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第 3回瑞浪市総合計画審議会 会議録 
 

日 時：平成 30年 5月 28日(月) 15：00から 17：00 

場 所：市役所 4階全員協議会室 

 

次 第 

会長あいさつ 

１．議事 

（１）第２回会議録（案）について ···················· 資料１ 

（２）施策評価結果について ·························· 資料２ 

（３）後期基本計画の見直しに向けた視点について ······ 資料３ 

（４）第６次瑞浪市総合計画後期基本計画素案 

（分野別まちづくり計画）について ·············· 資料４ 

２．その他 

 

 

出 席 者 

 出席委員 

古田成志 委員 柴田洋子 委員 橋本孝晴 委員 近藤ハル 委員 

小倉富晴 委員 溝口博敏 委員 坂井宗明 委員 別府利子 委員 

原子繭子 委員 

 欠席委員 

永井 恒 委員 伊藤太一 委員 

 

 

会長あいさつ 

 

【事務局】 

お待たせいたしました。本日はお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。

定刻になりましたので、今回、第３回目となります、瑞浪市総合計画審議会をはじめ

ます。 

冒頭の進行は事務局で務めます。会議は公開となっており、途中から傍聴の方がお

見えになるかもしれません。ご了承ください。 

本日のご出席ですが、永井委員と伊藤委員は出席できないとの連絡がありました。

委員の皆様によろしくお伝えくださいと申し付かっております。 

まず、本日の資料の確認をさせていただきます。 

（資料確認） 

それでは、はじめに会長よりあいさつをお願いします。 
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【会長】 

こんにちは。新年度が始まり、皆様お忙しい時期もしれませんが、ご出席いただき

ありがとうございます。 

前回は、施策評価と基本方針別評価と後期計画策定の見直しに向けた視点について、

事務局より説明をしていただきました。今回は、施策評価基準を見直したことによる

結果と、審議会の委員の皆様から頂戴した意見をまとめた後期基本計画の見直しに向

けた視点の修正、その結果を踏まえた後期基本計画の素案の議論を行います。 

委員の皆様から活発な議論の場となることを期待いたしますので、よろしくお願い

します。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。それでは、レジュメの議事に移ってまいります。 

これ以降は会長より進行をお願いします。 

 

１．議 事 

 

（１）第２回会議録（案）について 

 

【会長】 

第２回会議録（案）について事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

『第２回瑞浪市総合計画審議会 会議録（案）』の説明 

 

【会長】 

第２回会議録の確認ですが、ご意見、修正等があればお願いします。 

 

【委員】 

特になし。 

 

【会長】 

よろしいですか。それでは会議録はこれをもって確定とし、市ホームページ等に掲

載するものとします。 
 

（２）施策評価結果について 

 

【会長】 

（２）施策評価結果について事務局から説明をお願いします。 
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【事務局】 

『瑞浪市総合計画施策評価結果』の説明 

 

【会長】 

ありがとうございます。主な変更点は２点で、施策別評価の評価基準について、６

０％～１００％が３点ということで、概ね順調に変更しています。 

もう一つは、進捗状況の点数がついていませんでしたが、６割を超えたら順調とい

うことで３点など点数つけて、その結果、評価も変更となっています。 

これらの変更について、ご意見、ご質問等があればお願いします。 

 

【委員】 

特になし。 

 

（３）後期計画の見直しに向けた視点について 

（４）第６次瑞浪市総合計画後期基本計画素案（分野別まちづくり計画）について 

 

【会長】 

（３）、（４）については関連があるので、一括して説明をお願いします。 

 

【事務局】 

『（３）後期計画の見直しに向けた視点について』 

『（４）第６次瑞浪市総合計画後期基本計画素案（分野別まちづくり計画）について』 

の説明 

 

【会長】 

まず、基本方針１について説明していただきました。 

基本方針１について、ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

【委員】 

総合計画の本は、変えるのですか。 

 

