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平成２９年度 第５回 愛荘町総合計画審議会 

議 事 録 

 

1. 日 時 

平成３０年３月 27日（火）13：30～14：30  

 

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  

 〃 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 有村 国知   

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   

 

  



2 

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２次愛荘町総合計画策定スケジュール（改） 

・愛荘町総合計画審議会委員の委嘱期間の延長について 

・愛荘町総合計画審議会設置運営要綱 

・第２次愛荘町総合計画の構成について 

・第２次愛荘町総合計画 第１部はじめに（素案） 

・第２次愛荘町総合計画 第２部基本構想（素案） 

・第２次愛荘町総合計画 第３部基本計画（素案） 

・第２次愛荘町総合計画 資料編（素案） 

・新町政がめざす 21の目標 

 

5. 議事 

（１）あいさつ 

（２）第２次愛荘町総合計画策定スケジュールの変更について 

（３）第２次愛荘町総合計画（全体）について 

（４）新町政発足に伴う第２次愛荘町総合計画について 

（５）その他 

 

6. 議事要旨 

（１）あいさつ 

事 務 局： 委員の皆さま、こんにちは。第５回総合計画審議会を開催させていただいたところ、年度

末の大変お忙しい時期にもかかわらずご出席賜り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、有村愛荘町長が

ごあいさつを申し上げます。 

 

有村町長： こんにちは。愛荘町長の有村でございます。 

委員の皆様におかれましては、日頃から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、本審議会にご出席を賜りまし

たこと重ねてお礼申し上げます。 

このたびの町長選挙におきまして、町民の皆さまからの信託を賜り、全力でこれからのま

ちづくりに当たらせていただきたいとの思いを一層強く致しております。 

さて、地方自治体が策定いたします総合計画は、地方自治体の最上位の計画となるもので、

将来における町のあるべき姿・目指す将来像を描くもので、行政運営の指針を示す大変重要

な計画であると認識しております。 

私が愛荘町長として就任させていただき、まもなく迎えます平成30年度は、「第２次愛荘

町総合計画」のスタートの年であり、本日、この場に立たせていただき、改めてその職責の

重大さを実感しております。 

これまでに多くの町民の皆さまにご意見をお聞きする中で、すべての世代の方々がこの町
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に暮らして良かったと実感していただけるまちづくりを進めてまいりたいと考えてきまし

た。一言で言い表すなら「多くのよしを重ねるまち」を築いてまいりたいと存じます。 

そのため、前宇野町政のもと、審議会委員の皆さまのご協力を得まして策定を進めてこら

れた第２次愛荘町総合計画の策定方針を継承しつつ、私が新たな町政において目指すまちづ

くりの目標を総合計画に反映させていただくこととし、本日は、計画策定スケジュールの変

更についても、ご提案をさせていただきます。 

まちの将来像「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」の実現に向けまして、「第２次愛

荘町総合計画」が、よりよい計画となるよう努めてまいりますので、今後も引き続き、ご協

力賜りますようよろしくお願いいたします。 

委員の皆様におかれましては、本日、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： 私から一言皆様にお礼を申し上げたいと思います。今年度の最後の審議会となりますが、

これまで４回にわたりまして各分野から幅広くご議論いただきありがとうございました。 

先ほど有村町長のご挨拶にありましたように、新しい町政の運営をいただくという事でそ

の中でこの総合計画は非常に重要な役割になってくると思います。新しい政策を進めるにあ

たりまして総合計画との調整をしていきながら平成 30 年度の総合計画の実行に向けてこの

計画をまとめていけたらいいなと思っておりますのでお力添えをどうぞよろしくお願い致

します。 

 

事 務 局： ありがとうございました。 

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。秦会長様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、第２次愛荘町総合計画策定スケジュールの変更について、事務

局より説明をお願いします。 

 

（２）第２次愛荘町総合計画策定スケジュールの変更について 

 

