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平成３０年度 第６回 愛荘町総合計画審議会 

議 事 録 

 

1. 日 時 

平成３０年７月２４日（火）9：30～10：40 

 

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 欠席 

 
〃 

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  

 〃 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 石田 政則   

総合政策部長 小杉 善範   

総合政策課長 西川 傳和   

総合政策課 担当 橋本 庸介   

     

株式会社パスコ 高畠 陽平   
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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 

・資料１：第２次愛荘町総合計画策定スケジュール 

・資料２：第２次愛荘町総合計画の構成について 

・資料３：第２次愛荘町総合計画 第１部はじめに（案） 

・資料４：第２次愛荘町総合計画 第２部基本構想（案） 

・資料５：第２次愛荘町総合計画 第３部基本計画（案） 

・資料６：第２次愛荘町総合計画（案）への意見募集について 

 

5. 議事 

（１）あいさつ 

（２）第２次愛荘町総合計画 策定スケジュールについて 

（３）第２次愛荘町総合計画（全体）について 

・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」 

・第２次愛荘町総合計画「第２部－基本構想」 

・第２次愛荘町総合計画「第３部－基本計画」 

（４）パブリックコメントの募集について 

（５）その他 

 

6. 議事要旨 

（１）あいさつ 

事 務 局： 皆さま、おはようございます。４月から総合政策課の課長に就任いたしました西川と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

      本日は、第６回総合計画審議会にご出席賜り誠にありがとうございます。それでは、定刻

と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、愛荘町長の有村か

らごあいさつを申し上げます。 

 

有村町長： 皆さま、おはようございます。 

本日は、暑い中、早朝からご出席いただき感謝申し上げます。日頃から町政各般にわたり

まして格別のご理解を賜り、心から厚くお礼申し上げます。 

連日の新聞報道等でも徐々に被害の状況が明らかとなっております西日本豪雨ですが、13

都道府県で死者は200人を超え、依然として行方の分からない方がおられるなど、改めて大

雨のもたらした被害の大きさ、自然災害の脅威を実感したところでございます。被災された

すべての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 

さて、町長に就任させていただき、間もなく半年を迎えようとしています。若い世代の皆

さまに魅力を感じていただける、時代の流れに乗った行政運営の必要性や、自治の経営に向

けては、財政の健全化はもとより、町職員の創造力や意欲、感性を育み活かす組織力の強化

の必要性を感じているところでございます。 
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昨年度、３月27日に開催させていただきました第５回の総合計画審議会では、計画策定の

スケジュールおよび委員任期の延長について、ご了承をいただきまして、第２次総合計画の

策定作業と並行し、あらためてこれまでの町政についても慎重に見つめ直す時間をいただい

たものと認識しております。 

今後は、もっと町民の皆さまに寄り添い、少しでも町政に民意を反映できるよう努めると

ともに、ここ愛荘町で子どもを生み育てることができる環境をしっかりと整えていくことが、

定住人口の増加につながり、日々の暮らしの中で町民の皆さまの満足度を高めていけるもの

と考えております。 

そういったことから、この第２次愛荘町総合計画が、この町に愛着と誇りを感じていただ

くためのまちづくりの手引きとなるよう策定に努めまいりますので、今後の引き続きご協力

賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

委員の皆さまにおかれましては、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： 皆さん、おはようございます。連日の猛暑の中、仕事を頑張っていただいて大変だと思い

ます。 

本日は朝早くからお集まりいただき、ありがとうございます。この総合計画、今後１０年

間の愛荘町のまちづくりの指針になり、具体的な各分野の計画について方向性を決めていく

大事な計画です。新しく３月に町長が就任されまして、これから愛荘町のまちづくりを決め

ていく大事な計画になります。３月から計画書の中身を見直しながら、より充実した内容に

事務局でとりまとめていただいていると思います。 

皆さまにご意見をいただきながら、また、町民の皆さんにもこれからパブリックコメント

を実施して、まとめていきたいと思っていますので、忌憚のないご意見をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

（２）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： ありがとうございました。 

本日、愛荘町さわやかまちづくり推進会議の西澤一弘さまは欠席となっております。また、

傍聴者は１名ということで、よろしくお願いします。 

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、本審議会会長の秦さま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、愛荘町総合計画策定スケジュールについて、事務局説明をお願
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いします。 

 

