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第 4 次三郷市総合計画後期基本計画第 1 回策定委員会議事録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・開会：企画総務部長 
 
・挨拶：企画総務部長 
 
（１）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画基礎調査報告 

①三郷市の現況について報告：支援事業者（資料 1） 
②前期計画調査票の報告：事務局（資料 2）、支援事業者（資料 3-1、3-2、3-3、3-4） 

 
（２）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画施策体系の考え方：事務局（資料 4、6） 
 
（３）今後のスケジュールについて：事務局（資料 5） 
 
・閉会：財務部長 
 

1.日時：平成 26 年 11 月 21 日（金）10 時 00 分～12 時 00 分 
2.場所：三郷市役所本庁舎 7 階農業委員会議室 
3.出席者 
【委員長】田中企画総務部長 

【副委員長】中村財務部長 

【委員】星市民生活部副部長（代理出席）、森福祉部長、金子子ども未来部長、 

野口環境安全部長、大久保産業振興部長 石出建設部長、豊賀まちづくり推進部長、 

小平会計管理者、植松水道部長、南部消防長、星学校教育部長、中村生涯学習部長、

田中議会事務局長、前田選挙管理委員会事務局長、西尾監査委員事務局長 

【事務局】石井企画調整課長、大村企画調整課長補佐、篠田企画調整係長、流主任、 

     杉山(量)主任 

【支援事業者】 

 
4.配布資料 
（資料 1） 第 4 次三郷市総合計画後期基本計画基礎調査資料 
（資料 2） 前期基本計画評価結果 
（資料 3-1）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画施策動向調査結果成果指標一覧 
（資料 3-2）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画施策動向調査結果基本事業の主な取り組み 

内容一覧 
（資料 3-3）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画施策動向調査結果【基本事業の取組で「廃止」

とした事業】・【今後取り組む基本事業】一覧 
（資料 3-4）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画施策動向調査結果協働事業・市民事業一覧 
（資料 4） 第 4 次三郷市総合計画後期基本計画施策体系の考え方 
（資料 5） 第 4 次三郷市総合計画後期基本計画全体スケジュール（予定） 
（資料 6） 今後取り組む事業予定一覧作業要領 
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質疑応答内容 
■挨拶 

（企画総務部長） 

・第 4 次三郷市総合計画後期基本計画策定するにあたっては、行政改革の内容を可視化する

など戦略的な内容とする策定方針である。これまでのスケジュールとしては、計画担当者

会議、施策調査を実施している。今後実施するまちづくり委員会においては所管部署に説

明を実施してもらうこともある。策定に係る方針・留意点が 3 点ある。①「躍進する三郷

市」として公表に耐えられる【手続き】・【内容】の総合計画とする。より良い意見を採用

し、丁寧なわかりやすい表現を用いる。②策定委員会の議論に関係する情報は、企画調整

課を介して、時宜等を考慮して公表する。他の部署では公表しないこと。③「夢のある計

画」という視点を踏まえ、目玉事業やリーディングプロジェクトの頁部分を拡充したい。 
（産業振興部長） 

3 点の方針・留意点については、重要事項であり、誤りがあってはいけないものなので文

書にして各委員に配布すべきである。 
（企画総務部長） 

⇒文書で配布する。 
 
（１）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画基礎調査報告：①三郷市の現況について報告 

（選挙管理委員会事務局長） 
・データの選択にバイアスを感じる。たとえば、農業に関しては米の作付面積・収穫量の減

少のみを記載しているが、市の特産などを考慮すると野菜や近郊農業のデータを補足する

ことが適切である。また、児童数・生徒数に関しては公立校のみのデータであり、私学の

データも追加すべきである。 
（事務局） 
⇒データ・グラフの引用が増えると、概要部分のボリュームが大きくなってしまうので、 
ある程度絞らなければならないことはご了承頂きたい。引用データについては、バイアス

がかからないよう、再度内容を精査したい。 
（会計管理者） 
・児童数の総数を記載するなど、特徴的な数字を選択するべきである。そのような総数を感

覚的につかみ易いグラフを用いて表現した方が良い。 
（監査委員事務局長） 
・基礎調査の位置付けを教えて欲しい。データ集という扱いであるのか。 
（事務局） 
⇒基本的にはトレンドを確認するための資料という位置付けである。なお、取扱うデータや

グラフについては、さらに精査していきたい。 
（選挙管理委員会事務局長） 
・現実と目標のギャップを把捉するためのデータを選択する必要がある。 
（環境安全部長） 
・三郷市の課題については、今回追加された部分は事業レベルの内容が多い。放射性物質の

測定などは縮小している現状である点など、具体的な事業名を記載するのは支障が出る可

能性がある。 
（事務局） 
⇒課題については今後総合計画に反映すべきであるか精査する必要がある。 
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（企画総務部長） 
⇒基礎調査資料から基本計画序論ないしは基本計画部分に反映する点と反映しない点があ

る。データの取り扱いに関しては整理する必要がある。 
（産業振興部長） 
・基礎調査資料は情報公開の対象ではないのか。内容が薄くトレンドを把握するのみであれ

ば「基礎調査資料」という名称自体を検討するべきである。 
（事務局） 
⇒資料の作成に際しては充分に注意して行い、名称のあり方も検討する。 
（会計管理者） 
・データ集は別途作成するのか。「基礎調査資料」の名称のあり方は別として、総合計画序

論部分のデータを集めるという点でいえば、特長的なデータを選別すべきであり、詳細な

データは必要としない。 
（事務局） 
⇒基礎調査資料の掲載データ・グラフは、総合計画の序論を構成するためのものだが、資料

編で掲載する予定のデータも含まれている。 
（消防長） 
・年齢別人口部分に関しては、高齢者対策は今後本市として課題となるため、高齢化に関す

るデータは拡充して欲しい。 
（事務局） 
⇒今般基礎調査資料はトレンドを示したものとして了承いただきたいが、今後資料で扱うデ

ータは注意深く扱っていく。 
 
（１）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画基礎調査報告：②前期計画調査票の報告 

（企画総務部長） 
・協働事業・市民事業の取組主体について例示をして欲しい。たとえば PTA はいずれの主

体に含まれるのか。 
（事務局） 
⇒「団体」は NPO、財団・社団、事業者団体、福祉団体、交流団体など、学校や企業を除

く幅広い組織であり、自治会や自主防災組織など地域を基盤とした活動を実施している組

織は「地域」に含める形で例示して回答を得ている。PTA は「学校」に含む。 
（会計管理者） 
・協働の定義自体を明確にすべきである。「協働の手引き」に該当する内容とすべきである