事 務 局： それでは、愛荘町総合計画策定スケジュールの変更についてご説明させていただきます。 

町長の冒頭のあいさつにありましたとおり、地方自治体が策定いたします総合計画は、地

方自治体の最上位の計画となるもので、将来におけるまちのあるべき姿・目指す将来像を描

く、行政運営の指針を示す重要な計画となります。 

現在、策定中の第２次愛荘町総合計画につきましては、前町長の町政のもと、これまで４
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回の審議会を開催させていただき、委員の皆さまにご審議をお願いしてきたものでございま

す。このたび、２月 25 日執行の愛荘町長選挙により、有村町長が愛荘町長として就任され

ることになりましたので、新たな町政のもとで、総合計画の策定を進めていくことになりま

す。繰り返しになりますが、町が策定いたします総合計画は、町の最上位の計画となります。

よって、有村町長が掲げる政策、まちづくりに対する考えを第２次愛荘町総合計画に反映す

ることとしまして、策定スケジュールの一部変更について、お願いするものでございます。 

それでは、資料１をご覧いただきますようお願いします。このスケジュールに関しまして

は、これまでも何回かお示しさせていただいたものになりますが、一部変更をさせていただ

いております。これまでに、お示しいたしましたスケジュールでは、平成 29 年度中に審議

会から答申をいただき、第２次愛荘町総合計画の策定とさせていただいていたものを、平成

30年度に繰越いたしまして、第６回目となる審議会も開催させていただきたく思っておりま

す。 

資料を１枚おめくりください。ここでは、総合計画策定スケジュールのこれまでの経過と

今後の予定を整理させていただいたものになりますので、こちらの資料をもちまして説明さ

せていただきます。 

まず、資料の左側、これまでの経過から説明をさせていただきます。平成 28 年度には、

計画策定のための基礎資料とするため、無作為抽出いたしました町民 2,000人にご協力いた

だき「まちづくりに関する町民アンケート」を実施しております。795 名の方から回答をい

ただき、回収率といたしましては、39.8％となっています。また、町内の両中学校２年生 188

名にも協力をお願いしまして、アンケートを実施させていただきました。これらアンケート

につきましては、５年ごとに実施させていただいているため、５年前との数値の比較結果に

ついても、審議会でお示しさせていただいております。 

次に、平成 29年度のスケジュールとなります。平成 29年度は、まず本日ご出席をいただ

いております委員の皆さまに、各種団体の代表者として、または、各種団体から推薦を受け

た者として、総合計画審議会の委員として委嘱させていただきまして、委嘱期間は、平成 29

年６月１日から平成 30年３月末の期間でお願いしたものです。 

続きまして、６月 27 日には、第１回の総合計画審議会を開催いたしまして、総合計画審

議会の運営にかかる説明、会長・副会長の選出、総合計画策定についての諮問をさせていた

だいております。 

10 月 12 日には、第２回の総合計画審議会を開催いたしまして、総合計画の総論となりま

す「第１部－はじめに」および長期的な視点にたったまちづくりのビジョンとなる「第２部

－基本構想」をお示しさせていただきました。 

その後、１月 16日には、第３回の総合計画審議会を、翌週の１月 23日には、第４回総合

計画審議会を開催いたしまして、各分野にわたって特に取り組むべき施策の方針と具体的内

容を整理した「第３部－基本計画」および「重点戦略プロジェクト」をお示しさせていただ

きました。 

平成 29 年度（予定）の部分ですが、この部分については、第４回審議会の最後にスケジ

ュールの変更をお願したもので、その時点でのスケジュールでは、３月７日に議会への素案

説明、翌日の３月８日からパブリックコメントの実施、そして、３月 27 日に第５回の総合

計画審議会を開催させていただき、答申をいただく運びとさせていただいておりました。 
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 今回の計画策定スケジュールの変更に伴い、新たなスケジュールを右側に整理させていた