事 務 局： それでは、次第の２、第２次愛荘町総合計画策定スケジュールについて、ご説明させてい

ただきます。 

昨年度、３月 27 日に開催いたしました第５回総合計画審議会において、有村町長就任に

伴います策定スケジュールの変更についてはご承認をいただいておりますが、再度、これま

での経過および今後のスケジュールについて、ご説明させていただきます。それでは、資料

１をご覧いただきますようお願いします。 

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

名にもアンケートの協力をお願いしておりまして、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。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「第２部－

基本構想」をお示しさせていただきました。そして、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、各課の課長が

出席させていただきまして「第３部－基本計画」の説明をさせていただくとともに、「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。その後、３月 27 日に第５回の

総合計画審議会を開催いたしまして、策定スケジュールの変更および委員任期の延長につい

てもご承認いただいたものでございます。 

続きまして、平成 30 年度に入ってからのスケジュールとなりますが、第５回の審議会終

了後、新町政が掲げる政策およびまちづくりのビジョンを反映すべく、計画書の見直しを行

いまして、７月 20 日開催の議会全員協議会にて原案の説明をさせていただきました。そし

て、本日開催の第６回総合計画審議会において、これまでご審議いただいた内容からの変更

点などをご説明させていただき、ご意見等をいただきたく思っております。 

次に、今後のスケジュールを右側に整理させていただきました。本日開催の審議会で頂い

たご意見などを反映いたしまして、８月１日からパブリックコメントの募集に入らせていた

だきます。その後、パブリックコメントに対する回答などを整理いたしまして、８月 24 日

に最終となります第７回の総合計画審議会を開催させていただきたく予定です。第７回の審

議会におきまして、第２次愛荘町総合計画の原案についてご承認いただき、当初の予定より

約半年遅れとなりますが、９月議会定例会にて議決を頂く予定で進めさせていただきます。

以上、計画策定スケジュール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。事務局から説明のありました計画策定スケジュールについて、

何かご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 
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特にございませんか。１年間かけて皆さんに議論をいただき、議会でもご説明いただきま

した。よろしいですか。 

それでは、ご意見がないようですので、次第の２番目についてはここまでといたします。

続きまして３番目の議題に移ります。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。 

 

（３）第２次愛荘町総合計画（全体）について 

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。これまで第１回から第５回の審議会でご説明させていただいた内容から大きく変わっ

た点を中心にご説明させていただきます。 

まず、資料の２をお願いします。ここでは、第２次愛荘町総合計画の構成について整理し

ております。これまでの説明においても、計画期間は 10 年、基本構想および基本計画の２

層構造とし、これに総論となる第１部を含めた３部構成とすることについて説明してまいり

ましたが、この部分についての変更はございません。そして、第１部の総論となります「は

じめに」の部分については、若干の文言の修正はしておりますが、大きく構成が変わるよう

な変更はしておりませんので、変更点の説明については省略させていただきます。 

次に、第２部の基本構想です。基本構想は、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となるものです。町政の変更に伴いまして、まちづく

りに対する考え方やビジョンが変わることは想定されることですので、内容を変更させてい

ただいております。これまでとの変更点について、ご説明させていただきます。 

第２部の基本構想は、第１章から第６章で構成しておりまして、総合計画の核となる部分

となります。まず、第１章ですが、これまでは「めざすまちの姿」としていたものを「まち

づくりの基本目標」に変更しております。総合計画に掲げる「めざすまちの姿」は、町民み

んなで進めるまちづくりの基本目標となるもので、さまざまな関係者が手を取り、一緒に行

動していくことが重要であります。そして、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」の実現に向けまして、第２次愛荘町総合計画では、10年後のまちの姿をイメ

ージするキャッチフレーズを新たに設定させていただいたものです。事前に配布させていた

だいた資料では、その部分を空白としておりましたので、これから追加資料として配布させ

ていただきます。 

 

追加資料の配布 

 

それでは、配布いたしました資料をご覧ください。 

10 年後にめざすまちの姿は、『愛着と誇り。人とまちが共に輝く みらい創生のまち。』と

いたします。 

まず、前提として、町民の皆さんが愛荘町に対して抱く「愛着と誇り」をいかに醸成でき

るか、そして、「愛着と誇り」を持ってここ愛荘町でいかに幸せを実感いただき定住いただ

けるかという点がポイントとなります。そして、人とまちが共に輝くとありますが、「まち」

という単語には、ソフト的な意味合いの「地域」と、ハード的な意味合いの「インフラ」な

どを含んでおり、その人とまちが共に新しい価値を生み出し、希望ある未来を創りだしてい
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くことで、持続可能なまちづくりを進めていきたいとの思いを込めたものとなります。 