のか。 
（事務局） 
⇒取組主体、「協働」の共通認識を深める方向で検討する。  
（環境安全部長） 
・市自体が市内部に対して「動向調査」するという名称には違和感がある。対外的に公表す

る際には名称を検討するべきである。 
（事務局） 
⇒名称については検討する。 
 
（２）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画施策体系の考え方 
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（事務局） 
・策定の方向性としては、①目標人口を早期に達成したこと、②市長所信表明の内容も盛り

込む形で考えている。 
（産業振興部長） 
・施策の柱・施策内容について修正・変更する方針はあるのか。 
（事務局） 
⇒前期基本計画から極端に変更することはない。基本的には前期基本計画を踏襲し、施策は

現況を踏まえて多少修正を検討する。 
（会計管理者） 
・個別に見直しても良いということであれば、施策の柱と施策の内容のカテゴリーのあり方

を見直す必要がある。たとえば、「6-6 人にやさしいまちづくりの推進」などは福祉分野

であることは推測できるが、他の施策ともまたがる上位のカテゴリーとしても扱える。 
（企画総務部長） 
⇒該当施策は前期基本計画策定時に検討を重ねて、現状のカテゴリーに落ち着いた経緯があ

る。ただし、発言の趣旨は理解できる。 
 
（３）今後のスケジュールについて 
（監査委員事務局長） 
・リーディングプロジェクトの取り扱い、検討方法を示して欲しい。 
（事務局） 
⇒資料 6 の調査を基に、リーディングプロジェクトを検討する。 
（企画総務部長） 
⇒後期基本計画の目玉事業として、公共施設や読書のまちなどの内容を 1-2 頁を割いて提示

する。 
（消防長） 
・施策の柱くらいまでは骨子案で検討するのか。1 月までは各課課長レベルが関わるべき点

はないか。 
（事務局） 
⇒施策体系図を作成することができるところまでは作業を進めたい。計画担当者独自でなく、

所属長の了解を得ながら、各課連携で実施していただく。 
（財務部長） 
・リーディングプロジェクトは骨子案に入るのか。 
（事務局） 
⇒リーディングプロジェクトの選定は検討に時間を要するため、骨子案に含めることはでき

ないと思われる。 
（財務部長） 
リーディングプロジェクトの内容について、ボリュームを持たせるということであれば、 

 リーディングプロジェクトを骨子案に含めて、市民に提示することを考えてほしい。 
（消防長） 
・環境安全部とまたがる施策で内容の拡充を検討しているが、施策の追加・変更などに伴う、

部を越えた調整は事務局で実施するのか。 
（企画総務部長） 
⇒関係部署と事務局で一緒に調整することになる。 

以上 
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第 4 次三郷市総合計画後期基本計画第２回策定委員会議事録 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.議事概要 
 
・開会 
・挨拶 
（１）第４次三郷市総合計画後期基本計画骨子案 

パブリックコメント資料の検討 
（２）リーディングプロジェクトの検討 
・閉会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.日時：平成 27 年 1 月 23 日（金）13 時 30 分～15 時 30 分 
2.場所：三郷市役所本庁舎 7 階農業委員会議室 
3.出席者 
【委員長】田中企画総務部長 

【副委員長】中村財務部長 

【委員】齋藤市民生活部長、森福祉部長、金子子ども未来部長、野口環境安全部長、 

大久保産業振興部長、豊賀まちづくり推進部長、小平会計管理者、植松水道部長、 

南部消防長、星学校教育部長、中村生涯学習部長、前田選挙管理委員会事務局長、 

島根農業委員会事務局長、西尾監査委員事務局長 

【事務局】石井企画調整課長、大村企画調整課長補佐、篠田企画調整係長、流主任、 

     杉山(量)主任 

【支援事業者】 

 
4.配布資料 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画骨子案（資料１） 
・後期基本計画骨子案における基本事業の変更一覧（資料２） 
・後期基本計画骨子案への提案【策定委員】（資料３－１） 
・後期基本計画骨子案への提案【計画担当者】（資料３－２） 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画骨子案 参考資料（資料４） 
・リーディングプロジェクト（資料５） 
・リーディングプロジェクト選定基本事業一覧（資料６） 
・リーディングプロジェクト選定基本事業アンケート（資料７－１） 
・リーディングプロジェクトへの提案（資料７－２） 
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質疑応答内容 
■挨拶 

・骨子案・リーディングプロジェクトに係るアンケートへのご協力に感謝する。今回はパブ

コメ資料となる骨子案、リーディングプロジェクトを検討する。これらの資料に係る市長

説明時には、市長より２点留意すべき旨ご指摘があった。①わかりやすい内容とする、②

国の関係法令の変更を反映すること。これらを留意して進めて行く。今後の予定としては、

本日頂いた意見による骨子案の修正・確認後、2 月 2 日に政策会議にかけ、３月下旬には

パブコメを実施する。リーディングプロジェクトについても本日のご意見による修正確認

後、精査してパブコメという流れになる。（企画総務部長） 
 
 
（１）骨子案・パブリックコメント資料の検討 

・全体の印象として変更点が少なすぎるのではないか。ビッグデータ、マイナンバー、空き

家、公共施設マネジメントなど最近のトレンドをどこで位置付けているのか。（会計管理

者） 
⇒どのような所まで具体的に記述するか難しい面もある。言葉、内容的にもわかりやすくす

るように確認したい。（企画総務部長） 
・世間の話題、法令改正点は押さえておくべきである。地域包括ケアシステムといった部署

をまたぐ施策、高齢化対策など否定的な部分も捉えなくてはならない。課にまたがる事業

を加えることが難しいことは分かるが、どこかで反映すべきである。（会計管理者） 
⇒全庁的にまたがる事業は難しい点もあるが、相応しい書き方に努める。（企画総務部長） 
・本市では人口が増加しており、平成 35 年が人口のピークという推計もある。長期的には

人口は減少に向かうが、計画期間内は人口が増加する。その点で扱いが難しい。人口減少

のような長期的傾向は序論などで扱うか。人口は増加すること・減少することいずれを踏

まえて、策定すべきなのか。（会計管理者） 
・総合計画前段でトレンドは言及しておいて、計画は計画期間内で今できることを対処して

おくことが適切である。（産業振興部長） 
⇒5 年より先の話をにらみつつ、5 年間の計画を策定することになる。人口のピークがいつ

になるかによって、事業を民間事業者に委託するなど、人口増減に従って、事業主体を変

更するなどのあり方も必要である。（企画総務部長） 
・地方創生の先行型交付金の動きもあり、総合戦略の内容も取り込んだ形で総合戦略は策定

するべきであり、調整が必要である。（財務部長） 
⇒総合戦略は未だ情報が不明確な部分もある。平成 27 年度に策定する必要があり、後期基

本計画と時期も重なるため、充分に調整は必要となる。総合戦略は企画調整課が窓口とな

っているが、全庁にまたがるため、総合戦略についてもご協力をお願いしたい。（事務局） 
⇒総合戦略については交付金使途の方針に係る説明資料を委員にも配布する。（企画総務部

