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第１回周防大島町総合計画策定審議会会議録索引 

事件番号 会議事件名 頁 

次第１ 委嘱状の交付 ３P 

 〃 ２ 町長あいさつ ３～４P 

 〃 ３ 委員の紹介 ４P 

 〃 ４ 会長及び副会長の互選 ４P 

 〃 ５ 会長・副会長あいさつ ４～５P 

 〃 ６ 協議第１号 周防大島町総合計画（後期基本計画）策定に関する基本方

針について 

５～９P 

 〃   協議第２号 総合計画策定推進組織体制について ９～１２P 

〃   協議第３号 総合計画策定スケジュールについて １２～１４P

〃   協議第４号 その他  １４P 

 

第１回周防大島町総合計画策定審議会会議録 

招集年月日  平成２２年７月１６日（金曜日）午後１時 

招集の場所  周防大島町役場大島庁舎２階庁議室 

開会 平成２２年７月１６日（金）午後１時００分 政 策 企

画課長 

星出 明 開 閉 会 の 日

時及び宣告 

閉会 平成２２年７月１６日（金）午後２時２０分 議長 村田岩治 

出席者数 委員定数  １５名の内 出席者１３名 

職  名 氏  名 
出

欠
職  名 氏  名 

出

欠

委員 奥川 与志人 出 委員 川久保 寛栄 出 

委員 村田 岩治 出 委員 大村 修司 出 

委員 伊藤 秀行 出 委員 荒川 政義 出 

委員 河野 洋治 出 委員 小田 貞利 出 

会長 岡崎 政幸 欠 副会長 古川 英希 出 

委員 中元 みどり 出 委員 三谷 俊雄 出 

委員 山根 健志 出 委員 岡宅 泰邦 出 

出席委員等 

委員 嶋元  徹 欠    

町長 椎木  巧  

総務部長 中野 守雄 政策企画課長 星出  明 町・事務局 

政策企画課班長 松本 康男 政策企画課主幹 中原 藤雄 
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【開会】 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

みなさん、こんにちわ。それでは、時間になりましたので、只今から第１回周防大島町総合計画策定審

議会を始めさせていただきます。はじめに、委嘱状の交付を行ないます。委嘱状の交付は、次第の１ペー

ジにあります名簿の上段にお名前があります代表の方に町長からお渡しをいたします。そのほかの方につ

きましては、時間の都合上、お手元に委嘱状をお配りしておりますので、ご確認をお願いいたします。なお、

岡崎委員、嶋元委員につきましては検診事業と重なりましたので、欠席の連絡を受けております。お知らせ

いたします。それでは、代表の奥川与志人さん、前の方にお願いいたします。 

【委嘱状交付】 

 －町長から代表の奥川さんへ委嘱状交付－ 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

以上で委嘱状の交付を終わります。任期は、先ほど町長が申し上げましたように、本日から平成２４年７

月１５日までの２年間となっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、最初に椎木町長がご挨

拶を申し上げます。 

【町長あいさつ】 

○町（周防大島町長 椎木 巧） 

それでは、第１回の周防大島町総合計画策定審議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。この度、委員の皆様方には、この総合計画策定審議会の委員をお引受いただきまして、本当にありが

とうございます。ご存知のように総合計画というものは、一番大きな、バックボーンになる計画でございまし

て、ご存知とは思いますが、平成１６年１０月１日に合併をいたしまして、平成１７年にこの総合計画を策定

いたしました。そして、平成１７年１２月の定例議会におきまして、議会の議決をいただきまして、平成１８年

度から平成２７年度までの周防大島町の総合計画を策定したということになっています。その総合計画の

中には、前期の基本計画が平成１８年から平成２２年、後期の基本計画が平成２３年から平成27年となっ

ております。ちょうどこの２２年度で前期の計画が終わる訳でございまして、後期の計画を中心に、皆様に

ご審議を賜りたいと思っているところでございます。基本構想自体は、平成１８年度から２７年度までの計画

でございまして、周防大島町の一番大きなバックボーンとなる計画でございます。議会の方にも議決をいた

だいておりますことですし、基本構想自体については、あまり大きな見直しは、今回はあまり必要ないので

はないのかなというようにも思っております。しかしながら、そのことについても、十分議論いただければと

も思っています。もう一点は、前期の計画が、本年度末で終了する訳でございますので、是非とも１８年度

から２２年度の計画の検証をいただくということと、それをベースに２３年から２７年までの後期の基本計画

を十分ご議論いただきたいと思う訳でございます。平成１８年から２２年というように前期の計画を少し振り

返ってみますと、平成１６年の合併は１０月１日でしたので平成１６年は半年でしたけれども、平成１７年、１

８年、１９年と遡ってみますと、この合併当初、みなさんご存知のように、小泉政権の最後のあたりなのです

が、小泉政権がどの頃だったのかなというのは、古くは無いのですが、振り返りにくいくらい総理が随分替

わっております。今が管総理で、その前が鳩山総理、その前が麻生さん、麻生さんの前が福田さん、その

前が安倍総理、その前が小泉さんですから、総理の数を思い出すのが大変なくらいです。ただ、期間はあ

まり経っていないということなのです。何が言いたいかといいますと、平成18年というのは小泉政権の最後

の三位一体の改革が実際に地方交付税の削減という非常に大きな削減が行なわれました。実は三位一

体の改革では交付税の削減はないというふうに思っていたのですが、合併後の平成１７年、１８年、１９年と

いうのは、町にとりましては予想外の財政状況になりまして、町民の皆様方にも非常にご迷惑をおかけした、

要するに、合併すればもっと良くなるという予測が大きくはずれたという時期でもありました。それから、行

政改革や財政計画を中心としたいろいろな施策の中で、ようやく少しづつ合併の効果が出始めたということ

でございます。そういう中で、この１８年から２２年という前期の計画の検証をいただきながら、それをベース

に新たな後期計画をお願いしたい訳でございます。私の方から一言、この後期の計画に対しましてお願い

したいことは、是非ともこの周防大島町が少しでも賑わっていくような政策に結びつくような計画をお願いし

たいと思っているところでございます。平成２２年度の施政方針の中にも書かれておりますが、賑わいの創
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出ということを掲げております。これは、ちょっと抽象的な言葉でございますが、いろいろな施策が賑わいの