また、その下のイラストは、めざすまちの姿を実現するため、まちを担うさまざまな関係者

が、手を取りあい、一緒に行動していくことをイメージしております。 

そのようなことを踏まえまして、３ページでは、町民が住み続けたい、誰もが住みたくな

る、訪れたくなるまちの形成を目指すこととし、10年後にめざすまちの姿の実現に向けたま

ちづくりを進めるための５つの視点を新たに設定しております。 

１つ目に、人と人との「つながり」という部分から「つながり」を。 

２つ目に、「こころざし」を持った学びを推進できるよう「こころざし」を。 

３つ目に、人・もの・情報が行き交う「にぎわい」のあるまちをめざし「にぎわい」を。 

４つ目に、安全・安心で「やすらぎ」のあるまちをめざし「やすらぎ」を。 

そして、最後、５つ目に、人と地域が「かがやく」まちをめざし「かがやき」をと５つの視

点を位置づけました。この５つの視点、「つながり」「こころざし」「にぎわい」「やすらぎ」

「かがやき」については、それぞれが個々に成立するものでなく、分野横断的にまちづくり

に関連していくことを想定し、次の章へと展開をさせております。 

そういったことを踏まえまして、４ページ、第２章のまちづくりの基本方針をお願いしま

す。ここでは、10年後にめざすまちの姿の実現に向けまして、まちづくりの骨格をなす主た

る分野ごとに基本方針を定めたものとなりまして、第３部の基本計画の施策体系を構築する

ための基本的方向を定めたものとなります。これまでは、８つの基本方針を設けた構成とし

ておりましたが、今回の変更において、６つの基本方針に変更をしております。この変更は、

町が取り組む施策等を減らしたのではなく、基本方針を６つに絞って展開させることで、よ

り横断的な意味合いを持たせることを意識したものでございます。 

１つ目に、「健康でいきいき暮らせるまちづくり」ということで、健康・福祉、子育て等

の分野を整理するための政策の目標を示したものとなりまして、先の５つの視点のうち「つ

ながり」「やすらぎ」「かがやき」の視点が密接に絡み合い施策を推進していくというものに

なっております。 

２つ目に、「夢と志を育む学びのまちづくり」ということで、学校教育や生涯学習、スポ

ーツ、芸術等の分野を整理するための政策の目標を示したものとなります。 

３つ目、「活力あふれるにぎわいのまちづくり」ということで、農林業や商工業、観光等

の分野を整理するための政策の目標を示したものとなります。 

４つ目、「安全で心豊かな暮らしを支えるまちづくり」ということで、危機管理体制や防

犯、交通安全の分野を整理するための政策の目標を示したものとなります。 

５つ目、「快適でうるおいのあるまちづくり」ということで、都市基盤整備、居住環境、

環境保全などの分野を整理するための政策の目標を示したものとなります。 

そして、最後の６つ目ですが、「町民が輝き活気にあふれるまちづくり」ということで、

地域コミュニティ活動の推進や人権尊重社会の実現に関する分野を整理するための政策の

目標を示したものとなります。以上、まちづくりを進めるための５つの視点を踏まえまして、

６つの政策の目標を基本方針に位置づけております。 

次に、６ページ、第３章の人口の将来展望をお願いします。従来の内容から 2060 年に向

け、人口２万人を維持していくという目標は変更しておりませんが、掲載しております人口

推計データを最新のものに変更しております。過日の新聞報道等ですでにご存知の方もおら
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れるかもしれませんが、「日本の地域別将来推計人口」が発表されまして、2045年の滋賀県

における推計は、2015年と比較して１割程度減少するとの見込みでありました。一方で、地

域別の人口を見てみますと、県内４市町で人口増加が見込まれており、その１町が愛荘町で

あるとの報道がなされております。平成 27 年度に策定いたしました愛荘町みらい創生戦略

（人口ビジョン編）では、町の人口は 2020 年をピークに減少傾向に転じまして、おおよそ

20年後の 2040年には、総人口が 20,000人を下回る予測となっておりましたが、最新の人口

推計結果では、約 15年後の 2035年をピークに減少傾向に転じることが予測されております。

20 年後の 2040 年には、約 21,000 人と人口が２万人を下回らないうえに、約 15 年遅れで人

口減少に転じる予測となっていることから、今回は、７ページの地域別人口の将来展望も含

め、最新のデータに変更をしております。 

次に、８ページ、第４章の将来の地域構造をお願いします。ここでは、土地利用に関する

方針を示す部分となりまして、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

えを引用することとしておりまして、この部分についての変更はございません。 

次に、10 ページ、第５章の重点戦略プロジェクトになります。重点戦略プロジェクトは、

第２章で示しましたまちづくりの基本方針の各施策のなかで、特に重点的・戦略的に取り組

む施策を位置づけたもので、地方創生の視点となる「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施策を設定したものです。 

