
山都町総合計画審議会 議事録 
 
＜会議概要＞ 

件 名：平成２５年度第１回山都町総合計画審議会 
日 時：平成２５年６月１８日（火曜日） 午後２時３０分～午後４時２５分 
場 所：千寿苑 ボランティア室 
出 席：１２名（２名欠席…梅田委員、武元委員） 

 
＜議事録＞ 
＜１ 開会＞ 
＜２ 委嘱状交付＞ 
 ・町長が委員（代表して藤川議員のみ）へ委嘱状を手渡し。 

・任期（平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日）の確認、承諾 
＜３ 町長挨拶＞ 
＜４ 自己紹介＞ 
 会議参加者全員（事務局含む）から自己紹介 
＜５ 会長及び副会長の選任＞ ※会長挨拶含む 
 会長及び副会長の選任については、委員の互選による事となっているた

め、委員にどのような選任方法によるか問うたところ、事務局一任という

声がかかり、事務局の案を提示。 
 まず、会長について、前期までの総合計画審議会の会長であった山都町商

工会会長の 中村 紘二 氏の提案を行ったところ、本人及び委員全員が承

諾。 
 次に、副会長について問うたところ、委員からの意見がなく、事務局の案

として以下の３案を提示。 
①立候補の有無 
②立候補がないなら会長による指名 
③①、②について会議上で調整がつかなかった場合は、後日会長及び事務

局とで協議を行い調整。 
 副会長の立候補はなく、会長より「後日、事務局と打合せして対応するこ

とでどうでしょうか」との発言があり、再度お諮りしたところ、全員了承。

 ※拍手 
＜６ 議事＞ ※会の進行は、会長が実施。以下、質疑応答のみ記載。 
「①総合計画の基本的事項について」 
事務局 資料等説明 
下田委員 最後の担当の説明で、２番目の条例の整理について「無効というより～」

の部分を聞くと、総合計画審議会の存在理由が無いのか？と受け止めた

が、やはり、目先のことだけを追って日々を過ごすなどとんでもないこと



で、計画･目標はあるべき。これは、どのように制定するかの案はお持ち

ですか。でなければ、ここに来た意味がない。 
事務局 町の考えとしては、総合計画は当然策定するものと思っている。資料で説

明したのは、法的根拠等を調べ、有識者の意見を掲載したところ。必ず条

例化が必要だろうということで、条例化したいと考えている。 
法律が改正し、今までは、国が作りなさいと義務づけていたものが、自分

たちの裁量で自分たちの事は考えなさいという姿勢を国が明確に示した。

改めてその責任を自覚しなければならない。後は議会との関係の問題だ

が、審議会で審議した内容、第２次総合計画を策定する事に関しては議会

にて審議いただくということで、今回の審議会ではその方向性を承認して

いただきたいということ。条例化については、現在の第１次総合計画は２

６年度までであり、２７年度以降の第２次総合計画について策定していこ

うということで、本年度若しくは来年度までに条例化すれば良いというこ

とになる。今回の審議会では、議会に諮り２７年４月１日以降の計画を策

定するというスケジュールになることの、事前承認を得たいということ。

会長 よろしいか。 
当然、調整の仕方は、町執行部、議会及び住民の意見を集約した形で方向

性を明確にするという提案があり、議会に諮るとなると条例を制定してお

かないと議会に提出する根拠がないということかと。そのような方向性だ

と思うので、説明された進め方で良いかと思う。 
藤吉委員 町長挨拶の中で、この会の役割は諮問機関ということと、この会で出たも

のが答申としての役割を持つという事になる。今後、町政を進められる際

に色んな提案をされるときに、条例が無くても、答申としての重みは十分

伝わる事になるのですよね。 
会長 この審議会で色んな事業計画を整理し、意見を取りまとめ、町長に具体的

な意見具申をする方向性で、この会を進めなければならないと思う。 
②平成２６年末までのスケジュールについて 
事務局 資料等説明 
会長 策定作業の中で業者選定とあるが、この業者選定とは何か。 
事務局 次期総合計画の策定に当たって、第１次総合計画の振り返りや、第２次総

