
会議会話録 
 
＜会議概要＞ 
件名：平成２６年度第１回山都町総合計画審議会 
日時：平成２６年４月２８日（月曜日） 午後２時００分～午後４時１０分 
場所：千寿苑 ボランティア室 
出席：１０名（１名欠員、３名欠席…中村委員、高畑委員、村手委員） 
 
＜議事録＞ 
＜１ 開会＞ 
事務局 出席者確認。３名欠席の報告。 
＜２ 会長挨拶＞ 
事務局 会長依頼の状況報告。 
会長 挨拶 
＜３ 町長挨拶＞ 
町長 策定のために、やまトーク（２８振興区中２５実施）、やまと未来図ワー

クショップを開催している。 
やまトークでの多く重なった意見を説明。 
・区長区と自治振興区の制度の在り方 
  区長全体会議において自治振興区の中に区長区の組織を説明。 
・自主防災組織 
  町としても積極的に進めていきたい。 
・情報通信網（光ファイバー）の整備 
  今年度中に方向性を出す。 
・有害鳥獣対策 
  対策費用を上乗せ。交付要綱の見直しを指示している。先進地の事例

を良く見聞きして、町民に報告していきたい。 
的をぼかした総合計画であってはならない。優先順位を明確にし、課題を

解決していくものと考える。 
事務局 総合支所長及び事務局の紹介及び自己紹介 
＜４ 議事＞ 
会長 「①地域ビジョンワークショップの開催状況について」説明を。 
事務局 資料１を説明。 

５月中旬頃までに全てのワークショップを終える予定。 
表の説明。考察は主観的に見た感想。 
２枚目の資料は、２～３回目の開催状況の説明。結果は、全ワークショッ

プ終了後、再度紹介する。 
３枚目の資料は、広報やまとに掲載したものと同じもの。 



３回目のワークショップ終了後（当日）に感想をいただいているが、前向

きな意見がほとんどを占めた。 
今後は、地域班と相談してもらいながら進められたい。当課も協力する。

会長 議事「②中高生アンケート結果について」説明を。 
事務局 １月、２月の校長会で相談し、内容を詰め、２月下旬頃各学校へ依頼し、

３月初旬頃に回収した。 
 資料２を説明。調査対象は、中高校の１･２年生。 

居住意向について。町外に住みたいが１／４。５０％は定住意向。 
住みやすさについて。住みやすいとの回答が８０％と多い。 
愛着度について。愛着度が高い。 
１０年後の不安について。仕事のことに対する不安割合が高い。中学では、

高校進学に関連すると思うが進学への不安割合が高い。 
重要な言葉について。中高と分けたが、上位４つは同じ回答。 

 アンケートは概要版。詳細は、前回の会議で意見のあったとおり、校長会

に内容を伝え、検討いただき、結果をつなぐ。 
武元委員 アンケートの分析において、重要度の分析は終わっているのか。 
事務局 分析中である。 
武元委員 山都町が住みやすい、好きだと思う中高生が８０％もいるのに、町外に住