創出に繋がればというように思う訳でございます。これからの後期計画の中で、一次産業だけを伸ばして

行く、二次産業だけを伸ばして行くということではなくて、それを複合的に組み合わせることによって、賑わ

いを作って行くというような形を是非とも皆さんでご議論をいただきたいと思う訳でございます。例えば、今

まで特に農業の分野でいいますと、一次産業の振興ということで取り組んでまいりましたが、結果としては

一次産業がどんどん疲弊しているという状況でございます。漁業においても然りでございます。これらを是

非とも、一次産業、二次産業、例えば三次産業のサービス業で組み合わせて一体的に振興を図っていくと

いうようなこと。今、俗に言われています六次産業ということでございますが、こういう形のものが少しでも

実現していけばいいかなというふうに思う訳でございます。是非とも後期の計画の中でそういう周防大島町

の賑わいに繋がるような計画ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。これから何度も

皆さん方のご意見を聴くというような機会があると思いますが、大変お忙しい方ばかりなのに、このように

皆さん方に就任いただきまして本当にありがとうございます。是非ともこの計画を元に、私たちは周防大島

町の振興を図ってまいりたいと思いますので、十分なご議論をいただきますようにどうぞよろしくお願いいた

します。冒頭のご挨拶といたします。   

【委員の紹介】 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ありがとうございました。続きまして、本日は第１回目の審議会ですので、本来であれば、事務局から委

員さんをおひとりお一人ご紹介させていただくところではございますが、お手元の資料１ページ目の委員名

簿の順に自己紹介という形でお願いできればと思います。なお、本日の席順ですが、これも委員名簿の順

に決めさせていただきましたので、ご了承いただきたいと思います。それでは、奥川さんからお願いします。 

   〈名簿順に従い委員の自己紹介〉 

〈事務局職員の自己紹介〉 

ありがとうございます。それでは、ここで町長は退席させていただきますので、お許しをいただきたいと思

います。 

【会長及び副会長の互選】 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

続きまして、次第の５ページにあります周防大島町総合計画策定審議会条例第５条第１項の規定をご覧

いただきたいと思います。第５条第１項に審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により、

これを定めるとなっております。この規定によりまして、会長・副会長の互選をお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員（小田 貞利） 

前回、平成１７年の策定審議会の委員として参加しておられました村田岩治さんに会長をお願いしたらと

思います。また、副会長には、男女共同参画の推進ということもありますので、中元みどりさんにお願いし

たらと思いますが、いかがでしょうか。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

只今、小田委員さんから会長・副会長について、ご推薦をいただきましたけれどもいかがでしょうか。 

〈異議なしの声〉 

ありがとうございます。それでは、委員の皆さん全員のご同意ということで、会長に村田岩治委員さん、

副会長に中元みどり委員さんということで決定をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、村田委員さん、会長席に移動いただき、引き続きご挨拶をお願いいたします。 

【会長・副会長あいさつ】 

○会長（村田 岩治） 

大島郡水産共励会長の村田でございます。只今、図らずも、この審議会の会長にご推薦をいただきまし

て、誠に恐縮に存じております。わたくしは昭和４年生まれですから、恐らく各委員の中でわたくしが８２歳

の最高齢ということであろうかと思いますし、そういう意味あいから皆様方のご推薦があったというように理

解しております。勿論、浅学薄才でございまして、行政経験もありません。従いまして、その器ではございま
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せんけれども、規約に習いますように今日から向こう２年間、皆様方の貴重なご意見を求めながら、この仕

事に誠心誠意取り組んで参りまして、立派な答申案が町長に提出できるよう皆様方のご協力を切にお願い

する訳でございます。先ほど、町長さんの方からお話がございましたように、平成１８年から向こう１０ヵ年

の２７年度までの基本構想が既に出来上がっております。従いまして、前期計画は来年３月末で終了する

訳でございますが、それを受けまして、基本構想で示しました将来計画の具体的な実践に向けまして、これ

から始まりますところの後期５カ年計画の策定の基本方針或いは考え方等々、町にとっては最重要な課題

かと思います。従いまして、限られた時間ではございますが、皆さん方共々知恵を出し合って、これから協

議をして参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○副会長（中元 みどり） 

何も言葉を用意しておりませんが。女性は私一人で寂しいところでございますが、大島郡の連合婦人会

の幹部研修会等ございます。そういうこともやっておりまして、半分は女性ということですので、皆さんから

持ち上がったものがありましたら、ここで皆さんにいろいろと教えていただき、私たちも皆さんに意見を差し

上げるということで、キャッチボールのような形で、いい基本計画ができたら良いかなと思います。私は何し

ろ浅学非才な身でございますが、どうぞいろいろとご指導下さいませ。よろしくお願いいたします。 

（１）周防大島町総合計画（後期基本計画）策定に関する基本方針について 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ありがとうございました。それでは、協議事項に入りたいと思います。同じく５ページの第６条第２項の規

