
池田町第６次総合計画 

第３回池田町総合計画審議会 会議録 

と き ： 平成 30年 7月 24日(火) 9：00～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

傍聴者 なし 

 

（進行：小田切企画政策課長） 

１ 開  会 （髙山副会長） 

２ あいさつ （会長） 

３ 議 事 （進行：丸山史子 会長） 

発言者 発言内容 

牛越邦夫 委員 文書による提案「アンケート調査について」説明 

丸山史子 会長 アンケート調査をどのように活かすかということでよいか。 

牛越邦夫 委員 文書発言の続きをする 

丸山史子 会長 事務局では、只今の意見についていかがか。 

塩川課長補佐 第 1回審議会の際にも説明したが、アンケート調査結果については、計画

素案策定及び審議の参考にさせていただく。アンケートの中から取り上げて

牛越委員から只今いただいた意見は前期基本計画の該当の施策の審議をす

る際に、審議することとしたい。 

丸山史子 会長 事務局の発言通りとしたいが、他の委員は意見があるか。 

 ＜意見なし＞ 

丸山史子 会長 それではその通りとさせていただく。 

塩川課長補佐 前回審議会議事録について、異議はあるか。 

 ＜意見なし＞ 

塩川課長補佐 では審議会議事録について、町ホームページで公開させていただく。 

 

