手としてかかわることのできる町民文化祭を引き続き開

催し』とあるが、『町民が地域文化振興の担い手としてかかわる町民文化祭を引き続き開催

し』と簡潔な表現にしてはどうか」との意見をいただいています。 

ご意見をいただいたとおりの表現の方が完結でわかりやすいと思いますので、意見のとお

りに表現を訂正したいと考えております。以上でございます。 

 

茶谷館長： ３－８「図書館機能の充実」で、「指標について、町民が一年間に借りる図書館資料点数

の数値が現状値 15点で目標値も 15点にしているのはなぜか」のご意見です。 

図書館の貸出点数については、愛荘町の場合、2009年度（平成 21年度）がピークで 35万

点を上回りました。これは滋賀県でも同じで、全国的にも 2010年度（平成 22年度）が図書

館の貸出点数のピークとなっていまして、そこから徐々に減少しています。幸い、愛荘町で

は１割もいかない減少で済んでいますが、滋賀県全体では 15％ほど、この７～８年で減って

います。 

また、ここ数年、インターネットの発達、特にＳＮＳの発達があります。そして、少子高

齢化も進んでおり、介護等が増えたため自分のために使う時間が減っています。社会生活基

本調査によりますと、滋賀県の場合は、日帰り旅行に出かける人が増えた、スポーツを生観

戦する人が増えたという統計が出ています。 

これらを考え合わせまして、ピーク時の貸出点数を 35 万点として、その１割減を人口で

割ると約 15 点で、現状を維持するという目標を立てさせていただきました。絶対クリアし

ていきたい目標と考えて努力していきたいと思いますので、ご理解のほど、お願いいたしま

す。以上でございます。 

 

北川課長： ４－１「農林業の振興」について、「新たな農業へのチャレンジで愛荘町の特産品を開発

していくべきでは。その場合、商工観光課、農協、商工会が一体となる仕組みが必要では」

との意見をいただいています。 

愛荘町の農業は水稲と大豆等が中心で、その他、野菜や果物等が生産されています。特産

品としては現在、秦荘のやまいもがありますが、その他の農産物では特産品がないのが現状

です。町内の野菜の生産については決して多くはなく、具体的に何を特産品にするかは記載

していませんが、今後ニーズに合わせた安心・安全な農産物の栽培を推進し、生産の拡大を
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図ることで特産品としてふさわしい農産物が出てくるのではないかと思っています。また、

計画に記載している農商工連携の推進、６次産業化に向けた事業支援など、町だけではなく

農協との連携を図って進めてまいりたいと思います。 

２つ目は、「新たな農業へのチャレンジ、地場産野菜を使用した伝統料理とあるが、どの

ような方法を考えているのか。若い世代と老人クラブとの連携による料理教室などを考えて

はどうか」という意見です。 

地場産野菜を使用した伝統料理については、現在、愛荘町生活研究グループが年間４回、

調理実習として地場野菜を使った料理を創作するとともに、そのレシピを町の広報に年間２

回掲載し、有線放送でも紹介しています。また、毎年度ではありませんが、田舎料理体験等

の教室も開催しておりますので、今後も開催の支援を行っていきたいと考えています。 

３つ目、「施策として、若い人が農業をすることで楽しく生活できることを真剣に考えて、

実行する内容を追加すべきでは。10年後には農業をやめることにならないように」というこ

とです。 

農業者が減少する傾向にあり、若い世代の就労は大変心強く、期待するものでありまして、

町としても支援していく必要があります。職業としての農業については、生活していくため

にも所得向上を図る必要があり、国や県の補助金等を活用した６次産業化や農商工連携等に

向けた支援を行うとともに、農業者間の情報交換の場、相談の場を設けるなど、町だけでな

く県やＪＡ、関係団体と連携して支援していきたいと考えています。以上でございます。 

 