定で会長が会議の議長となるとなっておりますので、村田会長に議事進行をお願いしたいと思います。どう

かよろしくお願いいたします。 

○会長（村田 岩治） 

分りました。それでは、会則に従いまして、これからの審議会におきまして、議長を拝命いたしましたので、

議長として務めさせていただきます。 

只今からいよいよ具体的な協議に入る訳でございますが、当然議案について上程し、事務局の具体的

な説明があり、その後、委員の皆様方から貴重なご意見をいただき、事務局が最大限それに考え方を説

明するという、そうした繰り返しがあろうかと思います。始めにお断りを申し上げておきますが、本来ならば、

委員の皆様の各項目における考え方の意見等々議長を通して、会議を進行していくというような基本的な

あり方かと思うのですが、時間も限られております、且つ、この審議会の効率的な進め方という意味あいか

ら議案についての貴重な質疑応答につきましては、議長を通さずに委員の皆様即事務局というような中に

おきまして、質疑応答を進めていくのがいいのではないか、このように感じておりますので、どうぞよろしく

その辺をご理解いただきたいと思います。では、上程されております協議事項、第１、総合計画・後期基本

計画策定に関する基本方針につきまして、事務局からの説明をお願いします。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

松本でございます。それでは、座って説明をさせていただきます。次第の２ページをご覧いただきたいと

思います。総合計画策定の基本方針でございますが、総合計画の機関について、一番上のところに記して

おります。お手元にお配りしております、この冊子が総合計画になっておりますが、青い付箋をつけており

ますところが、基本構想というページになっております。こちらの方を合わせてご覧いただきたいと思います。

冊子の基本構想のページをめくっていただきまして、８ページのところから計画概要となっておりまして、次

第の２ページに書いております期間でございますが、１０ページのところに示しております。基本構想につき

ましては、その一番上のところに、期間は平成１８年度から平成２７年度までの１０年間としますと記してお

ります。それぞれ基本計画、実施計画、中長期財政計画の期間についても記しておりますが、基本構想の

ことについて、１１ページのところから簡単に説明させていただきます。１３ページのところを開いていただき

ますと、ここに周防大島町の当時策定した際の人口それから世帯数等、記述してございます。同じく１３ペ

ージの下の段には、産業別就業者数、それから次の１４、１５と町の財政の状況について示しています。こ

の平成１２年等の数字につきましては、国勢調査の数字ということになっております。それから、１６ページ

のところから、時代の潮流、流れということが記述してございまして、アンケートに続いてページの２５ペー

ジのところから町の主要な課題を掲げております。それぞれ２５ページのところが行財政の運用関係、２６、
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２７ページとわたりまして、福祉関係それから災害に対しての町づくり、それから生活基盤、インフラの関係、