みたいと思う人が２５％もいる事をどう理解すればよいか。 
愛着度を見ると好きだというのが８０％いるが、それが人生にどう関わっ

ているのかという事が見えてこない。 
好きなもの･自慢したいものに若者の活動の場がない。 
将来の不安は、人付き合いの割合が高いが、この自然豊かな場所でなぜ感

じるのか不思議である。 
進学への不安を感じるのも理解できるが、今は進学したら幸せになるなん

て通用しない時代であり、それを、大学に行かなくても自分の将来像が見

える町づくりへの発想にならないか。 
経済的･社会的自立をし、仕事に従事して、家族を持ち、老後を安心して

暮すのが人生のトータル設計だが、それをどう町の総合計画に盛り込むの

か見えて来ないので、検討してほしい。 
事務局 今回は概要版であり、これらをベースに意見等を踏まえながら分析を行っ

て行く。また今後の町づくりの方向性や課題出しをこれからやっていく

が、アンケート結果との整合性を図りながら進めたい。 
まずアンケートから見えることは、現在感じている「住みやすさ」「愛着

度」と、将来を見たところのギャップ。そのギャップをどういう施策で埋

めていくのか、庁内を含めて考えていく必要がある。 
仕事や人付き合いの不安感は、将来新しい土地での不安な気持ちを表して

いるのかもしれない。 



藤吉委員 アンケートについて、校長会の中で結果に左右されないか危惧し、考えが

きちんと把握できることを検討し、今後、アンケートの結果を基にした活

用についても意見したい。分析や活用はこれからとのことだが、分析をす

るのは、受託先か、行政か。 
事務局 分析そのものは専門家に任せる。ただ、一般論となるため、委員の専門分

野での経験を踏まえ、今後のヒアリングや、審議会に示していく中で意見

がどう反映されているか、これからの将来を担う中高生の意見がどう関わ

っているかという視点を持っていただきたい。分析内容も大事だが、総合

計画の底流に流れる事が大事だと思うので、先程の、人生との関わりとい

う鋭い指摘が総合計画に表現できたらと思う。 
他自治体では中学生にも分かる総合計画と謳っているところもある。町も

中高生から高齢者まで分かる総合計画にしたいと考えている。 
武元委員 中高生アンケートを見て思ったのは、山都町は老後の住み家。環境が良く、

住みやすいが、仕事は無い。老後は良い。町に活気を与えるのは、若い人

が住み着いてそこで仕事をして経済活動をしない限りは活性化できない。

その辺、総合計画に反映を。 
下田委員 教育委員会の同席について以前から問うているが、今回も出席されていな

い。問題点を分析するに当たっても教育委員会は我々の意見を知っておい

ていただきたい。活力があり、子育てを充実するためにも教育委員会が出

席するのは重要。 
会長 何か理由はあるか。 
事務局 指摘は承知しているが、総合計画審議会は行政部局との討論ではなくて、

材料を示す中で、教育論･文化論･経済論等を踏まえて施策等を叩く場。委

員から要望があれば呼びかける事はできる。 
会長 中高生アンケートのそのままを役場職員にもやってもらってはどうか。そ

れを踏まえた中で色んな検討をして欲しい。 
 中高生アンケートについては、先般の町民アンケートと合わせて分析を。

会長 議事「③第２次総合計画の計画期間について」説明を。 
事務局 資料３を説明。 

第１次総合計画の計画期間は１０年。地方自治法の改正により、基本構想

の義務付けがなくなり、自治体の裁量に任された。期間設定の意見を伺う。

 各自治体の考えによるが、これまでは１０年という期間が多い。１０年は、

首長の選挙や、見直しを考えた時に長すぎるのではないかという議論もあ

る。総合計画は、基本構想･基本計画･実施計画の三層構造が一般的。 
以降２～５の説明。 

武元委員 合併時に自治振興区を設置する協議会に参加した。その時に、住民主体の

行政をしたいという話をされた。住民の自主的な活動により町を作り上げ

るために、行政だけでなく町民も頑張り、町民ができる事は町民がやり、



町づくりは常に町民が主体にならなければダメだと思っている。町長の任

期に関係なく基本構想は変わらず、現行のパターンで良いのではないか。

他の自治体で色んなやり方がなされているようだが、例だけの提示では誤

解する。全国的な割合を示して欲しい。 
下田委員 寄せ集めのキャッチフレーズではなく、基本構想をしっかりしたモノにし

て、それに向かう形でのキャッチフレーズを。中高生でも理解できるよう

な、みんながそれに向かっていけるようなものを掲げるべき。 
山下委員 最終的には民の審判を受けた町長が決めるのが筋だと思う。 
後藤委員 １本の柱を置いて住民が参加しながら目標にたどり着く形になった方が

良い。予算についても重点的に攻めるべき。重点施策が分かる町づくりを。

会長 鳥獣害対策等、目玉の予算を付けてあるが、町長から何かあるか。 
町長 事務局の意見は、社会情勢のサイクルが早く１０年は長いのではという発

想が根底にあると思うが、意見にあったように、ベースがきちんとしてい

れば良い。普遍的なものが１本通っていれば良く、年数には拘らない。 
会長 事務局はどうか。 
事務局 議事として出したのは、法の改正により自分達で決める必要があるので意

見を伺いたかったところ。この会での決定事項ではなく、意見を聞き、最

終的には町長判断となる。 
会長 議事「④条例案について」説明を。 
事務局 資料４を説明。 

以前説明したが、策定後の法的根拠が無いため、議会の議決事項を謳った

条例化を考えている。資料では郡内の状況を示した。条例案文は例示。 
会長 何か意見はないか。 
武元委員 条例を作った方が良いのか、無くても良いのかという判断が我々には分か

らない。 
山下委員 この場で議論が必要か。 
事務局 先程の計画期間と同様、皆さんに決めていただく事ではない。意見を伺い

たかったところ。 
会長 その辺り、副町長に聞いてみたい。 
副町長 議会で議決された総合計画は、よりしっかりした物になるのではないか。

会長 議事「⑤庁内各課、町内各種団体等対するヒアリングについて」説明を。

事務局 資料５を説明。 
会長 ヒアリングの実施時期は。 
事務局 当初の計画では、７～８月頭までを想定していたが、現在、６月中旬以降

８月末頃までと考えている。 
澤村委員 子育て支援団体とあるが、どこをヒアリングされる予定か。 
藤原委員 ＰＴＡ関係（子育て世代）の意見も入れて欲しい。 
事務局 ヒアリング団体の存在をこの場でもいただければと思う。 



会長 福祉、介護等の関係団体も是非入れて欲しい。 
山下委員 工夫が必要だが、任意団体の「山水会」も入れて欲しい。 
事務局 委員に対し調査用紙を郵送するので、提案していただきたい。 
藤原委員 地域づくり団体へも案内してほしい。 
会長 議事「⑥その他について」説明を。 
事務局 資料６を説明。 