重点戦略の１つ目といたしまして、「次代を担う『ひとづくり』プロジェクト」を位置づ

け、12 ページから 13 ページにおいて取り組むべき施策等を整理しております。次に、２つ

目、「誰もが活躍できる『しごとづくり』プロジェクト」を位置づけまして、14 ページから

15ページにおいて取り組むべき施策等を整理しております。そして、重点戦略の３つ目、「未

来を先取る活力ある『まちづくり』プロジェクト」を位置づけ、16 ページから 17 ページで

取り組むべき施策等を整理しております。 

それでは、重点戦略の１つ目「次代を担う『ひとづくり』プロジェクト」から変更部分を

説明させていただきます。12ページから 13ページをご覧ください。まず、12ページの「子

どもたちを育む『ひとづくり』」の部分ですが、２つ目に記載の地域における子育て支援の

促進と、４つ目の学力向上に関する取り組みの推進を新たに位置づけ、まち全体で子育て支

援を行う機運の必要性や児童生徒の学力の向上について明記しております。 

次に、重点戦略２の「誰もが活躍できる『しごとづくり』プロジェクト」です。15ページ

の「人材の還流に向けた『しごとづくり』」をご覧ください。２つ目に戦略的企業誘致の推

進を位置づけております。これまでも企業誘致に関する部分は、町の重要な施策として考え

てきましたが、少し施策の推進に対して受け身であった部分がございました。今回、戦略的

という表現を使用したように、地域における産業集積や労働力といった資源の特性を把握し、

誘致することによる地域経済への貢献度、そして、地域の地場産業との連携を生むような分

野をターゲットとし、能動的に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、重点戦略３つ目の「未来を先取る活力ある『まちづくり』プロジェクト」です。17

ページをお願いします。まず、「快適で住みよい『まちづくり』」の部分に２つ目に、ＩＣＴ

/ＩｏＴによる利便性の向上を位置づけております。情報通信技術の発達により、民間企業

でのＩＣＴの導入は当たり前の時代となっております。地方自治体が追いつき、そしてリー

ドするような利便性向上に向けた行政施策の検討をしてまいりたいと考えております。次に、
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３つ目の「地域特性を活かした持続可能な『まちづくり』」ですが、まちの将来の発展のた

