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第 1 回信濃町長期振興計画審議会 議事録 

 

日時：平成 26 年 7 月 7 日（月）10：00 から 

場所：役場 第１,２会議室 

出席者：審議会委員 19 名（3 名欠席）、松木町長、事務局 3 名 

 

１ 開 会 

（事務局） 

定刻になりましたので、ただ今より第 1 回信濃町長期振興計画審議会を始めさせて

いただきます。本日は公私ともにお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござ

います。議事に入るまでの進行を仰せつかりました総務課長の北村でございます。よ

ろしくお願いします。本来であれば町長より人事通知書を交付するところですが、時

間の都合もありますのでお手元に配布させていただきましたのでご確認いただければ

と思います。 

条例の規定によりまして委員の過半数以上の出席が開催要件となっておりますが、

本日は 19 名の委員に出席いただいていますので、会議が成立していることを申し上げ

ます。それでは、町長からあいさつを申し上げます。 

 

２ 町長あいさつ 

（松木町長） 

皆さんおはようございます。雨の降る中、第５次長期振興計画の審議ということで、

各界を代表する皆さんにお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。 

ご存じのとおり 10 か年の第 5 次長期振興計画を策定していただいてから、早いもの

で前期 5 年が経ちます。これから後期に受けて取り組んでいくわけですけれども、皆

様にはご苦労をおかけしますが、この町がより良くなるような指針となるよう計画策

定について審議をしていただければありがたいと思います。 

私たちも指針に則って施策を進めて参りますが、やはり羅針盤がしっかりしないと

町民の皆様にとっても忸怩
じ く じ

たるものがあると思います。そういう意味では大変責任あ

る重要な業務でございます。どうか皆様方の英知を集めていただきまして、後半の羅

針盤を定めていただきますよう心からお願い申し上げまして、整いませんが御礼とお

願いのあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

３ 自己紹介 

～各委員及び事務局からそれぞれ自己紹介～ 

 



 2 / 7 
 

４ 審議会条例の説明 

（事務局） 

 ～信濃町長期振興計画審議会について説明～ 

 

５ 会長の選出 

（事務局） 

これより会長の選出を行います。会長の選出につきましては、条例により委員の皆

様の互選により決めることとなっています。どなたかご意見あればよろしくお願いし

ます。 

（意見無し） 

特にご意見がなさそうですので、事務局案でございますが、前期計画策定時にも会

長を務められました、教育委員長の竹内委員にお願いしたいと思いますがよろしいで

しょうか。 

（拍手） 

それでは竹内委員を会長として皆様にご承認いただきましたので会長席へご移動願

います。 

  ～竹内委員、会長席へ移動～ 

（竹内会長） 

ただ今指名によりまして、前回同様お前がやれということで皆さんの了承をいただ

いたので会長を務めさせていただきます。前回は５年前の事ですからほとんど覚えて

おりませんが、これから作る計画あるいは審議の中身については、町民の一人として

大いに関心あることですし、町の羅針盤について審議いただく大変な会議でございま

す。微力ではありますが皆様のご協力をいただく中で、会議を進めたいと思いますの

でご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

６ 会長代理及び議事録署名委員の指名 

（事務局） 

続きまして会長代理を決めていただきます。会長の指名でお願いしたいと思います。 

 

（竹内会長） 

事務局の方で案がまとまっているようですので、私のほうから申し上げてご承認を

いただければと思います。前回策定委員会の委員長をお務めになった佐藤満雄委員を

お願いしたいと思いますので、ご承認いただけますでしょうか。 

（拍手） 

ありがとうございました。それでは佐藤委員お願いします。 

 ～佐藤委員、会長代理席へ移動～ 

（佐藤会長代理） 
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突然言われて戸惑っておりますが、前期では策定したものをこの審議会で責められ

た一人ですので複雑な立場でございますが、竹内会長を補佐していけるか不安もあり

ますが引き受けさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。次に本日の議事録署名委員について会長から指名をお願

いします。 

 

（竹内会長） 

第 1 回目の議事録署名委員について、恐縮でございますが出席されている委員の番

号順で 2 番の須藤委員、4 番の間瀬委員を指名します。 

 

（事務局） 

以上で審議会役員が決定しましたので、計画策定についての諮問を行います。 

 

７ 計画策定について諮問 

 ～松木町長から竹内会長に諮問書が手渡される～ 

（竹内会長） 

ただ今、松木町長から、平成 27 年度を初年度とする第 5 次長期振興計画の後期計画

策定について、当審議会に意見を求められたところでございます。これから事務局を

中心に精力的に計画策定作業が進められるものと思いますので、内容について間違い

なくこの５年の羅針盤となっているのかどうか、このメンバーで議論し、意見を答申

としてまとめていきたいと思います。今日現在、計画の内容はまだございません。し

たがって、案が提起される段階ごとに会議を重ねていくことになるかと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 