資源・リサイクル・循環型社会の構築というところが出てきています。２８ページも同様に産業の振興のこと

について記述をしております。それで、２９ページからが基本構想の計画の名称ということで、冊子の表に

も書いておりますが、ひと・まち☆きらりということを計画の名称に掲げております。それから、３０ページの

ところで将来像ということで、町のいろんなところで使われております「元気・にこにこ・安心で２１世紀には

ばたく先進の島」を将来像に掲げております。３１ページのところで、将来像に続いて、基本的な目標という

ことで３点、「元気のあるまちづくり」、「にこにこのあるまちづくり」、「安心のあるまちづくり」という目標を掲

げまして、それぞれについてまた、３１ページにわたって、内容を示しております。それで、３３ページのとこ

ろからが新しいまちづくりの主要な指標というところで平成２７年の目標の数値を上げております。これにつ

きましては、グラフに表した方が分かりやすいかということで、お手元に、この横になっていますが、周防大

島町基本構想の参考資料ということで、資料をお付けしております。この策定は平成１７年ですが、当時の

国勢調査の数字が出ておりませんでした。その１ページ目の人口のところで、平成２０年に続いて、平成１

７年のところに出ておりますが、これは、平成２０年の時に推計したもので、これは平成１７年に国勢調査の

数字が出ておりましたので、それを元に推計したもの。それから、１５年推計というのは、当時はまだ、１７

年の国勢調査の数字が入っておりませんでしたので、これは推計ということになっておりますが、基本構想

の数字のところは、２７年の目標の数字が入っております。基本構想の数字は赤の色がついているところ

であります。１５年の推計の時に比べて人口の減りが弱まっているのかなということが見られるかと思いま

す。それが２０年の推計のところで若干、上向きの数字というところになっておりますが、基本構想の数字

につきましては、推計でございますので、この間のところで推移した数字というところでございます。それか

ら、人口構成でございますが、次のページを見ていただきまして、これも１７年の数字が入っていますが、６

５歳以上のところが、要するに高齢化率という数字になってくる訳でございますが、４４．４ということで、昭

和５５年から見ていただくと分かりますが、だんだんと率が上がってきております。２７年の数値というのは、

これは構想の数値を上げておりまして、そういったところに推移していくのではないかというところで示して

おります。次をめくっていただきまして、今度は世帯数でございますが、これにつきましても世帯人員という

のが各世帯の構成人員でございますが、昭和５５年当時には２．７１人であったものが、だんだん核家族化

ということで減ってきております。その減少率、前回の調査に比べての減少の率でございますが、だんだん

減ってきております。１２から１７年については、０．０２ということで、目標の数値は２．１９人ではないかとい

うように基本構想では推計しておりますが、２２年、２７年と０．０２人ずつ減っていくと２．１９の数字になる

のではないかという推計をしております。それから次のところが産業別人口でございます。第１次産業が主

に農林水産業の関係。第２次が製造業の関係、第３次がサービス業の関係というところなのですが、いず

れも人口の減少に伴って少なくなっていっております。２７年が基本構想における推計の目標数値というこ

とになっておりますが、そういった形で推移していくのではなかろうかということです。それから、交流人口に

つきましては、観光客数ということで、そこに示しておりますが、間の年がまちまちでございますので、若干

折れ線グラフの上がり下がりが強調された形になっておりますが、２７年については、交流人口１００万人

以上を目指すということで、目標を設定しております。なお、平成１３年と２１年に若干少なくなっております

が、これは１３年につきましては、台風のひどいのが来た年でございまして、そういったもので影響がでてい

るのではないか、２１年につきましても夏場に雨が多かったり、天候不良ということで出足が悪かったと聞い

ております。後は、徐々に上がってきておりますので、２７年の１００万人以上という数値に進める施策を採

っていくということになります。以上が、３３ページから３４ページのところの基本構想の目標数値の状況の

説明となります。３５、３６は土地利用の施策ですが、３７ページのところで先ほどまちづくりの３つの目標が

ございましたが、まちづくりの方向というところで、さらにそれぞれの内容について示しております。３つの目

標の中をさらに分けて、それぞれの施策を展開するようにしております。それについて、３８ページからまち

づくりのそれぞれの方向について説明をしておりまして、これが４９ページまで続いております。それから５

１、５２、５３には、まちづくりの重点施策を掲げておりまして、以上が基本構想の内容ということになってお

ります。今度は次第の２ページに戻っていただきまして、２番目のところにあります基本計画でございます

が、冊子の方でいきますと構想に続くところで、赤い付箋を貼っておりますところが、基本計画になっており
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ます。 

○委員（荒川 政義） 

  事務局でこうして説明されているが、基本構想・基本計画・実施計画、はじめにこれの説明をきちんとし

ておいた方がいいのではないかね。それでないと、何が何か分からないのではないかね。私らは説明を受

けなくても分かっているけれども。その上で説明した方がより分かるのではないかね。先ず、基本構想があ

って、基本計画があってということを説明した方がいいのではないかね。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

  はい、先ず、基本構想ですが、これが町の１０年間の構想というところで、一番の大元になるところでご

ざいます。町のこれから進むところのものの考え方を示したもので、それに基づきまして、基本的な計画が

その下にきております。基本的な計画については、これからどのようなまちづくりをしていくか、１０年間先

の目標にあたってどういうものを具体的にやっていくかということになっています。その基本計画の中には、

福祉の関係、農林業の振興の関係、防災の関係といったところがある訳ですが、その計画の中にさらに施

策というものを謳っている訳です。基本計画の中で謳った施策の中にさらに細かい事業が出てくる訳です

が、それを次第の２ページにあります実施計画で進めるということになっております。実施計画の具体的な

事業というものが、水産業で言えば、漁礁の事業とか種苗の放流であるとか、何年間にわたって予算をい

くら付けてやっていくかいうのがこの実施計画になります。基本構想、基本計画、実施計画と、大きな目標

から小さな具体的なものへとなってきている訳ですが、基本構想と基本計画につきましては、この冊子に載

っています。実施計画につきましては、具体的な事業段階になりますので、別綴じで冊子を作っております。

今、説明いたしましたように、具体的な事業ということで、策定時から３年間というところで作っている訳です

が、農林業でいえば７ページのところから、生活基盤の整備というところで中山間地域直接支払交付金事

業というのがありますが、これは１８・１９・２０の３年間でいくらの事業をしていくというような具体的な事業を

示したものが実施計画でございます。基本構想、基本計画、実施計画というものはそういう並びでとなって

います。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

  今、松本班長がご説明申し上げましたように、基本構想というものが平成２７年度まで１０年間の大きな

根幹をなす計画というものがあり、その下に基本計画があり、前期基本計画は平成１８年度から２２年度ま

での５箇年、来年度からの５箇年が後期基本計画ということになります。さらに、その基本計画の下に実施

計画が３年ごとに刻まれているという形になります。ですから、最も具体的な計画は実施計画ということに

なる訳ですけれども、基本計画を作りまして、実施計画ということになります。１０年間の構想というものは、

合併直後に作り上げたものですので、それを動かさずに、前期基本計画の検証を今年度中に行い、皆さん

のご協力をいただいて、来年度からの後期基本計画を策定したいと考えております。 

○会長（村田 岩治） 

ご案内のように周防大島町が合併をしたのが１６年の１０月ですね。合併までは、合併計画、それで、新

町ができたから１８年から２７年の１０箇年の総合計画を作ったということですよね。それで総合計画の中に

は、基本計画がありますよね。これが、前期と後期でしょう。前期が来年３月で終わり、後期が来年４月か

らで、向こう５箇年のものを作る。それがこの審議会の大きな役割ですよね。総合計画の中に基本構想が

あって、基本計画があって、それから実施計画ですが、実施計画は後期５箇年の基本計画をこの審議会で

作れば、それを受けて具体的にどうするかで、審議会は関係ないのでしょ。財政計画もあるでしょう。これ

はもう、役場内でやるのでしょう。ですから、我々の役目というのは、来年４月からの向こう５箇年間の後期

基本計画を作るということですよね。それが出来上がった時点で町長に答申して、町の方は議会へと、これ

が大原則ということでいいですかね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

ありがとうございます。おっしゃるとおりです。 

○委員(小田 貞利) 