（委員） 

丸山史子 会長 髙山明男 副会長 

小澤裕子 委員 五十嵐大修 委員 太田芳寛 委員 森泉恵子 委員 塩月寿志 委員 

小林正芳 委員 山﨑 猛 委員 内山美恵 委員 柳沢 剛 委員  

牛越邦夫 委員 赤田弥壽文 委員  

（欠席 村上美保 委員 伊藤将人 委員） 

（池田町）  

教育長 平林康男 総務課長 藤澤宜治 住民課長 矢口衛 健康福祉課長 塩川利夫  

産業振興課長 宮﨑鉄雄 建設水道課長 丸山善久 会計課長 丸山光一  

教育保育課長 中山彰博 生涯学習課長 倉科昭二 議会事務局長 大蔦奈美子 

（事務局） 

企画政策課長 小田切隆  課長補佐(町づくり推進係担当) 塩川亜弥子  

町づくり推進係長 寺島靖城 齋藤陽一 



(1) 前回継続審議項目について（1～10ページ）（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

牛越邦夫 委員 「協働のまちづくり」について、自助共助公助を入れることに反対である。

自治体がこれを強調することは、（自治体としての）責任を曖昧にすること

につながるのではないか。また、自助の姿勢を自治体が公式文書で明記する

ことは憲法第 25 条の精神に反するのではないか。この言葉は 4 月に町ホー

ムページに掲載された職員のワークショップで初めて町として使われたの

ではないかと思うが、それ以前より出ていたなら示して欲しい。 

また「協働のまちづくり」については、第 5次総合計画にも位置づけられ

ており、今回入れることに賛成である。この取り組みをどのように実践して

いくかが大切である。 

塩川課長補佐 自助公助共助については、個別の福祉分野などの計画でも以前から使われ

ている。 

 <赤田弥壽文 委員着席> 

小田切企画政策課

長 

地域福祉計画、避難所の運営マニュアルなどにも掲載されている。 

寺島町づくり推進

係長 

平成 18 年度から開始された元気なまちづくり事業補助金の説明文の中で

表記されてきた。 

丸山史子 会長 10数年前から公式文書で使われているとのこと。ここで改めて町民一人ひ

とりが自分で出来ることは自分で致しましょうと改めて自覚するというこ

とで良いか。 

小澤裕子 委員 今後（第 6次総合計画の）10年間の計画期間で、一般町民の方が、町政に

関心を持ち、参加する意識を高めることの方が、より大切なのではないか。

自治会活動は、地域に住む人々が知り合う機会を作り、結び付きを深めてい

るが、それがまちづくりへ目を向ける方向には進んでいっていない。 

町政へ関心を高め、自治力を向上させることが重要であると考えるので、

自助共助公助はあたり前のことを言っているのだが、その力を向上させるた

めへの取り組みとしては表現が弱いので、再考をされたい。 

森泉恵子 委員 自助共助公助は行政用語であり表現を変えた方が良い。住民が自尊心を持

って自立して生きていくことは生き方として基本であるので、まちづくりに

あたりどのように行政と協働しながらやっていくか考えていきたい。 

長野県神城断層地震の際どのように住民が助け合ったのか白馬村堀之内

地区自治会長に話を聞いた際、近助という言葉を聞いた。このように住民に

寄り添った言葉を使うことも検討に入れればどうか。 

現在の事務局提案では自助の説明を読んだ方が自分で出来ない人はどう

するのか、と懸念されないよう考慮する必要がある。ここは重要な所なので、

町民一人ひとりへの説明が大切であると考える。 

会染小学校通信の中で校長先生が自立と依存について、自立することもど

こかで依存しながら、自立に向かうというように書かれてあった。自助共助

公助についてもっと議論を深めた方が、計画が良いものになると思う。 



赤田弥壽文 委員 言葉の使い方については、検討する余地があると思うが、まちづくりにあ

たり、住民が自分でできることは自分で行うという姿勢は基本であり、計画

に入れることは必要である。入れるべきであると思う。 

先日行われた長野県知事選挙の投票率が 50％を下回っている状況からも、

県民が自立しているとは思わない。自分たちが希望するまちづくりを行うの

であれば、まず県政や町政に関心を持ち誰がその長として進めていくのがふ

さわしいか、投票することが自助であるし、投票率を上げることもその姿勢

を高める目標となる。 

自分のできないことで困っている人があれば協力や手助けすることはも

ちろんであり共助の部分である。 

丸山史子 会長 言葉について検討の余地があるとのことであるが、どの言葉を指している

のか。 

赤田弥壽文 委員 自助共助公助を掲げないことに反対である。その言葉を使うかどうかはわ

からないが、自助が記載されている通り自分でできることは自分で行うとい

う定義であるならば、自立をすることは大切であると考えるので、その言葉