８ 審議事項 

（事務局） 

これより審議事項に入ります。審議につきましては規定により会長に進めていただ

きますのでお願いいたします。 

～町長退席～ 

（竹内会長） 

町長は所用によりここで退席します。それでは、後期計画の策定手順について事務

局から説明をしてもらいます。 

 

（事務局） 

～資料について説明～ 

・計画策定方針について 
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・策定スケジュールについて 

・町民アンケートについて 

 

（竹内会長） 

ただ今、事務局から策定についての手順、住民意向アンケート調査、さらには基本

構想と計画部分を明確に分けたうえで、構想については変更せず、計画については前

半 5 年の検証・ 状況変化を踏まえて案を策定し、審議会の意見を求めるとの説明が

ありました。今の説明に対して、全体にわたって進め方や認識など、ご不明な点があ

ればご発言をお願いします。 

先ほど佐藤会長代理から、前期計画策定の際に策定委員長を務めたが審議会で責め

られたとのお話がありました。そのあたりの事情をご説明いただけますか。 

 

（佐藤会長代理） 

策定したものを審議会でお諮りするときに、「コンサルタントの言う通りに書いたの

では」あるいは「過去の計画に載っているのに全く進捗していない項目があり、絵に

描いた餅になっている」とご指摘され苦労した覚えがあります。 

 

（竹内会長） 

ありがとうございました。当時の副委員長であるＡ委員さんから、関連して意見あ

りましたらお願いします。 

 

（Ａ委員） 

前回は部会も含めますとおそらく 100 回を超える会議を行いました。今後 10 年のま

ちづくりを決めるということで、私自身、当時は公募委員として重要な任務に責任を

感じていたところです。 

先ほどの説明ですと、基本的には構想は変更しないということで、それは当時の策

定に関わった人間としてはありがたいところだが、5 年前と現在で変わっている状況も

あります。人口も先日の広報で 9,154 人と記載があり、減少に歯止めがかかっていな

いという感じを受けているので、本当に前回のままでいいのかなと正直感じるところ

もあります。 

構想の変更には議会の議決が必要とのことでしたが、その辺も含めて大いに議論し

ていただいて、その上でもし変更の必要があれば議会にも説明して変えていく必要も

あると思います。まだ庁内の案ができていないとのことで、それが上がってきたとこ

ろで必要であれば見直すこともやっていくべきではないかなと思います。 

 

（竹内会長） 

貴重な 5 年前の感想、これから私どもがどういう視点で審議していけばいいのかと

いうご発言をいただきました。ありがとうございました。 

審議会というのは何を審議するのかがはっきりしていないと、ただ作っているだけ

の計画になりかねないだろうし、また今後の 5 年間がどうなっていくのか明確に示し
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ていかないと、不透明なままだと、町民の皆さんが皆で盛り上げていこうじゃないか

という気概が生まれてこないと思います。したがって、何をこのメンバーで議論する

のか明確にするよう、庁内策定委員会には強くお願いしておきたいと思います。 

加えて、先ほど事務局から、評価は若干の修正もあると話がありましたが、前半 5

年間の評価を町民に分かるようにきちっとやっていただきたい。それを踏まえての後

半 5 年間となるような明確な計画案となるようお願いしておきたいと思います。 

他にご意見はありますでしょうか。 

 

（Ｂ委員） 

1 点確認なんですが、私もメンバーになっている行財政改革推進委員会で、3 月に長

期振興計画の進捗状況をしたが、こういったものは今回参考にするのかどうか教えて

ほしい。 

 

（事務局） 

この中にも行政改革推進委員会のメンバーがいらっしゃいますが、行政改革大綱と

併せて長期振興計画も毎年進捗状況を審査していただいております。現在その資料に

ついて、もう少し具体的な様式に整理するよう庁内策定委員会に依頼しています。そ

の資料を次回の会議で見ていただけるよう考えています。 

 

（竹内会長） 

他にいかがでしょうか。 

この一か月の新聞報道でご覧いただいているかもしれませんが、ある研究所の調査

によれば、信濃町も何年か後には 4,000 人程度になるというわけですね。先ほども話

がありましたが、構想で一万人を目標にしているが、現実にはこういう予測もありま

す。したがって、そういう課題については、目を背けることなく町民みんなで、どう

したらいいのか、いろんな角度から知恵を出し合って減少の歯止めになるよう考えて

いけたらいいと思っています。今後事務局からアンケート結果などの各種資料が提示

されていくわけですが、現状を正確に捉える中で、将来を展望したいという思いです。 

 

