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平成３０年度 第７回 愛荘町総合計画審議会 

議 事 録 

 

1. 日 時 

平成３０年８月２４日（金）9：30～10：10 

 

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  欠席 

 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６回総合計画審議会の意見に対する回答について 

・資料２：第２次愛荘町総合計画（案）に対する意見募集結果について 

・資料３：第２次愛荘町総合計画（案）について（答申） 

・別冊資料：第２次愛荘町総合計画 第１部はじめに（案） 

     ：第２次愛荘町総合計画 第２部基本構想（案） 

     ：第２次愛荘町総合計画 第３部基本計画（案） 

 

5. 議事 

（１）あいさつ 

（２）第６回総合計画審議会の意見に対する回答について 

（３）パブリックコメントの結果について 

（４）第２次愛荘町総合計画（案）の答申について 

（５）その他 

 

 

6. 議事要旨 

（１）あいさつ 

事 務 局： 委員の皆さま、おはようございます。本日は、第７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、愛荘町長の有村より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。昨夜から今朝、ちょうど日が変わるころに台風20号が通過

いたしました。皆さまのお家の周辺は大丈夫でしたでしょうか。朝から連絡をいただき、昨

夜、倒木が発生して町行政で対応をさせていただいております。 

      さて、総合計画審議会の委員の皆さまには、春からお力をいただいてまいりましたこと、

感謝申し上げます。秦会長のもと、様々な部分でお骨折をいただいてまいりました。本日は

第７回になります。活発なご意見を賜り、町民の皆さまに方向性を示せる目標の高い総合計

画にしていければと思いますので、本日も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。 

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。本日は、総合計画審議会の最終回、第７回にご参加いただ

き、ありがとうございます。 

昨日から台風の影響でご心配だったと思います。今日はＪＲが止まってしまったので車で

来ましたが、風が強く、木が倒れたりしていました。 
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昨年から１年２カ月にわたりご審議をいただき、ありがとうございました。この間、新し

く有村町長が就任され、再検討をしていただいて中身も充実した内容になってきていると思

います。本日は最終の審議会ですので、案についてご審議をいただき、出来ましたら本日、

町長にご答申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。 

 

事 務 局： ありがとうございました。 

本日の審議会は、國分委員と川口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、２名の方が傍聴されておりますので、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、よろしくお願いします。 

 

（２）第６回総合計画審議会の意見に対する回答について 

秦 会 長： それでは、次第の２番目、第６回総合計画審議会の意見に対する回答について、事務局説

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。早朝からご出席いただき、ありがとうございます。 

それでは、ご説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

本日、お手元に配布させていただいている資料の確認をさせていただければと思います。 

 

・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６回総合計画審議会の意見に対する回答について 

・資料２：第２次愛荘町総合計画（案）に対する意見募集結果について 

・資料３：第２次愛荘町総合計画（案）について（答申） 

・別冊資料：第２次愛荘町総合計画 第１部はじめに（案） 

          ：第２次愛荘町総合計画 第２部基本構想（案） 

          ：第２次愛荘町総合計画 第３部基本計画（案） 

 

本日の審議会はこちらを活用しながらご説明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。 

それでは、次第の２番目に入らせていただきます。第６回総合計画審議会の意見に対する

回答について、資料１をご覧ください。前回７月 24 日開催の第６回総合審議会におきまし

て、これまでご審議いただいた部分から、有村町長に代わり、有村町長が掲げる政策を反映

した形で、新たな計画案をお示しさせていただきました。第６回総合計画審議会でのご意見

に対する町行政としての回答、対応案について、資料１をもとにご説明させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

まず、資料１の１ページになります。第２部基本構想に関するご意見です。別冊の資料、

オレンジ色の第２部基本構想を別冊で配布しておりますので、ページ番号と合わせてご覧い

ただければと思います。 
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基本構想 14、15 ページをお開きください。14、15 ページにつきましては、重点戦略プロ