北川課長： ４－３「雇用の安定」、４－４「観光・交流の推進」について回答させていただきます。

貴重なご意見ありがとうございます。４－３ですが、「施策１と施策２について順序を逆に

すべきでは」との意見です。 

施策１は企業内人権啓発の推進、施策２は就労支援の推進になっております。ご指摘の意

図として、就労支援があって就労して企業に入ってから人権啓発という流れになるのではと

推察されますが、この分野の表題は雇用の安定です。働きやすい職場が雇用の安定の第一で

あり、働きやすい職場は人権が尊重されることが重要であることから、人権啓発の推進を１

番に掲げています。町としても人権尊重のまちづくり宣言や人権尊重まちづくり条例を具現

化するために取り組みを推進していますので、人権尊重を最重要として掲げています。 

続いて、４－４の指標に「観光コンテンツ数を追加すべきでは」との意見です。施策に観

光コンテンツの充実・強化を挙げていますが、これの成熟度は人によって異なり、コンテン

ツ数に追加するかどうかの基準がなく、指標をどのように求めるか困難でありますので、指

標として挙げるのは難しいと考えています。以上でございます。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。 

最後に、全体にかかわる部分について、総合政策課からお願いします。 

 

阪本課長： 全体的な部分で、「施策と指標が合致しない部分があるので、全体的に見直すべきでは」

との意見をいただいております。 

本日、各担当課より現況と課題、主要施策、施策指標等をご説明させていただきました。

その中で、主要施策と施策指標が合致しない部分等がありましたらご意見をいただきたいと
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思っています。全体的に見直すところまでは考えていませんので、ご指摘のある部分につい

てはご検討させていただきたいと思っています。 

次に、ロコモティブシンドロームやレファレンスサービス等、一般的に使われていない、

知られていない用語については、第２回審議会においてご説明しておりますが、注釈・補足

説明等を入れるということで進めさせていただきますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。以上になります。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。 

事前にいただいている意見に対するご回答をいただきました。 

それでは、基本方針の１から順に追っていきたいと思います。まず、基本方針１の「誰も

が平等に参画できるまちづくり」、１－１と１－２について補足的にご質問やご意見があれ

ばお願いしたいと思います。 

 

（４）質疑応答 

 

八島委員： １－１で、私の認識では町の区長・総代は 61名程いたと思いますが、自治会は 52で、そ

の関連はどうなっているのですか。 

 

山本主監： 愛知川自治会は、１つの自治会が８町に分かれており、その中に８名の総代がおられます

ので、そこで差が出ています。 

 

八島委員： ということは、全自治会をカバーしているということですね。 

 

山本主監： 52全部をカバーしています。 

 

八島委員： 人権研修は、自治会によっては役員だけの場合もあり、全員で行う場合もある。年によっ

て参加人数が異なるので指標にはしにくいとの説明がありましたが、それなら毎年の総人数、

愛荘町の総人数の中で何人が研修を受けているのか。その方が分かりやすいと思います。役

員だけを対象にしているのであれば、小人数しか研修を受けていないという実態があると思

うので、町の総人数に対して何人とした方がよいのではないか。 

 

山本主監： 自治会で行われる研修のみと解釈してもよろしいですか。 

 

八島委員： 設定している施策指標が、自治会になっているから申し上げています。先ほどの説明では、

役員だけで人権研修を実施した自治会も、自治会員全員で人権研修した自治会も１とカウン

トされているから、町民のうち何人が受けたか、毎年違うから分かりづらいのであれば、人

数にしてはどうですか。 

 

山本主監： 自治会によって参加対象が異なると申し上げました。確かに自治会によって異なるのは事

実ですが、自治会の研修は夜が多いです。全部ではないですが、夜の研修が多く、子育て世
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代の若い親は出にくいところもあります。 

そういった方を対象にする研修は、各幼稚園なり小学校なり中学校で、参観日の後にそう

いう方たちを対象に研修をしたり、あるいは高齢の方を対象とした場で研修を行ったり、い

ろんな研修がある関係で、自治会の研修だけで判断して表記するのは難しいと思っていると

ころです。 

 

八島委員： 質問と回答が合っていませんが。 

 