だから、この５年間やってきたことで、殆んどできたのか、積み残しはあるのか。そういうことを報告しても

らって、そこから今後の５年間はこういう計画ですよといって、それを皆さんに判断してもらうという形がいい
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のではないですかね。 

○委員（荒川 政義） 

だから、基本計画に載ってないものをやろうと思っても難しいということですよね。予算付けがね。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

全ては、この冊子にないと難しいということです。 

○委員（荒川 政義） 

この中に載ってない事業をやれといってもできないということですよね。だが、基本計画というものは、大

体アバウトな話ですからね。子供の教育については、こういうふうにした方がいいですよという話ですから。

取りようによっては、いろいろな細かい事業を取り入れることもできるでしょ。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

今、おっしゃられたように基本構想というものは、抽象的なものになっておりますので、具体的なものを作

っていくのが基本計画で、さらに具体的なものが実施計画ということになります。 

○会長（村田 岩治） 

提案した１号議案については、後期基本計画を作っていかなければならないというのが、結論でしょ。 

○委員（荒川 政義） 

前期の計画をきちんと検証して、後期にどういうふうにつなげていくかということでしょう。 

○事務局(政策企画課班長 松本 康男) 

それにつきましては、庁舎内のそれぞれの職員で作っておりますプロジェクトチームというのがありまし

て、前期の計画の実績を把握するようにしております。次回の審議会におきましても、こういった状況にな

っておりますというものは、説明させていただきたいと思っています。本日は、これからの審議会の基本的

な方針はこうだというのを決めていただきたいということで説明させていただきました。２ページのところにあ

りますが、策定の方針として基本構想は１０年間ということでありますので、後期基本計画の策定ということ

をご了解いただければと思っています。 

○委員(小田 貞利) 

会長がまとめていただければいいと思いますが、了解はいただけたものということで進めたらいいので

はないですかね。 

○会長（村田 岩治） 

先ほど、町長のあいさつの中で、前期の基本計画の検証をしてと、こういう表現がありましたよね。これ

は、内部で検証しますけれども、別に公開する訳ではないのでしょう。どうですか。 

○委員(小田 貞利) 

これだけ出来て、これだけまだ残っているよというのは、出してもいいのではないですかね。 

○委員（荒川 政義） 

それは、達成率というものを出さないといけないでしょう。 

○事務局(政策企画課長 星出 明) 

そのつもりでおります。２２年度はまだ途中ですけれども、それまでの達成率というものは必要なことです

し、それを検証しないと後期計画というものは成り立たないと思いますので、その辺はきちんと報告をさせ

ていただきます。 

○会長（村田 岩治） 

そうすると次回の審議会にそれが出る、それを受けて後期を修正する。積み残しもありましょうから、そこ

ら辺を検討ということにしましょう。 

○委員(小田 貞利) 

だから、事務局案として、最初に読み上げて、こういう方向でよろしいですかと。 

○委員（荒川 政義） 

会長が今言われたので、方向はもう分かるでしょう。反省を踏まえて計画を作るということよね。今日は、

そこまでですよね。 

○会長（村田 岩治） 
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では、上程しました協議１の総合計画策定に関する基本方針につきましては、只今、事務局から説明が

ありましたように、後期については来年４月から向こう５箇年間、前期５箇年の検証をしながら後期を作って

いきますということで理解し、決定してよろしいでしょうか。 

○委員 

はい 

（２）総合計画策定推進組織体制について 
○会長（村田 岩治） 

では、以上のとおり弟１号議案については、決定させていただきます。引き続きまして、２号議案で計画

策定推進組織体制についてということで、この審議会、事務局いろいろあろうかと思いますが、ご説明をお

願いします。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

 これにつきましては、３ページのところにございます総合計画策定推進組織体制というところをご覧いた

だきたいと思います。１番目にのっておりますのが、総合計画策定審議会というところでございまして、本審

議会でございますが、審議会条例、資料として添付しておりますが、これにもとづきまして二番目のところに

あります、町長が定めようとする構想及び基本計画に関することについて、調査、審議ということでござい

ます。組織といたしましては、すでに名簿でご覧いただいているように、公共的団体等から推薦いただいて

いる者１０名、町議会の議員で議長の推薦する２名、それから学識経験者の３名というところで構成してお

ります。２番目のところにありますのが、総合計画の策定委員会でございますが、これは策定委員会の設

置の規定、これも規定を添付しておりまして、構成のメンバーが９ページのところにございますが、総合計

画策定のための調査研究を行い、総合計画の原案を作成して町長に提出するという役割でございます。そ

れから３番目の策定プロジェクトチームでございますが、根拠の規定につきましてもさきほどの策定委員会

の規定の中にプロジェクトチームの記述がございます。７ページの策定委員会の設置規定ところでござい

ますが、第４条第１項のところに委員会に策定プロジェクトチームを置くというのがございます。これにより

まして役割としては、策定プロジェクトチームは専門的分野から総合計画の素案を策定ということになって

おります。組織につきましては、課長と班長で組織するということになっております。事務局については、プ

ロジェクトチームと連携して元案を作る、それからデータを収集するということでありますが、分かりやすく図

示したものが４ページのところにあります、総合計画策定体制図というところになっております。まず、町長

が真ん中、審議会に諮問をして答申を受けるという形でございまして、議会につきましては、そのできた計

画についての提案を受けて意見という形。それから、町民につきましては、広報誌それからホームページ

等で総合計画の策定についての周知をはかるということにしておりまして、最終的にはパブリックコメント、

ホームページでの提言を求めるということにしております。ＮＰＯ等関係機関等につきましても意見をいただ

くようにしております。それから右側にあります県の出先機関とも協議調整ということにいたしておりまして、

真ん中にありますのが、先ほどから説明いたしました町内の組織でございますが、総合計画の策定委員会

にプロジェクトチームそれから事務局で作った素案をあげてさらに町長に上げるということでございますが、

総合計画の策定審議会においてその計画の審議をいただくということになっております。なお、審議会の協

議概要につきましては、ホームページ等で公開を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上

が推進組織体制ということでございます。 

○会長（村田 岩治） 

ただいま、事務局のほうから説明がございましたように、この経緯の意見を集約して計画策定で町長に

答申ということで、内部の機構としましては、一番上に策定審議会、本審議会がございます。それからその

下部組織として、これはおそらく部課長でしょうね、総合計画策定委員会は。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