を使うことは良いと思う。 

丸山史子 会長 今回提出された事務局案では自助共助公助を囲ってあるが、何のためであ

るか。 

塩川課長補佐 言葉の説明という意味で囲ったものである。 

丸山史子 会長 赤田委員は、自助共助公助という言葉を使わなくても、ここに記載されて

いる内容が明記されているならば良いか。 

赤田弥壽文 委員 この言葉を使わなくてもよいが、まちづくりにあたり自分でできることは

自分で行うという姿勢はとても大切であると思うので、そこは記載して欲し

い。 

小澤裕子 委員 赤田委員にお聞きしたい。現在町の住民は自分でできることは自分ででき

ていないとお考えであるか。 

赤田弥壽文 委員 全部できていない、という訳ではないがもっとやれることがあるのではな

いかと思う。例えば雪がかかれていない場所があった時、行政への不満を町

民から聞くことがある。高齢などでできない方の所は考慮する必要がある

が、自分の子どもの頃は通学路を通れるよう皆が協力して雪かきをしていた

のに、現在は行政へ依存する姿勢を強く感じる。 



小澤裕子 委員 私の考えは少し違って、雪かきがされていない場所があれば、町が自分の

所は自分で雪かきをしようと呼びかけるよりは、ここで雪かきができず困っ

ている人が居ると訴えかけた方が住民は動きやすいのではないかと思う。 

私の周りの人達は狭い範囲であるが、精いっぱいいろんなことで努力を

し、お互い声掛けをし、助け合っている。 

選挙の投票率も同様であり、自分のことは自分で行いましょうと言っても

上がらないと思う。 

そうではなくて、こういうことをするのに自分の力がどれだけ必要とされ

ているか伝える方が人は動くのではないか。県の選挙で言えば、県の取り組

みには自分の個の力が必要なのだという意識づけをするように訴えた方が

良いのではないか。 

計画策定にあたり基本方針として自助を訴えることには、違和感がある。 

丸山史子 会長 事務局案では、自助共助公助の説明が枠で囲ってあるので強調されてしま

うが、自助は基本的な生きる姿勢であるので、言葉そのものを使わないで表

現する方法もあると思うが、他の委員の意見はいかがか。 

小林正芳 委員 私は赤田委員の意見に賛成である。例えば町では美しいまちづくりの取り

組みを進めているが、一人ひとりが意識して実行しないと町は美しくならな

い。草取りなど自分ができることをお互いに行って初めて、町が奇麗になっ

ていくのではないか。 

このように自助はまちづくりに関わるキーポイントになる。自分でできる

事を自分で行うという、その姿勢はとても大切であると思うがいかがか。 

五十嵐大修 委員 現在自治会長を務めているが、自治会で次のような話が出た。自分の土地

の隣にある他人の土地に草が沢山出て困るために今まで自分で刈ってきた

が、高齢になり実施が難しくなってきたとのことであった。 

先日美しいまちづくりのため県道の草取りを呼びかけていたが、美しいま

ちづくりのためには、自分の土地ではなくても自分でできることを自分で行

うことは、大事なことであると思う。 

太田芳寛 委員 これから高齢化が益々進み、町の財政が厳しくなることも予想される中

で、自分が出来ることは自分で行うという姿勢はとても大切であるが、自助

共助公助という言葉は行政の立場から表された言葉のようで、町の基本方針

に掲げるには住民に受け入れられにくいのではないか。住民目線の言葉に変

えていった方が良いと思う。 



塩月寿志 委員 私達 30代 40代の子育て世代はあまり自治会活動に参加しておらず、自分

のことは自分で行うという意識は薄いのではないか。親の世代が対応するこ

とが実態として多いと思う。 

東日本大震災や熊本地震など災害ボランティアに行った時の経験から話

をすると、被災者が避難所でトイレ掃除や子どもの世話などボランティアに

頼らなくても自分達でできることが沢山あるのに、実施されていないことか

ら、ボランティアがそのような対応に手を取られてしまうケースが何箇所か

あった。災害対応など他にやるべきことが十分に実施できないことになる。 

そのような姿から、自分達ができることは自分達で行わないといけない。

そのことを強い言葉でしっかり示して若い世代にも認識してもらうことは

とても重要であると思う。 

山﨑 猛 委員 現在討論されているまちづくりの基本方針は計画の冒頭にありとても重

要な位置づけとなる。また今まで出たそれぞれの委員の意見は非常に大事な

ことを述べられていると思う。 

牛越委員の文書提案に少し共感する所がある。また言葉は使い方により捉

え方が変わってしまうので、表現の仕方が大切である。 

町の提案では協働のまちづくりは重要であり、そのために自助共助公助の

取り組みを進めましょう。という書き方をされている。取り組みをわかりや