秦 会 長： 厳密にはそうすべきであると思いますが、自治会の研修の参加人数を把握して、それを指

標として掲げていくのは難しいと思います。行政から人権研修をしてくださいという形で働

きかけはしていくと思いますが、それぞれの地域で把握して示していくのは難しいのではな

いでしょうか。 

 

藤居課長： ご意見につきまして、自治会が主体的に取り組んでいる人権学習会は、人権教育・啓発と

いう観点で生涯学習課が担当しています。自治会が主体的に取り組む人権学習については、

それぞれが主体的にということから、やり方については基本的には自治会にお任せしていま

すが、地域の推進員と町の協力員が一緒に計画をあげるという形です。 

自治会によっては、皆に来てほしくても会場のスペースがない場合もあります。あるいは

一人ひとりに根づいた人権学習ということで、個別にきめ細やかに実施しているところもあ

ります。また、年に２回の学習会ではなく、一般の方を対象に老人クラブや女性会などで何

回も実施しているところもあります。 

町としては参加してもらうために中身も工夫していますが、自治会の収容スペース等の関

係や、来たくても来られない方のために、町が主体的に実施する人権学習講座をハーティー

センターや愛知川公民館で実施して来ていただくということで、年間計画を立てていますの

で、指標を人数だけで評価するのは難しい部分があると思います。指標としてはなじまない

とご理解いただければと思っています。 

 

八島委員： 無理やり自治会の数を目標にしなくても、町はいろいろやっていて、そこにこれだけ来て

います。その方が指標としてはよいのではないか。自治会と書いているから質問しました。 

20年ほど前ですか。全町民を対象に、人権の級を決めて町が研修会をして、あなたは何級

です。そういう研修を年に３回か４回、町でされていました。やるのなら、そこまでやるか。

もしくは、施策としていろんなところで人権研修をしています。それを指標にすればよいの

ではないか。自治会と明記されているから、質問をしただけで、自治会にこだわる必要はな

い。されているのなら、それを指標にした方がよいと思います。 

 

秦 会 長： それでは、１－１「人権尊重社会の実現」の施策指標についてはご検討いただくというこ

とでお願いしたいと思います。 

１－２「男女共同参画社会」で延べと書いているのは、どういうことですか。一人が数回

ということですか。 
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阪本課長： 延べ人数という意味です。 

 

秦 会 長： 2022年度までに延べ人数で２人ということですね。 

分かりました。他に何かございませんか。 

 

八島委員： １－２「男女共同参画社会の実現」について、女性管理職の指標は、行政なのであまり公

表しない方がいいという説明がありましたが、町として主導しているという意味では、指標

にも町の女性管理職の数があってもよいと思いますが、どうでしょうか。 

 

阪本課長： ご指摘の部分については、町行政もひとつの事業所として特定事業主行動計画を策定し、

数値目標を持っています。ここで掲げる指標については、町全体としての取り組みに対する

指標と考えていますので、女性管理職の登用数などの庁内における指標については、指標と

して設定しないという考えを持っています。 

 

秦 会 長： 今の質問は、町行政の女性管理職ということですね。 

 

八島委員： そういう意味です。町の総合計画なので、町が率先してこういう目標を設定しています。

企業の女性管理職の登用数を把握できればよいですが、それはできないでしょうから、まず

は町が率先してやっています。目標としてあってもよいのではないか。すでに決められてい

るのであれば、載せて何が悪いのでしょうか。 

 

阪本課長： 今いただいたご意見につきましては、基本的に役場の組織目標としては設定されています

が、それを町全体の指標として載せるかどうかについては、再度検討させていただきたいと

思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。他にございませんか。 

 

藤野委員： 確認ですが、総合計画は町全体の計画であって、各分野の個別プランがありますね。事業

を推進していくために、この基本計画で止めてしまってもよいのですか。第２次の総合計画

では、各分野の個別プランまでは進まなくてもよいのか、確認させてください。 

 

