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第 2回長期振興計画審議会 議事録 

 

日時：平成 26 年 11 月 28 日 15：00 から 

場所：役場第 1，2 会議室 

出席者：審議会委員 16 名（6 名欠席）、横川町長、事務局 4 名 

 

 

１ 開 会 

（事務局） 

大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。定刻ですので、ただ今か

ら第 2 回長期振興計画審議会を始めさせていただきます。恐縮ですが、会場の都合も

ありますので 4時 30分を目途に会議を進めていただければと思いますのでご協力をお

願いします。 

開会にあたりまして町長からあいさつを申し上げます。 

 

２ 町長あいさつ 

（横川町長） 

みなさんこんにちは。お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。今

日から重責を担う事になりました横川でございます。  

長期振興計画の審議会ということで、ご審議いただくということでございます。今

回が 2 回目ということで大変ご苦労さまでございます。長期振興計画は、町の最上位

の総合計画という位置づけでございまして、皆さんには計画期間 10 年間のうち、後期

5 年にかかる見直し含めてのご審議をいただくことになります。ぜひ忌憚のないご意見

を頂戴しながら、より良い計画となるようご協力のお願いを申し上げてあいさつとさ

せていただきます。 

 

３ 会長あいさつ 

（竹内会長） 

皆さんご苦労さまでございます。一言だけお話しさせていただきます。今日から初

登庁という大変お忙しい日程の中、新町長さんからご挨拶をいただきました。これか

ら審議する長期振興計画は、間違いなくこれから進もうとする羅針盤になるもので、

本日から本格的な議論になろうかと思います。委員の皆さんにはぜひ積極的にご発言

いただきまして、中身の濃い審議結果を示していきたいと思いますのでどうかよろし

くお願いいたします。  

そうは言いましても、自然の驚異というのはある日突然襲うわけでして、その点も

含めて後期計画には十二分に反映して、町民の皆さんの不安を取り除くことが望まれ

ているだろうと、昨今の状況を見て強く思うところです。そんな視点での審議をつけ

加えてもらえればありがたいと思う次第でございますのでどうかよろしくお願いしま
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す。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。大変恐縮ですが、町長は公務のためここで退席いたしま

す。 

～町長退席～ 

 

４ 議事録署名委員の指名 

（事務局） 

次第に従いまして議事録署名委員の指名を行います。会長からご指名をお願いしま

す。 

 

（竹内会長） 

本日の議事録署名委員は、恐縮ですが、名簿の順により 8 番の佐藤委員さん、それ

から 9 番の和田委員さんのお二人にお願いします。  

 

（事務局） 

ご指名させていただいた委員には後日署名をお願いします。それでは審議事項に入

ります。進行につきましては会長からお願いします。  

 

５ 審議事項 

（竹内会長） 

冒頭に事務局から、概ね 90 分くらいの進行という話がありました。その点にもご協

力いただいてご審議をお願いできればと思います。お手元の次第に基づきまして、審

議してまいります。最初に、前期基本計画の評価について事務局から説明をお願いし

ます。 

 

（１）前期基本計画の評価について  

～「信濃町前期基本計画点検・評価報告書」について事務局から説明～ 

 

（竹内会長） 

事前に事務局から資料をいただきまして、委員の皆さんにはお目通しいただいてい

るかと思います。いろいろな思いで前期計画の評価をご覧いただいたところかと思い

ますが、ご意見ご質問ありましたらお願いします。（発言無し） 

お話しありましたように 345 項目、フラットに並べての点数化ということでした。

なおかつ役場の職員の皆さんのお立場での実施状況の点数化ということですので、私

ども一町民の立場で見たときに、ちょっと…という部分も無きにしもあらずと思いま

す。また、後ほど総括的に質問等受け付けますので次に進みます。議題 2 番目の町民

アンケート調査及び各種団体意向調査についてお願いします。  
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（２）町民アンケート調査及び各種団体意向調査の結果について  

～「町民アンケート調査結果報告書」「各種団体意向調査結果報告書」について 

事務局から説明～ 

 

（竹内会長） 

ご意見ご質問ありましたらお願いします。  

 