ジェクトの２つ目としまして、「誰もが活躍できる「しごとづくり」プロジェクト」をお示

しさせていただきました。その中で前回、八島委員からご意見をいただいた部分になります。

しごとづくり３、高齢者が活躍できる「しごとづくり」で、「知識・経験・技術を活かした

仕事の創出」を掲げております。18、19ページの重点戦略プロジェクトの全体像のところで、

「シルバー人材センターの会員拡充」という表現を記載しております。その中で、「高齢者

にいきいきと仕事に参画してもらうためにはどうすればよいか、行政も一緒に考えるという

内容を加えていただきたい」とのご意見をいただいたものと認識しております。 

町行政の回答としては、記載内容につきましては現状どおりとし、追記・修正は致しませ

ん。その理由としましては、総合計画に関しては町行政が掲げる計画であり、その中にシル

バー人材センターの会員拡充を明記しております。明記する以上、町の計画ですので、行政

も参画してともに取り組んでいくという方向性を示しておりますので、そのあたりの趣旨を

ご理解いただければと思います。 

続きまして、16、17ページをお願いします。ここでは、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」を掲載しております。その中で３のまちづくり部分、

「グランドデザインの構築に努め」という表現を前回は記載しておりましたが、「“努め”と

いう表現はやらなくてもよいという表現、消極的ではないか」とのご意見をいただいたと認

識しております。11ページ、17ページに関連する記載がございまして、そこで、「グランド

デザインの構築に努め」という表現をすべて「グランドデザインを構築し」に変更し、“努

め”という表現を削除いたしました。 

続きまして、２ページをお願いします。緑色の表紙の第３部基本計画についてのご意見に

なりますので、こちらの資料を見ていただければと思います。 

第３部基本計画の 18、19 ページをご覧ください。18、19 ページでは、町の教育委員会が

所管する部分になりまして、２－２で「学校教育の充実」に関する施策を記載しております。

その中でご意見をいただいた部分です。全国学力・学習状況調査における本町の平均正答率

は、国・県の平均正答率を下回っているとの記載があるが、今、子どもたちが抱えている学

習能力の低下を捉えるべきで、あえて学力向上の部分を焦点化するより、もう少し違った表

現でもよいのではないか。また、施策２の「学力向上の推進」で、「進学・就職につながる

学力の向上」と記載していましたが、「進学・就職」などの具体的な表現ではなく、もう少

しシンプルな表現でもよいのではないか。そういうご意見をいただいたものと認識しており

ます。 

回答としまして、18ページの現状と課題の○の３つ目、前半部分に全国学力・学習状況調

査に関する平均正答率を記載していましたが、その部分を削除し、「学校教育においては、

基礎的な学力を身につけることや、子ども自らが考え、主体的に判断できる力を身につける

ための学習環境の創出など、より一層の学力向上に向けた取り組みが求められます」という

表現に変更させていただきました。 

それと 18ページ、主要施策の施策２「学力向上の推進」の部分です。「進学・就職」とい

う具体的な表現を削除し、「基礎学力を向上させるための支援を行うことにより、魅力ある

教育環境を創出します」という表現に変更させていただきました。 

次に、施策５に「いじめ対策特別委員会」という具体的な表現があるが、総合計画に具体
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的に記載すると学校は設置しなくてはいけなくなる。もっと大きな視点で捉え、特別なもの