事 務 局： 第２回の審議会でご説明していますが、第２次愛荘町総合計画に関しましては、第１部の

総論「はじめに」の部分からスタートして第２部の基本構想、そして本日ご説明の第３部の

基本計画、この３部構成になっています。ただし、基本計画を達成するためには、実施計画

を各課で作成し、毎年事業の見直しなどを行うローリングを行い、予算要求に反映をさせて

いくための具体的な計画となる実施計画を作成してまいります。実施計画は総合計画本体に

は掲載しませんが、各課で整理をしていくこととしておりますので、ご理解いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。よろしいですか。 
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それでは、基本方針の２に移らせていただきたいと思います。２－１から２－６までで全

体を通じてご意見はございませんか。 

 

八島委員： ２－５「高齢者福祉の推進」で、シルバー人材センターの年間就業者数を指標にしていま

すが、指標の設定についてシルバー人材センターとの協議はできているのですか。2022年は

これを狙おうという。 

 

居島課長： シルバー人材センターと協議をして状況を見て目標値をあげています。シルバー人材セン

ターも努力していきたいと言われていたので、それを支援していきたいと思っています。 

 

八島委員： 分かりました。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。他にございませんか。 

 

藤野委員： ２－３「子育て支援の充実」について、第１次総合計画では次世代育成支援行動計画とい

う記載がありました。これを打ち出していけばもっと分かりやすいと思いますが、どうでし

ょうか。 

 

森 課 長： 次世代育成支援行動計画ですが、現況と課題に記載のある愛荘町子ども・子育て支援事業

計画が次世代育成支援行動計画の流れをくんだ新たな計画になっていますので、その記載を

もって代えさせていただきたいと思います。 

 

藤野委員： はい。理解いたしました。 

 

秦 会 長： 他に何かございますか。 

 

西澤委員： 子ども支援課の対象はどこまでになるのですか。０歳から小学校までですか。 

 

森 課 長： 子育て支援の部分については就学前が中心になりますが、大きくは 18 歳までの年齢の方

を対象に子育て支援としているところです。 

 

西澤委員： ０歳から幼稚園ぐらいまでかと思っていました。先ほど学童のことが出ていましたので、

その部分も入るのかと感じたのですが、重点的な年齢としては保育園・幼稚園あたりになる

のですか。 

 

森 課 長： 18歳までが児童福祉法の中で定められている児童の範囲に入ってくる年齢ではありますが、

特に重点的に子育て支援をしていますのは就学前の子どもが中心になります。ただ、学童の

支援や相談対応などについては、18歳までの年齢の方を含めた子育て支援になります。 

 

西澤委員： ありがとうございます。子ども支援課だけではなく、関係するのが教育委員会や農林振興
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課、施設の問題もあって、子ども支援課だけでは対応できない部分がありますね。例えば幼

稚園は教育委員会だと思いますが、運動場を増やすなど、施設の問題も関係してきます。拡

張などがあった場合は連携して、子ども支援課が窓口になっているのですか。 

 

森 課 長： 保育所や幼稚園は公立と民間があります。公立については町になりますが、民間の保育所

からそういう希望があった場合については、子ども支援課が担当課ですのでお受けして、そ

の後、個別の問題や課題が出てきた場合は関係機関へつなぐという状況になってくると思い

ます。 

 

西澤委員： 窓口的なことで、農地の問題や土地の買収など、主な部分は引き継いでいくのですか。 

 

森 課 長： 民間保育所は、民間の法人と担当課とのやり取りが中心になってきます。 

 

西澤委員： 分かりました。町立の場合と民間の場合があるということですね。了解しました。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。他にございませんか。 

 

植田委員： ２－２「医療体制の充実」で、施策１に「かかりつけ医、かかりつけ歯科医」とありまし

て、「安易な夜間休日診療を控えるなど」と書いていますが、これをあえて総合計画の中に

うたわなくてはならない状況に現在はあると理解した方がいいのですか。どうでしょうか。 

 