策定委員会は部長級です。 

○会長（村田 岩治） 

部長級の総合計画策定委員会がある。その下部組織として課長或いは職員からなる策定プロジェクトチ

ームがある。したがって計画としては、下からずっと素案をあげて、それで総合計画策定委員会を通してこ
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こにあがってくるわけですよね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

そうです。 

○会長（村田 岩治） 

それで各委員さんの意見を聞く、このフィードバックでしょう。ずっとね。それでもう１つは今お話がござい

ましたように、当然町民にとっては非常に重要な将来計画であるだけに、町民にやっぱり周知徹底というこ

とで、今班長から出ましたように、いろいろな方法を通して町民にＰＲする、情報提供するということなのでし

ょうね。専門部会というのは何になる。これに出てくるのかね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

専門部会については前回の計画策定時の審議会の中でも議論があったようですが、部会を作るのでな

くて、みんなで一つ一つについて協議しようじゃないかということがあったようです。今回も部会ということで

なくて皆さんで審議いただいたらと考えておりますが。 

○会長（村田 岩治） 

必要に応じて専門部会を設置することは可能だろうけれど、これは非常に時間がかかるよね。あるいは

回数を多くなるし、この全体会議の中でそうした案件を一緒に協議しましょう、ということですね。専門部会

は考えないでということでね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

皆さんで、全体で考えていただければということでございます。 

○会長（村田 岩治） 

それから、一つあんまり私が質問してはいけないのでしょうけど、これから長丁場をかけて必要な意見が

出される、それについて事務局のほうは答弁しますよね、それの行ったり来たりでしょう。質問、意見がある

と思うのですよ。行ったり来たりの集約したものが、町長に答申する計画になるわけですよね。その間の議

事録は作るでしょう。議事録を見ればいつこの会議で誰がどういうことを話し、事務局がどう答えたという。

そうすれば、計画案の修正につながるかも分かりませんが、意見は言いっぱなし、答弁したら答弁しっぱな

しじゃ、けじめがつきませんよね。そこらへんは何か考えてる？ 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

はい、後ほどスケジュールのところでもご説明させていただきたいと思っていたのですが、まず計画を出

して、検討いただく形になりますので、それを受けて会議を開いたときに、こういったところについては修正

しましたよ、というのは説明させていただくようにします。いちおう会議についてはスケジュールでは３回程

度ということでございますが、３回程度では今の意見の確認等ができないこともございますので、３回から４

回ということで必要に応じて審議会は開催させていただきたいと思います。 

○会長（村田 岩治） 

もう３番目にはいってしまったけれども。 

○委員（荒川 政義） 

体制というものをみると、たとえば原案を町長がここの審議会へ諮問するとする。ここの審議会の中でこ

ういうふうにしたほうがいいじゃないかという意見が出たときに、それをもういっぺん総合計画策定委員会

のほうに戻すのかね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

はい、当然意見が出て、それは原課からあがってきたものですが、それがそれでよかったかどうかという

確認が当然必要になってきます。下のほうにフィードバックして、確認作業をし、確認した結果こういうことで

あったと、また審議会で説明させていただくということになります。 

○委員（荒川 政義） 

この体制図を見ると、私らの役割というのは、諮問されるまではほとんど何もないね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

最初、計画について審議をお願いしますということで諮問を受け、後は作業の流れの中で、その都度、

審議となります。 
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○委員（荒川 政義） 

その都度あるということだね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

そういうことです。 

○委員（荒川 政義） 

この体制図だとそうだな。了解。 

○委員（小田 貞利） 

この基本計画は、当然それを受けて、実施計画というのは実際に事業を行う計画だろうから、その裏づ

けとして財政がイコールになるね。しかし我々がこれから審議していく各項目については、実施計画、財政

計画には及ばないのだからそれは全然考えなくてもいいということ？ 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

