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第５回信濃町長期振興計画審議会 議事録

日 時：令和元年 8 月 20 日（火）15 時～16 時 20 分

場 所：信濃町役場 第１･２会議室

出席者：

○出 席 委 員 佐藤 惠明 委員、永原 邦德 委員、静谷 貢 委員、間瀬 一朗 委員、

砂山 聡 委員、諏訪戸 裕子 委員、原山 公平 委員、飯塚 弘司 委員、

小林 美恵 委員、大澤 保博 委員、吉川 功一 委員、勝野 学 委員、

黒田 美代子 委員、松村 修 委員、太田 美佳 委員、佐藤 恵里 委員

（16 人）

○町 （ 事 務 局 ） 横川町長、小林総務課長

総務課まちづくり企画係 黒田係長、本藤主任

○計画策定支援事業受託者 特定非営利活動法人 SCOP 北村主席研究員、鈴木研究員

１ 開 会

（小林総務課長）

本日はお忙しい中、また雨の中お集まりをいただきましてありがとうございます。定刻に

なりましたので、ただ今から第５回信濃町長期振興計画審議会を開会いたします。本日の進

行を務めます事務局の総務課長の小林です。よろしくお願いします。

本審議会は、お手元にお配りをいたしました資料１にございます、信濃町長期振興計画審

議会条例に基づきまして、町の最上位計画である信濃町長期振興計画に関し、必要な審議を

行うために設置されております。

はじめに、審議会委員の委嘱について報告をいたします。審議会委員は本審議会条例第４

条の規定により、町長が任命することとなっております。お手元の資料２に審議会委員の名

簿をお配りしておりますが、その名簿のとおり 21 名の皆様に参画いただくこととなり、本日

付で審議会委員を委嘱申し上げます。

本来であれば町長から人事通知書を交付させていただくところですが、昨年に引き続いて

の方や役職が変わられた方を委嘱させていただいておりますので、時間の都合等もございま

して、皆様のお手元に委嘱状を配付させていただき委嘱とさせていただきますのでよろしく

お願いします。

なお、本日、徳武洋子委員、外谷政子委員、赤松玄人委員、出浦洋子委員から欠席の届出

がありましたのでよろしくお願いします。

２ 町長あいさつ

（小林総務課長）

それでは、審議に先立ち、横川町長から挨拶を申し上げます。

（横川町長）

皆様こんにちは。大変な雨の中、そしてまたそれぞれのお立場でお忙しい皆様ばかりでご
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ざいますが、審議会にご参集いただきましてありがとうございます。

今話にありましたように、長期振興計画は、この町の行財政運営を進めるにあたり最も基

本的な計画であります。私どもはこのことをひとつの指針としながら行政運営をするという

ことになりますので、ぜひ各方面から様々な御意見を頂戴しながら、これからのまちづくり

の計画について十分御審議を頂戴できたらありがたいと思います。

今置かれている町の状況は大変厳しい状況であると私も感じています。これだけ人口が減

少してきている中で、公共的な施設を含めてどのように維持や運営ができるのか、また、将

来に向けてサービスをどのように提供していくのがふさわしいかということがあります。

私ども信濃町だけではなく、地方の自治体がまさに正念場を迎えているのではないかと私

自身も腹をくくっているところです。これから先の厳しい時代を乗り越えていかなければな

らないという中でも、信濃町が一生懸命歩んでいける計画になることを心から皆様方にお願

いを申し上げまして、簡単ではございますが、お願いを含めての挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。

３ 自己紹介

≪各委員及び事務局からそれぞれ自己紹介≫

４ 審議会条例の説明

（小林総務課長）

以下の資料について説明

・資料１ 審議会設置条例

（小林総務課長）

本日の会議につきましては委員の過半数の出席がございますので、審議会の成立を御報告

させていただきます。

５ 会長の選出について

（小林総務課長）

初めに、会長の選任についてお諮りしたいと思います。本審議会の会長については、審議

会条例第６条の規定により審議会委員の互選によることとなっております。御意見のある方

はよろしくお願いいたします。

（委員）

昨年度と同様、信濃町収入役、社会福祉法人おらが会理事長等の要職を務められ、町行政

改革推進委員会の会長として現行の第５次長期振興計画後期基本計画の評価・検証に携わり、

長期振興計画の全体像及び詳細について精通されておられます松村委員に会長職に就任して

いただいてはどうかと思います。

（小林総務課長）

ただいま原山委員から松村委員の推薦がございましたが、皆様いかがでしょうか。
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≪異議なしの声≫