めには、一体感を持たせた土地利用を図っていくことが求められます。機能的でにぎわいあ

ふれる魅力的な都市空間の形成をめざすこととし、新たに３点施策を位置づけております。

その１つが地域連携軸の強化で、新たな県道整備により、地域交通のネットワーク化を図っ

てまいります。２つ目に、均衡ある土地利用の推進で、地域連携軸の強化に伴いまして、町

西部地域の田園環境や自然環境、都市基盤などの調和のとれた土地利用を推進します。そし

て、３つ目ですが、まちのグランドデザインの構築ということで、新たなまちの方向性を示

すための取り組みを重点的に進めてまいりたいと考えております。以上が、重点戦略プロジ

ェクトの概要となります。 

次に、20ページをお願いします。ここでは、第２部の基本構想を締めくくる第６章のまち

づくりの基本推進方策を設定しております。この部分は、総合計画に位置づけましたまちづ

くりの基本方針などを着実に推進していくための、町職員が取り組むべき基本姿勢を示す部

分となり、大きく３つの方策を位置づけております。 

まず、１つ目に「町民と行政のパートナーシップの確立」です。次に、推進方策の２つ目

「まちを経営する行財政改革の推進」です。そして、３つ目としまして、「まちの魅力づく

りとイメージの向上」を位置づけております。変更点といたしましては、これまでお示しし

てまいりました第３部の基本計画に、９つの目の基本方針として「将来を見据えた自治経営

に向けて」という章を設けておりました。その部分に掲載していた内容とここ第６章の内容

が若干重複する部分がございましたので、基本計画部分を削除し、第６章に集約することと

いたしました。以上が、第２部の基本構想の大きな変更部分となります。 

次に、第３部の基本計画について、ご説明させていただきます。 

基本計画は、基本構想に掲げるまちづくりの基本目標を実現するための施策を具体化したも

ので、基本構想の第２章「まちづくりの基本方針」を軸に分野別の計画を体系的に明らかに

したものでございます。 

資料２ページから３ページに、第１章として施策の体系を示しております。これまでは８

つの基本方針に基づきまして施策体系を示しておりましたが、変更後は６つの基本方針に基

づきまして、33の分野別計画をもって構成しております。個々の分野別計画の変更点につい

て説明させていただくと、時間が足りませんので省略させていただきますが、事前に資料を

送付させていただいた時にお伝えしているとおり、朱書きで記載してある部分が、これまで

との変更部分となりますので、ご確認いただければと思います。以上、第２次愛荘町総合計

画における主要な部分の変更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。昨年度に開催し協議いただいてまいりました第１回から第４回までの総

合計画審議会から変更のあった部分を中心に説明をいただきました。 

メリハリがついて分かりやすくなっていると思います。変更点等がありますので、事前に

お目を通していただいていると思いますが、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。

全体だとボリュームがありますので、基本計画の部分は後ほど伺うとして、第２部の基本構

想の部分について、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 
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藤野委員： １点お伺いしたいと思います。第４章の将来の地域構造について、９ページに新都市軸と

記載しています。前回までは、びわこ京阪奈鉄道（仮称）の建設を記載していましたが、今

回はこれが削除されているので、それを少し説明していただきたいと思います。 

 

事 務 局： ありがとうございます。びわこ京阪奈に関する記載を削除させていただいた理由としまし

ては、近江鉄道の経営が非常に苦しい現状にあると新聞等で報道されております。 

県の交通戦略課が窓口となり、沿線市町の５市５町で「近江鉄道を考える会」などを設置

しまして、経営改善に向けた取り組みや先進事例を踏まえた勉強会を開催しているところで

す。勉強会を開催したところですぐに経営改善ができるわけではなく、今後の近江鉄道の経

営などの動向が予測できない部分もあります。近江鉄道の経営状況におきましては、びわこ

京阪奈線という大きな構想も今後はどうなるか分かりません。先行きが見えない部分もござ

いまして、今回この部分の記載は削除させていただいたというものです。 

 

藤野委員： 分かりました。ただ、京阪奈鉄道という形ではなしに、近江鉄道、公共交通機関をいかに

活かすかということで、全体の構想図が変わってくると思います。ここは、京阪奈をどうす

るということではなく、公共交通機関の鉄道をどのようにこれから活かしていくか。総合計

画の中で、これは市町の協力があってのことですし、愛荘町としても明記していかなければ

いけないと思います。そのあたりも考えていただけるとありがたいと思います。 

 

事 務 局： ありがとうございます。藤野委員さんのおっしゃるとおりだと思っています。資料を見て

いただきたいのですが、第３部の基本計画の２ページから３ページに、第１章で施策の体系

を掲載しております。その右側、５－４「地域公共交通の充実」という計画がございます。

今回は案としてお示ししておりますが、藤野委員からありました内容を盛り込めるように努

力しながら、記載してまいりたいと思っておりますので、ご理解いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

藤野委員： よろしくお願いします。以上です。 

 

八島委員： 重点戦略の２、15ページですが、高齢者が活躍できる「しごとづくり」で、「知識、経験、

技術を活かしながら」という文章が書いています。シルバーと書かれているのはうれしいの

ですが、現状シルバーは 60歳以上の 4.7％しか会員になっていません。5,700人強のうち 270

名弱が会員です。ということは、残り約 5,300人は会員ではない。それを考えると、シルバ

ー人材センターの会員拡充と書いていますが、約 5,000人の高齢者にいきいきとしてもらう

ために、仕事に参画してもらうにはどうすればよいか、行政も参画して一緒に考える。そう

いう内容を加えていただければ、高齢者にも活躍いただけることにもなると思うので、ご検

討をお願いしたいと思います。 

それから、17ページの重点戦略３のところで、赤字で「グランドデザインの構築に努め」

とありますが、「グランドデザインの構築に努め」という表現は、構築できなくてもよいと

受け取られるので、表現を検討いただければと思います。 
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事 務 局： ありがとうございます。高齢者の部分に関しては、今は人生 100年時代と言われているこ