長） 
⇒交付金の案内は誰がどのように使うかレクチャーが必要である。関係部署を集めて協議の

場を設けるなど支援も含めて検討して欲しい。（会計管理者） 
・総合戦略の内容は総合計画にも入れ込むということで良いか。（消防長） 
⇒入れこむことになる。（企画総務部長） 
 
（２）リーディングプロジェクトの検討 
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・資料 7-1「都市型農業の振興」は事務局案として、担当課と調整するとなっているが、部

内で既に調整済である。（産業振興部長） 
⇒施策レベルの名称と同じであるため、関係課と調整したい。（事務局） 
⇒事業名は政治的な部分を含むものであり、あえて事業の名称としている。（産業振興部長） 
⇒ご提案のとおりとする。（事務局）  
・重点テーマの変更も提案したが、変更はできないのか。（生涯学習部長） 
⇒資料 7-2 で取り上げ、対応する予定である。資料 5 は変更してはいないが、今後提案どお

りに改める。（事務局） 
・重点テーマ、リーディングプロジェクトも変更可能ということでよいならば、重点テーマ

とリーディングプロジェクトとの関係性が分かりにくい。「参加と協働」が重点テーマに

入っている一方、リーディングプロジェクトだと記述がない。また、「魅力ある地域プロ

ジェクト」も「魅力ある地域創生プロジェクト」にした方が良い。（会計管理者） 
・文言訂正など訂正後の資料がないと分かりにくい。事務局案反映した改定案を用意してお

くべきである。（財務部長） 
・リーディングプロジェクトの掲載は後半の方が適切か。先導的な事業であるのだから、前

段で扱った方が良いのではないか。（会計管理者） 
⇒計画書の構成については趣旨を踏まえ対応する。 
 また、事務局は、骨子案、リーディングプロジェクトの修正版を作成し、至急各委員へ確

認してもらうように作業を進めてほしい。（企画総務部長） 
 
（３）策定委員会全般について 

・会議資料は早めに、また依頼は分かりやすい表現で出して欲しい。（産業振興部長） 
・骨子案参考資料の社会情勢に関する記述もリーディングプロジェクトとの連動性を打ち出

して欲しい。（市民生活部長） 
 

以上 
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第 4 次三郷市総合計画後期基本計画 

第３回策定委員会議事録 
 

平成 27 年 5 月 12 日 
 
1.日時：平成 27 年 5 月 11 日（月）10 時 00 分～12 時 00 分 
2.場所：三郷市役所本庁舎 6 階全員協議会室 
3.配布資料 
・第４次三郷市総合計画第 3 回策定委員会次第 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画全体スケジュール（予定）（資料１） 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画骨子案（施策一覧）（資料２－１） 
・リーディングプロジェクト骨子案（資料２－２） 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画（骨子案）及びリーディングプロジェクト（骨子案）の意見募集

結果とその回答案（資料３） 
・「まちづくり方針」と「経営方針」の各施策の読み方（追加資料） 
 
4.議事概要 
・開会：企画総務部長 
・挨拶：企画総務部長 
（１）これまでの計画策定経過及び今年度のスケジュール（事務局より資料１用いて説明） 
（２）パブリックコメント手続結果及び回答案について（事務局より資料 2-1、2-2、3 用いて説明） 
   ①第４次三郷市総合計画後期基本計画骨子案 
   ②リーディングプロジェクト骨子案 
・その他（事務局より追加資料を用いて説明） 
・閉会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

5.質疑応答内容 
■挨拶 

・策定委員会は本年度第 1 回、通算で第 3 回目の開催となる。これまでの過去 2 回の策定委員会につい

ては、第 1 回目で前期計画評価、基礎調査、各課意向について報告・協議し、第 2 回目で後期基本計

画骨子案、リーディングプロジェクト骨子案に係る報告・協議を実施した。3、4 月には同骨子案のパ

ブリックコメント手続を実施した。今後は策定委員会は概ね月 1 回、まちづくり委員会も月 1 回の頻

度で開き、2 週間に 1 回は会議を開催する。本日はパブコメの回答案について議論をしていただきたい。

また、まちづくり委員会においては、委員からの質問があれば基本的に所管分についてはご回答・説

明いただく役割を策定委員会メンバーに担っていただく。（企画総務部長） 
 
 
（１）スケジュールについて 

・政策会議の前に行政連絡会議で事前協議することとなっているが、行政連絡会議は策定委員会メンバ

ーと重なっている。策定委員会の決定事項も行政連絡会議で再度協議するのか。（産業振興部長） 
⇒策定委員会で決定された点に変更があった場合、策定委員に通知する。事務局と齟齬がある場合には、

随時連絡して欲しい。（企画総務部長） 
・策定委員会で決定した内容に変更があった場合には、変更に関する議論があるべきで、その場合には

策定委員会を再度開くか、行政連絡会議を活用すべきではないか。（産業振興部長） 
⇒会議日程の調整が必要となる。実質的にはそのような齟齬は生じないように策定委員会の中で完結し

たい。最終的には次回パブコメ前の政策会議に諮る前段で行政連絡会議で協議していただくところで

あるが、大要は策定委員会で議論して欲しい。（企画総務部長） 
・市民の方のご意見を聞く機会が減った理由を教えて欲しい。フォーラムについては、最終回は計画完

成後のお披露目であることから、実質 1 回の開催ということになるという理解で良いか。（選挙管理委

員会事務局長） 
⇒市民参加については三郷学講座参加者から意見をもらうことなども考えている。各部署の個別計画で

も市民参加の機会が確保されて策定されていることから、その意見を参照する。また、パブコメでも

意見を伺う。フォーラムについてはパブコメ実施中に計画案の説明を兼ねて開催する。最終回のフォ

ーラムは周知の機会となる。（企画総務部長） 
・ワークショップを地区ごとに開催する予定であったと思うが、パブコメのみで市民参加は確保したと

認識しているということか。（選挙管理委員会事務局長） 
⇒市民参加に係る具体的な提案があれば、皆さんのご意見を伺いたい。（企画総務部長） 
・協働事業と市民事業は同一カテゴリーで括ることに問題はないのか。前者は自治基本条例で規定され