（小林総務課長）

皆様にご賛同いただきましたので、松村委員を会長にお願いしたいと存じます。

松村会長様、会長席に御移動をお願いします。

≪松村委員、会長席へ移動≫

（小林総務課長）

会議の議長については条例により会長が務めることとなっておりますので、恐れ入ります

が松村会長には、最初にご挨拶をお願いし、引き続き会議の進行をお願いしたいと思います。

（松村会長）

ただいまご推薦をいただきまして会長に選任されました松村でございます。委員の皆様の

格別なる御協力のもと、この職務を果たしてまいりたいと存じますのでよろしくお願いいた

します。

先ほど町長さんからお話があったとおり、最も基本的な計画、町の最上位計画であり、今

後のまちづくりの指針を定める第６次長期振興計画の策定を進めるということで、本審議会

の果たす役割というのは大変大きいものがあると思っております。

皆様方には忌憚のない御意見をいただきまして、この審議会の趣旨を御理解の上、所期の

目的が達成されますよう御協力を重ねてお願い申し上げまして、簡単ではございますが、会

長就任に当たってのあいさつ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。

６ 会長代理及び議事録署名委員の指名について

（松村会長）

それでは、会議を進めてまいりたいと思います。本審議会条例第６条第３項の規定により、

会長の職務を代理する委員を会長が指名することになっております。

会長の職務を代理する委員には、教育長職務代理である佐藤惠明委員を指名いたします。

（佐藤会長代理）

よろしくお願いいたします。

（松村会長）

本日の会議の議事録署名委員につきましては、本審議会運営規則第５条の規定により、本

日出席いただいた委員の中から議長が指名することとなっております。今回は小林美恵委員

及び大澤保博委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
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８ 審議事項

（松村会長）

それでは、信濃町第６次長期振興計画の策定に関する審議事項に入ります。審議事項（１）

計画の策定プロセス、スケジュールについて、事務局から説明をお願いいたします。

（本藤主任）

以下の資料について説明

・資料３ 信濃町第６次長期振興計画 策定スケジュール

（松村会長）

ただ今の事務局からの説明について、御意見や御質問がありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。それでは時間の関係もありますので、先に進めさせていただきます。

続きまして審議事項（２）信濃町第６次長期振興計画 基本構想について事務局から説明

をお願いします。

（黒田係長）

申し訳ありませんが、町長は他の公務のため、ここで退席させていただきます。

≪町長退席≫

（黒田係長）

以下の資料について説明

・資料４ 信濃町第６次長期振興計画 基本構想

（松村会長）

ただ今の事務局から基本構想の説明がありましたが、御意見や御質問がありましたらお願

いいたします。

よろしいでしょうか。それでは時間の関係もありますので、先に進めさせていただきます。

続きまして審議事項（３）信濃町第６次長期振興計画 前期基本計画 施策体系について

事務局から説明をお願いします。

（本藤主任）

以下の資料について説明

・資料５ 信濃町第６次長期振興計画 前期基本計画 施策体系（案）

（松村会長）

ただ今の事務局から施策体系の説明がありましたが、御意見や御質問がありましたらお願

いいたします。

（委員）
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基本目標の５に関してですが、施策番号 17 の「新たな産業の創出」の説明文に“企業誘