すくするために良い表現ではあるが、こうあるべきだと言われているように

捉えられる恐れがある。 

自助共助公助の姿勢にあるような、まちづくりができていくように促して

いくという書き方になれば、いいのではないか。 

内山美恵 委員 年代により捉え方が異なると思う。年配で体が不自由な方が、自分のでき

ることは自分でやりましょうと掲げられた時に重荷に感じたら気の毒であ

る。 

しかし、住民と共にまちづくりを行うという姿勢の中で、住民一人ひとり

が自分でできることは自分でしましょうと掲げることは大事なことなので、

小澤委員の発言のように「住民自治力の更なる向上のためには、町政への住

民参加」という言葉を入れれば良いと思う。 

柳沢 剛 委員 ここは計画の冒頭の部分なので、山﨑委員の発言の通り、明確な表現をす

ることが大事である。町の姿勢をはっきり書いた方が良い。町は主体的にど

のようにやっていく、そのために住民の方にはこのように協力して欲しい、

という書き方にする事が大事である。 

町が行うこと、公助を先に出さず、住民にはこうしてください、と自助を

先に出してしまうと、牛越委員の文書発言にあるように住民に求めることが

先であると捉えられてしまう恐れがあるので良くない。 

また自助共助公助という言葉がたくさん出てくるが、理念としては良い

が、強調することでもない。文書の中でこのようなものだとわかってくれば

良いのではないか。またこの言葉はかなり前から使われているので、私の感

覚では少し古いのではないかと思う。 



牛越邦夫 委員 自助という言葉は大変強い響きがある。自分が責任を持ってやれと行政か

ら言われているようである。望んでいるわけではないが、仕方なしに生活保

護を受けなければいけない、また何年も特別養護老人ホームへの入居を申し

込んでも入れない、その方たちへも自助を求めることになる。不快な思いを

させない配慮が必要であると思う。憲法 25 条の精神を私たちは理解してい

かなければならないのではないか。 

丸山史子 会長 審議会としての意見をまとめたいが、理念としては良いとの意見が大半で

あったが、自助共助公助という言葉を使うかどうか、いかがか。 

自治力の更なる向上のためには、町政への住民参加その支えとしての自助

共助公助、また災害時に近所で助け合うという近助という言葉も最近ある。 

事務局では表現を変えて再度変更案を出し直す時間はあるか。今こことで

意見をまとめた方が良いか。 

塩川課長補佐 自助共助公助という言葉は行政用語で町民に受け入れにくいとの意見が

幾つかあり、またここは計画の冒頭なので明確な表現をした方が良いとの意

見もあり、表現が難しいが、再度変更案を提出したい。 

小田切企画政策課

長 

変更案では自助共助公助という用語の解説は除くようにする。また丁寧な

説明をした方が良いとの意見も出たが、文書の羅列では読みにくくなり、難

しい。簡潔明瞭でわかりやすい表現を心がける。時間をいただきたい。 

丸山史子 会長 それでは「協働のまちづくり」について、再度変更案を提出してもらい、

審議することとする。 

＜協働のまちづくり、次回再審議＞ 

基本理念への質疑へ移る。質問はあるか。 

 <小林正芳 委員退席> 

<質問なし> 

太田芳寛 委員 変更案では、「北アルプスの空のもと」という言葉が加えられたが、それ

により曖昧な理念になってしまうと思うが、なぜ入れたのか。 

塩川課長補佐 森泉委員の、どこの市町村でもあてはまる理念ではなく、池田町らしい表

現にして欲しいとの意見による。第 5次総合計画では「てるてる坊主のふる

さと」、それ以前の計画では「北アルプス」「田園文化の町」などの言葉が

使われていた。それらを参考にして、池田町らしさがあり、美しい景観をイ

メージできる言葉として入れた。 

丸山史子 会長 他に質問はあるか。また今のことに関連した意見はあるか。 

太田芳寛 委員 もっと具体的な表現の方が良いと思う。 

森泉恵子 委員 私の意見によりこの言葉を入れたそうだが、その時小田切課長より基本理

念、基本目標の下位の基本計画の所で池田町らしさを出していくとのお話だ

ったので、納得していた。 

私が言いたかったのは、風景とか場所のことではなく、豊かな心とか文化

を育みという所で池田町らしさを出して欲しいということであった。「豊か

な心と文化を育み 活力ある産業を拓く 魅力あふれる美しい町」という所

は良いと今思っている。 



赤田弥壽文 委員 基本理念なのでここは大変重要な部分である。私も自分が経営している会

社の経営理念を問われることが良くある。どういう理念の基組織運営をする

か、お客様、社員、地域、サプライヤー（商品などの供給者）及び株主それ

ぞれにとってどうありたいのか、いろんな方面から考えた方が良いと助言を

受けた。会社の理念の一文を初め「お客様に愛されること」とした。しかし