【事務局】 

冊子の基本計画の部分を変えます。ページでいいますと、３５ページから１２２ペ

ージまでを変えます。構成、体系は変えられないので、やろうとしているのは、前半

４年間の評価を踏まえ、現状と課題がどう変わっているのかを見た上で、施策の内容

を見直し、目標数値も見直します。評価をした上で現状と課題をみて、施策を追加す

るとか、事業が終了したら削除するとかを行います。目指す姿は原則変更しません。

資料４について、左側が前期基本計画、右側に後期基本計画が記載されています。黄
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色の部分が変わったところですので、黄色の部分を中心に見ていただき、ご指摘があ

ればいただきたいです。 

 

【委員】 

前期計画は残すのですか。 

 

【事務局】 

残さず、全部、後期計画に変える予定です。 

 

【事務局】 

まとめたものを、後期計画の冊子として作る予定です。 

 

第２回の審議会で委員の皆様からいただいた意見を資料３でまとめていますので、

そこを見ながら進めてまいります。 

時間も限りがありますので、基本方針２から事務局からどのような視点を持って見

直しをしているのか一方的に説明させていただいて、意見がある場合は記入シートに

記入していただくというやり方をとらせていただきます。 

 

（引き続き資料３、４について説明） 

 

【会長】 

ありがとうございます。 

見直しの視点やその他の疑問点、修正点等ご意見がございましたらお願いします。 

 

【委員】 

農産物加工施設とは、ハム工場のことですか。 

 

【事務局】 

そうです。今ニーズがあり、事業が動き出したところです。 

 

【会長】 

膨大な資料ですが、資料３の方の皆様からいただいたご意見も反映させながら、資

料４の黄色で書かれた修正点と新たな視点等加えられた説明だったと思います。 

視点の疑問点や修正点、ご意見等ありましたらお願いします。 

 

【委員】 

連合自治会でも色々問題が出てくるなか、新たに釜戸地区に道の駅の構想があるが、

この道路河川の項目のなかで、道の駅が入るのは分からなくもない。しかし、所謂大
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きく広がるものとして、商業とか、公共的なものとか、道路の枠だけで道の駅整備に

向けて取り組むのではなく、もっと大きいものではないかと思います。かなり地域活

性化にはインパクトがあるので、もっと詰めて欲しいです。改めて意見の方で書かせ

ていただきますが、そこら辺は大きいところだと思います。きなぁた瑞浪とのリンク

などいろいろな問題があるので、道路河川の中での事業という枠ではないと思います。 

あと、釜戸中学校が閉校になり３つの中学校となりますが、跡地利用の公募が市と

して動いていくということです。大きな中学校の施設をどういうところが入ってきて、

どのような形で、公共なのか、企業なのか分かりませんが、それによって釜戸の駅の

利用などとリンクしてくるので、後期基本計画の大きなものになるのではないかと思

います。 

 

【事務局】 

道の駅構想については、そこに商業施設か、公共施設の集約か、足湯がいいとか観

光施設がいいとかはこれからですので、商業ではこのようなまちづくりを進める中で、

今回は道の駅の整備に取り組むという頭だしをして、具体的に商業施設となったとき

に、ここに書いてあることと外れなければ、商業の施設が道の駅にリンクして該当す

ることになります。今、商業などに道の駅を記載すると、道の駅が商業ありきとなり、

それが足枷にもなりかねません。現時点では、道の駅を道路・河川で頭だしできるく

らいです。 

企業誘致については、工業で触れていますが、学校の跡地について、日吉、陶もそ

うですが、陶と釜戸は企業誘致、日吉は小学校として活用できる部分があり、それ以

外をどうするかになりますが、現状で書ける範囲内では、あまり具体的に記述できま

せん。委員のご指摘はまたシートにていただければと思いますが、事業の進捗状況で

書けないこともありますのでご理解願います。 

基本計画ですので、主な事業は書いてありますが、事業の詳細については実施計画

で記載されていくことになります。もっと詳しい記載をして欲しいというものもある

かもしれませんが、どのくらいの書きぶりができるかを議論したいと思います。 

 

【委員】 

住環境、移住定住の部分で、奨励金の当初の計画から乖離があるような気がします。

当初１億の計画だったのが、現状では２千万となっており、当初とかけ離れた奨励金

となっていると感じています。 

 

【事務局】 

当初始めたときは計画が不透明でした。 

 