だきました。本日の第５回審議会の開催は、議事の内容は変わりましたが、予定どおりの開

催となりまして、新町長の政策等を反映した素案を４月 19 日に議会へ説明させていただく

予定をしております。そして、翌週の４月 23 日からパブリックコメントを実施し、５月 24

日の午後から第６回の審議会を開催させていただき、審議会から答申をいただく準備を整え

まして、平成 30年６月議会定例会で議会の議決をいただきたいと考えております。今ほど、

申し上げました今後のスケジュールは、あくまで現時点での予定となります。今後、変更さ

せていただく場合もございますが、ご理解いただきますようお願いいたします。以上が、計

画策定スケジュールの変更の説明となります。 

次に資料２をお願いいたします。総合計画策定スケジュールの変更に伴う、委員の委嘱期

間の延長についてご説明させていただきます。資料２の最後に、「愛荘町総合計画審議会設

置運営要綱」を添付しておりますので、ご覧ください。 

設置運営要綱第３条において、審議会委員の委嘱に関することを定めております。第３条

第２項において、「委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。」とし、第１号

の学識経験を有する者として、滋賀県立大学から秦会長にご参画いただき、第２号の各種団

体の代表者および第３号の各種団体から推薦を受けた者として 14 名の委員にご参画いただ

き、そして、第４号のその他町長が適当と認める者として、公募委員の関委員にご参画いた

だき、16名の委員の皆さまのご協力のもと、本審議会を組織させていただいております。 

次に、委員の任期を第４条で定めておりまして、第１項で委員の任期を２年とし、第２項

で「前項の規定に関らず、前条第２号または第３号に掲げる者がその職を離れたときは、委

員の職を失うものとする。」と委員の資格要件に関することを明記しております。 

ここで、第２項の規定により、各種団体としての職を４月以降に失われる方がおられるか

どうかを、事前にお調べさせていただいた結果、３名の方がその職を失うものとして該当さ

れることになります。 

まず、区長会の代表としてご参画いただきました柿田委員、愛荘町消防団の団長としてご

参画いただきました小泉委員、そして、社会教育委員の代表としてご参画いただきました治

武委員が新年度の役員改選に伴い、その職を離れられることになります。よって、３名の委

員が所属される団体からは新たな委員をご推薦いただき、委嘱させていただくのが本来のル

ールとなります。 

しかし、本日の審議会では、設置運営要綱の規定に関らず、３名の委員に本審議会の委員

として残任いただくことを事務局から提案させていただきます。その理由としまして、平成

30年４月以降、あくまで現時点での予定ではございますが、第６回の審議会を１回のみ開催

させていただくことを、先の資料１の計画策定スケジュールの変更においてお示しさせてい

ただきました。新たな委員を委嘱させていただきこれまでの経過をご存知でない委員の参画

いただくより、これまでの経過を十分熟知していただいた委員に残っていただいた方が、よ

り効果的な審議に期待ができると事務局として判断させていただいたからです。 

以上のことから、16名すべての委員の委嘱期間の延長につきまして、ご理解を賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

資料２の１枚目が、委員の委嘱期間の延長に伴います依頼文の写し、そして、その裏に、

延長後の委嘱期間を記載した委嘱状を添付しております。委嘱期間の延長としましては、先
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の説明と若干矛盾する点もございますが、今後、スケジュールを変更させていただく可能性

もございますので、平成 30 年９月末までとさせていただいておりますので、ご理解の程よ

ろしくお願いいたします。 

以上、資料１および資料２を用いまして、次第の２番目、第２次愛荘町総合計画 策定ス

ケジュールの変更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。 

 

秦 会 長： ありがとうございました。それでは、ただいま事務局から説明のありました計画策定スケ

ジュールの変更および委員の委嘱期間の延長について、何かご意見等ありましたらお願いし

ます。この事務局の案のスケジュールの通り進めさせて頂き、それに伴い委嘱期間が延長さ

れ３名の方も引き続きご参加頂くという事でよろしいですか。 

 

