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平成２９年度 第４回 愛荘町総合計画審議会 

議 事 録 

 

1. 日 時 

平成３０年１月２３日（火）9：30～12：00 

 

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  

 
〃 

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   

 



2 

【資料説明者】 

所属 氏名 

総務課 課長 
陌間 秀介 

危機管理対策室 室長 

総合政策課 課長 阪本 崇 

建設・下水道課 
参事 水谷 徹也 

課長補佐 中村 誠司 

環境対策課 課長 上林 政信 

商工観光課 課長 北川 三津夫 

管理課 課長 上林 市治 

 

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４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 

・第２次愛荘町総合計画 第２部基本構想『重点プロジェクト』（素案） 

・第２次愛荘町総合計画策定スケジュール（改） 

 

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）第２次愛荘町総合計画「第２部－基本構想『重点戦略プロジェクト』（素案）」について 

（５）今後のスケジュールについて 

（６）その他 

 

6. 議事要旨 

（１）あいさつ 

事 務 局： おはようございます。第４回総合計画審議会を開催させていただいたところ、ご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。それでは定刻になりましたので、会議を始めさせて

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。 

委員の皆様におかれましては、日頃の町政各般にわたりまして、格別のご理解を賜り、心

からお礼申し上げます。また、公私ご多忙中にも関わらず、先週に引き続きまして、本審議

会にご出席を賜り誠にありがとうございます。 

さて、第３回の総合計画審議会におきましては、第２次愛荘町総合計画の基本計画の前半

部分となります人権や福祉の分野、さらには、教育や生涯学習、産業観光の分野における施

策について、ご審議をいただきました。 
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本日、開催させていただきます第４回審議会におきましては、基本計画の後半部分となり

ます災害対策や居住環境の分野、さらには、自治経営に向けた行財政改革などの分野を中心

にお示し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、開会のあいさつとさせてい

ただきます。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。 

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します。 

 

秦 会 長： 皆さん、おはようございます。２週連続の審議会となりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

本日は、基本目標の住み続けたいまちの分野ということで、まちづくりの基盤となるハー

ドに関する部分を中心に、ご議論いただくことになります。 

昨日から雪が降っていますが、東京の方は大変のようで、雪が降ると自分のまちの防災機

能が自立できるのかどうかを意識するわけです。昨日、福井県に行っておりましたが、かな

りの雪が短時間で降っており、滋賀県とは雪の降り方も違っています。首都圏を見ていると

感じますが、こういった時に自立できるまちが強いまちだと思います。広域交通網による物

流などには頼らないといけませんが、できるだけ災害などに強いまちを目指していく必要が

あると思います。 

今後 10 年間を見据えた計画の中で、防災は重要となります。本日、防災に関する分野も

ご議論をいただき、より充実した総合計画にしてい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。 

 

事 務 局： ありがとうございました。 

本日の審議会ですが、愛荘町人権教育推進協議会 企業・事業所部会の部会長の國分委員

から都合が悪く欠席との報告をいただいております。また、本日１名、傍聴者が居られます

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは、お手元に配布させていただきました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いたします。秦会長よろしくお願いいたします。 

 

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

 

（２）出席者紹介について 

 

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４回審議会におきましては、町長のあいさつにもありましたとおり、基本計

画の後半部分を中心にご説明させていただきます。 
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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４回審議会では、分野別計画の６－１から９－４までをご審議いただくこととし

まして、資料１の名簿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、

施策指標設定の考え方などをそれぞれ５分以内で各所属長から簡潔にご説明させていただ

きます。 

一括説明の後、事前にいただいたご意見を資料３として整理させていただいておりますの

で、順に回答をさせていただき、その後に、全体的な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した。今、事務局から説明のありましたとおり、委員は事前に資料を

拝見しております。各課からご説明いただく際は、要点をしぼっていただき、簡潔にご説明

をお願いいたします。 

 

陌間室長： （説明）分野別計画６－１「災害に強いまちづくりの推進」 

 

阪本課長： （説明）分野別計画６－２「交通安全対策の推進」 

 

陌間室長： （説明）分野別計画６－３「防犯対策・消費者保護の推進」 

 

水谷参事： （説明）分野別計画７－１「やすらぎ居住環境の整備」 

      （説明）分野別計画７－２「調和のとれた土地利用の推進」 

      （説明）分野別計画７－３「計画的な道路整備の推進」 
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阪本課長： （説明）分野別計画７－４「地域公共交通の充実」 

 

上林課長： （説明）分野別計画７－５「環境の保全」 

      （説明）分野別計画７－６「循環型社会の形成」 

 

阪本課長： （説明）分野別計画８－１「地域のまちづくりの推進」 

      （説明）分野別計画８－２「国際・国内交流の推進」 

 

陌間課長： （説明）分野別計画９－１「行政運営の推進」 

      （説明）分野別計画９－２「財政運営の推進」 

 

阪本課長： （説明）分野別計画９－３「広報・広聴活動と情報ネットワークの推進」 

      （説明）分野別計画９－４「広域連携の推進」 

 

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、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、

６－１「災害に強いまちづくりの推進」、危機管理対策室からよろしくお願いいたします。 

 