合計画に関する積み上げと共に、関係団体や住民等からの意見聴取･取り

まとめが重要になる。そういう状況で、担当又は担当課だけでの処理はマ

ンパワーが足りず、業者に業務の支援をお願いするため、先般町議会６月

定例会にて補正予算をいただいた。 
会長 分かりました。 

②については、このスケジュールで２６年度末までの期間で取りまとめる

方向になる。 
③第１次総合計画の整理について 



事務局 資料等説明 
山下委員 これまでは、旧町村毎に組織された地域審議会での審議を経たものが、こ

の審議会に来るというようなやり方がなされていたが、この整理につい

て、今回も地域審議会を経てこちらに挙がってくるのか、全く切り離して

考えるのか、その辺どう整理するのか。 
事務局 地域審議会の委員は２８名。後の説明で提案するが、地域審議会の委員は

全て自治振興会の会長。地域の説明等については自治振興会長と兼任して

いただく形で進めている。問題は、これまで１つ１つの計画について点検

及びフィードバックを実施してこなかった部分、評価と実績把握･到達度

把握について、ある特定の事業についての意見はいただくが、全体的な流

れを評価するシステムができていなかった。この点を反省し、次期計画で

は目標設定と点検についてきちんとやる事を提案したいと思うが、これま

での分は、あと１ヶ年半程度の中で、実行できる分はやっていく。点検作

業は、この審議会、又、地域審議会の委員へは報告という形で意見をいた

だく程度で終わっているのが現状。 
山下委員 双方のスケジュールを調整したり、意見の統一が困難であること、また、

それぞれ意見を吸い上げるような事をしていては、時間的に余裕が無いの

で、今回、その辺の整理がきちんとできているのか聞きたかった。 
事務局 もう少し補足する。その辺の懸念は十分あるので、余裕を持って最低でも

２ヶ年は必要だということが１つ。それから、総合計画の内容の積み上げ

に関しては、１つ１つ審議会の中で点検いただく。個別の事象については、

この審議会ではなく、例えば地域の聞き取り、アンケート、若しくは自治

振興会、区長会等からの意見吸い上げ、また各種関係機関団体からも意見

聴取しながら、事業を組み立て、この会にお諮りする。足りない、漏れて

いるというものがあれば、この審議会で意見をいただき、関係者へ返すと

いう形で、この審議会を組み立てて行きたい。この審議会においては、個

別事象ではなく大きな目標について審議いただきたいという思いがある。

説明した③について、理解いただきたい事は、現総合計画の点検作業につ

いては、こちらでチェックさせていただき、後日の審議会の中での報告と

いう形で了承いただきたいという思い。山下委員の質問については、次の

議題の中で再度説明するので、改めてご質問なりご意見をいただきたい。

④第２次総合計画の方向性について 
事務局 資料等説明 
会長 (1)策定状況につきましては特に良いと思うが、(2)次期総合計画の策定イ

メージで総合計画を作っていくような形になっている。次の(3)の計画期

間の設定については、町で設定されるのかと思うが、審議会において審議

するという事があるのか。 
課長 今日は建前論が中心で申し訳ないが、皆様に方向性を認識いただきたく、



総合計画の考え方、スケジュールや方法論について、今日の段階では情報

提供とした。 
１つは、今まで、計画期間１０年とし前期５年･後期５年というものが全

国の標準だった訳だが、期間を短め、もう少し工夫をするところもあれば、

実績と展開の仕組みをやっているところもある。もちろん、これまでのや

り方であっても、チェックが不足していただけで、やり方法は沢山あるが、

その事例を紹介しているので、審議会の中で、是非この年数についても意

見をいただいた上で、総合計画の期間を定めたいということ。今日意見が

あればいただきたいし、ご不明の点も答える形とし、今日は案ということ

で捉えていただきたい。 
それから、④(2)の真ん中に８年とあるのも、仮定ということ。これは何

年であっても良いわけですが、当課において最初に検討している際に４年

４年ではどうかと考えていたためである。あくまで案である。 
村手委員 ④(2)に構想イメージが出ているが、企画としては自治振興区の考えが主

になるのではないかと想像するし、この中に区長会が入ってくるならと思

うが、区長会は総務課の管轄ですが、区長会との兼ね合いをどういうふう