委  員： 異議なし 

 

秦 会 長： ご承認いただきましたので、スケジュールの改正案と委嘱期間の延長についてご参画いた

だくということで 16名の皆様どうぞよろしくお願い致します。 

 

事 務 局： ただいまスケジュールの変更及び委嘱期間の延長について、委員の皆様にご理解いただけ

たということで、ここでお時間を頂きまして委嘱期間の延長を記した委嘱状を配布させてい

ただきます。 

 

（各委員に委嘱状の配布） 

 

秦 会 長： それでは有村町長様から一言ごあいさつ頂きます。 

 

有村町長： 委員の皆様、委嘱状を新たにお配りさせて頂きました。何卒よろしくお願いいたします。 

 

（３）第２次愛荘町総合計画（全体）について 

 

秦 会 長： それでは、続きまして次第の３番目に移ります。第２次愛荘町総合計画（全体）について、

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局： それでは、次第の３、第２次愛荘町総合計画の全体概要について、ご説明させていただき

ます。これまで開催させていただきました第１回から第４回の審議会の結果を踏まえまして、

整理させていただいたものとなります。先日、整理いたしましたものを委員の皆さまへ送付

させていただいておりますので、本日は、資料３を用いての説明とさせていただきます。資

料の３につきましては、現時点での全体的な構成を整理したものになりますので、よろしく

お願いいたします。 

まず、「第１部－はじめに」になります。この部分は、第２回の審議会でお示しさせてい

ただいたものになりまして、第１章から第４章で構成をしております。第１章では、「総合

計画策定にあたって」ということで、計画策定の趣旨および計画の位置づけと役割を整理し
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ております。総合計画の役割といたしましては、「町民（地域）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」