ともありまして、町としましても元気な高齢者、いわゆるアクティブシニアの方に活躍いた

だける施策を推進してまいりたいと思いますので、そういった表現を追記させていただきま

す。努めますという部分も「構築します」といったような表現に変えさせていただきます。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。他にございませんか。 

総合計画の基本構想としては、非常に分かりやすくなりました。キャッチフレーズ・めざ

すまちの姿も躍動的な感じで、いろんな分野で町民と一緒にまちづくりを進めていこうと呼

びかけていくような動きが出てきそうな感じがしています。まちづくりを進めるための５つ

の視点につきましても、「つながり」「こころざし」「にぎわい」「やすらぎ」「かがやき」と

いうことで、それぞれの基本方針の分野も再構築していただいて分かりやすくなっていると

思います。 

 

八島委員： １点だけ、細かいことですが、23ページに「シビックプライド」という表現があり、横文

字が増えているので、横文字の説明、追記をお願いしたいと思います。 

 

事 務 局： 他にも新しく追記している部分もございますので、計画書内に用語の解説として整理いた

します。 

 

秦 会 長： 次に第３部の基本計画の部分に入ります。修正部分は赤字で示されておりますが、これに

ついてご意見、ご質問はございませんか。 

 

八島委員： 第３部の 18 ページ。施策１で「教育行政の充実」とありますが、昨今の教育行政を見て

みますと、教育委員会、役場と各学校のトップとの連携などについて、学校長としては問題

を大きくしたくないというところが見受けられ、最後、最悪の状態を招いた後に、そんなこ

とになっていたのかという話もありますので、行政と各学校が、教育監査とは言いませんが、

教育行政はどうなっているか、そろそろ考えていくべきではないかと思います。 

今は子どもたち一人ひとりをどうするか。そういう問題がないように指導しましょうとい

うことですが、これからはそれを早く見つける。見つけたら必ず、即、行政に連絡できる仕

組み。仕組みづくりがすぐには難しければ、行政側が定期的に、そういう体制ができている

かを監査するというか、確認する。そういうこともこれからの教育行政では必要かと思いま

すので、ここに入らなくても、施策の中で考えていただければ、愛荘町ではそういうことが

起こらないようにできると思いますので、ご検討よろしくお願いします。 

 

事 務 局： ありがとうございます。八島委員さんからいただいた意見につきましては、教育委員会に

もお伝えして、少し表現を変えながら、盛り込めるようであれば、検討させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。大事なことだと思いますので、よろしくお願いします。 
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小泉委員： 第２次の 45 ページ、消防団員の確保が困難となっています。自治会においても、自警団

制をとっていますが、自警団すら高齢で活動が困難になり、苦慮しているところです。「消

防団員の充実・確保を図るため」というところで、他の各市町においても機能別消防団員が

盛んに言われております。愛荘町においても、学校、工場、会社等々、機能別消防団員を検

討した方がよいと思っておりますので、そのあたりの文言を入れてもらえる形でお願いいた

します。 

 

事 務 局： ありがとうございます。これに関しましては危機管理対策室と協議をさせていただき、盛

り込むような形で整理させていただくよう努力いたします。 

 

植田委員： 18ページ、学校教育の充実ですが、学力向上は第２部にも出ており、今、愛荘町が抱える

ひとつの大きな課題だという認識は了解できました。 

新たに記載された部分で、「全国学力・学習状況調査」において本町は若干平均点を下回

っており、県の平均点も下回っているのは事実だと教育委員会も認識しております。その中

で、学力の問題については、下回っていることが問題ではない。子どもたちにとって学力は、

相対に学習状況の調査においても学習離れをしており、そのことから出てくる課題ではない

かと考えています。今、子どもたちが抱えている、学習能力の低下を捉えておくべきではな

いか。ここに挙げても特に問題ではないですが、あえて挙げて学力向上の部分を焦点化する

より、もう少し違った表現でもよいかと思います。 

なぜかというと、施策２の「学力向上の推進」で具体的な文言が出ています。その中で、

全国学力・学習調査の結果をもとにした改善等は必要だろう。それはそのとおりだと思いま

すが、３番目の「基礎学力を向上させる取り組みや進学・就職につながる学力向上のための

支援」という部分で、滋賀県の中で愛荘町は、進学率と就職率の問題の中で、現に今、抱え

ている問題は、そのものとして認識できないので、「進学・就職につながる学力向上のため

の支援を行う」という部分は、基本的に何を指しているのか。それが子どもの教育にどうい

う影響を及ぼしてくるのか。その部分を考えて、滋賀県で進学・就職、愛荘町で進学・就職

という文言の中で、つながる学力を論点にしなくてはならないのか、分からないので教えて

いただきたいと思います。 

 