た事業であり、一緒に括るべきではない。市民の意見については、パブコメ、懇談会、アンケートな

ど収集する方法はあるので、検討してもらえればよい。ただし、協働事業とは分けて考えるべきであ

る。住民が単に参加しただけでは、協働事業とは言えないと思う。自治基本条例の参加と協働とは何

なのか共有する必要がある。（会計管理者） 
⇒参加・協働の定義は自治基本条例上の定義とともに、総合計画上の定義をどうするのかという話が別

途ある。そのあたりを十分議論する必要がある。参加・協働の自治基本条例の定義では、「参加」は、

執行機関が市民等に市政に参加する権利を「参加」として規定している。市民等の自発的な意思に基

づく団体等への参加については、自治基本条例第 7 条にまちづくりの自由として規定している。また、

「協働」は、市民、団体や企業などの市民が対等な立場で公益的な活動を行う取組みを定義しており、

市民等と市が対等な関係で公益的な活動を行うことも「協働」である。総合計画に記載する事業にお

いて、市民事業と協働事業は自治基本条例によれば、「協働」にあたるか、あるいは「まちづくりの自

由」にあたる自発的な活動となることから、その点において具体的にどう位置づけるかについては、

別途議論が必要である。 
個人的には会計管理者の意見は理解する。協働については行政と市民が対等の立場で臨み、市民事

業は市民独自の自主事業である。策定される近年の総合計画では市民が独自に実施している事業を計

画に位置づける傾向も見られる。本市でもそのことについて後期計画では充実させたい。（企画総務部

長） 
・市民事業は市民発案で行政は手伝うという理解か。行政が支えないような事業を計画に掲載すること

には違和感がある。行政が何らかの関わりがあるから掲載するのではないのか。役所と接点のない事
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業を載せることに意味はないのではないか。（会計管理者） 
⇒公共政策、公共的な事業は役所だけが実施している訳ではない。あいさつ運動など、役所から声を掛

けなくても地域で取り組んでいるものもある。地域に必要となる病院のベッド数について、民間病院

のベッド数が足りなければ、市立病院が必要だとする考えが出てくるが、その民間病院のベッド数を

地域の計画の必要量（予測）としてどう考えるかという趣旨である。（企画総務部長） 
・顔が見える中で意見交換する機会は重要であるため、地区別懇談会は開催を希望する。（まちづくり推

進部長） 
⇒検討する。その際にはすべての部長の出席をお願いする。（事務局） 
・先日の研修会で配布された基本方針には多様な意見を確保するとあるが、パブコメとフォーラムだけ

のように見える。平成 27 年度になって、そのような機会を検討するという方向になったことについて

事務局はどのように考えているのか。（監査委員事務局長） 
⇒平成 26 年度春時の方針であって、その後の状況により具体的な内容については変更となっている。現

在の案でも、パブコメ時に要望があれば、出向いて意見交換する趣旨の内容も挿入されている。ただ

し、引き合いがあるまで待つということでなく、前向きに考えている。骨子段階でワークショップを

開催し意見を伺いたかったが、時間的に難しかった。代替策を今年度のどこかで組み込みたい。また、

各部署の計画策定段階で収集した市民の意見を参照すべく、各個別計画担当者を集めて聴取すること

も考えられる。（企画総務部長） 
・情報は鮮度が命であり、各計画策定時の意見は当時の意見である。最新の話を聴取する必要があるの

ではないか。（産業振興部長） 
⇒市民参加は多元重層連続型であることが重要である。時宜にかなった適切な参加手法が求められる。

市民参加の機会を設定しないという訳ではない。（企画総務部長） 
・先般の政策研究講座はなぜあのような内容で実施したのか。住民主導で活発なやり取りをして策定す

るという内容であったが、本市の策定プロセスと比較するとどのような意味があったのか疑問である。

（産業振興部長） 
⇒先般の政策研究講座開催の趣旨としては、第一に総合計画のつくり方、第二に内容である。前者につ

いては、計画策定に関わる人の熱意を感じ取ってもらうということである。（←発言を修正しています。）

後者については、緑のネットワーク、公共施設のネットワークの話のような点を参照したいと考えた

ためである。本市でも図書館、防災、子育て、緑などネットワークで対応することが重要な課題があ

る。例えば、地域の会議室ということであれば、貸し会議室など多様な主体が実施運営している事業

をネットワーク化して入れ込みたい。（企画総務部長） 
・総合計画はコンサルがつくるものではなく、市民と職員がつくるものであるという点で印象付けられ

た。市民の意見を個別計画から吸い上げるだけでなく、個別部署が市民向けに開く会議の場で該当す

る個別施策のあり方を聴取する機会を設けるべきでないか。（会計管理者） 
⇒市民の意見を個別計画からだけから吸い上げるということは考えていない。これまでの策定プロセス

においてもご意見のようなことは実施してきたが、今後も行っていきたい。（企画総務部長） 
・計画策定における市民参加のあり方について、活発な議論がなされているが、計画策定作業の当初に

遡ってしまうテーマである。現に基本方針において、市民参加については、結論が示されている。本

日、地区別懇談会開催を求める意見に対し、事務局が検討すると回答していることからも、このへん

で市民参加の議論は終結にしてはどうか。（環境安全部長） 
 
（２）パブリックコメント手続結果及び回答案について 

【まち１】 
・早稲田地区を中心に交番増設への市民要望はあったが、市内に既に吉川警察署がある以上、警察署増

設は難しい。事務方から提出した回答を確認して欲しい。（環境安全部長） 
・人口規模などで適正量があるのではないか。増設を要望するといった趣旨の記述は望ましくない。（水

道部長） 
・本市に警察署が存在しないと考えているのではないか。（会計管理者） 
⇒回答書を確認し、担当部と調整する。（企画総務部長） 
 
【まち２】  
・担当部署として了解した。（環境安全部長） 
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【まち４】 
・産業振興部の回答とは違っているが、なぜこのような回答とするのか？第４次総計の基本構想の５土

地利用の１将来都市構造、２拠点の位置づけの、どこにも大規模商業施設を誘致するとは記述されて

いない。三郷南インター周辺ではそもそもスペースがない。事業者は利益がでると見れば進出する。

大規模商業施設が進出可能な土地利用を誘導するといった程度で良いのではないか。そもそも市内に

ピアラシティ、ららぽーと新三郷があり、近隣にもレイクタウンなど大規模商業施設は出揃っており、

さらに大規模商業施設を市内に誘致したとなれば、地元商業者は立ちいかなくなってしまう。（産業振

興部長） 
⇒誘導するといった書き振りは検討したい。（企画総務部長） 
・前期計画時の 4-4-1 施策の中でも、大規模商業施設と地元商業者との議論が相当あったであろうから、