橋爪課長： 現況と課題の下から２つ目、湖東保健医療圏域内の運営というところで、休日急病診療所

が 2014 年から稼働し始めたとの記載があります。そこでも一次救急をされていて、主に１

市４町での話になりますが、一例として、以前よりも彦根市立病院に救急受診されるよりも

彦根の休日急病診療所にかかる方が増えてきているという現状があります。ただ、全国的に

も、いわゆるコンビニ受診と言われているものは続いておりますので、啓発をやっていく必

要があると思っています。町のお医者さんもそうですが、かかりつけ医を持って健康な状態

を確認していただければ、予測のつかないものというよりは、もちろんそれ以外もあります

が、普段から健康管理をしていただくことで救急受診を減らせると考えておりますので記載

しております。 

 

治武委員： ２－６「地域福祉の推進」で、施策で支援の必要な人を見逃さないと書いていて、施策指

標として、避難行動要支援者は現在 45 人、それを 300 人にする。こういう目標が出ていま

す。町に登録している 45 人を 300 人にするということだと思いますが、要援護者支援体制

を立ち上げている字もありますので、将来的にどうしていくのか、希望的なところも含めて

質問をさせてもらいます。 

 

生駒課長： 避難行動要支援者の登録者数につきましては、手挙げ方式で登録申請をいただき、登録者

の名簿を関係者や支援者に配布する制度です。複数の自治会では、要支援者名簿を独自に作

成し取り組んでおられますが、本来はそういう自治会が増えるのが一番よいと国も県も町も
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思っていますが、前に進まないという現状があるので国がこの制度をつくっていると考えま

す。 

名簿については、引き続き自治会で見守りも含めて情報を活用していただくとともに、並

行的に、登録制度を推進することで避難支援関係者に名簿を、個別計画も含めて配布させて

いただいています。例えば、消防署や自治会、民生委員、社協、警察などにも名簿を配布し

ますので、自治会で整備していただいている名簿、プラス、こういった制度を活用していた

だくということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

秦 会 長： 指標の中に、そういう取り組みをしている自治会をいくつにするなど、この数字だけを見

たときに、かなり進んでやっているところもありますが、そのあたりをどう読み取ればよい

のか。 

 

生駒課長： 難しいところで、自治会で取り組んでいただいていますが、温度差があるのと、いろんな

方法を取り入れて活動している部分がありますので、統一した部分で指標をつくるのは難し

い部分があります。参考にして検討していきたいと思います。 

 

秦 会 長： 分かりました。 

11 ページ、２－２「医療体制の充実」で、かかりつけ医の 67.9％は県平均だと思います

が、指標の数字の設定根拠を入れていただければ、初めて見る方でも分かりやすいのではな

いでしょうか。 

次に、基本方針３の「夢と志を育む学びのまちづくり」に移らせていただきます。３－１

から３－８までで何かご質問はございますか。 

 

八島委員： ３－１「幼児教育の充実」で、臨時職員の配置について施策指標をつけてはどうかとの意

見がありましたが、愛荘町は、幼稚園も小学校も中学校も県で採用される職員プラス町採用

の職員が増えて、教育環境としては非常によいはずです。例えば生徒児童 30 名に対して１

名の先生、20名に対して１名の先生を置くなど、独自の目標を定めて教育のレベル・質を上

げることを指標として入れるとよいと思いますが、どうでしょうか。 

 

中村部長： ご指摘のとおりだと思いますが、先ほどお答えしたとおり、設定はいたしません。小学校・

中学校は県費の職員でやっていただくのが本意ですが、県は予算がつかないので町がつけて

いるという実情もあります。その基準を設けることによって財政的な問題もあります。ただ、

役場としましては、これから児童生徒数が少し増えて、最終的には減っていくという現状に

あります。臨時職員については、支援員という部分がありますが、児童生徒の数は時々によ

って変わることから、一律にすべきではないとの考え方ですので、あえて数字設定はしない

こととしております。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。他にございませんか。 

 

西澤委員： 教職員の件ですが、恵まれている立場だと思います。ただ、ここではっきりしておきたい
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のは、県費の先生方と町が採用した職員とが混じっています。あからさまには話せませんが、