（Ａ委員） 

先ほどの評価の話に戻るのですが、D と E の評価に着目してみました。資料の 23

ページの主要施策「子どもや若者の夢の実現への支援 通学のための配慮など、中学

卒業後の教育を受けるために必要な支援を行います」が D 評価とあります。これより

上段に記載の施策を見ると、ほとんどが A、B 評価で、小中一貫校、いわゆる義務教

育の部分となっています。新しい学校が開校して、基本的な教育方針、あるいはそれ

を実行していただいている先生方のおかげで、かなり効果が上がってきていると思う

のですが、今言った D 評価の項目については、中学校を卒業した後、例えば高校進学

した場合の電車通学への支援といった内容かと思うが、せっかく義務教育でいい効果

が出始めているので、その先も安心しながら信濃町から通わせられるように、この世

代の子ども達への施策にも力を入れていただきたい。達成度ということで、当然取り

組んでいないものに関しては評価できないと思うが、効果に対しての評価ではないの

で、実施した分は評価が上がると思うのでぜひ取り組んでほしいと思います。 

それと、前期基本計画策定の時に 向こう 5 年間で重点的に取り組みたい重点プロ

ジェクトを 4 つ掲げています。5 つの柱を立てて、冊子の冒頭に挙げて課を越えて横

断的に取り組みますということだが、これらについての評価は今回の資料の中に含ま

れていなかったが評価はどのようになるのかお聞きしたい。 

 

（事務局） 

まず、電車通学する子どもへの支援について、委員が申された通り前期計画内では

実施しておりませんでしたが、後期では、しなの鉄道利用者への補助という形で支援

していく方向です。  

また、５つの重点プロジェクトについて、ご指摘のとおり重点プロジェクトという

枠での評価は入っておりません。また事務局で検討して対応しますが、簡単に申し上

げますと、人口増プロジェクトについては、実質的に減っておりますので効果が上が

っていない部分があります。住民の健康プロジェクトについては、先の説明のとおり

達成度 7 割強の評価ということで、概ね良好というところです。住民の交通プロジェ

クトについて、課題はまだ残されておりますが、公共交通の協議会等による立ち上げ

や、JR に替わりしなの鉄道が開業ということで評価は高いのではと思います。農業と

観光と環境プロジェクトについて、比較的評価が低く、6 割の評価となっており、これ

については後期で力を入れて進めるべきところかと思います。口頭で申し上げました

が、事務局でまとめまして、後日皆様にお配りしたいと思います。  
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（Ａ委員） 

ぜひ発信してもらいたい。例えば公共交通プロジェクトに関して、しなの鉄道が JR

から切り替わったとか、課題などの厳しい点もぜひ町民の皆さんに認識してもらう必

要があると思うのでぜひやっていただきたい。 

 

（Ｂ委員） 

団体意向調査報告書の中の、「2.生活環境分野 ④冬期間のみ利用する共同住宅の設

置」について、先日の民生委員会議の中で話題になった。空き家入居者について募集

したところ希望者が複数集まったが、プライバシーの関係もあって部屋割りに課題が

生じたため、共同住宅の設置は必要だと思った。これからどんどん高齢化が進む中で、

信濃町は寒冷豪雪地帯でもあるので、冬期間のみの共同住宅は必要だと思っていると

ころですのでぜひお願いしたい。  

 

（事務局） 

民生委員会の中でもお話があったようですが、私どもも長期振興計画に基づいて、3

カ年の実施計画というものを作っており、その中で、後期計画という位置づけではな

いのですが、高齢者用の共同住宅について検討するということを担当課から聞いてい

ます。いろいろと課題がありますので、立地条件等も含めて検討事項ということにな

っておりますのでよろしくお願いします。  

 

（竹内会長） 

ありがとうございます。具体的な施策に踏み込んでの検討ということでした。また

担当セクションと詰めていただければと思います。他にはありますか。  

 

（Ｃ委員） 

資料に目を通させていただいたのですが、住んでいる方の多くが魅力を感じていて、

素晴らしいと思ったし、私自身も素晴らしい町だと感じています。けれども、冬がと

ても厳しいので、雪が降らないところへ行きたいという人が多いという結果となって

います。例えば、北海道などでは雪が多く降っても家の中は暖房で暖かいとのことだ

が、要するに、安心して冬を乗り切れるように、暖房に係る助成なども考えればもっ

と人も増えるのではないか。住むのは雪の少ない長野市・須坂市、働くのは信濃町と

いうような形もあると思います。ですからもっと皆さんで知恵を出し合って、安心し

て暮らせる信濃町になってほしいと考えています。  

 