（Ｃ委員） 

スケジュールについて、11 月の会議から具体的な審議をする予定となっていますが、

アンケート結果と前期計画の評価が基になることから、審議会はその内容をよく見な

がら考えていかなければならない。特にアンケート結果は 11 月に報告となっています

が、これからの信濃町を語るうえで、これは相当重要だと思っています。これらの内

容を十分に承知していないと、後期計画を審議する上でしっかり物事を見ることがで

きないのではないかと思います。 

そこで、忙しいかとは思うが、アンケート結果が出たところで 11 月の会議より早め

に審議会へ提示いただく努力をしていただきたい。内容が分からないまま進むことの

ないようにしたいのでよろしくお願いします。 
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（竹内会長） 

審議会に対して早めに資料を提示していただき、それを踏まえての議論となるよう

ご意見がありました。その旨を事務局へ要請したいと思いますのでよろしくお取り計

らい願います。 

 

（事務局） 

アンケート調査はこのあとすぐに実施する予定です。アンケートは 2 週間を目途に

実施しまして、分析に一か月くらいかかる予定ですので、結果がまとまるのが９月下

旬くらいだろうと思います。まとまり次第、早めにご提示したいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

（Ｄ委員） 

基本構想の中に、将来目標人口１万人というのが示されていて、この数字は非常に

大事だと思っております。現人口から仮に約 850 人増えたとして、そのうち 1 割が小

中学生の年代にあたれば、信濃小中学校の人数は 700 人を越えます。それがどういう

学校になるかというと、今 3，4 年生と 7 年生が 2 学級編成ですが、それが全て 3 学級

編成になります。2 学級編成と 3 学級編成では活力が全く違います。もちろん町ではき

め細かな教育のために予算つぎ込んでいただいておりますので、2 学級でも活力ありま

すが、やはり子ども間、職員間の活性化が違ってくると思います。 

そんな意味からもこの１万人は大事な数字となってくるので、人口増のためいろい

ろな施策が今後挙げられると思いますので、私としてはそこを大事にしていきたいと

思います。 

 

（Ｅ委員） 

前回委員を務めた時は、人口 9,927 人の時点で予測したわけですが、推計値という

のは、コンサルタントの方などがいろんなファクターを加味して出した数値でして、平

成 30 年度で８千人近い推計値になっていました。本当にこんなに減ってしまうのかな

と思いつつ、当時の人口より少し増やした 1 万人を目標としました。実際には推計値と

同じ数値に来ているのが今の現実なのかなと思っています。 

当時は、人口を減らさないような策をいろいろ考える中で、私は特に教育文化の分

野を担当したのですが、子育て支援や若い世代が集まってきてくれるような魅力のあ

るまちづくりをするべきじゃないかということで、例えば、お母さんが安心して働け

るように、6 時くらいまで子どもを預かれる場所や学校の下校時間後に子どもが待って

いられる場所の整備という具体的な計画を挙げました。実現されていれば人口減少の

歯止めに効果があったのではないかと思っていますが、具体的な項目を挙げても、庁

内策定委員会やコンサルタントのフィルターを通すと、きれいな文面で計画の文面が

できあがって、具体的なことがなかなか実行に移されないということがあります。人

口減少をストップして、できれば１万人に増やしたいという思いもありますので、具

体的に何をやるんだということを、誰もが分かる言葉で、いくつか重点的に考える必

要があると思います。 



 7 / 7 
 

 

（竹内会長） 

目標１万人に向けてのお話しをいただきました。全く同感でして、Ｅ委員もフィル

ターという言葉を使われましたが、計画策定にはプロのコンサルタントの皆さんがお

りまして、その皆さんが体裁を整えると、肝心な部分が、場合によっては壊れてしま

うというご指摘と思います。私も前回の議論の中で、そのような意見があったのを記

憶しております。 

美辞麗句が表に出るがために、具体的な施策というか、町民レベルでの表現・項目

が引っ込んでしまうという感じがあり、それが前回の反省点かと思います。そういっ

た点は極力避けていくという視点で進めていきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

他にいかがでしょうか。それでは時間となりましたので本日の審議事項については

閉じさせていただきます。 

 

９ その他 

（事務局 北村課長） 

ありがとうございました。その他ということで、事務局から若干連絡事項を申し上

げます。 

 

（事務局 川野主任） 

本日はありがとうございました。次回の審議会につきましては別途通知申し上げま

すが、現時点では秋頃を予定しています。先ほどお話しのあったとおり、会議資料に

つきましては早めにご提示できるよう留意していきます。 

 

（事務局 北村課長） 

以上で第 1 回長期振興計画審議会を閉じさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

10 閉 会 午前 11 時 5 分 

 

 