職員間で格差がないようにしていただきたい。試験を受けて町の職員として採用して先生に

なっている方がいます。この学年は人数が足りないから補助職員を増やすなど、不用意にせ

ずに、イメージダウンにならない先生を採用していただきたい。 

 

中村部長： ありがとうございます。まさしくご指摘のとおりです。教育委員会としてしっかりと対応

していきたいと思います。財政的なこともあり、近隣市町の状況もありますが、ご意見を頂

戴しましたので、しっかりと肝に銘じて対応していきたいと思います。 

 

久保田委員：食育のことですが、学校給食のことで、子どもが一番楽しみにしているのは食べることだ

と思います。給食センターでバランスのよい食事を用意してくれるのはいいのですが、愛荘

町のこだわり米で、トレーサビリティを記載して県に報告して、化学肥料半分、農薬半分の

こだわったお米を納めているのに、子どもたちからはお米がおいしくない。ベチャベチャし

ていたり、硬かったり、せっかく頑張って１年間かけてつくったお米なのにそういうことを

言われる。家でも同じお米を食べていますが、子どもたちはおいしいと言います。ご飯だけ

でも残さないように、一粒でももったいないということを教えてあげたい。お釜だと思いま

す。補助金の関係もありますが、おいしいお米を食べさせてあげたい。ご飯がおいしければ

おかずはいらないと昔から聞いていますから、１日でも早く子どもたちにおいしいご飯をつ

くってほしいです。 

 

中村部長： ご指摘のとおりだと思います。最近の電化製品は技術革新がかなり進歩している一方で、

給食センターでは１日３千食分のご飯をたいていますので、そういった部分はあると思いま

す。学校訪問の際に給食をいただきますが、ご飯がベチャベチャという感じはしませんでし

た。ただ、そういうご指摘があることは給食センターに伝えたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

久保田委員：よろしくお願いします。 

 

藤野委員： 教育全体に言えることと思いますが、私の記憶では、確か平成 27 年度に教育基本計画か

ら愛荘町教育大綱として計画を打ち出されました。各部門に対して計画があると思いますが、

その計画をこの基本計画に打ち出してはどうですか。 

 

中村部長： 教育大綱はかなり細目があり、すべてを網羅すると相当なページ数が必要になってきます。

したがいまして、それについては総合計画には盛り込みません。ただ、教育委員会としては、

教育大綱に記載されている内容の部分も基本計画内に設定していますので、ここではそこま

では掲げておりません。 

 

藤野委員： 分かりました。 

 

西澤委員： 28ページ、３－５「生涯スポーツの推進」で、滋賀国体の関係で愛荘町がアーチェリー競
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技の会場になります。今後、計画されますが、新しく湖東三山の国民宿舎のところから移設

してきたアーチェリーの施設では国体の競技には間に合わないのですか。 

 

藤居課長： 現在、アーチェリー場については、金剛輪寺のところにあった旧のアーチェリー場を中央

スポーツ公園に移設して競技や練習に使っていますが、国体の競技となると一度に全国の方

が集まられ競技される関係でスペースが足りないことから、前回の国体で使用したスポーツ

センターで実施するということで現在内定をいただいている状況です。 

 

西澤委員： スポーツセンターが会場になるということですね。せっかく立派な施設ができて、そのた

めに移設したと思っていましたが、あの施設では間に合わないということですね。 

 

藤居課長： 国体の施設としては、今後、練習場として使用できるかどうかという部分については、競

技団体と協議していくわけですが、愛荘町としても、教室で練習している中学生や高校生に、

滋賀国体で地元出身の競技選手として活躍していただくという夢を持っていますので、現在

の中央スポーツ公園で練習を培って国体の選手になっていただくということで進めていま

す。 

 

西澤委員： 分かりました。もう少し時間があるから、あの施設を使って立派な選手になってくれれば

いいと思います。ただ、施設的に現在のアーチェリー場を伸ばすのは費用的には難しい。計

画には上がっていないということですね。 

 