ではなく恒常的な委員会とすべきものであるため、「特別」という表現は必要ないのでは、

とのご意見をいただいたものと認識しております。 

回答としまして、19ページの主要施策の施策５「いじめや不登校への対応」の●の３つ目

を以下の表現に変更させていただきます。「児童会（小学校）や生徒会、（中学校）の組織の

中に委員会等を設置し、児童生徒の自治力でいじめや暴力等を未然に防ぐための風土・環境

づくりに努めます」。「特別」の文言を取って表現を変更させていただきました。 

続きまして、20、21ページになります。これは本日ご欠席の國分委員からいただいたご意

見になります。施策１に「フッ化物洗口による」との記載があるが、具体的すぎる表現では

ないかとのご指摘をいただきました。 

回答としまして、現状どおりとし、追記・修正はいたしません。その理由としまして、フ

ッ素化物洗口については、具体的な表現ではありますが、子どもの虫歯ゼロ大作戦の主軸事

業であり、幼児を対象に今年度から取り組み、中学生まで対象を拡充していくという段階

的・経年的に展開してく事業と捉えているため、あえてこの記載は担当課としても残したい

という意向ですので、ご理解をいただければと思います。 

続きまして、44、45ページをお願いします。４－１の「災害に強いまちづくりの推進」で、

危機管理対策室が所管している部分になります。小泉委員からご意見をいただいた部分で、

消防団員の確保が困難になり、自治会においても自警団員が高齢で活動が困難な状況である。

「消防団員の充実・確保を図るため」というところで、機能別消防団員の記載も検討しては

どうか。とのご意見をいただいたものと認識しております。 

回答としまして、少し表現を変更しております。「若年層や女性が負担を感じないよう」

という表現があることによって、施策が分かりづらくなっている部分もございますので、こ

の部分を削除し、「消防団員の充実・確保を図るため、地域の実情に合った消防団を組織し、

資質の向上を図ります」に変更させていただければと思います。地域の実情に合った消防団

という表現で、小泉委員からいただいた機能別消防団員も今後は町として検討していくとい

う意味合いを持たせるということで、ご理解をいただきたい。機能別消防団員に関しては、

記載していないからその事業の研究をしないというわけではなく、前期基本計画の期間に機

能的消防団も想定しながら、後期基本計画では文言を位置づけていけるように整理をしてま

いりたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

同じページです。施策３「浸水・治山・砂防対策の推進」です。ここは、委員から意見を

いただいた部分ではありませんが、少し内容を変更しております。前回までは「ため池のハ

ザードマップの作成」を中心に記載していましたが、担当課の農林振興課に再確認したとこ

ろ、平成 29 年度にため池のハザードマップが完成していたため、今後はハザードマップの

作成ではなく啓発に努めることが重要になってきます。そこで、「災害時における人的被害

防止のため、迅速かつ安全に避難できるよう、各種ハザードマップの啓発に努めます」とい

う表現に変更させていただきたいと思います。 

続きまして、56、57ページをご覧ください。５－４の「地域公共交通充実」で、総合政策

課が所管している部分になり、藤野委員からご意見をいただいております。びわこ京阪奈鉄

道（仮称）という記載を削除したが、近江鉄道という公共交通機関をいかに活かすかという

ことが重要。公共交通機関の近江鉄道をどのようにこれから活かしていくのかを、町として
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も計画書に明記していく必要があるのでは。とのご意見をいただいたものと認識しておりま

す。 

回答としまして、56 ページ、主要施策の施策１「公共交通の利便性向上」、●の３つ目に

以下の文言を新規で追加いたします。その内容としましては、「近江鉄道線が通勤・通学等

に必要な交通軸であることを理解し、沿線地域全体で維持・活性化に向けた方策を検討しま

す」。この文言を追加させていただければと思います。この表現に関しては、滋賀県でも議

会で答弁されている内容と同じであり、近江鉄道という民間の具体的な名称を出すのではな

く、近江鉄道線は重要な交通軸であるとの共通認識のもと、この表現を追加させていただき

ました。 

以上、資料１をもちまして、第６回総合計画審議会でいただいたご意見に対する町の回答

についての説明とさせていただきます。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。ただいま事務局から説明のありました前回審議会時の意見に対

する回答について、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。基本構想と基本計画の中

身について、各課でとりまとめて町としての回答を報告いただきました。 

それでは、ご意見等ないようですので、次第の２番目についてはこれまでといたします。 

 

（３）パブリックコメントの結果について 

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（案）に対する

パブリックコメントの結果について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局： それでは、資料２をご覧いただきますようお願いいたします。第２次愛荘町総合計画（案）

に対するパブリックコメントの結果について、説明させていただきます。まず、パブリック

コメントの目的です。愛荘町では、平成 20 年度から「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なま

ち」をまちの将来像と定め、「第１次愛荘町総合計画」の推進を図ってきました。本計画が

平成 29年度をもって目標年次を迎えたため、平成 30年度からの新たなまちづくりの指針と

なる「第２次愛荘町総合計画」を策定します。計画策定にあたり、広く町民の皆さまのご意

見を募集します。これを目的として整理させていただきました。 

第１部「はじめに」（案）、第２部「基本構想」（案）、第３部「基本計画」（案）に関して

ご意見を募集しました。公表場所は、町のホームページで広く募集するとともに、町役場の

行政情報コーナーをはじめ社会福祉協議会などの９カ所に計画書と意見募集箱を設置し、８

月１日から８月 20日までの 20日間、意見を募集しました。その結果、意見提出者は０名で

ありました。 

 