途中で「愛されること」より「愛すること」の方が大事なのではないか、と

検討し直し、変更した。あるいは社員第一なのか、お客様が第一なのかによ

り項目の順番が変わったりするので、大変難しい所である。 

そのことから、町が大切に考えるそれぞれの項目においてより深く考え、

導き出すことが大事である。 

文面の「文化」について、他市町村の文化に比べ池田は何が違うのか、も

っと掘り下げて検討した方が良いのではないか。 

丸山史子 会長 第 5次総合計画の理念は、「人が輝き 歴史と自然が彩る てるてる坊主

のふるさと」とあり、町に暮らす人、歴史、自然、及びてるてる坊主作詞者

浅原六朗先生の精神も活かす表現になっている。大事な部分である。 

牛越邦夫 委員 第 5次総合計画の理念は抽象的すぎて、何を言っているのかわからないと

いう意見も多くあったのではないか。 

今理論を先に決めるのではなく、先程議論をした基本構想、基本目標を議

論をした後、それを包括するような理念を作ればどうか。 

小澤裕子 委員 町に願うことは、安心安全であること、人が元気であること、そして自然

と文化が大切にされていること、及び変更案にある活力ある産業があること

である。 

小田切企画政策課

長 

いろいろな意見をいただいているが、計画のつくりはピラミッド型になっ

ている。最上位は基本理念で、それを実現するために下位の基本目標があり、

その下に基本計画がある。 

上位の基本理念に望むこと全てを入れることは難しく、下位の計画にいく

ほど詳細な計画が出てくるとご理解いただきたい。 

太田芳寛 委員 「北アルプスの空のもと」という表現では近隣の地域皆対象になってしま

う。まずまちづくりの基本方針を掲げ、理念では町の考えを前面に出し、理

念の基、基本目標、基本計画が設けられる。「北アルプスの空のもと」とい

う言葉を入れるのは違和感がある。 

丸山史子 会長 「北アルプスの空のもと」という言葉を入れることは反対であると 2名の

委員から意見をいただいたので、その部分を除き、他の言葉のみで理念とし

たいがいかがか。 

牛越邦夫 委員 事務局へ一任という意味か。 

丸山史子 会長 そうではなく、「北アルプスの空のもと」を除いた残り三行を基本理念と

し、他に望むことは下位の詳細の計画に入れていくことでどうか、という提

案である。 

牛越邦夫 委員 小澤委員から町へ望むことの意見が出され、私も文書で提案している。そ

れについて何も議論が無いことは寂しいが、どのようにまとめていくのか。 

丸山史子 会長 基本理念は先程私が提案した通りまとめたいがいかがか。 



牛越邦夫 委員 他にも委員から安心安全、人が元気、住んでよかった、住みよいまちづく

りというようにいろいろな意見が出ているので、そこをどのようにまとめて

いくか聞きたい。 

丸山史子 会長 只今の発言にある他に基本理念に入れたい項目は、基本目標で表していく

ということでどうか。他の委員の意見はいかがか。 

牛越邦夫 委員 基本理念に入れたいことは基本目標に出てくるから良いということでは

ない。基本理念に入れるよう要望が出ている項目をどう扱うのか。 

丸山史子 会長 それでは、要望が出されている言葉を端的にどのように入れていけば良い

か、考えを聞かせて欲しい。 

牛越邦夫 委員 先程も提案したが、理念は本日決めるのではなく、基本目標を審議した後

再検討すればどうか。私は次のように提案している。＜文書により提案した

理念を読む＞ 

赤田弥壽文 委員 基本理念は会社でいえば長期ビジョンにあたる。優先したい項目を例えば

教育や産業分野で、計画期限までにこのようにしたい、と抽象的に表現する

ことである。 

優先し選んだ項目をどのように考えてこの文書が出来たのか、その説明を

受ければ委員は納得できるのではないか。 

平林教育長 理念での最終目標は、「魅力あふれる美しい町」これを作りたいというこ

とである。町は魅力があふれ、日本一美しいまちをつくるよう取り組んでい

るので、「美しいまち」がキーワードになる。心身ともに健康で、豊かで温

かい心そして文化を育む。産業を拓くことにより人が集まる。そういう要素

が上の 2行に表されている。そういう考えで案が作られた。 

基本理念が長くなると頭に入りにくくなる。第 5次総合計画はこのような

理念にした。＜第 5次総合計画理念を紹介する＞短い言葉で全てを表すこと

は難しい。町が力を入れたいものは何か。今申し上げたことを参考にして、

本日出された意見も合わせて考え、最終的に作り上げていけばどうか。 

丸山史子 会長 牛越委員から理念の言葉を提案されている。教育長から只今町で案を作っ

た考えの説明があった。どのようにしていくか、他の委員の意見はいかがか。 

髙山明男 副会長 事務局提案の冒頭の「北アルプスの空のもと」を削り、説明文に安心安全