藤居課長： 国体の会場として選考する基準がありますので、スペースとしてどこが適地なのか、県か

ら内定をいただいている候補地がスポーツセンターです。立派な施設がありますので、その

施設も何らかの形で活かしていければと常に考えています。 

 

西澤委員： 分かりました。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。 

まだあるかもしれませんが、基本方針４の「活力あふれるにぎわいのまちづくり」、産業・

観光の分野に移りたいと思います。４－１から４－４に関してご質問、ご意見はありますか。 

 

藤野委員： ４－１「農林業の振興」で、近年、耕作放棄地がかなり出てきているように思いますが、

その対策は計画には上げないのですか。 

 

北川課長： 施策１に、「地域農業の未来の設計図である「人・農地プラン」の作成・更新、中間管理

事業を利用した農地集積を推進し、耕作放棄地の発生・防止に努めます。」と記載している

とおり、各集落において、自分たちの地域の農地を今後どうしていくかという中で、農業者

を指定して、その方にやっていただくという形になります。 

中間管理機構については、平成 25 年から、個々の農家が耕作できなくなる恐れのある農

地をいったん中間管理機構に預けて、農地の貸し出しの仲介役になっている機構で、耕作放
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棄地の発生を防止する役目になります。いったん機構に預けると 10 年間は農地を借り受け

た方にやっていただくことになりますので、耕作放棄地の防止につながります。 

 

藤野委員： ありがとうございます。それについては条件があると思いますので、条件にかなわないと

ころをどうするかも、今後の課題としていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

秦 会 長： ４－４「観光・交流の推進」の指標で、観光宿泊者の増加数など、経済的な側面を測る指

標の設定は考えていないのですか。 

 

北川課長： 現状は観光入込客数や観光情報サイトのアクセス数となっていますが、当初は経済効果の

側面も考えていました。経済効果を出していくための単価については県の日帰り観光客の単

価があり、１日でいくらのお金を観光客が使ってくれるかという参考数値があります。それ

を利用して指標に入れていこうとも考えましたが、県の単価が町の参考になるのか難しいと

ころがあります。 

現在、観光意識調査をしており、その中で、町に来てくれる人がどれだけのお金を使って

くれるか、どういう種類でお金を使ってくれるか、調査をしているところです。残念ながら

計画の中には盛り込めませんが、現状そういった取り組みも行っていますので、今後の話で

すが、数値が出てきましたらそれを入れていければと考えています。 

 

秦 会 長： 分かりました。 

 

藤野委員： 産業観光ツアーについては、宇野町長も推進しておられるということで、地元企業や造り

酒屋、ものづくりをしている会社と提携を結びながら観光ルートに入れるという１つの案で

すが、それをうたっていただければ観光が大きく発展していくのではないかと思います。 

 

北川課長： 現況と課題の５番目にも記載していますとおり、滞在型観光を推進するためには、多様な

観光資源を活用して知る・学ぶ・体験するプログラムや周遊コースを考えていかねばならな

いと考えています。平成３０年度には県が大型観光キャンペーンを打ち出しますので、それ

に町も協力をしながら、広域連携で取り組んでいきたいと考えています。 

 

藤野委員： ありがとうございます。 

 

西澤委員： 観光の件では、湖東三山インターチェンジができて利用サービスが高いと言えます。開設

当初は 2,500 台ぐらいが目標だったのが、開通してみると 3,000 台で、昨年は１日約 4,000

台が利用されているように、利用率の高いインターチェンジになっていますが、第３セクタ

ー、あるいは町がそのまま継続して面倒を見ていく必要があると思います。今の交通量に合

わせて、観光の分野においても、湖東三山館あいしょうを起点として産業観光をやっていこ

うという流れがあるようですが、観光資源が分散しています。聞くところでは、町のバスを

利用させてもらおうとなっても、料金を取ってはいけない。それで利用できないということ

もあります。観光を振興していくためには、湖東三山館を起点に町の地場産業や酒屋などに
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アクセスできる方法を考えていただけるとありがたいと思います。 