はい、それは今度基本計画ができた後に、それをどのように進めていくかということが実施計画になりま

す。 

○会長（村田 岩治） 

それまで考えると前にいかないな。 

○委員（荒川 政義） 

考えなくて良いです。それを考えるのは役場の話です。 

○委員（小田 貞利） 

そこまでやると議会から文句を言われる。 

○会長（村田 岩治） 

それから議会の単年度の計画というのは、ある程度これらを参考にはするけれど、関係ない訳かね。関

係あるのかね？ 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

この基本計画に沿って、実施計画をつくってそれぞれの単年度の予算等を作ったものが議会へ出るとい

う形にはなります。 

○委員（小田 貞利） 

この総合計画に書いてあることを全部やろうとしたら今の予算の１００倍くらいの金がないとできないよ。 

○委員（荒川 政義） 

今の実施計画までいくのには、どれをチョイスしていくかというのは極端なことを言ったら町長の考え方

一つよ。いろんな項目がある中でどれをチョイスするかは町長の考え方。 

○委員（小田 貞利） 

５年間を見て、次の５年間の意見として、この部分は力をいれたほうがいいのではないかという話になる

と思うのですよね。この会議。それくらいで終わると思います。最終的には全部町長が判断して予算やって

議会でという話になると思うのですよね。 

○委員（荒川 政義） 

町長が今のマニフェストでこれをやりたいというのは既に言っているわけだから、それに沿った実施計画

は当然出てくると思いますよ。そこまで踏み込むことは無い。 

○委員（伊藤 秀行） 

我々の審議会ではなかなか変更ということまでは難しい。あるものをはずせよということは無理かもしれ

ない。 

○委員（荒川 政義） 

それははずさないほうがいい。膨れたほうがいい。 

○委員（伊藤 秀行） 

議会が最終的に判断、町長が提案して議会が最終的にどういうふうにするか。やめたほうがいいとか、

もう少し大きくやれよと、変更の可能性はあるけど、そういう考えじゃないかな。 

○委員（小田 貞利） 
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方向性としては、町長の方向性でいくのだけど、せっかくこういうメンバーが選ばれているから、各分野

の専門家ばっかりじゃないですか。その中でこの辺はこういうふうにした方がいいよ、という部分があったら

計画を作る上でやり易くなるのじゃないかと思います。 

○委員（荒川 政義） 

基本構想とか基本計画という言葉が飛びかっているが、私らの考えからするとアバウトな話を進めていく

しかないな。実施計画は私らの範疇外です。 

○事務局（政策企画課長 星出 明） 

基本計画が先に行くのか、実施計画が先にいくのか、もともとは基本計画に基づいて実施計画を作ると

いうのが、原則だと思いますので、ここでよく基本計画というのを大きな目で見ていただいて練っていただ

ければと思います。 

○会長（村田 岩治） 

おそらくこれからの審議会の会議ではそのあたりはごちゃまぜになると思います。 

○委員（荒川 政義） 

実施計画のほうをつっこみたくなるよね。 

○委員（伊藤 秀行） 

前期の実施計画がどのくらい実施されているかによって、ぜひもうすこし取り入れてもらいたいという要

望になるのじゃないかな？ 

○委員（荒川 政義） 

事務局が歯止めをかけてください。ここはもうちょっと控えてくださいとか。 

○委員（古川 英希） 

総合計画策定委員会から原案が町長にあがりますよね。それから町長さんから審議会に降りてきます

よね。さっきの発言でその都度やるといわれたが、その都度の意味がよくわからないのですけど。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

これは、一度開催して委員さん２年あって、基本計画の策定の期間が１２月、スケジュールのところでご

説明しますが、議会に出して意見を求める。その前に審議会から答申という形を受ける。今この審議会を

開いていますが、意見がある都度町長に答申するのではなく、最終的のものを町長に答申するので、それ

までに何度か審議会があります。 

○委員（荒川 政義） 

情報公開するということよ。途中で町長を通さずに、それでいいのよ。図の描き方がちょっと違う気がす

るが、基本はこうよね。 

○会長（村田 岩治） 

第２号議案で上程いたしました、これからの内部、外部の推進組織体制について、この方向で基本的に

すすめるということでよろしゅうございますか。 

○委員 

はい。  

（３）総合計画策定スケジュールについて 
○会長（村田 岩治） 

では決定いたします。続きまして今後の計画策定スケジュールについて、３番ですがご説明お願いしま

す。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

一番最終のページ、１１ページになるのですが、最終的に１２月の議会で意見というように書いておりま

す。策定審議会については、先ほどご説明しましたように必要に応じて審議が必要であれば開催するとい

う形で、この中で意見を確認していくという作業になります。最終的に議会の前に町長に対して答申と言う

形になります。それから策定委員会プロジェクトチームにつきましては、先ほど庁内の組織でございますの

で意見等があれば、確認するという作業をいたしまして、それを何度もあげていくという作業になります。関

係機関・ＮＰＯ等については、途中で広く意見を聞くということで、住民からも意見を聞きたいと考えておりま
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す。広報で策定審議会についてＰＲそれからパブリックコメントで住民から意見をいただくという形にしてお

ります。県協議を行って町としてはこういった考えでということで意見を問うという形にしております。事務局

につきましては、それぞれ庁内の組織と一体となって、案の修正をかけていくという作業になっておりまして、

最終的に議会の意見をいただいて後期基本計画の印刷を行うということにしております。この計画書につ

きましては、ホームページ等での公表ということを予定しております。審議いただいた議会、それから策定

審議会については、計画書を配布いたしまして、住民等につきましてはホームページ上で公表するというこ

とを予定しております。スケジュールにつきましては以上でございます。 

○会長（村田 岩治） 

そうすると目安として、これから１２月町議会に向けていつが最終になるのかね。その間何回やるのかね。

考えとしては。 

○委員（小田 貞利） 

まず、あがってくるのがいつかよね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

前回は策定の際には何もないところから始めて５回開催しておりますが、今回は構想についてはご確認

いただいたとおりで、基本計画はすでに文言等もあってこれをプロジェクトチームに出し、中を確認するとい

う作業を指示しております。それから、上がってきたものを見ていただいて、文言等について意見をいただ

いてということで、予定としては３～４回と想定をしております。 

○会長（村田 岩治） 

４回分は取っているということか。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

はい。 

○委員（小田 貞利） 

５回もやる時間がないな。１１月までにやらないといけない。 

○会長（村田 岩治） 

いずれにしても次回は盆までにという訳にはいかないだろうね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