や、元気で暮らせて住んで良かったまちづくりを目指すということを加えれ

ばどうか。 

山﨑 猛 委員 事務局提案の理念は良く考えられており、「北アルプスの空のもと」は惹

かれる言葉ではある。 

理念は重要であり、基本目標や町が実現していきたいことが表され、理解

できることが必要ではないかと思う。 

「美しいまちづくり」も大事ではあるが、基本目標や重点施策には、計画

期間の 10 年の間に例えば人口を増やし少子高齢化を食い止めるというよう

な、違う希望があるかもしれない。牛越委員の提案されている事も入ってく

るかもしれない。 

事務局提案が悪い訳ではないが、町が本当に実現したいことは何か、全部

は感じられないので、計画全体を審議しながら理念で表現すべき事は何かと

いうことを捉えたらどうか。 



丸山史子 会長 他に何か意見はあるか。 

 〈意見なし〉 

丸山史子 会長 では山﨑委員の提案を採用して計画全体を審議した後理念に戻って再審

議するということでいかがか。 

 〈異議なし〉 

塩川課長補佐 後ほど再審議するにあたり、森泉委員より前回の審議会の際に出された、

どこの市町村でもあてはまる理念ではなく、池田町らしい表現にして欲しい

と意見について、どのように表現すればよいかわからないので、分かりやす

い説明をして欲しい。 

森泉恵子 委員 事務局案にある、「北アルプスの空のもと」というような風景を指すので

はなく、「豊かな心と文化」というあたりに池田町らしさが入ればよいと思

うが、今後審議していく中で再度考えていきたい。 

塩川課長補佐 審議の仕方について確認させていただきたいが、今後基本計画を 3回に分

けて審議していただくが、それが終わった後理念を再提案させていただくと

いうことか。 

丸山史子 会長 その通りである。基本目標や基本計画を審議する中でキーワードが出てく

ると思うので、可能な限りそれを盛り込んで再提案していただきたい。 

＜基本理念 基本計画審議後に再審議＞ 

丸山史子 会長 次に基本目標の審議に移る。質問はあるか。 

牛越邦夫 委員 私が提案した案についてまだ議論はされておらず、基本目標を審議する際

に扱うということになっていたが、案を説明させてもらえるのか、及びどの

ように議論を進めていくのか聞きたい。また町はどのような検討の上今回再

提案をするに至ったのか、説明して欲しい。 

丸山史子 会長 牛越委員、提案の説明をして欲しい。 

牛越邦夫 委員 ＜提案した案を説明する＞ 

丸山史子 会長 提案されている案は、「財政の健全化」以外は事務局案とつながっている

と思うが、事務局で提案した経過を説明して欲しい。 



小田切企画政策課

長 

提案いただいた「財政の健全化」について、町はそれを踏まえて行政の遂

行をしており当然のことであると認識しているため、あえて基本目標には記

載をしていない。 

身の丈にあった予算編成、これも十分その通りであるが、本年度は社会資

本総合整備計画の最終年度にあたり大型事業実施があるため、町の規模とし

ては多額の予算編成となっている。これは町の身の丈に合った規模では無い

と認識している。 

また詳細な施策について提案いただいたが、これは重点施策や前期基本計

画に記載する内容である。現在の事務局案には入っていないものもあるが、

計画に反映するよう検討したい。 

例えば「高齢者用の公共住宅の整備」という提案に関しては、表現は異な

るが総合戦略に入っている。一つは高齢者の住み替えという施策で、郊外へ

居住していた方が高齢になった際は病院などに近いまちなかの空き家に移

り住み、今まで住んでいた住居は移住者が使うというものである。もう一つ

はサービス付き高齢者住宅の建設、これは町が直接行うものではないが、民

間事業者のそのような構想を支援していく、という取り組みである。これら

は実現の可否は別にして総合戦略から総合計画に取り入れていくことにな

るのでご理解いただきたい。 

そのため、基本目標は事務局案を承認いただき、提案いただいた詳細な取

り組みについては基本計画で検討させていただくようにしたい。 

丸山史子 会長 事務局提案通りで良いか。 

 ＜異議なし＞ 

丸山史子 会長 それでは、事務局案を採用とする。 

＜基本目標承認＞ 

次に土地利用構想の審議に移る。質問あるか 

 ＜質問なし＞ 

丸山史子 会長 太田委員より変更案を提案いただいた上で事務局の再提案となったが、太

田委員は、この案についていかがか。 

太田芳寛 委員 こちらは「土地利用調整基本計画」と連動しているもので、それを踏まえ

て事務局より改正案が出されたので、これで良いと思う。 

丸山史子 会長 他の委員は意見があるか。 

 ＜意見なし＞ 

丸山史子 会長 それでは、事務局案を採用とする。 

＜土地利用構想承認＞ 

 