計画策定のスケジュールの説明。９月議会前にたたき台を示し、１２月に

審議いただければと思っている。 
会長 その他、意見を。 
藤吉委員 将来の町の大事な柱として、教育ビジョンは必須。総合計画は長期に渡る

計画だが、子ども達への施策なり手立ては、早急に取り組まれなければな

らない。子どもの減少傾向を見て、先を見通しながらの手立てが必要。 
今、教育現場はかなり混乱している。それは、場当たり的対応が非常に目

立つからである。既に分かっている色んな事に対して、すぐに手立てされ

なければ、子ども達の今の思いにもつながって行かない。子ども達の将来

を考え、知恵を出していかなければならない。 
教育現場は、町の施策と密接につながっていることを意識しながら、教育

ビジョン･施策を考えなければならない。教育も町の重要な財産。次回に

でも、教育委員会の考え方をお聞きしたい。 
山本委員 合併後１０年経つが、これまでの成果について聞きたい。 
事務局 振り返りを去年やっている。資料を送る。 
山本委員 消防団員は合併当初から２００人程度減っている。団員減少により、近い

将来地域を守れるのかという問題がある。消防団では、地域の方々に地域

のためだけに消防をしていただく機能別消防団というシステムについて

来年４月発足を目標に検討している。 
草部委員 山の都づくり推進室はどういう活動をやるのか。 
町長 ・新幹線や高速道路の開通を見越して数年前に作った部署であるが、基幹

産業の農林業に焦点を絞って動いている。集落営農や鳥獣害対策は護り

の対策。攻めの対策で農林業の振興につなげるため、それを検討しても

らう部署。目指すところは、商社感覚を持った団体の立ち上げであり、

その辺りの調整も。 
・スケジュールが出たが、ヒアリングが済んでから、ある程度まとめてか

らのたたき台が出ないと審議会開催の意味が無いかと思う。町としても

柱を考えながら、それに向かって意見を聴取していきたい。 
草部委員 自主防災の話しとして、滝上地区は、いち早く防災組織を立ち上げたが、

現在、地域から会費を徴収しないと運営できないような状態。立ち上げた

所への配慮をお願いしたい。 
副町長 馬見原自治振興区でその話を伺ったが、本年度少なくとも５万円の支援を



町単独で作っているので活用されたい。 
下田委員 ・職員に対し、中高生に対するようなアンケートを取るべきでは。 

矢部小＞矢部中＞矢部校とだんだん入学者が減っている状態。特に地元

の中学校に進学しない実状は深刻。職員にも自覚して欲しい。 
・職員が管理職になる際の試験導入を希望する。 
・職員同士の横の繋がりが必要。現実にあった問題として、１４０年ぐら

い前からの石蔵が残っている地区で観光スポットになる所に、景観に合

わないアルミのフェンスが設置されてしまった。地域では景観を良くし

ようと取り組んでいるにも拘わらず、関係職員は全く知らず、横の繋が

りが皆無。横の繋がりを意識する職員が居ないと町づくりに繋がらない。

会長 今日、町長以下、職員が同席されているので、委員の想いをくみ取ってい

ただきたい。職員も山都町への想いがなければならない。 
澤村委員 ・計画はじっくり立てるものだろうが、教育問題は急がなければならない。

教育関係者は、もっとアンテナを張って状況を察知し、子どもの環境を

整えるために行動をおこしていただきたい。 
・御岳振興区主催の講演で、有害鳥獣対策について非常に有用な話しがあ

った。男女一緒に話しを聞くべきで、女性が参加する事で話しが地域に

広がるとも話された。全町的に困っている案件であり、そういった方を

呼んではどうか。 
・健康福祉課が課長･福祉係長が一度に異動された。子ども子育て会議が

他自治体より遅れているが、９月頃までに計画を作らなければならない

はず。早急に取りかかっていただきたい。 
後藤委員 行政は、現場の状況を的確に捉え、机上だけでなく、現場に出て何が足り

ないのか、何が必要なのか、現場から吸い上げて欲しい。 
先般、町内（蘇陽地区）の３福祉施設を回った際、現場を見て現状が分か

った。現場に足を運び、持ち帰り考えることで、良い町づくりに繋がる。

藤原委員 ・中高生アンケートの結果から、町外移住希望者をどう考えるかは必要。

やはりインフラは重要であり、整備できるものはできるだけ早く整備を。

・高齢者が住む町という意見もあったが、若者が自発的に行動を起こせる

ような雰囲気を整える事が、我々大人の役目ではないか。 
会長 町づくり･教育は柱にしなければならない。地元で小学校→中学校→高校

と繋がっていないのは危機的状況。親はもちろんその世代や地域にも責任

があるのではないか。現役で国立大学に通る生徒も居る。そういう生徒が

沢山居るのに、子どもが選択しない。これは親の影響ではないか。しかし、

みんなで考える問題でもある。隠岐の高校の取組の例もある。地元の高校

に通うことの将来への恩恵は計り知れない。課題は沢山あるが、「人作り」

も本気で考えなければならない。 
委員の意見を反映し、成果が上がるようお願いする。 



事務局 意見のあった、総合計画に対する評価について、こちらから配付した資料

の中に、平成２５年５月時点のものを綴じているので確認を。 
当審議会においては、農業地域振興計画の策定等についても所掌事務とな

っている。現在、農林振興課において調整を行っている。 
 