陌間室長： それでは、回答させていただきます。６－１「災害に強いまちづくりの推進」施策１の中

で、「災害時の避難誘導等の情報提供に努めます」を「災害時に避難誘導等の情報を提供し

ます」に訂正してはどうかとのご意見がありました。ご意見のとおり、訂正させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

秦 会 長： 次に、建設・下水道課お願いします。 

 

水谷参事： ６－２「交通安全対策の推進」で、現況と課題の５つ目、「狭隘な道路が多いためと記載

がありますが、読みにくいため、ふりがなをつけるか、表現を変えてはどうか」とご指摘を

いただいております。こちらにつきましては、確かに表現が難しいので、「狭隘な道路が多

いため」を「幅員の狭い道路が多いため」に表現を変更させていただきます。 

続きまして、７－１「やすらぎ居住空間の整備」の施策１、「住宅ストックの有効活用の

うち、住宅困窮度に基づく入居選考基準では、若い世代が入居できないと思われるので、早

く自治会を立ち上げるためにも抜本的な見直しが必要では」とのご意見をいただいておりま

す。現在の町営住宅には若い夫婦世帯は入居していません。町営住宅の入居基準については、

公営住宅法および愛荘町の町営住宅の設置および管理に関する条例で定められており、町営

住宅とは健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、現に住宅に困窮する低所得者に対

して低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としてお

ります。住宅困窮度で判断を進めていくと、多くの子どもを抱えておられ、また、親の援助

を見込めない母子家庭や、子どもの援助が見込めない単身の高齢者の困窮度が高くなる傾向
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があります。また、基本的に、退去に伴う募集となるため、１戸または２戸での募集となる

ことから、どうしても困窮度の高い方の入居決定を行っているのが現状です。よって、現段

階では、入居に伴う選考基準の見直しは非常に困難と考えていますので、ご理解いただきま

すようお願いします。 

７－２「調和のとれた土地利用の推進」で、「指標について現状値と目標値は全体の何パ

ーセントになるのか」との質問をいただいております。全体の何パーセントというのは非常

に難しいのですが、自治会数のパーセントで算出させていただきました。新興住宅を除くと

自治会数 48に対して現在 10自治会が完了および実施中であります。よって、実施率は 20.8％

になります。施設調査実施自治会としては、すでに完了しているのが安孫子で、実施中は竹

原、円城寺、沓掛、苅間、下八木などの 10 自治会となります。また、目標値のパーセント

につきましては、48に対して 14自治会があります。よって、実施予定率としては 29.2％に

なります。14 自治会は、先ほど申し上げた自治会に、さらに新規としまして常安寺、東出、

軽野、長野西を追加したものになります。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。７－５と７－６にご質問いただいていることに関して、環境対策

課お願いします。 

 

上林課長： ７－５の「句点をつけてはどうか」についてはご指摘のとおり句点をつけまして、読みや

すい表現に変更をいたします。 

７－６の「新ごみ処理施設の建設」については、昨年６月に候補地として竹原地区が決定

しました。平成 29 年度につきましては、現在、彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本

計画を策定している状況です。その後、地質調査や測量の予定となっています。その後、平

成 30 年度から４年から４年半をかけて環境影響度評価調査ということで、実際にごみ施設

ができるのは平成 39年度、９年後という状況になります。 

ご存じであると思いますが、岩倉と松尾寺に反対の看板が立っているという状況がありま

す。また、秦荘東小学校区で説明会をしていますが、反対の意見が多いというのが現状です。 

現在、基本計画を策定中で、遅れ気味という状況になっていますので、具体的にどうなる

か、今のところは何も決まっていない状況です。よって、具体的には記載できないという状

況になっていますので、ご理解よろしくお願いしたいと思います。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。９－１、９－２について総務課お願いします。 

 

陌間課長： ９－１「行政運営の推進」の中で、「町職員のレベルアップと現場を知る職員の育成につ

なげるため、町職員を関連団体に派遣し、関連団体を町組織として運営するなど、迅速かつ

柔軟な意思決定をすることについて、加えてはどうか」というご意見をいただいております。 

関連団体をどこの団体と想定するのかもございますが、現在、愛荘町では、基本計画にも

記載しているように、愛荘町人材育成基本方針を定めており、毎年度、研修実施計画の中で、

県への派遣や（一財）地域活性化センターなどに職員を派遣しています。また、一部事務組

合にも派遣している中で、人材育成基本方針なり研修計画の中で網羅している部分になりま

すので、あえて記載しないこととしております。 
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また、９－２「財政運営の推進」ですが、現状と課題の２つ目「文言を修正してはどうか」

これについては、そのようにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。最後に９－４について、総合政策課お願いします。また、全体に

ついては前回もありましたが、補足説明等あればあわせてお願いします。 

 

阪本課長： ９－４「広域連携の推進」で、「愛荘町は 10年後も現在の枠組みか、他市町との合併を考

慮するのか」とご質問をいただいております。この部分につきましては、現在のところ合併

等の予定はありませんので、10年後も現在の枠組みで推進していきたいと思っているところ

です。 

また、全体部分に関するご意見について、前回と同じ内容でございますが、「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」とご意見をいただいております。こ