(1) 前回継続審議項目について（10～14ページ）（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

丸山史子 会長 前期基本計画重点施策について質問はあるか。 



赤田弥壽文 委員 小田切課長より、計画の構造について説明を聞いた。ピラミッド型で上に

基本理念があり、その下に基本目標、更に下に基本計画があるとのことであ

った。計画を戦略と戦術という言葉に置き換えて考えると、まず戦略があっ

てそれを実行するために戦術が三つ位方策になっていくと思うが、この提案

の、基本理念や目標との位置付けが良くわからない。 

六つの基本目標に対しての細かい戦術が重点施策に反映されるのではな

いかと思うが、基本目標「１自然環境を守り暮らしに活かす町」に対しての

施策が記載されていないと思うがどのようになっているのか。 

塩川課長補佐 基本目標は施策の体系にある各分野それぞれに対しての目標になってい

る。 

重点施策は前期基本計画の 5年の中ではどういうことに重点を置き、優先

的に予算や職員を配置して取り組んでいきたいか、ということを表したもの

である。 

施策を横断して重点的に取り組むものなので基本目標とはリンクしてい

ない。 

小田切企画政策課

長 

補足をすると、重点施策は、全計画の中で特に前半の 5年間はこの施策に

重点をあてて取り組むものである。 

基本目標は全て基本計画に反映されているので、ご理解いただきたい。 

丸山史子 会長 ＜質疑はあるか＞ 

私から質問であるが、「３ 人を魅了する美しく住みよいまちづくり」と

あるが、移住定住施策はイメージしやすいが、インフラの充実は当然その中

に入ってくるということで良いか。 

塩川課長補佐 その通りである。 

丸山史子 会長 また「魅了する」という言葉について、基本目標では「ひきつける」とい

う言葉に変えたが、ここはこのままで良いか。 

 ＜魅了するについては、特に意見なし＞ 

小澤裕子 委員 赤田委員の質問にもあったが、基本目標との整合性という点で、重点施策

は基本目標のどの取り組みを指しているのか、分かりやすくするために番号

を統一した方が良いのではないか。 

基本目標で後期基本計画に回すものがあれば、そのように記載した方が良

いのではないか。 

基本目標で使われている漢字について、「３ 人を引き付ける住みよい町」

の「引き付ける」は魅力がある方の字が正しいのではないか。 

また、「１ 次世代を地域で育むまちづくり」という所で、下 2行を 3行

名の後に入れた方が良い。またスポーツに関しての取り組みはその次に、食

育に関しては最後にした方が内容としてまとまると思うがいかがか。 

塩川課長補佐 只今提案をいただいた基本目標との整合性について、重点施策は施策を横

断した取り組みなので、番号を統一するという表記はできない。ご理解いた

だきたい。 

小澤裕子 委員 施策を横断するということはわかった。ただ基本目標の六項目が確定した

訳ではないではないか。 



塩川課長補佐 確定した訳ではない。（この発言は誤りで、確定している。後日訂正） 

基本目標は分野毎の目標が定められたものである。ご理解いただきたい。 

赤田弥壽文 委員 そうは言っても、私達委員にも分かりにくいものであれば、町民にはもっ

と分かりにくいのではないか。 

会社の目標に例えると、目標は通常数値化されるので、例えば売上の目標

が 10 年後には 10 億にしたい、ということであれば、5 年後はどうするか目

標を立て、実際に取り組む政策が紐付けて設けられる、というのが通常であ

る。 

横断するという意味がよく分からない。 

柳沢 剛 委員 私も、基本理念、目標と進んでくる中で、急に重点施策で横断しての取り

組みと表現が出てくるので、どういうことを意味しているのか、何故必要な

のかをもっと分かりやすく説明する必要があると思う。 

基本目標に対しての施策の中で重点的に取り組むものはこれである、とい

うことならば分かるが、今の提案ではよく分からない。 

太田芳寛 委員 私も分かりにくいと思う。施策の体系にも重点施策が出てこない。 

この体系に結び付けて分かりやすく示していただきたい。 

丸山史子 会長 三人の委員から横断する施策というのは分かりにくい。施策の体系とのつ

ながりを分かりやすく示して欲しい、との意見であるが、事務局はいかがか。 

塩川課長補佐 横断する施策というのは、「食育」の取り組みであれば、子育て支援、教

育、農業の振興及び保健予防という幾つもの施策にわたっているので横断し

たという表現にしてある。 

小田切企画政策課

長 

幾つか意見をいただいているように、重点施策は基本理念、基本目標、基

本計画とのつながりとは別に設けてあるので分かりにくいとは思う。 

今後分かりやすくするための改善を検討していかなければいけない。改善

案があったらお聞きしたい。 

柳沢 剛 委員 重点施策として取り組みたいという思いは分かるが、それをどのように表

していくか、が問題である。 

繰り返しになってしまうが、基本目標とのつながりが不明確。何故この重

点施策を設けたのか、及びこの施策を選んだのか、分かりやすい説明が必要

ではないか。 

丸山史子 会長 重点施策の設け方及び「１ 次世代を地域で育むまちづくり」の所では、

文節の順番についても変更要望が出ている。 

基本目標で設けられている中で重点施策に出ていないことは、後期基本計

画で取り組むという解釈で良いのか。 

柳沢委員、何か良い代案があるか。 