事 務 局： 教育振興課の担当分野になりますので、教育振興課に確認しなければならない部分になろ

うかと思いますが、今回の計画書の見直しの際に、あえて学力向上を意図的に入れさせてい

ただきました。 

これから愛荘町教育振興計画、現行計画は平成 31 年度までの５ヵ年計画になっており、

間もなく見直しの時期を迎えることになりますので、新たな計画の中でも整理していく必要

があるかと思っております。 

 

植田委員： ということは、これは教育大綱の中で十分に応えていける部分だろうと。総合計画の中で

学力向上を示すならば、ここまで具体的な部分、教育大綱でもできない部分を載せることの

必要性。それによって教育委員会が引き受けなくてはならない課題が出てこないかと勝手に

危惧している部分があります。 
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言われたように、すべてを包括するような計画であれば、「学力向上の推進は必要だ」と

いう部分として押さえればよい。もっとシンプルにしてもよいということを申し上げたかっ

たのです。 

 

事 務 局： ありがとうございます。表現に関しましては検討させていただきます。 

 

植田委員： 学力向上の推進そのものは課題だろう。全体の中で、愛荘町の子どもたちをどう育てたい

のか。その部分は十分に網羅できていると考えていたので、それについてはあえて記載しな

くても、教育委員会が取り組んでいるところであり、学校教育の中でも取り組んでいただい

ています。 

愛荘町の将来計画につながる取り組みをしていただいていると考えていましたので、ここ

に載せるとすると、そのものとして受けなければならない。それが学校教育の中で出てくる

と思いますので、表現を工夫しながら、方向性としては大事な方向だと思いますので、そう

いうことです。 

 

秦 会 長： ご検討いただければと思います。他にございませんか。 

 

國分委員： 20ページの２－３の歯科保健のところで「フッ化物洗口による」という表現があるのです

が、ここまで書く必要があるのかと思いました。歯と口の健康づくりを行いますということ

で、その方法については別途協議してもらえばよいのではないでしょうか。 

 

事 務 局： 「フッ化物洗口による」という表現は、今年度から実施しておりまして、今後、対象児童

を拡大する予定になっています。健康推進課（保健センター）と教育委員会が連携しながらフ

ッ化物洗口に関しては取り組みを進めているため、表記したものでございます。 

 

國分委員： 推進していただくのはいいですが、詳しく計画に書かなくてもできると思った次第です。 

 

事 務 局： ありがとうございます。表現については検討させていただきます。 

 

八島委員： 今のことにも関連しますが、19ページの施策５－３に追記されているところで、今年度か

ら学校に「いじめ対策特別委員会」を設置するのであれば、行政と学校との関連組織をつく

ることも載せた方がよいと思います。 

ここに書くと、学校は対策特別委員会を設置しなければいけないということになってしま

うので、基本計画であれば、もっと大きな視点で見てもよいのではないかと思います。どう

してもここに文章を入れるのであれば、特別に設置するのではなくて恒常的な委員会として

欲しい訳ですから、であれば「特別」は必要ないと思います。 

今回の見直しされ、提示された基本計画の部分は、具体的な施策の部分とそうでない部分

など、基本計画に載せるべき表現とそうでないものが混同している部分がありますので、全

体を確認していただきたい。細かいところと大きなところが入って、基本計画があり、教育

大綱があってと順番に具体的な施策までおりていくわけです。基となる構想のところで縛っ
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てしまうと、案が出てこなくなるし、方向を間違えるような気もしますので、表現の検討と

いうよりも、中身の見直しをお願いしたいと思います。 

 

事 務 局： ありがとうございます。ご指摘のとおりだと思いますので、そういう形で、次回までに整

理させていただきます。 

 

秦 会 長： お願いします。すでに具体的に表現されているところは進めていただけると思いますが、

これからの部分については、議論をいただいて表現を検討していただければと思います。他

にございませんか。 

 

久保田委員： 食育で、役場や農協、商工会がひとつになって愛荘町の特産品を考えていく。それらを

買いに来てくれれば観光にもなり、おいしいものがあれば町の活性化にもなると思います。

うまく言葉にできませんが、食育が必要ではないかと思います。 

 