の部分につきましては、各担当課から出席しておりますので、ご意見等がございましたらい

ただきたいと思っているところです。 

また、ユニバーサルデザインや観光誘客等など、一般的に知られない用語等につきまして

今後、注釈や用語の説明で整理させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

 

秦 会 長： ありがとうございました。 

それでは、質疑応答に入らせていただきます。本日ご説明のありました分野別計画の内容

について、ご質問のある方は挙手をお願いします。 

まずは、６－１から６－３について何かご意見はございませんか。 

 

藤野委員： 48ページに「防災ガイドブックや総合防災マップの活用」と書いていますが、日々災害も

進化して“想定外”という言葉が使えなくなっている状況の中で、これらガイドブック等の

見直しは何年ごとにされるのですか。 

 

陌間課長： 宅地開発などによって新興住宅も増加していますので、一定の頻度での見直しは必要だと

考えています。 

現在、地域防災計画の見直しを行っています。その中で、防災ガイドブックもその都度、

見直していくべきとのご意見を頂戴すれば検討させていただきたいと思います。ただし、毎

年更新というわけにはいきませんので、一定の期間で、地域の情勢や状況等が大幅に変わり、

その中で浸水想定区域等の基準が変わったときに見直すことになるかと思います。現状、具

体的に何年後というのは想定しておりません。 

 

藤野委員： ありがとうございます。 

 

秦 会 長： 50 ページ、６－２「交通安全対策の推進」の現況と課題の３番目、「車両は増加している

にもかかわらず、交通事故発生件数は減少傾向にあります」となっていますが、「車両は増

加しています」で一旦区切り、「交通事故発生件数は減少傾向にありますが」にした方がよ
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いと思います。それから施策２の「実施しています」は「実施します」との表現に修正した

方がよいと思います。 

 

藤野委員： 52ページ、６－３「防犯対策・消費者保護の推進」の施策２で「スクールガードや防犯パ

トロール等の協力により」とありますが、すべてボランティアなので、「スクールガード」

と「防犯パトロール」を「ボランティア」と表現してはどうでしょうか。 

 

陌間室長： 他の個所でも同様の問題が出てくると思いますので、事務局と調整をさせていただくとい

うことでよろしくお願いいたします。 

 

秦 会 長： よろしいですか。 

それでは、次、７－１から７－６に移ります。何かご意見はございませんか。 

 

久保田委員：７－６「循環型社会の形成」に、ごみの減量化という言葉が出てきますが、田畑でごみを

焼却されている方がいます。愛荘町ではごみを燃やしてはいけないと、回覧板で回ってきま

すが、家庭ごみや木材などを燃やしていたり、草むしりをした草がごみとして出されていた

りと、たくさん見かけます。そんなことではごみの減量化はできないと思います。特に草の

場合は、普通の家庭ごみだけなら軽いですが、土が一緒に出ています。焼却についても、ど

こまで燃やしてはいけないのか。東近江市は田畑でワラを焼いたりしていますが、愛荘町は

絶対に燃やしてはいけないと聞いています。近所でもよく燃やしているのを見かけるので、

そのあたりはどうなっているのか。場所によっては燃やすと警察が来て止められたりするこ

ともあります。この場で言ってもよいのか分かりませんが、よろしくお願いします。 

 

上林課長： 草については、「草は絶対にダメ」という言い方はしていません。「土を入れてはダメ」と

いう言い方をしています。 

 

久保田委員：草は土に返ります。例えば、柿の木の根元に置いておけば、いずれは土に戻ります。それ

なのに、一般ごみとして出している方がいます。それはどうなのかと思いまして。 

 

上林課長： 今のところ、草については、大量はお断りしていますが、少しぐらいならよいとしていま

す。ご意見のとおり、ごみの減量化にはなりませんので、啓発等はしていきたいと思います。 

野焼きについては、原則禁止となっています。ただ、例外規定があり、農業のためならば

燃やしてもよいことになっています。愛荘町としては、苦情の連絡があった場合に啓発して

いる状況で、特に大量に燃やしている方については、警察と連携して対応しているという状

況です。 

 

久保田委員：愛荘町では絶対に燃やしてはいけないと聞いていますが。 

 

上林課長： 法律では、田んぼをするために燃やすのはよいという例外規定になっています。 
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久保田委員：分かりました。 

 

藤野委員： ７－３「計画的な道路整備の推進」の 59 ページに「関連する個別計画等」とあり、愛荘

町都市計画マスタープランなど各計画が記載されていますが、私の理解では、都市計画マスタ

ープランがあって総合計画があると理解していますが、どうなのでしょうか。 

 

水谷参事： あくまでも上位計画は総合計画になります。その中に都市計画マスタープランがあり、他

の計画と整合がとれている形になります。 

 

藤野委員： 分かりました。 

 

北川委員： ７－６「循環型社会の形成」の 65 ページで、大型生ごみ処理機が現在４ヶ所に設置され

ているとの説明がありましたが、環境にやさしい暮らしのために大型ごみ処理機を増やす見

通しはあるのですか。 

 