その当時の考えを踏まえるべきである。（監査委員事務局長） 
・まちづくり推進部としても大規模商業施設を誘致することは考えていない。（まちづくり推進部長） 
⇒検討して調整案を送付する。（企画総務部長） 
 
【まち５】 
・施策 5-8 は平和意識・人権意識高揚ということであり、国を愛する心の育成を組み込むことは疑問で

ある。施策 5-2 であれば書き振りも考えられる。（学校教育部長） 
・イデオロギーなどの問題に関わるため、このような曖昧な趣旨の質問に対しては詳細に具体に踏み込

む回答をするべきではないのではないか。（会計管理者） 
・事務局案では策定作業の中で反映されるような期待を与えるのではないか。（産業振興部長） 
・事務局案の「なお、～」以下は削除し、「心の育成を行っています。」までの回答のみで良いのではな

いか。（市民生活部長） 
⇒検討して調整案を送付する。（企画総務部長） 
 
【まち６】 
・事務局案の「検討する」という書き振りは適当か。（まちづくり推進部長） 
⇒原課回答では男女共同参画プランで検討するとしている。（事務局） 
・括弧書きの内容（起業への助成金支給等）によって助成金を実施すると見えてしまうのではないか。（会

計管理者） 
⇒括弧書きの内容をすぐに導入する訳ではないため、誤解を与えないように整理する。（企画総務部長） 
 
【まち７】 
・子育て支援制度として医療費無償化ということであるが、既に子ども子育て支援制度は開始している。

医療費無償化よりも 4～5 歳児の保育無料化の方がトレンドにもなっている。(子ども未来部長) 
・無条件で医療無償化は不可能な訳であり、15 歳までは既に実施しているとのみ回答すれば良い。（会計

管理者） 
⇒検討して調整案を送付する。（企画総務部長） 
【経１】 
・意見内容はどこまで要望しているのか不明であるが、文面から市民の声の内容に関する公開であると

思われる。そうであれば、FAQ は制度、ルールや使い方などに対応するものであり、なじまないと考

える。7 月 1 日から市民の声のデータベースを管理職以上で共有する取り組みを始めるところであり、

現状では、公開については他市町村の事例を研究するといった趣旨が適当である。（市民生活部長） 
⇒市民生活部長の案に沿って整理する。（企画総務部長） 
 
【経２】 
・内容に問題はない。ただし、行政改革は計画行政の推進の一項目ではなく、施策７を行政改革推進と

した方が良い。（会計管理者） 
⇒行革への焦点の当て方については、次回以降で検討できるように整理したい。（企画総務部長） 
 
【経３】 
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・既にふるさと納税制度自体は創設されているため、御礼品の事業を開始していく。そのため、「ふるさ

と納税制度を魅力あるものにしていく」という文案とする。（財政部長） 
・事務局案の上から 2 行分は削除して欲しい。個別具体事業名を出されると納税されたお金の活用のあ

り方についての議論になる可能性が出てくる。（環境安全部長） 
・使途指定は可能であるが、今まで指定してきた人はほとんどいないため、特定の事業名は削除するべ

きである。（選挙管理委員会事務局長） 
⇒事務局案の上から 2 行分は削除し、財政部長提案の書き振りに文末も整理する。（企画総務部長） 
 
【経５】 
・「市民や団体等が行政と連携して問題を解決することの大切さ」はどこに記載してあるのか不明である。

（監査委員事務局長） 
・意見も事務局案も適当であるが、パブコメ資料しか読んでいない人にとっては「大切さ」の該当文書

が不明であり、補足説明が必要である。（会計管理者） 
⇒P188-189 の趣旨を踏まえて事務局案となっている。（事務局） 
・連携の取り組み内容などのみで、「大切さ」とは記述していないのではないか。（産業振興部長） 
⇒わかりやすい適切な表現に努めたい。（企画総務部長） 
 
【リーディング２】 
・「追加する」と明確に回答しているが、リーディング 1 のような書き振り（具体的な内容は計画案で示

す）と整合を図る必要はないか。（産業振興部長） 
⇒特に問題はない。（企画総務部長） 
・内容が具体的過ぎるのではないか。「参加の機会の拡大」の中で検討して参りますといった趣旨の書き

振りで良いのではないか。（市民生活部長） 
⇒当面の方向性としてはそのような方向性で良いが、事務局で調整したい。 

なお、今回の後期基本計画においては、明記できるものはハッキリと明記する方向でいきたい。あい

まいなものは計画としての機能を果たさないことがあるためである。（企画総務部長） 
 
・以上のパブコメ手続結果及び回答案については、まちづくり委員会では市の案として提出する予定で

ある。細かい文言については調整して策定委員会のメンバーにも共有する。（企画総務部長） 
 
（３）その他 

・5 月 25 日（月）まちづくり委員会への出席をお願いする（場所：商工会館 2 階第 2･3 会議室）。 
・追加資料にあるとおり、今後は具体的な基本計画について検討いただくが、関連計画や行政改革のポ

イントを追加するため、ご意見をいただきたい。 
・見直して欲しい意見があるが、事務局に意見したら良いのかなど、情報の流し方や共有の仕方につい

て整理しておいて欲しい。（会計管理者） 
⇒基本的に事務局に流し、事務局より策定委員会のメンバーへ共有させていただく。（企画総務部長） 

 
以上 





                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４回 
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第 4 次三郷市総合計画後期基本計画策定業務委託 

第４回策定委員会議事録 
 

平成 27 年 6 月 16 日 
 
1.日時：平成 27 年 6 月 15 日（月）10 時 00 分～12 時 00 分 
2.場所：三郷市役所本庁舎 6 階全員協議会室 
3.配布資料 
・第４次三郷市総合計画第４回策定委員会次第 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画素案（まちづくり方針１－３）（資料１－１） 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画素案（まちづくり方針４－６）（資料１－２） 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画素案（経営方針）（資料１－３） 
・リーディングプロジェクト素案（資料２） 
・【差替】資料１－２ Ｐ16、17（追加資料） 
・まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」「総合戦略」 
・まち・ひと・しごと創生長期ビジョン―国民の「認識の共有」と「未来の選択」を目指して― 
・まち・ひと・しごと創生総合戦略 
 
4.議事概要 
・開会：企画総務部長 
・挨拶：企画総務部長 
（１）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画素案について（事務局より資料 1-1、1-2、1-3 を用いて説明） 
（２）リーディングプロジェクト素案について（事務局より資料２を用いて説明） 
・その他（事務局より、まちづくり委員会及び総合戦略について説明） 
・閉会 
 