にするのか。旧町村毎に区長の成り立ちが違うため、この２８自治振興区

との関係性を尋ねたい。 
事務局 自治振興区と区長区については是非整理して欲しいということが、常々双

方から話が出ている。今回、資料に自治振興区と書いた事により、自治振

興会でやるというイメージが非常に強いかと思うが、その辺り少し訂正し

た方が良いかもしれない。山都町を２８のエリアに分けそれぞれの地域か

ら地域課題を出して欲しい。例えば、浜町、中島の御船町境、東竹原では、

地域課題が全く違うと思われる。そういう地域課題を地域毎にまず出して

もらおうと考えたのが最初の発想。であるので、山都町全体としての、福

祉、教育、文化、商工、産業等の各種施策を論じるのも大事だが、これに

ついては、関係諸団体や皆さんの専門知識をいただきたい。今後、地域課

題をどう解決するかということが大きなテーマになるべきだと考え、行政

は、あれもこれも出来ない。あれかこれかしか出来ない。という部分の整

理手段として、地域課題や地域ビジョンを地域計画として総合計画に反映

させたいという想い。今、村手委員からあったように、自治振興区という

形ではなく自治振興区の範囲でという形で、ちょっと工夫したい。また、

区長会について、当課としては、区長さん方も自治振興区の範囲でと思っ

ているが、調整できない場合は相談しながら進めたいと思っており、今日

は、その辺について色んな意見を賜りたい。 
下田委員 自治振興区の役割みたいな事がさっきから聞こえる。私も白糸第一振興区

の女性部長をやっている。確かに、行政がやらなければいけないこと、住

民がやらなければいけないこと、特に職員の数を減らすとかそういうこ



と、地域住民がこれはやらなければというような意識付けはとても大切だ

が、自治振興区の中でも温度差がずいぶんあると思う。女性部がない自治

振興区さえある。そういう状況で、総合計画を見てもそうですが、男女共

同参画型を書いてはあるが、自治振興区の中に女性部がない所もあるし、

このような計画の中に女性の意見があまり反映されていないような背景

があって、自治振興区の温度差とか活動について調整して欲しい。２０年

後の姿とか１０年後の姿とか、白糸第一振興会では、私が女性部長になっ

てから３年前に始めました。棚田サミットがあり、地域が盛り上がって全

体においても女性の意見を沢山聞いていただいて活発にやっているが、や

っぱり行政にやってもらわなくてはいけないことというのは、女性みんな

で集まって話し合った。そういうことが、出来る地域と出来ない地域とが

あると思う。ちゃんとコミュニケーションを図り自治振興区にどのような

アプローチをしていくのか。 
また、私個人の審議会の受け止め方が間違っているのか、計画を審議する

場所と思って出てきたにも関わらず、ただ、これで終わりなのか、といっ

た感じで、前回のときもずっとそのように感じており、単なる帳面消しの

会議がとても多くて、何のために時間を費やしているのだろうかと思う。

この総合計画についても、そよ風潤い文楽でつづるという、意味が分から

ないものでなく、もっと住民に分かり易い言葉にしたらどうだろうかとも

思う。他の町は、もっと人が元気、町が元気とか、住民がはっきり分かる

ような、例えば子どもからお年寄りまで学べる町とかそういうのが計画に

すっと反映されている。色んな意見や資料を沢山いただき、何時間もかけ

て見直しし、何時間もかけて意見の手紙を書いたりしても、反映されてい

ないような気がする。不満を持っているのは私だけかもしれません。でも、

良い地域ってどういうところ、どういう地域を良い地域って言うのだろう

と、一人ひとりがしっかり考え、行政の役割や、住民自ら、どうしたら住

む人が幸せになる町づくりとはどういうことだろうと考えると、先程澤村

委員が自己紹介でおっしゃった早急にやらなければいけないことという

のが、この２年間に子どもの数は益々減る事は分かっているのに、早急に

手を付けなくてはならないこと、これ１０年後でもできるのではというよ

うな事をもっと具多的に動き出さないと、計画･計画･計画とやっている内

に、どんどん人口減の状況じゃダメですよという思いで、審議会を意味の

あるものにして欲しいと思う。 
町長 意見の意味は理解した。こちらの説明も少し足りない事もあるようなの

で、私の意見を参考にしていただければ思う。 
今日は議題について、こういう事を諮問する。そして答申は毎回必要だと