上林課長： ごみがどれだけ減るかの実証実験をしている段階ですので、今のところは増やす予定はあ

りません。 

 

北川委員： ４ヶ所の自治会の実証実験で減量になったというデータは、まだ出ていないということで

すね。分かりました。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。 

この部分で、「地球温暖化防止に向けた新たな施策の検討が求められています」と記載が

ありますが、新しい再生エネルギー等の取り組みなど、検討されている施策はありますか。 

 

上林課長： これまで実施してきました太陽光発電の補助金については、昨年で終了となりました。今

後、環境審議会を開催していきますので、その中で再生エネルギー等に関する施策を考えて

いければと思っています。 

 

秦 会 長： 分かりました。ありがとうございます。 

 

八島委員： ７－６「循環型社会の形成」の 65 ページの施策３ですが、先ほどの説明では、広域行政

組合がどうするかを待っていると発言されました。せっかく施策３として挙げていただいて、

ちょうどこの総合計画と同じ 10 年間で、新ごみ処理施設が建設されるかどうかという話に

なりますので、事前の意見にも書いたように、町が主体的に推進していくべきだと思います。

先ほどの説明では、松尾寺、岩倉は絶対反対という看板をあげている。それを解決していき、

その地域に賛成してもらうのであれば、広域行政組合に任せているよりは町が入った方がよ

いのではないかと思います。それ以外の環境整備となると基本計画で使われるお金も必要に

なってくると思うので、主導的にしていただいてはどうかと思います。 

新ごみ処理施設の建設候補地が今後変わる予定があれば別ですが、私が聞いている範囲で
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は、候補ではあってもそのまま行くような気がしますので、一度、検討をお願いしたいと思

います。 

 

宇野町長： この件につきましては、彦根愛知犬上広域行政組合の副管理者としてお話させていただき

ますが、ご案内のとおり、応募方式で行った結果、第三者の選考委員会の中で建設候補地と

して竹原地区に決定されました。ただ、町と彦根愛知犬上広域行政組合とで説明をさせてい

ただきながら、地域の活性化策等もお話させていただいているのですが、現時点ではご理解

を得るのは難しい状況になっています。 

もしかしたらアセスメントあるいは基本計画等々の関係でダメになる可能性もあります

が、現時点では建設候補地として進めさせていただきます。 

今年度、来年度あたりで、彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画を策定していき

ますので、総合計画ではこの程度の表現にしておいて、住民感情等も踏まえながら今後は進

めていきたいと思っております。町も積極的に推進していますし、ご理解いただきますよう

お願いします。 

 

八島委員： 分かりました。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。他に何かありませんか。 

 

関 委 員： ７－１「やすらぎ居住環境の整備」において、空き家バンクをやってくださるとの記載が

あります。愛知川の中山道商店街は店舗併用住宅が多く、住居部分に住んでいるものの、店

舗部分のシャッターは下ろしているケースがあると聞いています。全てが空いている空き家

だけではなくて、この部分は貸せる、この時間帯は貸せるという条件付きのケースが空き家

バンクに入っていると、町の活性化にもつながるのではないかと思いました。 

 

秦 会 長： 貴重なご提言ありがとうございます。こうすれば貸せるのではないか、それも含めて働き

かけていけばもっと有効に活用できるのではないかということですね。ご検討をお願いしま

す。他にございませんか。 

 

藤野委員： ２点あります。７－６「循環型社会の形成」の 65 ページに、愛荘町環境基本計画という

計画の名称が記載されていますが、第１次愛荘町総合計画では地球温暖化防止計画があった

と承知しています。これは環境基本計画に含まれているのですか。 

 

宇野町長： 第１次愛荘町総合計画の時点では環境基本計画はまだ策定されていませんでした。その後、

環境基本計画が策定され、内容としては、地球温暖化防止計画をオーバーラップするような

計画になります。環境基本計画は環境の保全に関する全体を網羅したもので、それぞれ個別

計画と理解していただいて、最終的には同じような内容になっているとご理解いただきたい。 

 

藤野委員： はい。理解しました。 

もう１点は、７－４「地域公共交通の充実」で、びわこ京阪奈鉄道の促進はまだ続いてい
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ると思いますが、今回これが記載されていないのはなぜですか。 

 

秦 会 長： それにつきましては、昨年１０月開催の第２回総合計画審議会において、基本構想の説明

の際に、宇野町長からもご説明があったと思います。基本構想の「将来の地域構造」で、び

わこ京阪奈鉄道は位置づけられており、広域で進めていることなので促進していく必要があ

るとお答えされていると思います。 

 

藤野委員： 分かりました。 

 

八島委員： ７－５「環境の保全」の 63 ページ、指標の「不法投棄監視員」に関する説明で、人数は

変わらないが回数を増やすようにするとの説明がありましたので、目標を回数にしてはどう

かと思います。 

 

上林課長： そのようにさせていただきます。 

 

秦 会 長： よろしいですか。 

７は終わりまして８に移ります。８－１、８－２について、何かありますか。 

 

八島委員： ８－１「地域のまちづくりの推進」の指標で、自治会未加入地域が現在６地域あると言わ

れましたが、先週の第３回審議会の説明では、自治会数は 52 自治会で、それがすべてと認

識したのですが、この６地域と、それとは別に自治会ができていないところがあると思えば

よいのですか。 

 