（竹内会長） 

ありがとうございます。まさに冬の寒さと大雪をどう克服するか、これがやはり 3

番目の議題にもなりますが、これからの人口をどうやって増やしていくか、キーポイ

ントのところだろうと思います。そういう意味で、後期 5 年の中身について、委員の

おっしゃるようなものの見方というのは大事だし、そういう町民の気持ちがあって、

これからのまちづくりになると思いますので、共通の認識としてお持ちいただき、い
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ろんな施策に絡ませて取り組んでいきたいと感じました。  

そのほかにありますでしょうか。なければ 3 つ目の人口予測について事務局から説

明いただきます。今回の町長選挙の争点の一つでもありましたし、いろいろな場面で

話題になることでもありますのでお願いします。  

 

（３）人口予測結果について  

～「人口予測結果報告書」について事務局から説明～ 

 

（竹内会長） 

事務局から今回の予測に関わる経過、それから基本的な考え方の説明がありました。

第 1 回目の会議においても、10,000 人の目標については計画期間内でもあり、大きな

目標として掲げて、変えないでいきたいというご発言もありましたし、先般の町長選

挙についても、人口減少に係る課題は大きな争点でありました。事務局としては２つ

の案が考えられる中で、これまでの経過を踏まえ、引き続き取り組んでいきたいとい

う話でございましたが、庁内策定委員会での経過等をお聞きしたいと思いますがよろ

しいですか。 

 

（事務局） 

庁内策定委員会においても先ほどの 2 つの案を示し、庁内の係長以上の職員から意

見を伺いました。職員からは、今のままでは 10,000 人は厳しいという意見を多数いた

だきました。そんな中で、達成できないから途中で目標を下げるというのも理由にな

りづらく、また、達成をめざして高い目標を掲げて努力するということも重要なこと

と思いますので、目標継続ということでご提案させていただいたところです。  

 

（事務局） 

若干補足させていただきます。職員のヒアリングの中では、実際の自然減、つまり

亡くなられる方と生まれる方の差が大体 100 人余りという状況で、10,000 人に近づけ

ていくのは厳しいというのが現実です。しかしながら、前町長の公約であった企業誘

致や、新町長の公約である人口増の施策がある中で、目標半ばで簡単に諦める訳には

いかないという思いもあり、まだ打ちだせる施策や、今取り組んでいてこれから効果

が出てくる施策もあるだろうということで引き続き努力していきたいということです。 

それから、国の方でも人口減に関して、地方で人口ビジョンという計画を立て、人

口減対策に取り組みなさいという動きがあります。施策とすれば企業誘致や住宅整備、

結婚支援のようなものも含めて計画を作っていかなければならないと考えています。

そういった点も含めて、引き続き 10,000 人の目標で皆さんにご協力いただいて、また

いい施策案があれば提案いただきたいと思っております。  

 

（竹内会長） 

ありがとうございました。役場内においての検討経過をお話しいただきました。こ

れを踏まえてご意見あればお願いします。  
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（Ｄ委員） 

事務局から話があった前期基本計画の進捗状況の中で、平均 74.5 点を下回っている

のは、「第 3 章 地域の産業」のみで、また、町民アンケートにおいても、産業全般の

満足度が低く、優先度が高いという結果になっている。産業というのは人口に深くか

かわってくるので、この部分が進捗できなかったのが影響していると思うので、目標

は下方修正せず、今のままでよいのではないかと思います。  

 

（竹内会長） 

ありがとうございました。下方修正は必要なしとのご意見でした。やるべきことが

できていないからこの結果になったというご指摘かと思います。 

 

（Ｅ委員） 

人口目標を 10,000 人から 8,500 人程度に下方修正した場合、どういった部分で変わ

ってくるのでしょうか。目標は高くなければ目標じゃないと思うので、今のままでい

いと思うのですが、数値を変えた場合に今回のような評価結果というところで影響す

るものか、そのあたりがわからないので。  

 

（竹内会長） 

私もお聞きしていまして、8,500 人にトーンダウンすると税収も当然減り、事業規模

が小さくなり、役場の職員体制も縮小、またいろんな施策も縮小といった具合にマイ

ナスの連鎖というような心配があるわけです。私も同じように思っていたところです

ので事務局で説明願います。  

 

（事務局） 

今ほど会長が申し上げたとおりです。長期振興計画上では、目標を下げますとその

分収入等も減りますので、事業も縮小し、規模に見合った計画に見直す必要がありま

す。人口が減っているのは事実なのですが、まだ打てる施策があるのでもう 5 年間努

力していきたいということです。また、Ｄ委員がおっしゃったように、産業振興につ

いて、まだ足りていない部分があるとのことですので、こういった手立ても考えなが

ら後期でも 10,000 人を目指したいということです。  

 