であることを位置づけております。 

次に、第２章です。ここでは、「計画の構成と期間」ということで、総合計画における基

本構想および基本計画、実施計画の役割と、計画の期間を 10 年間とすることを整理してお

ります。計画の期間につきましては、基本構想が 10 年、前期となる基本計画を５年とし、

基本計画に関しましては、５年ごとに見直すこととしております。 

次に、第３章「まちをとりまく背景」になります。ここでは、国勢調査の結果等を用いた

まちの現況と、町民アンケート結果の一部を暮らしとまちづくりに対する町民意識として整

理し、愛荘町の住みごこちや定住意向、10年後に望む愛荘町の姿などを掲載しております。 

そして、第４章「まちの課題」として、まちづくりに影響を与える社会の潮流を整理した

うえで、これまでの分析結果を踏まえ、まちの強みと主要課題を整理しております。 

以上、４章立てで整理いたしました「第１部－はじめに」については、資料４としてお手

元に配布させていただいております。 

次に、「第２部－基本構想」になります。基本構想は、本町がめざすべき将来像を方向づ

けるとともに、まちづくりの基本的な理念などを示す、長期的な視点に立ったまちづくりの

ビジョンを定めたもので、総合計画の核となる部分になります。まず、第１章では、「めざ

すまちの姿」として、まちの将来像を「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」として、３

つの基本目標を定めております。 

第２章「分野別まちづくりの基本方針」では、第１章で掲げました「住みたいまち」、「訪

れたいまち」、「住み続けたいまち」の３つの基本目標ごとに、８つの基本方針を分類し整理

しております。 

次に、第３章「人口の将来展望」では、愛荘町みらい創生戦略の人口ビジョンの考えを継

承し、2060 年に向けまして、まちの人口 20,000 人を維持していくことを目標としておりま

す。 

そして、第４章「将来の地域構造」では、2028年を目標年次とする「愛荘町都市計画マス

タープラン」の考えに基づき、本町の将来の発展動向を踏まえた土地利用の計画を整理して

おります。 

第５章は、第４回の審議会でお示しいたしました「重点戦略プロジェクト」になります。

ここでは、地方創生の新たな視点として「ひとづくり」、「しごとづくり」、「まちづくり」の

それぞれの分野において、プロジェクトを位置づけ、施策を設定しております。 

そして、最後に第６章の「まちづくりの基本推進方策」となります。ここでは、町職員が

第２次愛荘町総合計画に掲げる施策を着実に推進していくために必要な取り組みを、共通目

標として３つの分野にわたって整理しております。 

以上、６章立てで整理いたしました「第２部－基本構想」については、資料５として配布

させていただいたものとなります。 

次に、「第３部－基本計画」となります。基本計画は、基本構想に掲げる将来像を実現す

るための施策を具体化する部分となりまして、基本構想の第２章で位置づけた８つの「分野

別まちづくりの基本方針」ごとに、各分野にわたって特に取り組むべき施策の方針を「分野

別計画」として整理しております。 
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まず、第１章では、施策の体系としまして、第２次愛荘町総合計画の全体像を掲載してお

ります。 

第２章からは、分野別計画として、１－１「人権尊重社会の実現」から 37 の施策を、そ

れぞれ見開きページとなるよう整理をしております。内容といたしましては、施策の「現況

と課題」からはじまり、「現況と課題」から導きました「施策の基本的方向」や「主要施策」、

施策実施に伴う「成果指標」を設定しております。 

第３章は、「第２次愛荘町総合計画に関連する主な個別計画等」として、総合計画に関連

する各課の個別計画と計画期間などを整理したものを新たに追加いたしました。この部分に

関しましては、第４回審議会の際に、藤野委員からご提案をいただいたもので、本日初めて

お示しするものでございますので、資料の６をご覧いただきますようお願いします。資料６

の最後のページとなります。78 ページから 79 ページに個別計画の名称と計画期間等を基本

方針ごとに整理しております。 

以上、３章立てで整理したものが「第３部－基本計画」となります。 

次に、その他としてページの最後を締めくくる「資料編」を追加しております。この部分

に関しましても、本日初めてお示しする部分になりますので、資料７をご覧いただきますよ

うお願いします。 

資料編では、まず、２ページの第２次愛荘町総合計画策定に伴う審議会への諮問文から始

まり、審議会から町へいただく予定の答申文の案、そして、総合計画が町の最上位の計画で

あることを明記した「愛荘町総合計画策定条例」および審議会の設置運営要綱、審議会委員

名簿、総合計画策定の経緯、最後に用語の解説という構成にしております。 

総合計画の策定の経緯に関しましては、今後のスケジュールによりまして、内容の変更を

してまいるとともに、用語の解説については、もう少し内容の工夫も検討しまして、整理し

ていきたいと考えています。 

以上、次第の３番目、第２次愛荘町総合計画の全体概要として、これまでの審議会の開催

結果を踏まえ整理させていただいた内容の報告といたします。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。ただいま、事務局から第２次愛荘町総合計画の全体概要につい

て説明がありました。本日までに開催いたしました第１回から第４回までの総合計画審議会

の開催結果を踏まえまして、整理していただいたものになりますが、ここで、何かご質問、

ご意見等がありましたらよろしくお願いします。 

前回の重点戦略につきましては、あまりご議論する時間が無かった事もありますし、今回、

資料編などが追加され新しくなっております。 

 

藤野委員： 一つ確認とお尋ねをしたいのですが、これで計画の内容が揃ったわけですが、ベンチマー

クという言葉がよく使われるのですが、各種統計の確認や進行状況・達成率等の把握は５年

毎にされるのですか。それとも、もう少し期間を短くするのですか。 

 

事 務 局： ベンチマークとして掲げる施策に関しましては、基本計画で５年毎に定めさせて頂く形を

取らせてもらうのですが、今後この第２次総合計画に基づいて、各課が独自で実施計画書を

作成していくことになります。その実施計画は当然、この５年間の数値目標や事業内容の細
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かな部分を整理して、毎年見直しをしながら町の予算に反映させていきます。掲げる指標と