致”という言葉がありますが、施策番号 15 の取り組み例に記載されている「健康と癒しの森

推進事業」の癒しの森事業推進委員会でも企業誘致に取り組んでおり、重複しているように

も感じるのですが、ここは分かれて行うという考えでしょうか。

（黒田係長）

こちらの方で検討して、整合性をとらさせていただければと思います。

（松村会長）

これから整合性をとるということでよろしいでしょうか。それでは他に御意見がある方は

お願いします。

（委員）

信越病院の運営委員会にメンバーに加わらせていただいて色々検討しておりますけれども、

具体的なことを言ってもよいでしょうか。

一つ例を挙げさせていただきます。信越病院で非常に困っているのは駐車場です。医者へ

来ても駐車場がないから右往左往してしまい、時間も迫る中で大変な思いをしています。そ

ばの空き地を活用して欲しいという意見を出しました。

（小林総務課長）

病院につきましては、検討委員会の中で、新しい病院の具体的なかたちを考えていきます。

具体的な部分はそこで検討していくので、どんなかたちで病院を運営していくかということ

については、長期振興計画の中では取組例に含めるかたちで反映させていただきたいと思い

ます。駐車場の問題といった具体的なことは、検討委員会の審議の中で検討させていただく

ので、長期振興計画の中では具体的なことには触れないということで考えています。

（委員）

ありがとうございます。忘れないようにしてください。具体的なことを審議する際にまた

質問したいと思います。

（松村会長）

具体的な施策が出てきたところでまたお話をいただくということでよろしいでしょうか。

それでは黒田係長お願いします。

（黒田係長）

飯塚委員の話にもありましたが、地域福祉計画や障がい者基本計画といった個別計画の方

で具体的な内容を検討していきますので、長期振興計画においては細かいところは個別計画

に委ねるというかたちになります。

（松村会長）
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そういうことですのでよろしくお願いします。

他にありますか。

（委員）

ノマドワークセンターはどういうものですか。

（小林総務課長）

農山村交流体験施設として使っていた野尻の「矢保利の館」を５月末に改装して、企業単

位でこちらへ来て仕事をしていただくための施設にしました。工作用の機械なども用意させ

てもらっています。あそこは高速道路の土を埋めた非常に広い広場がありますので、そこを

活用して ICT やロボティクスといった先端技術を開発している企業を呼び込み、例えば町で

課題となっている草刈りの人手不足等に対応するような自動の草刈り機の開発に役立ててい

ただき、新しく起業をしていただいたり、また、地元の方が ICT を活用した起業ができるよ

うに創業支援を行っていきたいと考えています。まだ始めたばかりで、具体的な活動には結

びついていませんが、いくつかの企業から来たいという話をいただいております。この施設

には指定管理者をおいており、指定管理者の方で企業とのマッチングを試みる中で周知を進

めているところです。今後はこうした企業との関わりを増やす中で、首都圏からのリモート

ワークに活用してもらうことを考えております。

（松村会長）

よろしいでしょうか。それでは他に意見のある方がいればお願いします。

（委員）

商工会には観光部会というものがありまして、その絡みで気になったことがあります。基

本目標５の施策番号 13「観光産業の振興」の事業内容に関して、先ほどの町長さんの話にも

ありましたように、住民の人口減少に伴って観光業者もかなり少なくなってきております。

それに併せて観光施設の老朽化も進んでおり、魅力の発信というところで考えたときに、な

かなか厳しい状態に陥っているように感じられます。こういった状況の中で、町内の魅力を

本当に発信できるかどうか、施策にどういう風に取り込んでいくかということが大事だと思

いますが、もう少しこの辺を考えていただけるとありがたいです。

（小林総務課長）

観光施設の老朽化も見られる中で、町がどういうかたちで支援ができるかというのは具体

的な取り組み例の中で考えていきたいと思います。事業として足りないところがあれば、付

け足しをすることを検討していきたいと思います。

（松村会長）

ありがとうございました。他の方の御質問や御意見があればお願いしたいと思います。

（黒田係長）
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本日説明を行いましたが、たった１時間では分からないことも多くあろうかと思います。