思う。そして、答申をいただいても出来ない事は出来ないという事もある

ので、計画案の作成は、町の方で行い、内容について次の会議の中でまた



計画作成毎に答申をいただき、そして、それを把握した上でまた次の諮問

をかけ、そして、また答申をいただいて、というキャッチボールを何回も

重ねていくという説明が少し無かった気がする。だから、その説明をして、

必ずお返しをして、その積み上げ作業の中では職員だけでは難しいところ

があるので、コンサルに委託したりして、資料集め等にも協力いただきな

がら、審議会の中で紹介し、このような中で山都町に合った次の段階に移

るまでのステップをこのように考えて行きたいと言うやり方を、コンサル

はそのような役割を持つと思っている。なので、短いスパンでやらなけれ

ばいけないことは、大変貴重な意見なので、実施計画の中で子育てや教育

の問題とか色んな課題が現実問題としてあるので、次の補正予算や来年度

の予算でやっていこうという意見は併せていただいても良いのではない

か。総合計画は長期的なスパンで考えるものなので、それはそれとして、

短期的にやるような事業は、すぐ次年度にでも取りかかった方が良いとい

う意見もいただいた方が良いのではないだろうか、と、そういう事が少し

説明の中で足りなかったのではと思い、諮問については必ず答申をいただ

くようにし、そして、答申を反映させた計画作成は必ず行政で、後日しか

できないので、その次の審議会の時にその計画決定をやるという方法でや

りたいと思うが、そのようなやり方はどうか。 
事務局 １つ１つについての諮問答申という事ではなく、意見等について決定した

事については、行政において、決定事項若しくは協議事項ということで、

次回の審議会で報告や答申をいただく形で整理させていただくような方

法は、やらせていただきたい。１つ１つの政策等、実行しなければならな

いものについては、この計画に載っていなくてもやらなければならない。

社会情勢の変化によりやることが必ずあり、これは、また違った立ち位置

で考える必要があるかもしれない。言葉足らずの面は申し訳ないが、これ

をやって欲しい、あれをやって欲しいという事では無く、方向性･夢を語

っていただく会議としていただき、その中で１つ１つの地域課題を住民の

側からいただく方向性を作っていただきたいという思いだった。もちろん

個別の事項について、この審議会では語れないということではないので、

いつでも結構。専門分野それぞれの立場の中でこういうことが絶対的に足

りないだろうという意見については、忌憚なく受け担当部署にも引継し、

大きな措置が必要な時には町長と相談していくということは、このような

審議会をまめにやることで実現することではないかと考える。 
また、各委員の意見を聞く中で、今回は工程案なので申し訳ないが、色ん

な方向性について意見を賜りたいと思う。 
澤村委員 私も、下田委員と同じような思いだが、計画の審議だけで、この計画の優

先度や順番性とかについても、もう少し討議したいなと思う。私は子育て

の立場で委員として参加しているが、危機感を感じる事項がいくつもあ



る。委員それぞれの立場でそういう部分が沢山あるかと思うが、それを、

どの場面で言ったら良いのだろうかという不満もある。そういう意見を沢

山言える会議であって欲しいと思う。それから、先程自治振興会の話があ

り、私も御岳振興会の女性部長をやっているが、うまく動いてないという

気もする。資料にあるように、目標を掲げてその目標に向けた地域づくり

が出来たらなという話はするが、リーダーが居なければ、そういう言葉が

出てこない。人が沢山居るなかで１人２人居てもなかなか先に進まない。

ですから、リーダーを導く方、役場職員も地域班として入っていただいて

いるが、地域がそういった意識を持たないことには地域づくりはなかなか

できないと思う。自治振興会の地域住民に、自分たちの地域を良くしたい

と自ら思うよう意識付けすることで、そういった地域づくり、５年後１０

年後どういう地域づくりをするかという時に、町においても５年後１０年

後の姿があると思う。そういった意味で、町に導いていただく方が、今の

段階では良いのではないか。地域でそういうことをやったら一番良いだろ

うが、地域の中ではそれだけの意識はまだないと思う。やはり温度差とい

うものがあり、白糸地区は一生懸命やっていてかなり進んでいると思う