（Ｅ委員） 

実際には 10,000 人にならないとの予想がある中で、税収などで 10,000 人の想定を

していても実質的に入ってくるのは 8,500 人くらいと、目標値が異なって計算があわ

なくなる場合があるのではないか。  

 

（事務局） 

行政としてはそこが悩ましいところで、計画上では 10,000 人の目標ですが、ところ

が個別の施策、例えば施設の建て替えなどで 10,000 人規模を想定しても、何年か後に
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7,000 人となると整合性が取れない部分もでてくる。職員からすると無難に現実にあわ

せたいという気持ちがあります。予算的には、10,000 人の収入が得られるわけではな

いので、現実の規模で事業を進めていく。あくまで目標値としては 10,000 人を目指し

た施策を組み込んでいきましょうということです。  

 

（Ｆ委員） 

関連して、人口構成では、子どもの割合が減って高齢者の割合が増えて、全体とし

て人口が減るようになってくるが、税収に関係しない人口が増える中で、今後の税収

見込みと人口構成がどのようになってくるのかという数値をある程度つかんでいれば

聞かせていただきたい。  

 

（事務局） 

税収だけで考えますと、予算上は前年対比で計算しています。税金や交付税収入な

ど多数種類がありますので複雑なところですが、単純に考えれば人口減るのだから収

入も減るというところでして、どの程度減るかという詳しい想定まではしていないの

が実情です。 

 

（竹内会長） 

他にいかがでしょうか。  

 

（Ｇ委員） 

地区の保育園の状況見ると、園児の数が少なくなってきている。その理由を考えて

みるに、産める環境が整っていない等といったことが考えられる。今後の大きな課題

として、町民の中でも、親世代の関係に補助金を出すなどして子どもが増える環境づ

くりが大事じゃないかと思う。 

 

（Ｆ委員） 

参考にお聞きしたいのですが、見込みとして 20 歳から 39 歳ぐらいまでの女性の割

合というのは、この 10 年の期間の中でどう推移しているかデータはありますか。国の

方ではとらえているようですが。  

 

（事務局） 

人口構成については町勢要覧等で示しておりますが、今おっしゃった出産可能年齢

については、数字としては今持っておりませんがホームページ等でも載っているかと

思います。 

 

（事務局） 

女性の年齢構成の割合とのことですが、国の方である程度の推計データを出してお

りますし、配布しました報告書の中でも 31 年度時点での 5 歳ごとの年齢階級で男女の

人口構成の推計を掲載しています。  



 8 / 8 

 

 

（竹内会長） 

他にどうでしょう。  

 

（Ｈ委員） 

計画書の中では、H26 年度の人口 8,940 人の予想だったのが、今、10 月現在 9,128

人となっており、予想よりは多いということを考えると、何らかの効果は出たのでは

ないかなと思いますので、目標は下げなくても、別の施策を打っていけば実現可能で

はないかなと思います。  

私の住んでいる地域あたりになると、町外から来た人がほとんどなので、産業の構

築と景観整備事業などを行っただけでも環境は変わってきますし、こちらに来て生活

している方々は地域の発信力もかなりありますので、そういった点も活かしていけば

違う意味でのまちづくりも見えてくるのではないかと思いました。  

 

（竹内会長） 

ありがとうございます。心強いご発言でした。いろんな施策を縦横無尽に展開して、

特にウィークポイントのところを重点に進めようという手法かと思いますが、アンケ

ート結果あるいは団体意向調査などもふまえて、個別の施策をやるかどうかという議

論になります。今日においては、提案の目標 10,000 人について継続ということでご確

認いただければ、庁内でこれから具体的な施策について検討していくことになります

が、今日の集約としてそんなところでよろしいでしょうか。（異議なしの声）はい、あ

りがとうございます。全員の方から人口目標については 10,000 人を継続して進めてい

くということでご確認しました。  

議案については以上とさせていただきます。その他事務局からありますか。 

 

６ その他 

～今後のスケジュールについて説明～  

 

７ 閉会 

（事務局 北村課長） 

竹内会長にはスムーズな進行をしていただきありがとうございました。また委員の

皆様には貴重な意見をいただきましてありがとうございました。それでは以上を持ち

まして第 2 回の長期振興計画審議会を終了いたします。本日はありがとうございまし

た。 

 

 （終了 16：25） 

 

 