早めにはしておりますが、まずはプロジェクトチームを集めて策定委員会という順序を踏んでいきますの

でなるべく早い時期にしないと。 

○会長（村田 岩治） 

次回は９月半ばか。そして１２月議会に上げるか 

○事務局（政策企画課長 星出課長） 

前回も１２月議会に上げています。だから、柔軟な後期基本計画を作りたいと考えております。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

前回も文言で書いてあるのがほとんどですので、言い方がとうかというのを修正するのが主な内容だっ

たようです。議事録をみますと。 

○事務局（政策企画課長 星出課長） 

次回は前期基本計画の検証もふまえて、後期計画をまた皆様に少しでも提案できればと。 

○会長（村田 岩治） 

任期が２年間で、さっき決定して、目標として１２月議会にかける。したがって、その前に答申する、それ

で議会にかける、そこで決定。決定したら大きな仕事が終わった。任期は残っている。余った任期はどうな

る。 

○事務局（政策企画課長 星出課長） 

条例の第２条にありますが、町長の諮問に応じということですので、諮問がなければ何も仕事はござい

ません。ですから今これを諮問しておりますので、後期基本計画が策定されれば、そのうち町長が諮問を

お願いすればお集まりいただき審議をしていただくということになります。 

○委員（荒川 政義） 
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大きな転換があるときに、変更しないといけない場合が出てくる恐れがある。例えば町長が突然亡くなら

れて代わったということがある。 

○委員（河野 洋治） 

ようするに、基本構想というものは曲げられない。原則としては曲げられないけど、我々が今後５年間の

基本計画を作ればいいと。ただ基本構想の中にも時代が変わってそぐわないものもあるだろうし、載ってな

くて載せなくてはならないものもあるからそれも検証しないといけない。５年間の計画を作るが実施計画は

２年ごとに執行部で見直すのだからそんなに考えなくてももいいという話。しかも財政計画があって、金が

なければやりませんよということなのだから、前の５年間の残りを探ってみて出来るか出来ないかをやる。

それから計画をまた作ればいいと。しかもそこで審議したものだが２年後にまた見直すよということだから、

よっぽど長ければあんまり本気で考えなくてもいいということになる可能性もあります。絶対私たちの方が

強いという気があれば、執行部に何をしているのかと文句も言えるということですね。 

○委員（小田 貞利） 

当然この委員会はある意味諮問機関ですから、町長に対して言う権利があるわけですよね、これおかし

いぞと、そういう面で５年間検証して今後５年間の意見を各方面のベテランばっかりじゃないですか、そうい

うところから見てこういう方向でもう少しこうやればいいのではないかというのが聞きたい部分だろうと思う

のです町長としても。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

基本計画の実施計画のところが実施する際の細かいところなのですが、基本計画のところに実施の事

業内容も出てきております。基本計画の審議の際にこれを見ていただくということをお願いしたいし、これに

基づいて町の職員は仕事をしていきますので、基本計画が一番重要であると認識しております。 

○委員（河野 洋治） 

任期が２年とありましたが、我々の任期が済んだら次の２年間の任期の人をまた選ぶわけでしょう？そ

の人たちが、私たちが作った計画をまじめにやってないじゃないかと言える立場も取れる訳ですよね。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

ただ、任期２年間ですから、策定のときから２年間ということで、その間また先ほどありましたように急遽

内容について、基本計画に関して必要な事項が起これば町長から諮問があってその間で審議いただくとい

うことにはなります。この５年間の計画を作りましたら、次の５年後、基本構想、基本計画の策定がある訳

ですが、それまでは審議会は基本的には開かれないということにはなります。ですから次の見直しのときに

はまた新たに審議会の委員さんをお願いして策定のところから作業が始まるということで、この２年間が終

わったらすぐ次の審議会の委員を決めてということはありません。 

○委員（荒川 政義） 

基本構想とか基本計画というのは、ちゃんと国、県に了解を得てからこれでいいですよという了解のもと

で今の予算をつけるということを委員さんに理解してもらっておかないといけない。大島町が勝手に作って

勝手にやっている訳ではないので、ちゃんと予算的な裏づけを一応こうですよというのがあってやっている

訳だから。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

事業の中身についても、県もやまぐち未来ﾃﾞｻﾞｲﾝ２１というのを作っておりますが、それとの整合性をとり

ながら記述をしております。 

（４）その他 

○会長（村田 岩治） 

では、３番の今後のスケジュールについては、ただいま事務局のほうから説明があったとおりでございま

す。目標としましては１２月町議会に通るよう、町長に答申するというような予定の基に今後進めさせてい

ただきます。その他の事項で何かございませんでしょうか。 

○事務局（政策企画課班長 松本康男） 

その他といたしましては、会議の始まる前に小さい審議会の報酬並びに、お近くからおいでいただいた

委員さんにはないのですが、旅費の明細についてお配りをさせていただきました。源泉が税務署の指導で
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３％引かなければならないというのがありまして、引かせていただいておりますが、これの振込みは７月の

３０日、町の振込み日が１５日と３０日となっておりますので、７月３０日に既にお出しいただいた口座の方

へ振り込みをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。連絡事項につきましては以上でご

ざいます。 

○会長（村田 岩治） 

では、その他事項について、他に意見がないようでしたらこれをもって閉会とさせていただきますが、今

日は初会合、初顔合わせというようなこともございまして、３つの協議について原案通りご決定をいただき

ました。私が感じましたのは非常にこの会が明るくて第２回の審議会もたくさんの貴重な意見が出ることと

思います。非常に気持ちよく会を進めさせていただくことができました。ありがとうございました。お疲れ様で

した。 

 

 