【委員】 

今年度は、２千万程度でした。見直しするか、新たな事業を展開するかが必要では
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ないかと思います。 

 

【事務局】 

現状は、当初の予定通り使われていませんが、当初５年間出すといっているので無

しにするわけにはいきません。継続しながら、後期基本計画でも５年はやると約束し

ているので、中身については委員ご指摘のとおり検討する必要があります。主な事業

としては載せることを理解してほしいです。 

 

【委員】 

地域福祉・社会保障の部分で、目指す姿にある、ネットワークというのは横につな

がるという理解で良いですか。 

 

【事務局】 

目指す姿にある、ネットワークというのは、地域ごとの各種団体、交通安全の方と

か商店街とか地域に住まわれる方全てについてです。地域内のネットワーク、横のつ

ながりということです。 

 

【委員】 

縦割りで生きていけないので、共生社会という現実がありますが、具体的になかな

か難しいです。ネットワークや連携は非常に大変です。今、道の駅の話がありました

が、手足が生えてきて繋ぎあいをしながら、という理解でいいですか。 

 

【事務局】 

高齢者対策をやろう、自殺対策をやろう、子育てをやろうなどと言っていましたが、

地域共生で、地域ごとに総合的な窓口、拠点を置くとの流れとなっておりますが、具

体的にどこにということにはなっていません。考え方として、共生社会となっていま

す。考え方としてはご指摘のとおりで、福祉だけなく子育ても含め、それが発展する

と移住定住につながるという可能性もあります。 

 

【委員】 

事柄によって拠点が変わる必要がありますよね。 

 

【事務局】 

北部と南部になるかもしれません。 

 

【委員】 

言葉では分かりますが、建物ではない拠点を自治会の方に担っていただかなければ、

と思っています。 
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【委員】 

地域の自治会で、毎月、地域整備委員会を立ち上げ、社会福祉を含めた全ての委員

が集まって各地域で状況を話しています。協働のまちづくりの考え方に合っています

が、社会福祉の方も地域のことで出てきて、現状を報告し、共有して、まちづくりと

か協働、ネットワークというものを継続して行っているところです。 

 

【事務局】 

福祉は過渡期で、地域に振っても担い手が不足しており、ネットワークや窓口をお

願いするのは難しいことかもしれません。 

 

【委員】 

包括的というとネットワークや共生社会にも関わってきます。誰か一人で何とかす

るのではないと思います。 

 

【事務局】 

地域の問題・課題解決について具体的な記載はできませんので、大まかな書きぶり

の中で、細かいところは個別の施策で実現化していくことになろうかと思います。 

 

【委員】 

事柄によってはイメージできない部分もあるので、総合的な考え方につながってい

けばいいと思います。 

 

【委員】 

エィ・ダブリュ瑞浪の名前を入れられないとのことですが、その線引き、基準はど

のようなものですか。 

 

【事務局】 

市がつくる基本計画ですので、企業の名前は基本出しません。 

ちゃわん屋みずなみやきなぁた瑞浪については、市の施策として支援している、公

的施設な面もあります。エィ・ダブリュ瑞浪は完全な民間企業です。公的なものとな

っているのは出しますが、それ以外は出しません。観光施設として観光客に寄っても

らいたいとの強い意見がありましたので出しています。基本的には書きません。 

 

【委員】 

安全・安心で人と地球にやさしいまちの住環境で、定住者が少ないとのことでした

が、なぜ少ないのですか。田舎の方で農地を持っている方が、新しい方に土地建物を

売りたい場合、それを買う人は、農地はたくさんいらない。その辺りの制限はどうで

すか。 
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【事務局】 

移住定住施策がうまくいっていないという評価は、担当課で施策の評価をしており、

資料２の２０ページにおいて主な事業の進捗状況で説明しております。事業について

は、各種事業、目標に対する評価をしています。農地付きの空き家バンクについては、

農地は、そもそも普通の人は取得できません。そのような制限があるなか、都会から

来た人が農地は取得出来ないので、家庭菜園程度の周辺の庭を使う程度の空き家は用

意しながら、ニーズに対応しています。そもそも農家への就業支援は農林課でやって

いますので、それぞれ担当課が評価しています。 

 