柳沢 剛 委員 代案を出すことは難しい。 

先程と繰り返しになるが、何故重点施策をこのように設けるのか、分かり

やすく説明する必要がある。この施策だけ取り出されてしまうと、他の事は

やらないのか、と誤解を招く恐れもある。 

また、施策の体系との繋がりが分かるような見せ方をした方が良い。 



牛越邦夫 委員 施策の体系にある分野から重点施策は一部取り出されて設けられている。

例えば体系の産業の活性化の分野には七項目施策があるが、重点施策には

「産業活性化 雇用創出・拡大」としか書かれておらず、この重点施策に入

っていない分野は後期 5年間の内に行うということか。 

塩川課長補佐 施策の体系にある各分野は、それぞれ大切であるが、その中で今はどの施

策に重点的に予算を配分して取り組まなければならないのか、表したもので

ある。 

残りの分野をおろそかにしている訳ではなく、限りある予算の中で優先的

に進めなければならないものを取り上げていると、ご理解いただきたい。 

牛越邦夫 委員 今後計画に沿って取り組みを進め検証をしていく必要があるのに、産業の

中でこの分野のみ取り出して書かれると、他の施策はどうしていくのか、わ

かりにくくなってしまう。 

塩川課長補佐 重点施策を設けた背景として、総合計画は、総花的に全体的な取り組みを

羅列して言葉だけの計画になりがちであるという反省の基に、特に今町の姿

勢として何を重点的に取り組みたいということを表現してある。 

町民アンケートでも、子育て支援に関する施策を最も優先的に進めて欲し

いとの意見が多かった。むしろその町民の意向を活かすために今はこの取り

組みが大事である、ということを説明している。 

この重点施策に入らなかった項目は後期に入れるという考えの基設ける

となると意味は無いので、むしろこの重点施策を無くしてしまった方が良

い。 

牛越邦夫 委員 この重点施策だけが前面に出てくれば誤解を招きやすい。ここに書かれな

かった分野はどうなるのか、と批判が出ることになる。 

塩川課長補佐 何故この施策を取り上げたのかは、重点施策の初めに書かれているので、

表現が足りないとは思うが紹介する。＜重点施策の冒頭を読み上げる＞ 

山﨑 猛 委員 他の委員と同様、分かりにくいと思う。施策の体系があり、重点施策が出

てくると誤解されやすいのではないか。 

施策を進める方針として横断という言葉が使われているが、施策を進める

方針としてまとめた、とうことになるのではないか。 

前期基本計画の実施方針としてこのようにまとめた、と説明した方が理解

されやすいのではないか。施策を推進するための方針とすればどうか。 

丸山史子 会長 今提案があった方向で、文面に修正を加えて進めていけばどうか。 

牛越邦夫 委員 なぜこの分野に絞ったのか説明出来ないのではないか。一部だけ取り出す

のは筋違いではないのか。 

第 5次総合計画でもそのようになっているのか。 



塩川課長補佐 第 5次総合計画でもそのようにしてあるし、他市町村の計画も同様である。 

県の計画は作り方が異なり設けられてはいない。 

繰り返しになるが、町は今生まれる子どもの数が少ないことに大変危機感

を感じている。今年度生まれる子どもの数は 30人前後と推測されている。 

人口減少・高齢化が進むと、福祉分野に係る経費が増える。働き手が少な

いため収入が減り財政も苦しくなる。子育て世代を増やすためには働く場

所、住む所が無ければいけない。 

牛越委員も基本理念で提案されていた安心安全なまちづくりのため、防災

にも力を入れなければならない。そのため共助を進め、地域の防災・減災力

を強めなければならない。 

アンケートでの意見を活かすため及び町の重要課題を解決するためにも、

今はこの施策が重要であるということを表していて、事務局としてはここが

一番大切であると考えている。 

表し方が良くないことは今までいただいた意見でよくわかるが、このよう

な思いで提案していることを理解いただきたい。 

赤田弥壽文 委員 事務局の考えがわかってきたが、施策の体系にあるそれぞれの取り組み

は、10年かけて行う重点施策であるが、今提案いただいている事は山﨑委員

の発言の通り、前期で 5年かけて取り組む方針に当たるのではないか。 

どうしてその方針を立てたのか、というと、限られた予算、職員、時間の

中で「選択と集中」をせざるを得なかったからだと思う。 

皆やらなければならない事の中で、優先的に取り組むべき事を選択し、そ

れについて 5年間は集中して取り組みたいとの方針になる。 

前期の喫緊の課題を整理し判断基準を明確にして選択し、他の施策もやり

つつ 5年間はここに重点的に取り組むという説明が出来れば良いのではない

か。 

丸山史子 会長 今いただいた意見をまとめ、前期の喫緊の課題を整理して事務局の考えを

入れ再提案していただくということでいかがか。 

他の課題にも取り組みつつ、前期 5年間はこの部分に力を入れて取り組み

たいとの方針である。 

牛越邦夫 委員 施策の体系はそのまま残した上で今後の 5年間はこういうことを重点的に

取り組みたい、というようにまとめたらいかがか。 

丸山史子 会長 事務局としてはアンケート結果から、町民が一番課題としていること及び

望んでいることを入れることになると思うが、次回再提案して欲しい。 

＜前期基本計画重点施策次回再検討＞ 

６ その他 

 (1) 次回審議会の案内 

   今後予定よりも審議会回数を増やして審議することを依頼 

（塩川課長補佐） 

 

７ 閉 会 （髙山副会長） 

 

終了 11：55 