秦 会 長： パブリックコメントの結果、意見提出者は０名との報告がありました。本審議会は、愛荘

町内の各分野を担う団体を代表される方々にご参画いただいているということもございま

して、これまでの審議会の中で、委員の皆さまから貴重な意見をたくさんいただいてまいり

ました。専門性のある幅広い意見が反映され、また、有村町長が町長に就任され掲げられた

政策がしっかりと反映され、計画書自体もメリハリがつき、非常に分かりやすいものになっ

たかと思います。 
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この部分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。 

ご意見等ないようですので、次第の３番目についてはここまでといたします。 

 

（４）第２次愛荘町総合計画（案）の答申について 

秦 会 長： それでは、次第の４番目、第２次愛荘町総合計画（案）の答申に移らせていただきます。

この議題に関しましては、会長の私からご説明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、よろしくお願いいたします。 

第２次愛荘町総合計画の策定につきましては、愛荘町総合計画策定条例の第６条に、「町

長は、基本構想および基本計画を策定するときは、あらかじめ審議会に諮問するものとする」

ということが明記されておりまして、昨年度６月 27 日開催の第１回総合計画審議会におい

て、町長から本審議会に諮問を受けております。 

よって、本審議会としましては、基本構想（案）および基本計画（案）をとりまとめ、町

長に答申するという使命が残っております。そのため、事務局と調整の上、答申の文面案を

作成いたしまして、資料として配布させていただいたものでございます。 

先ほど、パブリックコメントの結果の部分でもお話をさせていただきましたが、本日まで

に計６回の審議会を開催させていただき、委員の皆さまから頂いた貴重な意見がしっかりと

反映され、答申を出すに値する計画案としてしっかりまとまったと思います。 

今後のスケジュールでは、９月議会に総合計画案として上程されるということですので、

委員の皆さまから答申についてご承認いただけるのであれば、本日、この場で、朗読の上、

有村町長に答申をお渡しさせていただければと思います。 

委員の皆さま、よろしいでしょうか。 

 

（委員から異議なしの声） 

 

秦 会 長：ありがとうございます。 

 

（朗読の上、有村町長へ答申） 

 

 

平成 30年（2018年）８月 24日 

愛荘町長  有村 国知 様 

 

愛荘町総合計画審議会 

会長  秦 憲志 

第２次愛荘町総合計画（案）について（答申） 

 

 平成２９年（2017年）６月２７日付け愛総政第７０４号で諮問のありました「第２次愛荘町総合計画」

について、当審議会で慎重に審議を重ね、別冊のとおり計画案をとりまとめましたので、愛荘町総合計

画策定条例第６条第２項の規定に基づき、答申します。 

 「第２次愛荘町総合計画」の策定および推進にあたっては、町民の声をしっかりと反映し、本答申の
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趣旨を十分に尊重され、１０年後にめざすまちの姿「愛着と誇り。人とまちが共に輝く みらい創生の

まち。」の実現に向けて、最善を尽くされるよう要望します。 

 

有村町長：秦会長、委員の皆さま、本当にありがとうございます。 

 

（５）その他 

     特になし。 

 

秦 会 長： 委員の皆さまの活発なご議論のおかげをもちまして、本審議会に課せられておりました答

申を本日、無事に務めさせていただくことができました。大役を果たせて安堵しております。 

これをもちまして、第７回総合計画審議会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： 秦会長ありがとうございました。また、委員の皆さまにおかれましては、昨年度の６月か

ら長期間にわたりましてご審議を賜りましたこと、心よりお礼申し上げます。 

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。 

 

石田副町長：第２次愛荘町総合計画（案）につきまして、平成 29 年６月から長期間にわたりまして、

また、策定スケジュールの変更等もございましたが、慎重にご審議をいただき、誠にありが

とうございました。 

地方自治体が策定する総合計画は、将来におけるまちのあるべき姿、目指す将来像を描く

ものであり、行政運営の指針を示す最も重要な計画となるものでございます。この後、９月

議会でご審議をいただき、ご承認をいただけましたら、総合計画に基づきまして、「愛着と

誇り。人とまちがともに輝く みらい創生のまち。」の実現に向けまして、町民の声をしっか

りと反映させながら、様々な施策を着実に実施してまいりたいと考えております。 

委員の皆さまにおかれましては、今後とも引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願い

申し上げまして、閉会のあいさつとさせていただきます。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７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。 

 

以上 