阪本課長： そのとおりです。 

 

八島委員： ということは、その６地域が自治会を形成することができればトータルで 58 自治会とな

るということですね。 

 

阪本課長： そうです。 

 

八島委員： 分かりました。 

 

秦 会 長： 地域のまるごと活性化プランは動きだしているのですか。 

 

阪本課長： 今年度、地域のまちづくりフォーラムを町内４小学校区ごとに開催し説明させていただき

ましたが、まだ実際には動いていません。基本的には平成 30 年度から３年間の計画で実施

していきたいと自治会には説明しています。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。他によろしいですか。 

それでは、９－１から９－４までについて、何かご意見はございませんか。 
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藤野委員： 72ページ、９－２「財政運営の推進」の施策２で「財源の確保」という言葉がありますが、

「安定した財源の確保」としてはどうでしょうか。単なる財政ではなく、困難な財政もあれ

ば健全な財政もあるので、「安定」を付けることによって町民の皆さんは安心されると思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

秦 会 長： ご指摘の点は理解できますが、財政運営というときに、広範囲な分野を行政としては持っ

ていると思います。 

 

陌間課長： 今のご意見につきましては、最初にご指摘いただいた内容と合わせて、事務局と表現とし

てどうなのかも含めて検討させていただきます。 

 

八島委員： 分野別計画の８までは施策指標がありましたが、９からは全く設定されていない。この部

分は町が目標を設定して十分できることだと思います。特に９－２に関しては、夕張のよう

にならないためにも、指標はどうなっているか、町民は知る権利があると思います。 

 

陌間課長： 財政状況については毎年、広報等に掲載し町民に周知していることもありますし、ホーム

ページにも掲載しております。当然、景気の変動に大きく左右されるところもあります。ま

た、総合計画はまちづくりとしての部分ですので、細かなところまで記載するのはどうなの

かと思ったりします。いずれにしましても、毎年必ず公表していますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

八島委員： それは反対だと思います。５年後、10年後の計画数値があって、それに対して今年はどん

な状況かを示す必要があると思います。現状を公開するのはよいと思いますが、今作成して

いるのは基本計画ですから、財政はこの指標でいきたい、組織としてはこういう効率化を図

りたい、というような目標を定めて、それに対して毎年の進捗度で目標を変える。そうすべ

きだと思います。指標がないのであれば、全体から見れば分野別計画１～８まですべて指標

が必要ないのと同じように思いますので、ぜひ載せてください。 

 

宇野町長： 貴重な意見ありがとうございます。総務課長も申し上げましたが、財政公表や決算公表は、

決まったもの、あるいは終わったものを公表しています。財政指標は、非常に景気に左右さ

れるという問題があります。 

標準財政規模が各自治体にあります。私どもですと、標準財政規模は 50～60 億円という

中で、国の補助金をもらってくる。あるいは国が特別な施策を講じたことによって補助金や

交付金が入ってくるようになっており、それによって、現在、愛荘町は 100億という大きな

予算になっています。その中で、いかに健全財政でやっていくかが自治体の使命です。 

財政指標は、何をもとに作成するかは非常に難しいわけです。端的に言いますと、総合計

画を策定すると、長期計画を財政上でもつくっています。その財政指標として何を入れるの

かは非常に難しくなります。 

それと、単年度ごとに予算査定を行いますので、予算査定で削減するものや入ってくるも
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の等々、年度ごとにそれぞれ新しい事業、見直し事業が入ってきますので、指標を入れると

すれば、どの指標を入れるのか。事務的に見させていただいて、入るようであれば検討をさ

せていただきますが、非常に困難だと思っています。検討させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

八島委員： お願いします。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。 

行政の場合は、財政に総合的な要素が絡まってきますので、数字を入れるのは難しいと思

います。９の分野に関して他にございませんか。よろしいですか。 

ご意見等ないようですので、次第の３番目、基本計画については、ここまでとさせていた

だきます。次第の４番目に入ります前に、ご出席いただきました各所属長は、ここで退席と

させていただきます。 

 

     （各所属長 退席） 

 

秦 会 長： もう一度、全体を通じて意見を述べていただく機会はあると思いますが、せっかくですの

で前回の第３回審議会と本日の第４回のことを含めましてご質問がありましたら、お願いし

ます。 

 

藤野委員： 各分野からそれぞれ説明を受けた中で、それぞれの個別計画がかなりの項目で出てきたの

ですが、できれば分野ごとに整理をして総合計画の中に打ち出していただけばありがたいと

思います。 

 

事 務 局： ありがとうございます。現状、個別計画につきましては、それぞれ分野別計画ごとに関連

する計画という形で掲載しています。どこかにページを設けまして、今回の基本計画の部分

に関連する計画一覧という形で整理をさせていただきたいと思いますので、ご理解いただき

ますようお願いいたします。 

 

藤野委員： 説明の中で、他に隠れた計画があるかもしれないので、再度検討してすべてを出していた

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： ありがとうございます。他にございませんか。もし今後何かありましたら個別に総合政策