藤野委員： 今のご意見は６次産業にあたると思います。農業部分の計画に入っていると思います。６

次産業をもっと強調した方がよいということです。よろしくお願いします。 

 

秦 会 長： ありがとうございます。全体を通して質問等がありましたらお願いします。 

 

八島委員： 先ほど配っていただいたスローガンですが、「。」は不要だと思います。 

それと、今回の資料は、白抜きになっていたりして見にくい部分が一部ありましたので、最

終、印刷をするときにはカラーで、町民が見やすいように色バランスも検討していただきた

いと思います。 

 

秦 会 長： そこで一旦止めるということで「。」をつけていると私は理解したのですが。 

 

八島委員： 例えば「愛着と誇り」をカッコで囲むか、波線の中に入れるかして強調して、下は「それ

をするためには人とまちが共に輝く みらい創生のまち」を独立させて、メリハリをつける

ということも考えられます。スローガンに「。」をつけるのはよろしくないと私は思います。 

 

秦 会 長： キャッチフレーズにつきましては、あえて「。」をつけていると感じました。つけること

によってメッセージを伝える場合もございますので、今のご意見も含めて、ご検討をいただ

くということでお願いします。 

他にございませんか。 

それでは、本日の意見を踏まえて、修正をいただきます。次に移らせていただいてもよろ

しいですか。次第の４番目、パブリックコメントの募集について、事務局から説明をお願い

します。 

 

（４）パブリックコメントの募集について 

事 務 局： それでは、次第の４、パブリックコメントの募集について、ご説明させていただきますの
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で、資料６をご覧いただきますようお願いします。 

先ほど、今後のスケジュールでも日程をお示しいたしましたが、来月８月１日から 20 日

までの期間、第２次愛荘町総合計画（案）に対するご意見を募集いたします。 

計画書案を閲覧いただける場所は、町ホームページに掲載させていただくとともに、役場

愛知川庁舎１階の行政情報コーナーから社会福祉協議会秦荘事務所までの９ヶ所を予定し

ており、意見箱を設置いたします。 

意見を提出いただける方としましては、町内在住・在勤・在学の方、町内の事業所、町内

で活動される個人・団体と、広く意見をいただけるようにしております。 

期間中に頂いた意見については、町の方で回答案も含めまして整理させていただきまして、

次回、第７回審議会の議題とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上、パブリックコメントに関する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説明があったとおり、８月１日から 20 日

間、パブリックコメントを募集されることになりますので、よろしくお願いします。 

それでは、引き続きまして、次回開催日について、事務局お願いします。 

 

（５）その他 

事 務 局： これまで何度か資料の中にも出てまいりましたが、次回が最終の予定をしております。第

７回審議会につきましては、８月 24 日（金）の午前９時半から、この場所で開催させてい

ただきたいと思っております。本日、会議終了後に出欠確認の通知物を送らせていただきま

すので、出欠報告をいただければと思います。どうぞ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。これをもちまして、第６回総合計画審議会の議題はすべて終了

となります。本日の議題では、第２次愛荘町総合計画の策定スケジュールについて、そして、

有村町長のまちづくりに対する考えや施策を取り入れた新たな基本構想等の内容が議題の

中心になりました。来月からいよいよ計画案に対するパブリックコメントにも入りますし、

第２次愛荘町総合計画の策定も大詰めとなってまいりました。委員の皆さまにおかれまして

は、次回、第７回の総合計画審議会が最後となりますので、引き続きご協力いただけますよ

う、よろしくお願いいたします。 

町長から何かございませんか。よろしいですか。 

 

有村町長： 貴重なご意見をいただけてありがたいと思っています。 

 

秦 会 長： それでは、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。先ほど秦会

長からありましたとおり、委員の皆さまにおかれましては、次回、第 7回の審議会まで引き

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、

副町長の石田から一言ごあいさつをさせていただきます。 
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石田副町長： 本日は、長時間にわたりまして、貴重なご意見を賜りましてありがとうございます。各

関係部局ともいただいた意見を調整させていただきながら、反映させていきたいと思ってい

ます。次回は８月 24 日になりますが、パブコメの意見も反映させていただいて、再度、最

終のご意見をいただきながら調整を進めていきたいと思います。引き続き、パブコメも含め

てご意見を頂戴したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は、

長時間にわたりご審議をいただき誠にありがとうございました。 

 

事 務 局： これをもちまして、第６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。 

 