が、他の地域はどうなのか。そのような状況なので、意識改革をするため

の働きかけをやっていただきたい。 
藤原委員 下田委員と澤村委員の意見は良く分かる。そのままだと思う。僕の住んで

いる地域の自治振興区だが、機能しているとは言い難い。資料には前提条

件として、自治振興区を活用するような形で書いてあるが、まず、どのよ

うにすれば良いか分からない。きっかけを行政から働きかけてもらい、こ

のようにしたらどうか、という提案を積極的にいただくと、やり易さが出

るような気がする。これだと、自治振興区が基本になるが、今のままの自

治振興区の活動の状況であると、上滑りしてまともなものは出てこない気

がする。というのも、自治振興区の役員を見れば分かるが、ほとんどが男

性、しかも年配者ばかり。女性が１人２人居ても意見はあまり出ない。一

応、各部会はあるが、議論は停滞気味。それが実情。前提からどうにかし

た方が良いのかなという気はする。 
会長 この総合計画については、地域住民の声を聞くという考えが基本的にあ

り、そういう形で計画されている。住民の意見を尊重する事は非常に大事

であり、そういう方向性を持って企画で、リードしていただき、今言われ

たような、地域住民の声のまとめ方等は、区長区を担当する総務課との兼

ね合いもあるので、そういった事を調整していただき、この審議会に反映

されるような形にもっていけたらと思う。 
藤吉委員 構想のイメージを見ながら思ったが、学校においても同じような構想図を

作る。その時に、まず、校長のビジョンを出す。それは、ゆっくりした話

にはできない。５年後１０年後は、どんどん子ども達は大きくなって変わ



っていくし、その一方で、どんどん子ども達の数が減り、複式学級･統合、

そういった問題がどんどん現場に出てくる。確かに、先の見通しを持つ上

での構想図は持たなくてはいけないけれども、もっと現状においての課題

があるので、そこに対応できる体制づくりをしていかないと。５年先１０

年先の話が途中で見えなくなるような状況になることはあるが、教育面で

考えた時にそれは許されない。今の子ども達をどう育てていくのか。そし

て、その魅力ある安心安全な学校づくり、そして、新しく入ってくる子ど

も達が居る。これまでの体制で話を煮詰めることは大事だが、それが、形

になっていかないということであれば、もっと見直すべきかと思う。そう

して、町長が持つビジョンを打ち出そうとしておられ、喫緊の課題が沢山

ある。教育面だけではなく。そういったところに対応できるような組織を

作っていかなければ厳しいと思う。 
会長 審議会では長期にわたる計画性･方向性を審議していく場とし、緊急に対

処しなければならない意見は、この審議会で話し合う時間的な余裕がない

かと思うが。 
課長 委員から、現実的な意見が出ているように、喫緊の課題として今すぐやる

べきこと、その辺、総合計画の中でも対応を考えるべきではないかという

意見だということで、今日の段階は受け取る。資料として出したこの案に

ついても、今日初めて出して申し訳ないが、意見を電話でもメールでもお

手紙でも何でも結構なので、気付いた事があればいただき、今後、コンサ

ルタントの選定を含め、その辺の意見を反映させ、もう少し具体化しなが

らやっていきたい。それから、今、会長からあったように、総合計画はあ

くまでも大きな幹であり、枝葉の部分については、分野別計画等でそれぞ

れの部署が対応している。しかし、それと総合計画がどう関連するのか、

関連が見えないという意見だと感じたので、その辺についても、意見を伺

いながら答えられるものは答えていくという形を取らせていただきたい。

⑤農業振興地域整備計画について 
事務局 資料等説明 
会長 まだ素案の段階という事で、具体的には進んでいないということ。 
事務局 補足。この計画は合併時に策定されており、１０年間の計画期間。通常は、

概ね５年ぐらいで更新しているようだが、自治体によって見直し頻度が全

く異なり、５年もあれば、７～８年だったり、変更しないところもある。

今回、農林振興課において、合併当時と社会情勢が変わっていることから、

是非、農振を見直したいと、事務的な調整を開始したという状況。 
会長 担当課は、農林振興課。 
事務局 審議会自体は、企画振興課が事務局となって調整する。 
下田委員 この農振計画を審議する委員はどういう方か。個人的な考えになるが、総