今月中に事務局まで御意見をいただければ、御意見を反映させた内容にさせていただきたい

と思います。電話でも何でも構いませんので、頂戴できると助かります。

（松村会長）

内容が大変膨大ですので、本日発言ならない方でご要望がありましたら、後日で結構とい

うことですので、事務局まで御提出をお願いしたいと思います。

他に何かございますか。

よろしいでしょうか。それでは先に進めさせていただきます。

続きまして、審議事項（４）信濃町第６次長期振興計画 前期基本計画 構成について事

務局から説明をお願いします。

（本藤主任）

以下の資料について説明

・資料６ 信濃町第６次長期振興計画 前期基本計画 構成（案）

（松村会長）

前期基本計画の構成について説明がありましたが、御意見・御質問がありましたらお願い

したいと思います。

（委員）

基本計画の施策体系がありますが、これに沿ったかたちで SDGｓのアイコンを使っていく

という意味でしょうか。ということは、例えばネット上で一般の住民の方が“１の「協働に

よる住民自治の実現」の現状がどういうふうになっているのか知りたい”というときに、掘

り下げていくことができるネットワークが出来るということでしょうか。

計画の運用が開始されると、それに対して実績を入れていくようになりますよね。それを

普通の人たちが見ることができるというか、住民が確認できるというふうに考えてよいでし

ょうか。

（黒田係長）

前期基本計画の構成案の中の、指標を年度ごとに報告するかという質問でよろしいでしょ

うか。

（委員）

そうではなくて、実際に計画が運用され始めたときに、計画に対して色々な事業が展開さ

れていくと思いますが、それをアイコンで確認できるようになるのかという意味です。

（黒田係長）

進捗状況については、先ほど申し上げたように、個別計画に委ねるという部分もありまし
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て、全体的な町の指標は公表できますが、個別計画に委ねるところについては、個別計画の

評価委員へ年度ごとに実績報告するかたちを想定しています。全体的な指標は見れますが、

すべての実績を見れるかについては現時点で確約できません。これについては今後検討させ

ていただければと思います。

（委員）

静谷委員がおっしゃっているのは、例えば１のアイコンをクリックしたら、町の現状はこ

うなっている、というのが見れるのかという話ですよね。

（黒田係長）

アイコンをクリックした場合に、この目標に対してこういう計画がありますということで

しょうか。それに対して事業の進捗状況が見れるということでしょうか。

（委員）

そういうことなんですが、ちょっと難しいようなので後でお話しするようにします。

（松村会長）

よろしいでしょうか。事務局長から何かありますか。

（小林総務課長）

町の事業については行政評価をしていきたいと考えていますので、アイコンで見れるとい

うような状況にはできませんが、事業ごとの進捗状況については確認をしながら対応してい

きたいと考えています。公表がどこまでできるかについては検討させていただければと思い

ます。

（松村会長）

他の方はいかがですか。飯塚委員。

（委員）

資料６の下の方ですが、安心して子どもを産み育てられる環境ということですが、私の子

どもも所帯を持って孫がいますが、信濃町で生まれました。安心して町で産めたのですが、

そういう整備も考えての言葉なのでしょうか。

（小林総務課長）

産婦人科があるかということでよろしいでしょうか。これは病院経営の部分でも検討して

いる部分でもありますが、今の段階で産婦人科をつくるというのは厳しい状況ではあります。

その辺の支援をどうやるかという部分で検討していきたいと思います。

（松村会長）

よろしいでしょうか。他の方は。何でも結構ですのでお願いしたいと思います。
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（委員）

行政経営方針ですが、2020 年からという書いてあるので、これから作成をしていくという

ことでよろしいでしょうか。それでは、現在の大綱をつくり変えて、2020 年にできるという

かたちでしょうか。現在のものは今年で終わるんですよね、その新しくなるものが長期振興

計画に併せてできるということでしょうか。

（小林総務課長）

そうです。

（松村会長）

他に御意見はよろしいでしょうか。それでは、その他ということで事務局の方から何かあ

りましたらお願いします。

（黒田係長）

慎重な御審議ありがとうございました。

先ほどスケジュールのところで説明させていただきましたが、次回の審議会につきまして

は９月中に開催させていただくことを考えております。委員の皆様におかれましてはお忙し

い中とは思いますが、何卒ご都合をつけて御出席いただければと思います。また、先ほどお

願いしましたが、資料５について御意見がある場合は今月中に我々の方へいただければ内容

に反映できると考えておりますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上となり

ます。

（松村会長）

皆様方からその他ということで何かありますか。よろしいでしょうか。

それでは長時間の御審議ありがとうございました。以上で本日予定していた議事はすべて

終了となります。これをもって議長の任を解かせていただきます。御協力ありがとうござい

ました。

（小林総務課長）

松村会長ありがとうございました。本日はお忙しい中お集まりをいただきましてありがと

うございました。以上をもちまして第５回信濃町長期振興計画審議会を閉会とさせていただ

きます。

（16:15 終了）