5.質疑応答内容 
■挨拶 

・策定委員会は通算で第 4 回目の開催となる。本日は、第 4 次三郷市総合計画後期基本計画素案につい

て、及びリーディングプロジェクト素案についてご審議いただく。まち・ひと・しごと創生総合戦略

についても今後ご議論いただくことになるので、宜しくお願いしたい。（企画総務部長） 
 
 
（１）まちづくり方針１について 

・1-3 消防体制の充実については、本日改めて提出し、1-3-1 少年消防クラブの推進などを追加している。

（消防部長） 
⇒事務局は対応願いたい。（企画総務部長） 
・まちづくり委員会の中で骨子案も議論し、防災井戸の話などが出されたが、その辺はどのように取り

扱うか。（水道部長） 
⇒まちづくり委員会の意見は今後の課題としてあり、反映はしていない。調査が進めば追記も可能かも

しれない。（事務局） 
⇒方向性整理しておく必要がある。考え方を整理し、関連部署と調整する必要がある。（企画総務部長） 
 
（２）まちづくり方針２について 
・緑のネットワークはどこかで位置付けられたら良いと考えており、関連部署は確認を願いたい。（企画

総務部長） 
 
（３）まちづくり方針３について 
・Ｐ31 インター周辺南部地域の南部については、まちづくり委員会でも話題にあったが、区画整理の話

がここから読むことが可能か。実施するのであれば、ここで記述する方が良いのではないか。（監査委
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員事務局長） 
⇒南部の南部という表現をする必要はなく、南部地区で良いのではないか。（まちづくり推進部長） 
⇒基本計画ではそこまで詳しく書いていない。（企画総務部長） 
⇒換地処分は 5 月に 3 地区完了した。清算期間はあるが、この書き振りでは区画整理事業として終わっ

ていない。後ほど、文案は検討する。（まちづくり推進部長） 
⇒Ｐ29 産業立地ゾーンの取り扱い、3-1-2 で読むのかと思われる。この辺りは整理をお願いしたい。（企

画総務部長） 
・Ｐ33 ライフスタイルの説明は必要か。Ｐ43 は「ハイブリット」ではなく、「ハイブリッド」である。

Ｐ44 シームレス化については、鉄道輸送の充実など、わかりやすい言葉を使って説明した方が親切で

ある。（会計管理者） 
⇒わかりやすい計画書を心がけたい。書き振りについては技術的な部分もあるため、関連部署と調整し

て整理したい。（企画総務部長） 
 
（４）まちづくり方針４について 

・Ｐ3 4-1-1 は、19ha 土地利用することに見えるが、売り場面積は 3,000 ㎡以下としており、19ha す

べてが商業施設になると受け止められると困る。「ゾーンの一部」に修正すれば良いのではないか。（ま

ちづくり推進部長） 
⇒商業施設部分の面積はごく一部であるので、この箇所の表現を全て削除しても良いのではないか。（選

挙管理委員会事務局長） 
⇒19ha のうち 1～2ha は使う。9 割は物流に当たる。（まちづくり推進部長） 
⇒ほぼ物流であるならば、削除しても良いのではないか。（選挙管理委員会事務局長） 
⇒近隣施設との調整のために調整事項は設けておいた方が良いのではないか。（産業振興部長） 
⇒基本構想にも関連箇所の記載があるため、表現として残した方が良い。（監査委員事務局長） 
⇒計画上の位置付けを問われるため、残した方が良いと思われる。文章は後ほど整理するとして、「誘致」

という言葉ではなく、「立地」という表現の方が適当ではないか。（企画総務部長） 
⇒「物流を中心として」という文言を入れれば、あとは修正不要ではないか。（財務部長） 
⇒担当部署と調整したい。（企画総務部長） 
・バリアフリーとユニバーサルデザインという言葉は良く似ており、なるべく混乱を招かないように整

理が必要である。（会計管理者） 
⇒使い方が異なる。心のバリアフリーという言葉を使うこともあり、ユニバーサルデザインと近いが違

う部分もあるため、精査が必要である。（福祉部長） 
⇒担当部署で使用頻度の高い表現を使いことを前提とし、整理しなおす。（事務局） 
⇒意味を理解して使い分けているならば問題ない。しかし、同じ意味で用いているようであれば、統一

した方が良いのではないかという趣旨である。（会計管理者） 
 
（５）まちづくり方針５について 

・5-1-3 は図書館が増設される可能性もあるため、数字を記載する必要はあるのか。（まちづくり推進部

長） 
⇒図書館３館と地区文化センター等の図書室４室の図書館ネットワークが教育委員会で設定されており、

そのネットワークを活用して整備を進めて行く方針である。（企画総務部長） 
・5-1 について、学校教育と施策の関係性はどうなるのか。5-2-3「日本一の読書のまち三郷」づくりの

推進と、5-4-3 図書館サービスの充実との関係性はどう整理するのか。（監査委員事務局長） 
⇒5-2-3「日本一」となった場合の、書き振りについて検討している。（学校教育部長） 
⇒施策化したのであるから、基本事業レベルではもはや削除すべきではないか。（会計管理者） 
⇒学校の中でも記述は必要である。教育委員会と協議したい。（企画総務部長） 
⇒教育委員会の重点施策であるから、担当部ごとの単位で見るのではなく、重要施策として包括化でき

るのではないか。（会計管理者） 
⇒調整する。（企画総務部長） 
・5-5-3 は地元アスリートとの連携でオリンピック・パラリンピックを盛り上げるのか。市民との連携で、

市民全体で盛り上げるのではないか。（監査委員事務局長） 
⇒上口調節池の活用として、練習場の誘致を進めることを契機に機運を高めるという意味合いがあるが、
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内部で検討したい。（生涯学習部長） 
⇒市民みんなで機運を盛り上げるという趣旨もあるため、その辺を含めて検討願いたい。（企画総務部長） 
 
（６）まちづくり方針６について 

・地域包括ケアシステムについて表現が精査されていない。取組概要も「です・ます」調で統一する。

また、介護保険制度など高齢者福祉部分でも入ってくることから、どのような事業の配置が望ましい

か検討する。（福祉部長） 
・地域包括ケアシステムとはどのようなものであるか概要をご説明願う。（企画総務部長） 
⇒背景としては、①高齢社会の中で病院施設から地域へという考えから、地域で住み続けるシステムを

整備するということと、②施設ではなく在宅で暮らしたいというアンケート結果などもあり、介護や

生活支援など地域ネットワークで取り組んでいこうという考え方である。（福祉部長） 
・6-7 安定した社会保障制度の確立については、国民健康保険の財政運営を担う主体は県に移行し、広域