しては５年後を見据えた形になりますが、事務作業としては毎年見直しを行いながら実施さ

せていただくという事になります。 

 

藤野委員： 分かりました。文面では毎年予算化するということで書かれているのですが、この達成率

は町民に５年毎に公表される事になるのでしょうか。 

 

事 務 局： 町の場合、５つの部（総合政策部、総務部、住民福祉部、産業建設部、教育委員会）があ

りまして、部単位で毎年組織目標を立てております。組織目標に数値目標を掲げております

し、組織目標に対する検証もさせていただいております。毎年、数値目標の達成度に関して

は町のホームページに掲載させて頂いております。 

 

藤野委員： ありがとうございました。理解出来ました。 

 

秦 会 長： ただいまのご説明では、計画の中でそれぞれの施策指標など今回新たに導入されているの

ですが、それは５年後を目標に定め、少し細かな指標については各部で定めて毎年公表する。

施策指標についても必ず５年後には新たな計画を作っていくので、これについても見直して

いくことになるのかなと思います。 

      特にご意見がないということですが、幸いもう少しご議論できる機会が長引いてあります

し、パブリックコメントも行ってまいりますので、その間、内容が変更される可能性や有村

町長の新たな政策の事との突合せ作業等も入ってきます。また、お気づきの点があればご意

見ご提案いただきたいと思いますので今日のところはこれでよろしいでしょうか。 

それでは、次第の４番目、新町政発足に伴う第２次愛荘町総合計画について、事務局から

説明をお願いします。 

 

事 務 局： それでは、次第の４、新町政発足に伴う第２次愛荘町総合計画について、ご説明させてい

ただきます。 

      次第の２番目で説明いたしました第２次愛荘町総合計画策定スケジュールの変更と重複

する部分もあるかと思いますが、ご理解を願います。現在、策定中の第２次愛荘町総合計画

につきましては、前町長の町政のもと、これまで４回の審議会を開催させていただき、委員

の皆さまにご審議をお願いしてまいりました。このたびの愛荘町長選挙により、有村町長が

愛荘町長として就任されることになりましたので、新たな町政のもとで継続し、総合計画の

策定を進めていくことになります。町が策定いたします総合計画は、町の最上位の計画とな

ります。よって、有村町長が掲げる政策をいかに第２次愛荘町総合計画に反映していけるか

の検証作業を現在進めているところでございます。 

  資料８をご覧ください。資料８は、「新町政がめざす 21の目標」と題しまして、有村町長

が掲げられました 21 の目標について、第２次愛荘町総合計画のどの分野に位置づけられる

かを整理したものとなります。 

  例えば、１ページ最初に記載のある愛知中学校の大規模改修については、立派な学習環境

を整え、新しい校舎で子どもたちに最高の教育を、と目標を掲げています。この教育の分野
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については、第２部－基本構想の基本方針の３つ目となる「夢と志を育む学びのまちづくり」

に位置づけられ、第３部－基本計画の分野別計画３－２「学校教育の充実」に位置づけられ

る施策となります。 

このように以下 20 の目標についても、同じように、どの部分に該当するかを整理したも

のが資料８となります。新町政がめざす 21 の目標については、前宇野町政の時から、すで

に町の計画として位置づけながら、施策を推進してきたものもございますし、そうでないも

のもございます。よって、現在、どのように第２次愛荘町総合計画に盛り込み、今後の施策

として推進していけるかを検証している最中でございます。 

      すべての目標を総合計画の中に盛り込めるかどうかという議論も重要ではありますが、こ

れまでの施策の継承や新町政のカラーをどのように計画に反映していけるかを有村町長の

ご意見をお伺いしながら、検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいた

します。 

      以上、次第の４、新町政発足に伴う第２次愛荘町総合計画について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。ただいま、事務局から有村新町長が就任されたことに伴う第２