 

北川課長： ありがとうございます。ご指摘のとおり、湖東三山スマートインターチェンジは、当初計

画では１日 2,300台くらいだったと思いますが、直近では１日 4,000数百台と利用が増えて

いるのが現状です。仕事で使っている人が多く、遊びや観光で来ていただく台数は少ないよ

うに思いますが、これだけの交通量がありますので、その方々に愛荘町の多くの施設に立ち

寄っていただける形にしていきたいと思います。 

そのためには、湖東三山館の活用もしかりですし、今、西の玄関口となる中山道愛知川宿

に街道交流館を整備しておりますので、東から西へ、西から東へという形で、流れていただ

くルートとしてアクセス道路の整備を強化する必要があると思っています。 

湖東三山館の管理については現在、秦荘観光協会に指定管理をお願いしています。引き続

き指定管理者制度による施設の運営を考えていますが、更新については協議をしてからにな

ると思います。いずれにしても、東の湖東三山館、西の街道交流館を結んで、愛荘町に来て

いただく方を増やす工夫をしていかなければと考えています。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。時間が来ていまして、申し訳ございませんが、まだご質問があり

ましたら、別途、事務局にお伝えいただければと思います。 

次に、基本方針５の「歴史文化を活かした交流のまちづくり」、５－１から５－２につい

て、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

國武委員： ５－２「地域に眠る「魅力」の発掘」において、施策の基本的方向や主要施策の中で、再

認識と再発見という言葉が使われておりますが、発見なのか認識なのか、ご確認いただけれ

ばと思います。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。他にありませんか。ご意見等がないようでしたら、これで終了し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

進行に不行き届きなところがありましたが、皆さん、集中的に説明を聞いて、理解いただ

き、ご質問、ご意見をいただきました。本日の内容は計画の半分なので、次回の第４回審議

会で、残りの部分をご審議いただきたいと思います。お忙しいところ申し訳ありませんが、

次回審議会もよろしくお願いします。 

それでは、ご意見等がないようですので、次第の５番目、その他について、事務局から説

明をお願いします。 

 

（５）その他 

 

事 務 局： 本日は、長時間にわたりましてご審議いただき、ありがとうございました。次第の５番、

その他に入らせていただきます。 

次回、第４回総合計画審議会の日程ですが、１月 23 日（火）午前９時半から開催させて

いただき、基本計画の後半部分を中心にご審議をいただくことになりますので、本日配布の

資料をご持参いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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本日、たくさんのご意見をいただきましたが、まだ十分に意見を伝えられていない委員も

おられるかと思います。意見等ございましたら、事務局となります総合政策課までご意見い

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、閉会にあたりまして、愛荘町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。 

 

中村副町長：長時間にわたり、どうもありがとうございます。事前にお寄せいただいた意見等も含めま

してどうもありがとうございました。本日ご審議いただいた基本計画は、５年間の計画とな

ります。これまでの５年間ですが、この５年の間に国で法律が整備され、町で計画を策定し

たことで今回の計画も主要施策が立てやすくなったと思っています。例えば福祉の分野では、

国で法律が整備されて、町の計画も立てていましたし、教育分野については教育振興計画と

いう教育全般を網羅する計画をつくってきました。また、農業においては農業振興地域整備

計画を策定し、観光についても観光振興計画を策定してきましたので、それに沿った施策と

いうことで、施策の内容については比較的立てやすかったと思っています。ただ、行政は計

画をつくるのは得意でありますが、大事なのは成果を残すことだとの厳しい意見をいただく

こともあります。 

本日の意見は施策・指標に関するものが主だったと思います。貴重な意見をたくさん頂戴

しましたので、本日いただいたご意見を踏まえ、再度検討いたしまして、施策の構築に努め

てまいりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

事 務 局： ありがとうございました。 

これをもちまして、第３回総合計画審議会を閉会させていただきます。長時間にわたり、

ありがとうございました。 