化している状況でこのような施策を立てることは疑問である。生活保護の相談体制など、整理統合で

きるものはした方が良い。（会計管理者） 
⇒経営主体は県に移るが、健康保険制度がみんなの力で成立していると考えると残した方が良い。（福祉

部長） 
 
（７）経営方針について 

・2-2 については基本事業、協働事業・市民事業の文言や丸の付け方など、もう一度精査したい。（市民

部長） 
・広域行政の推進については、マイナンバー制度導入とどうリンクするのか。（産業振興部長） 
⇒コンビニで住民票受け取るサービスなど、今後可能性がある部分を想定している。（事務局） 
⇒マイナンバーに関する記述はない方が誤解はなく、タイトルとの整合を図った方が良いため、調整す

る。（企画総務部長） 
・財政力指数については上昇との記述があるが、確認が必要である。（選挙管理委員会事務局長） 
⇒確認する。（財務部長） 
・P18 は全体的に何を内容が難しい。三位一体の改革は生きているのかなど、内容の確認含め必要。脚

注がここまで大きくならなくてはならないほど、内容が難しいことを示唆している。（会計管理者） 
⇒わかりやすい計画書にするために関係部署と調整したい。関連データや関連計画についても改めて確

認願いたい。（企画総務部長） 
 
（８）リーディングプロジェクト素案について 
・6-8-1「在宅医療・介護の連携推進」に改める。（福祉部長） 
・リーディングプロジェクトの前後期でいかに違うか対照表で見たい。（環境安全部長） 
⇒左右対称の見せ方で対応したい。（企画総務部長） 
・6-2-1 多様な子育てサービスの提供の取組内容は保育所整備中心に読まれてしまう。子育て支援機拠点

整備など内容も入るため、文言検討したい。（子ども未来部長） 
⇒担当課と調整したい。（事務局） 
 
（９）その他 
・まちづくり委員会と策定委員会との位置関係を教えて欲しい。（産業振興部長） 
⇒今後委員会が３回あるが、その間策定委員会が抜けるため、行政連絡会議を活用しご意見を頂きたい。

（事務局） 
・まちづくり委員会と策定委員会との検討のプロセスの流れを教えて欲しい。（産業振興部長） 
⇒策定委員の検討をまとめたものをまちづくり委員会に諮るという流れで基本的には考えている。（事務

局） 
・総合戦略策定にコンサルは入るのか。（会計管理者） 
⇒全てにわたってかは未定であるが、援助してもらうことを考えている。（事務局） 
・ボリュームが相当ある。30-60 年スパンの計画であり、つくり方を間違えると大変になる。（会計管理

者） 
⇒人口ビジョンでは専門的な部分がある。総合戦略については後期の事業から検討するとしても、実効
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性のある事業が求められる。まずは 5 年間で達成可能な事業計画を立てることになる。（事務局） 
 

以上 
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第 4 次三郷市総合計画後期基本計画 

第５回策定委員会議事録 
 

平成 27 年 8 月 28 日 
 
1.日時：平成 27 年 8 月 28 日（金）10 時 00 分～11 時 20 分 
2.場所：三郷市役所本庁舎 6 階全員協議会室 
3.配布資料 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画第 5 回策定委員会次第 
・第４次三郷市総合計画後期基本計画数値目標設定（資料１） 
・三郷市職員定数について（資料２） 
・三郷市財政推計について（資料３） 
・地域生活環境指標リスト（資料４） 
・第 4 次三郷市総合計画前後期対照表 
 
4.議事概要 
・開会：企画総務部長 
・挨拶：企画総務部長 
（１）第 4 次三郷市総合計画後期基本計画計画素案及びリーディングプロジェクト素案について 

（事務局より資料１、２、３、４を用いて説明） 
・その他 
・閉会 
 
5.質疑応答内容 
■挨拶 

・企画総務部で実施している研修や国勢調査でお世話になっている。この場を借りて御礼を申し上げた

い。今回で策定委員会も 5 回目となる。本日で後期基本計画の大枠はご検討を頂いたことになる。今

後はより内容を精査し、全庁で検討を進めていくために、お力添えを頂ければと思う。（企画総務部長） 
 
（１）数値目標について 

・根拠理由は直近で原課に記入を依頼したため、空欄が目立っている。変更箇所がわかるような形で改

めてお示ししたい。成果目標と活動目標があるが、近年は行政評価において成果目標だけでなく活動

目標を使った方がより適切な表現ができるという理解もある。まちづくり委員会までに事務局には整

理しておいてほしい。（企画総務部長） 
⇒アウトプット・アウトカムとは、事業の性格によって活動指標の方が適当である場合もあれば、逆も

またあり得る。各課で記入頂いているが、再度精査して整理したい。（事務局） 
・記載者の判断で記入されていると思うが、個人的には理解しにくい。同じ指標であっても原課により

指標区分の設定が異なっている。最終的な数字ではなく途中計画の目標になるだろう。統一性を確保

するために再度原課と調整して欲しい。（環境安全部長） 
⇒事務局で成果指標と活動指標を整理したい。（事務局） 
・成果と活動の指標の例を挙げて示して欲しい。（企画総務部長） 
・1-3③52.17％とは亡くなっている方も含むのか。2-5①水洗化率 88.8％とはくみ取り式を引いているの

か。どういう風に数値出したのか根拠が欲しい。（会計管理者） 
⇒前者は現場で意識がない人に対し市民（家族等）が実施した協力率であり（消防長）、後者は処理区域

内人口で毎年工事で増加している。（建設部長） 
 
（２）職員定数について 
・定員適正化 11 カ年計画に基づき定員管理を進めてきたが、実態は計画以上に減少している。人事ヒア

リングを実施しても増員要請が少なくない。担当部としては、これまで要望に十分には応えられず申

し訳なく思っている。11 カ年計画の見直しにあたってのこれまでの協議において、後期計基本計画の



実現にあたり、職員を一定程度確保することとなった。その上で今般資料も作成し提出している。（企

画総務部長） 
・定員適正化計画との関係性及び職員定数のメルクマールあれば教えて欲しい。また、人口増加との関

連性があればこの点も教えて欲しい。（水道部長） 
⇒平成 22 年度からスタートした適正化計画では、最終年の平成 32 年には 856 人として推計している。

適正化計画策定時には、第４次三郷市総合計画の実現に必要な定数の確保を目指してはいたものの、

国の集中改革プランにより職員数は減らす方向で見込んでいた。しかし、環境の変化により見直すこ

とはあり得るし、実際に職員数は厳しい状況にあり、見直す必要がある。適正化計画も見直しに向け

て動く。適正規模の指標は特になく、国も定めている訳ではない。類似団体比較が目安にはなる。自

治体により病院や消防団体があり、単純比較はできないが、一般行政職員のみでの比較が望ましい。

全国比較上では、一般的に見れば、三郷市は頑張っている方である。総合計画の実現に向けて、人口

の増加が予測されていることから、平成 24～26 年度平均値を平成 32 年の想定人口にかけて算出して

いる。（事務局） 
・P3 の予測値は具体数字を載せているが、概数にすべきである。根拠がなければ説明が困難である。行

革やアウトソーシング、民間活用などの方針はあったが、人口が増えるから職員数が増えるというの

は具体的過ぎる。社協など「みなし公務員」も存在するため、そのような人員も含めて人件費の伸び

も積算するべきである。とはいえ、正確に積算することは困難であることも承知しているので、その

観点からすれば、具体的な数値を提示するのは控えるべきである。（会計管理者） 
・職員一人当たりの人口は根拠付けるために本文に掲載すべきである。（環境安全部長） 
⇒本日の資料では職員数の見直しは 1 ページで簡潔に表現している。計画書にどの程度掲載するのかは