次愛荘町総合計画のあり方について説明をいただきました。この件につきまして、何かご質

問、ご意見等がありましたらよろしくお願いします。 

 

八島委員： 今、町長から示して頂いた 21の目標ですが、現時点の第２次愛荘町総合計画の基本計画、

基本構想に文章的に既に反映されているから良いという認識ですか。それとも、きっちり反

映した内容で５月 24 日の第６回に提示頂けると思ったほうが良いでしょうか。どちらでし

ょうか。 

 

事 務 局： 本日、配布させていただいた資料には 21 の目標は反映出来ておりません。先に説明させ

てもらいましたが、前町長がやってこられたもの、今回新町長が掲げられたもの、政策とし

て重複している部分がございます。ただ、計画書の中で施策をどのような形で表現するかは

検討する必要があると思います。これまでやってきた施策、新たな施策など色々と整理しな

がら表現を変えつつ反映をさせていただけたらと思います。 

 

八島委員： 次回は５月 24 日と聞いていますので、これまでと同様、事前に内容を確認し、意見書と

して提示できるようなタイミングで早めにまとめて頂き頂戴したいと思います。 

 

事 務 局： これまでも重点プロジェクトに関しては若干そういった事が間に合わなかった事もありま

すが、これまで通り、事前に資料を配布させて頂きながら委員さんの意見を頂いた上で審議

会を開催出来る様なスケジュールで進めていきたいと思いますのでよろしくお願い致しま

す。 

５月 24 日につきましても、一応現時点での予定とさせてください。町長に就任されてま

だひと月も経過していないところで先日３月議会が終了したところです。これから各課が策

定している基本計画の部分を新町長とどう擦り合わせしていくかも作業を進めながら基本
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構想を見てまいりたいというのもあり、若干スケジュールの変更をさせて頂く可能性もあり

ます。正式に日が決まりましたら日程調整等お知らせをさせて頂きますのでご理解頂けたら

と思います。よろしくお願い致します。 

 

秦 会 長： 新町政が目指す 21 の目標につきましては、お示し頂いた総合計画全体の中に整合性を合

せながら調整していくと共に、新町長のカラーを打ち出していく。議会のご議論とパブリッ

クコメントも踏まえてまた皆様に次の委員会の前には案をお示しさせて頂き、次の議会の時

に最終的な案を提示する形で前に進めて行きたいなという段取りで進めさせて頂きたいと

思います。どうぞよろしくお願い致します。 

      本日予定していた４点の議題は終わりましたので、その他ということで今後のスケジュー

ルをお願いします。 

 

事 務 局： その他で今後のスケジュールを掲載させて頂いていますが、先程も説明させて頂いた通り、

現時点での予定として書かせて頂いております。今後のスケジュールが決まりましたら改め

て委員の皆様にお知らせさせて頂きますのでご理解頂きますようよろしくお願い致します。 

 

秦 会 長： それでは本日の審議会はこれで終了とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

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。先ほど秦

会長からもありました通り、委員の皆さまにおかれましては、平成 30 年度も引き続きご協

力いただきますよう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、中村副町長から一言ごあいさつをさせていただきます。 

 

中村副町長： 委員の皆様には熱心にご議論頂きましてありがとうございます。昨年の６月以来延べ５

回にわたりまして熱心なご議論を頂きました事をまずはお礼を申し上げます。これから先、

５年後の目指す姿なり町政の目指すものという事で掲げられましたので、それを総合計画

にいかに反映していくかという事には今しばらく検証が必要かなと考えております。事務

局でこれから真剣に濃密な作業を進めさせて頂き、次回５月 24 日を目途にお示しをさせ

て頂き、またご意見を伺うという事で進めさせて頂きたいと思いますので引き続きお力添

えを賜ります事を重ねてお願い申し上げましてお礼とさせて頂きます。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５回愛荘町総合計画審議会を閉会させていただきます。ありがとう

ございました。 