課に質問していただければと思います。 

それでは、次第の４番目、重点戦略プロジェクトについて、事務局から説明をお願いしま

す。 
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（４）第２次愛荘町総合計画「第２部－基本構想『重点戦略プロジェクト』（素案）」について 

 

事 務 局： それでは、次第の４番目、第２部－基本構想「重点戦略プロジェクト」について、ご説明

させていただきます。資料４のＡ３カラー刷りの 10ページからをお願いいたします。 

第２部の基本構想については、昨年開催させていただきました第２回総合計画審議会でお

示しさせていただきましたが、重点戦略プロジェクトについては、方向性のみの報告とさせ

ていただいておりました。 

昨年 10 月に若手職員を中心とするプロジェクトチームを組織しまして、今月まで施策の

検討を行ってまいりましたので、本日は、そのとりまとめとなります重点戦略プロジェクト

の原案をお示しさせていただきます。 

それでは、資料４の 10 ページをお願いします。ここでは、冒頭の文章の４行目からとな

りますが、「特に重点的・戦略的に取り組む施策を重点戦略プロジェクトと位置づけ」と記

載しているように、重点戦略プロジェクトとは何かという部分を模式図と合わせて整理をし

ております。 

次に、11ページをお願いします。ここでは、今回設定いたしました３つの重点戦略につい

て整理しており、重点戦略１としまして「さまざまな世代の人々が交流する「ひとづくり」

プロジェクト」、重点戦略２としまして「多様な人々が安心して働ける「しごとづくり」プ

ロジェクト」、そして、重点戦略３としまして「人が集いにぎわいと活気にあふれる「まち

づくり」プロジェクト」と、３つのプロジェクトの概要を整理しております。 

続いて 12ページをお願いします。12ページからは、３つの重点戦略プロジェクトごとに、

見開きページとなるようレイアウトをしております。それでは、12ページからですが、重点

戦略１としまして「さまざまな世代の人々が交流する「ひとづくり」プロジェクト」となり

ます。「ひとづくり」プロジェクトでは、模式図にあるように、１つ目に「未来を担う子ど

もたちを育む「ひとづくり」」、２つ目に「生涯現役で活躍する「ひとづくり」」、そして、３

つ目に「地域が元気に輝く「ひとづくり」」と大きく３つのひとづくりの分野に分類しまし

て主要施策および施策方針を設定しております。 

例えば、13ページをご覧ください。ここでは、ひとづくり２としまして「生涯現役で活躍

する「ひとづくり」」を設定しており、生涯を通じて現役で活躍いただける人材育成、ひと

づくりを実施していくために、ライフステージに応じた健康づくりの推進、高齢者の生きが

いの創出、地域包括ケアシステムの確立と、今後、重点的に実施していくための主要施策を

３点設定いたしまして、そのための施策の方針を記載しております。 

次に、14 ページをお願いします。ここでは、「多様な人々が安心して働ける「しごとづく

り」プロジェクト」となります。「しごとづくり」プロジェクトについても、１つ目に「地

域の強みを活かした「しごとづくり」」、２つ目に「人材の還流に向けた「しごとづくり」」、

そして、３つ目に「高齢者が活躍できる「しごとづくり」」と、大きく３つのしごとづくり

の分野に分類しまして、主要施策および施策方針を設定しております。 

次に、16ページをお願いします。ここでは、重点戦略の３つ目となります「人が集いにぎ

わいと活気にあふれる「まちづくり」プロジェクト」になります。 

ここでも、模式図にあるように、１つ目に「新しい人の流れをつくる「まちづくり」」、２

つ目に「誰もが住みよい「まちづくり」」、そして、３つ目に「人にやさしい「まちづくり」」 
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と、大きく３つのまちづくりの分野に分類しまして主要施策および施策方針を設定してお

ります。 

続きまして、18・19ページをご覧ください。ここでは、重点戦略プロジェクトのまとめと

しまして、これまで概要を整理してきました３つの重点戦略プロジェクトについて、全体像

という形式で、主な施策等を盛り込み整理させていただきました。 

以上のことを振り返りますと、10・11ページでは、重点戦略プロジェクトの概要を、12・

13 ページでは、重点戦略１となる「ひとづくり」プロジェクトの概要を、14・15 ページで

は、重点戦略２となる「しごとづくり」プロジェクトの概要、そして、16・17ページで、重

点戦略３の「まちづくり」プロジェクトの概要を整理し、最後、18・19ページの全体像へと

展開し、徐々に内容を具体化していく形式をもって重点戦略プロジェクトの原案をまとめさ

せていただきました。 

続きまして、お手元に配布の資料５をご覧いただきますようお願いします。 

資料５では、「重点戦略プロジェクト」にかかる意見についてという依頼文書を配布させ

ていただいております。これまでの総合計画審議会の開催にあたりましては、審議会でご議

論をお願いします内容を事前に送付させていただき、事前にご意見をいただくような形式を

とらせていただき、審議会を進めてまいりました。 

本日、第４回目の審議会では、事前に内容を見ていただけると良かったのですが、重点戦

略プロジェクトのとりまとめに時間を要しましたことから、当日の説明となってしまい、十

分にご審議いただける状況ではございません。 

そのため、いったんお持ち帰りいただき、後に、ご意見をいただくという形式をとらせて

いただきたく思います。 

本日、お示しさせていただきました重点戦略プロジェクトの原案に対するご意見をお願い

いたします。 

期限は、２月７日（水）までとさせていただきます。いただきましたご意見等に対する町

の考え方や回答については、後ほど、書面をもっての回答とさせていただきますので、ご理

解いただきますようよろしくお願いいたします。 

以上、重点戦略プロジェクトの概要説明とさせていただきます。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。今、事務局から説明のありました重点戦略プロジェクトについ