合計画に、自然と環境に優しい風というのが書いてある。農業に携わって



いる身であるが、後継者が居ないとか、高齢化とか、耕作放棄地がどんど

ん増えている中で、安易に自分たちがやり易い環境にするためなのかもし

れないが、自然の環境への影響を考えず、水路の管理人が不足するため簡

単に三方張りにしたりし、その事で逆に自然環境が悪くなったり、土砂災

害が余計に発生したりとか、そういう事になりかねない。そこで、農業従

事者ではないが、専門の藤吉委員のような人を委員に入れた方が、長期に

渡って多様な自然をあまり壊さないような農業のやり方を考えた方が目

先の事を考えるよりも良いと思う。それで、もしも計画に当たって委員を

選定される時には、農業を一生懸命やってらっしゃる方はもちろんかもし

れないが、色んな角度から見る事ができる藤吉委員を選んで欲しい。 
会長 農林振興課で審議員等を選んで検討しているのか。 
事務局 農振の策定の仕方についてはこちらも把握してませんので、ご意見はその

まま農林振興課につなげたいと思います。 
この農振については、委員会形式での策定ではないようだ。土地利用を含

めて、よく言う農地を守るといった部分なので、今の意見にあった農業振

興をどうするかは、この審議会の中で意見聴取した方が良いのかなと少し

感じた。この農振計画で検討するものではないようだ。しかし、今の意見

は農林振興課に伝えておく。 
藤原委員 余談だが、この計画策定の際は、確か、下田委員も同席されていた。合併

直後に。僕も委員だったが、忘れてしまってもしょうがない状況だった。

年度末のほんの短い期間に、バタバタと計画策定された。何で、このよう

な事をさせるのだろうかという思いはあった。こんないい加減な計画策定

の仕方はないだろうという、それこそ下田委員が一生懸命言われていた

が、無理矢理作成した経緯があった。審議会の事務局は関係ないが。こう

いうのは時間をかけて、じっくり腰を据えて計画してもらわないと、結局

住民にしわ寄せが来るわけで、担当にはくれぐれもお伝えいただきたい。

会長 企画から農林振興課に意見をつないでいただく。 
今まで発言の無かった方のご意見･考え方なりをお聞きしたい。順にお願

いする。 
草部委員 合併して７年、蘇陽地区出身ですが、選挙においては３区、４区の問題、

各種団体においては、ＪＡと森林組合の問題がある。今後の山都町を考え

ると、このままで良いのだろうか、いつまでこの状態が続くのか、誰が決

めるのか等、思っている。このような事を投げかけたい。 
会長 答えは要るか。 
草部委員 町長さんがご存じの範囲で。 
町長 国政選挙については、現状として坂本代議士が総務副大臣であり、大変あ