検討したい。（事務局） 
⇒適正化計画にも職員推計掲載を予定しており、基本計画にも今般資料の概要は入ってくると思う。（企

画総務部長） 
・本文に適正化計画見直しに関する文言が入っていないことには問題はないか。個別計画との整合を図

るべきである。（産業振興部長） 
⇒文面を整理したい。（企画総務部長） 
・任期付き採用制度は実際に実施するのか。また、推計の基本的な考え方には、職員数を増加させると

いうより減少させる方向の書き振りになっている。表現も検討して欲しい。（選挙管理委員会事務局長） 
⇒任期付き採用は専門職で検討している。文書は、後期基本計画を達成するためにはという含みがある

が、書き振りを検討する。（事務局） 
・P2 下グラフは人口が非常に少なく見える。見せ方も工夫が必要である。（会計管理者） 
⇒誤解を与えないように整理する。（事務局） 
 
（３）財政推計について 
・補正予算により 470 億円規模に達しており、平成 32 年度には約 520 億近い規模になると見込んでい

る。実態に合わせ、歳出も同規模に合わせるように調整している。（企画総務部長） 
・地方債を含む債務残高が増えているか、公共コストの推移は含めて推計しているか。公共施設管理計

画策定中であり、更新費用は上乗せされている。社会保障費も推計して含むのか。地方債が歳入にな

っている。債務残高は 680 億くらいある。どの程度返していくのか重要である。インフラ費なども見

込んでいるのか。（会計管理者） 
⇒公債費ということで歳出の方で見込んでいる。（事務局） 
⇒公共施設管理計画とは調整中であるため、整理していく。施設統廃合についても各部署と調整してい

く。基本的考え方としては、公共施設管理計画の概要を総合計画に挿入する。（企画総務部長） 
・今般資料で何を説明するのか。基本的な考え方として、過去データに基づく推計値に過ぎないのであ

れば、総合計画に掲載する必要はないのではないか。参考で掲載してしまうと、施策でかかる事業費

との関連性が問われる。（環境安全部長） 
⇒財政については総合計画の中で位置付けるのが基本である。個別事業との関連で積み上げて作成して

はいないものの、トレンドによる推計は参考として掲載したい。前期計画の財政の数字と近年で開き

があることからも、新たな推計値を示すことの意義の１つである。今後、第５次総合計画（平成 33 年

からの計画期間が見込まれる）の財政推計の策定方法等については、また議論していけば良い。（企画

総務部長） 



・健全な財政運営を目指す意見からも歳入に公共施設の話が入っていないのではないか。大規模プロジ

ェクトを入れれば、違う推計になるのではないか。（学校教育部理事） 
⇒歳入と歳出をイコールになるようにしたい。基本的には公共施設管理計画では年間 40～50 億規模の事

業費が見込まれる。公共施設の統廃合等を通じて施設の適正化を図ることになる。（企画総務部長） 
 
（４）地域生活環境指標について 

・地図は東側が上部になっているが意図はあるのか。（選挙管理委員会事務局長） 
⇒資料の製本上の措置である。（事務局） 
・今般資料だけなら良いが、計画書製本時には北が上部であるべきである。（選挙管理委員会事務局長） 
⇒製本時には整理する。（事務局） 
・サンプル地図 8 番の位置が間違っており、認定子ども園の数も 4 月には 25 施設になる。（子ども未来

部長） 
⇒整理していく。（企画総務部長） 
・直売所の地図の大きさに対して表示が不適当である。大き過ぎて表とのリンクがわからない。駐輪場

もおかしいのではないか。（産業振興部長） 
⇒事務局より担当課と調整する。（企画総務部長） 
⇒担当課にデータは入力して頂いている。（事務局） 
・一般の方がもう見ることはできるのか。（会計管理者） 
⇒パブリック・コメント手続の段階で公表する。（企画総務部長） 
・リストや地図は総合計画で示すのであり、実際には GIS で公開して提供するのか。（水道部長） 
⇒公開用 GIS については検討している。庁内的な活用は実施する予定である。（事務局） 
・総合計画ではアナログデータとして見ることができるというのみであるか。（会計管理者） 
⇒オープンデータの関係は扱い含め取り組んでいきたい。（企画総務部長） 
 
（５）その他について 

・7/27-30 でオープンハウスを実施、35 名来場。同期間で団体ヒアリングも執り行い、みさと環境ネッ

トワークより申し込みがあり、ヒアリングを実施した。資料を用意し報告する。また、策定委員の意

見ファイルを全庁共通サーバーに置いている。意見などがあれば入力頂きたい。 
・総合戦略の進捗はどうなっているのか。全庁共通サーバーの意見ファイルについてはオープンで運用

し、すぐに回答をしてもらいたい。（会計管理者） 
⇒総合戦略の関係は、人口ビジョンをパブリック・コメント手続にかけるため作業中である。総合戦略

と同時期に実施するつもりであったが、人口ビジョンのみ先行してパブリック・コメント手続を 10 月

に実施する。総合戦略については年明けにパブリック・コメント手続を実施する予定である。委員用

ファイルへの回答は可能な限り早く回答していく。（事務局） 
・タイトなスケジュールでは事務局の中で作り上げて行くしかないのであろうが、若い人の意見も聞く

機会が必要である。（会計管理者） 
⇒政策研究講座などの場で若手職員の研修として 3 回（150 名参加）を実施し、意見を聴取している。

街づくり委員会とは別に金融機関などからも意見をもらう予定である。（事務局） 
・全庁サーバー内の意見ボックスで若い人の意見も言えるような仕組みが必要である。部長級からの意

見出しや WS を通じた意見収集だけでなく、そういった機会を設けて欲しい。（会計管理者） 
以上 

 
 
 
 
 
 

 