ては、資料５で説明がありましたとおり、じっくり読んでいただき、事務局へ意見を提出す

ることとさせていただきますが、今、どうしても聞きたいことがありましたら、挙手をお願

いします。 

 

八島委員： プロジェクトメンバーはすでに考えておられるのですか。こういう方面の方を集める、と

いうような。 

 

事 務 局： プロジェクトメンバーに参画している職員のことでしょうか。 

 

八島委員： このプロジェクトはこれから進んで、どういうメンバーに入っていただくのかということ
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です。テーマによっては、例えば幼稚園の先生が入った方がよい。私が言いたいのは、職員

だけではなくて、関連の仕事をされている方の意見を十分に取り入れたプロジェクトで推進

にしてほしいということです。 

 

秦 会 長： プロジェクトとして総合計画の中に位置づけたときに、具体的にそれぞれを進めるやり方

についてということですか。 

 

八島委員： プロジェクトをこれから始めていくテーマがあるという認識ですが、プロジェクトで活動

されるのは、職員だけではなくて、子どもに関することであれば保護者や先生、当然、職員

も入るなど、それぞれのテーマに合わせてメンバーをしっかり選定して進めていただきたい。 

 

宇野町長： ありがとうございます。オーソライズできた段階で、今後、実施についてのプロジェクト

チームのことをおっしゃってくれていると認識させていただいてよろしいですか。策定する

ためのプロジェクトチームなのか。事業を実施するためのプロジェクトチームなのか。 

 

八島委員： この重点戦略プロジェクトをまとめていくために意見が必要ではないかということです。

町の若いメンバーだけでは経験が不足していますので、それぞれ長年経験されている方の意

見が入った方が実施計画がよい計画になると思います。 

 

宇野町長： 分かりました。基本的には、職員のプロジェクトチームでもませていただいて、皆さん方

の意見を聞かせてもらおうというスタンスでしたが。 

 

秦 会 長： それにつきましては、時間の関係もありますが、町民の皆さんに聞く機会はあるのですか。 

 

事 務 局： 重点戦略プロジェクトに関する原案については、審議会の場で、簡単ではございますが、

ご説明させていただいたという形で、ご意見をいただければと思っております。 

プロジェクトチームは、職員が検討したこともあって不十分な部分もあるかと思います。

ですので、委員の皆さんにご意見をいただくのと並行しながら広く職員にも計画の原案を周

知して、意見を頂戴しながら、よいプロジェクトになるように固めていきたいと思っており

ます。 

会長が言われた部分も、パブリックコメントがあります。後のスケジュールのところでお

話をさせていただこうと思っていますが、当然、行政が策定している計画なので広く町民の

皆様の意見を聴取させていただきます。広く町民の意見を頂戴するような形で内容を詰めて

まいりたいと思っています。 

 

八島委員： 町役場の若い職員だけでの検討では意味がないと思うので、どうしたらよいかを考えると

きに専門分野の方というか、例えば子育て、出産、結婚であれば、出産した若い奥さんの話

を聞く。 

経験のある人に来てもらえばよいと思います。職員は全経験をしていないはずですから、

経験した人を入れて全体の計画をつくる。それを町民全体に聞くのはよいと思いますが、そ
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れ以前の問題として、職員だけではなくて周りの意見を聞いた方がよいと思います。就学前

の子どもであれば、幼稚園や小学校の先生もいるでしょうし、そういう方の意見を聞くべき

だと思います。 

 

事 務 局： 今回プロジェクトチームを組織するにあたっては、教育委員会部局、福祉部局、それぞれ

各部局から職員がプロジェクトチームに参画していますので、現場の声も反映されていると

思っています。 

 

八島委員： 職員だけでの検討ではいけませんよということを言っています。職員プラス、専門の対象

になる人の意見を聞くべきだと思います。 

 

秦 会 長： 行政の計画なので、最後は行政がまとめないといけないということで、職員のプロジェク

トチームでまとめていくことになると思います。職員の方々は、それぞれの計画、それぞれ

の分野で、町民の方々とお付き合いしているので、課題やニーズを反映しながらまとめてい

ただいているものかと思います。 

審議会の委員の方は、さらに専門の立場から今まとめている計画に対して突っ込んだ意見

をいただきたいと思います。それも踏まえて、パブリックコメントなどに出していきながら

中身を充実させていく。そういうプロセスになってくると思います。 

重点プロジェクトの中でアンケートを取られ、行政のそれぞれで、町民の意見が反映され

ているという前提でやっていると思いますので、ご理解いただけないでしょうか。 

 