りがたい部分もある。農協や森林組合に関しては、おっしゃるとおりだと

思うが、出資金の問題が一つあるようだ。それを返さなければならないよ



うだ。その件については、はこちらからも申し入れをしていきたい。 
藤川委員 選挙区の件については、町で変えるのは無理なので、議会として提言を行

っている。しかし、選挙区割りは、国の選挙制度審議会において人口割り

で検討されるので、全然動かない。経済団体については、おっしゃるとお

り。一日も早く合併統合するべきだということ。 
後藤委員 総合計画は、短時間で作るものではなく、町民一体となってまちづくりに

なるように、町長も住民対応を重視するとおっしゃっているので、そうい

う根本をきちんとしてほしい。また、山都町も少子高齢社会になっており、

子ども達･高齢者にとって住みやすい町なのかと常々思っている。投資し

なければいけないところには投資すべきだし、無駄を省かなければいけな

いようなところも沢山ある。そういう所を再度見直していただき、私たち

も地域に帰り、みんなの意見を集約して審議会に臨みたいと思うので、住

民にとって本当に必要なこと大切なこと、それを行政と一緒になって計画

づくりができるような審議会になればと思う。 
高畑委員 感想となるが、第１次総合計画を見させていただいたが、もちろん、基本

理念とか町のスタンスということで、町の方向性を表さなければいけない

ということではあるかと思うが、会議資料にありましたが、町民の認知度

について、総合計画･新町計画に関して、ご存知の方がいらっしゃるのか

どうか。住民に対して、町の行方を左右する計画に対する意見審議を重ね

ているということを広報していただき、この人が出ているからこの人にモ

ノを伝えようとか、そういうふうな形を住民一丸となるような宣伝をすべ

きではないか。先程自治振興区の話等があったが、それぞれの地域で色ん

な意見が上がってくると思う。ただし、町のビジョンとなるとその意見が

どのように基本理念につながるのか、未だに想像出来ない。やはり個々の

吸い上げや、若い者の夢を語る会とか、アンケートとかそういったものを

含めた行動もあるのではないかと思った。その意見を聴取した中で、どう

いう意見に対してこういうビジョンを持って町が動くことができるのか

どうか、町を動かそうとするのかというような事を考えるべきではないか

と思った。 
山本委員 今日は第１回目ということで説明が主だったかと思うが、第２回目からは

一番直面している問題を、皆さんで緊急動議してすぐ手を打つ必要がある

のではないかと。例えば、先程、出生人数が８１名と。単純に２０年後二

十歳以下が１６００人ぐらいしか居ない。大変な問題ではないか。実際、

若者も町外に住んで、町外から勤める人が大半じゃないのか。その辺、緊

急に討議し、早々に手を打つ必要があるのではないかと思う。死んでも、

もう１度山都町に生まれ、山都町で育ちたいと思えるまちづくりができた

ら良いなと思う。 
山下委員 今日の資料の守秘義務はどれくらいか。教えて欲しい。 



事務局 特に守秘義務はない。今日、提案したものはあくまで案であり、十分に討

議していただくためオープンで結構。 
副町長 総合計画の中身でなく手続きの話が多かったので、十分に意見いただく事

はできなかったのかもしれないが、色々喫緊の課題があるということにつ

いて、我々もまちづくり待った無しの状況であるというのは強く認識して

いる。その一つの認識が、６月定例会において町長が提案理由で説明した

議会において、補正予算にて肉付けを行っており、町の今の姿勢である。

これにより、すぐやれる事はすぐやり、又、夢語るものについては、引き

続きやっていく。補正予算で、色々提案をしているので、まずは予算の執

行部分で、これを実行する上でこういう中身にすべきだとか、という提案

は、是非いただきたいし、新たな予算を伴うものは、来年なり補正なりで

中身を考えていかなければならない。ただ、今提案している中で執行でき

る部分は沢山あると思う。その上で向こう８年なり１０年のビジョンをし

っかり考えるべきところであり、そういった中、今回一つの特色として考

えたのが自治振興区を中心に据えたところ。ただ、意見いただいたとおり、

だいぶ温度差･実力差があるので、そうは単純に行かないなと、委員の意

見を聞き、また、自治振興区総会を回った上で感じているので、自治振興

区を中心にというのは大事なことだと思うが、実際どのような形で進めて

いけるのか、我々も考え、また、意見をいただきたい。喫緊の課題につい

ては、全力でやるので、予算等の中身も是非ご覧いただき、この予算の中

でこういうことが出来るとか是非ご提案いただきたい。ちょっと総合計画

とは少し視線が異なるかもしれないが、町長は徹底した対話と申してお

り、やれることは予算の範囲でやるので、是非提案をお願いしたい。 
町長 自治振興区を単位に意見を集約するのは仕方が無いと思う。２８自治振興

区ぐらいにはまとめないと。これは最低レベルだと思う。さっき意見があ

ったように、具体的に自治振興区の中で伺ったりして、それを自治振興区

の意見としてまとめていく必要もあるのではないかと思う。それらを行

い、まだ足りないということであれば再度意見を伺うという話になるかと

思うが、今日は、事務局により、だいたいの考え方を説明したもので、こ

れで行くということではないということなので、次からは体裁を整え、も

う少し熟度が上がると思うので、具体的な案を示し、意見を伺える形にま

とめながら諮問答申というかたちとなっていくかと思う。今日は一方的な

説明となったが、意見があれば、後でいただきたいということでもあるの

で、そのような中では、意見をいただくだけの会もあるかもしれない。基

本的には、諮問をし、答申をいただきき、経過決定の後、それを返すとい

う形を取るべきだと、それが諮問機関と我々とのやりとりだと認識してい

る。 
会長 色んな意見等が出て、また、最後に町長の基本的な信条も披露いただいた。



今後も、山都町のため、一生懸命、皆さんの意見をまとめながら、進めて

いきたい。 
＜７ その他＞ 
事務局 事務局より連絡する。 

副会長については、先ほど中村会長との協議後に決めるということになっ

たが、当該者本人に直接相談することになるかと思うが、その際は、快く

お引き受けいただきたい。副会長が決まったら、後日機会を見て紹介させ

ていただく。 
また、各委員においては、意見をお寄せいただきたい。 

＜８ 閉会＞ 
 