八島委員： そんなに難しいことではないと思います。私はシルバー人材センターの代表ですが、例え

ば高齢者が活躍できる場、これは仕事もありますが、最終、全体を決めるのにシルバーを入

れて話をしてはどうですか。その程度のことです。職員にこだわる必要はないと思いますが、

こだわらないといけない理由があるのですか。 

 

秦 会 長： こだわってはいませんが、多岐の分野にわたっていますので。それぞれの分野から関連す

る町民の皆様に意見を求めて、やり取りするという形にすることはできますか。 

 

事 務 局： どのくらいできるか分かりませんが、検討させてもらいます。 

 

秦 会 長： よろしいですか。 

 

八島委員： スケジュールがあるのは分かりますが、それに押されずに、広く意見を聞いてください。

お願いします。 

 

秦 会 長： 分かりました。いろんな意味で貴重なご意見ですので、それぞれの分野の専門の方がいま

すので、ご意見をいただけるようにさせていただきます。   

その他のご意見については、２月７日までにご意見をいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 
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それでは、次第の５番目、今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 

 

（５）今後のスケジュールについて 

（６）その他 

 

事 務 局： それでは、今後のスケジュールの説明に入らせていただきます。関連いたしますので、次

の議題となります、その他の「次回開催日」と合わせてご説明させていただきます。 

まず、資料６をご覧いただきますようお願いします。総合計画策定スケジュールとなりま

す。スケジュールは、平成 29年度と平成 30年度の２段書きとさせていただいておりまして、

上段が平成 29 年度のスケジュールとなります。今年度は、６月に第１回の審議会を開催さ

せていただき、計５回の審議会の開催をもってご審議いただくようスケジュールを調整して

まいりました。10月の第２回審議会では、第１部の総論と第２部の基本構想をご審議いただ

き、１月には、先週 16日と本日の 23日の２週を持ちまして、第３回、第４回の審議会を開

催させていただき、第３部の基本計画および重点戦略プロジェクトについて、お示しさせて

いただきました。 

ここで、これまでご審議いただいた内容をいったん整理させていただく期間を設けさせて

いただくとともに、広く町民の皆さまのご意見を聴取するためのパブリックコメントの準備

に入らせていただきます。 

資料６の下の部分に、今後のスケジュールを記載させていただいておりますので、ご覧く

ださい。 

まず、平成 30 年２月中に、第１部の総論、第２部の基本構想、そして、第３部の基本計

画の修正作業に入らせていただき、これまでの審議会での説明資料からの変更点や、委員の

皆さまからのご意見をもって修正した部分など、変更点が分かるように整理をさせていただ

き、配布させていただきます。 

次に、整理させていただいた計画書を原案としまして、予定ではございますが、３月７日

に議会に報告させていただきまして、翌日の８日から 15 日間、パブリックコメントの募集

をさせていただきます。 

そして、パブリックコメントにていただいたご意見や質問に対する回答案を整理いたしま

して、３月 27 日（火）に第５回審議会を開催させていただき、ご報告をさせていただきた

いと考えております。 

第５回審議会の後、秦会長、岡部副会長と、最終調整をさせていただき、３月 30日（金）

に、総合計画審議会からの答申を会長名でいただけるよう調整を進めてまいりますので、ご

理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

よって、次回、第５回の総合計画審議会は、３月 27日（火）13時 30分から開催させてい

ただければと思います。年度末の非常にお忙しい時期ではございますが、ご理解いただきま

すとともに、ご出席いただきますようよろしくお願いいたします。 

以上、今後のスケジュールの説明とさせていただきます。 

 

秦 会 長： ありがとうございました。ご説明のありました今後のスケジュールについて、ご質問のあ

る方は、挙手をお願いします。 
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団体や町民の皆さんに意見をお聴きするパブリックコメントを踏まえて、原案を受理させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

ありがとうございました。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、長時間にわたりまして、ご審議を賜りましてありがとうございました。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。 

 

中村副町長：ありがとうございました。本日は事務局ということでお話をさせていただきます。 

先週に引き続き、本日は基本計画の後半部分ということで、長時間にわたりましてご審議

を賜りありがとうございました。今日は、防災や基盤整備のハード部分、環境部門や行財政

運営について、皆さんからご意見をいただきました。 

昨年度に実施させていただきました町民アンケートの結果をあらためて振り返ってみま

すと、22項目の中で満足度が高かったのは、ごみの減量化・リサイクル、その次が消防や防

災対策の充実となっています。満足度が低かったのは鉄道やバスなどの公共交通機関の充実

で、その次に不満に思っているのは道路・河川の整備という結果になっています。 

また、中学２年生のアンケートを見ても、鉄道やバスなどの公共交通の充実を一番にあげ

ています。果たして町で何ができるのかもありますが、そのあたりを踏まえて今後、事務局

が説明したとおり、ちょっと時間をいただきまして、皆様の意見を十分に踏まえながら、審

議会の委員の皆様の意見も踏まえながら、最終案として３月 27 日にお示しさせていただき

たいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。本日は、長時間にわたりましてど

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４回愛荘町総合計画審議会を閉会させていただきます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

 