【委員】 

例えば恵那市だと、取得する農地面積を下げているので、やりたい方がいれば規制

緩和すべきではないかと考えます。 

それからもう１点、１９ページの消防・防災において、地域防災ということで各地

にて防災訓練等を行っているかと思いますが、どのような内容をやっているのでしょ

うか。なぜこんなことを聞くかといいますと、５月に稲津で大きな火災があって、そ

の時に消防団が炊き出しをやっていましたが、近所のスーパーでおにぎりを買ってく

ればいいという話もありました。実際、大規模災害があったときに、お店に皆が集中

しておにぎりが買えるかどうか。なぜ防災訓練をやるのか、地域の方が考えてやると

いうことも必要と感じました。 

 

【事務局】 

生活安全課で防災訓練のメニューを用意しています。消防署との連携やみずなみ防

災会という民間の団体と協働で行うメニューなど多岐に渡ってあります。自治会長か

ら生活安全課に問い合わせていただいて、地元でやりたい訓練をおっしゃっていただ

ければ対応できると思います。炊き出しの訓練とか、後方支援の訓練とか、危険箇所

を知るとか、地区の実情に応じた訓練メニューを用意しておりますので、ご相談いた

だければと思います。その辺りの後期計画の書きぶりについては、１９ページの右側

２行目から記載があるかと思います。 

 

【委員】 

実際に各地区で防災訓練を行っているみたいですね。 

 

【事務局】 

今まで地区で大きな防災訓練をやっていましたが、地域の皆さんがそれぞれ防災力

を高めていくためには個別に細かい訓練をやった方がいいとのことで、２８年度から

変わってきており、その実施回数を目標にしています。２０ページ、防災訓練参加者

数から実施回数に変えまして、回数で示した方が指標としては相応しいとの考えで変

更しました。 
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【委員】 

回数はまだまだ少ないということですか。 

 

【事務局】 

細かい数字は把握していませんが、自治会はもっとたくさんあると思います。 

自治会の総数からしてみると、現状は半分以下となってしまいます。 

 

【委員】 

自治会すべての実施は求めていません。釜戸町でいうと１７区あって、各年５つく

らいの区でやっており、毎年ローテーションしている形です。 

 

【委員】 

瑞浪地区のまちづくりでは、小さい防災訓練をするための訓練をやっていました。

区長や防災担当者を呼んで、一緒に防災訓練をしていました。 

 

【委員】 

東濃地域消防機能の広域化とありますが、具体的にいつ頃になるのですか。 

 

【事務局】 

現状、消防担当、総務・企画担当で、研究会による研究をしている状況です。平成

何年度からとは言えませんが、後期の計画中に実現するとしています。 

 

【会長】 

４８ページの社会教育で、出所が同じであるのに関わらず図のタイトルや数値が違

うので確認をお願いします。 

２点目、資料３の基本方針３の１番目、道路・河川において、意見を踏まえ駅周辺

再開発を位置づけていますが、資料４の２６、２７ページの道路・河川のところでは、

駅周辺再開発について全く言及されていないのが気になります。 

 

【事務局】 

駅周辺再開発についてのご指摘は、場所が違いますが、住環境のところで位置づけ

ています。 

 

【事務局】 

資料が連動していないので、位置づけとして出していますが、道路・河川の方でも

触れた方がいいですか。 
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【会長】 

物によりますが、１つの目標が複数の施策に触れているものも無きにしも非ずです

ので、その点について確認してもらえればいいです。 

 

【事務局】 

道路・河川のところで駅周辺は少し違うかもしれないので、再度検討します。 

表で数値が変わったものについては、決算を終えた段階で数値等が確定したものを

掲載していますが、一部数値に誤りがありましたので、今回正しい数値を記載させて

いただきました。 

 

【会長】 

もう１点、例えば１７ページの公共交通におけるデマンド交通について記載があり

ますが、総合計画ということですので、例えば京都府京丹後市で Uber と連携して実

験的にライドシェアなどもやっている自治体もあります。方針として、国の実験都市

に手を挙げるとか、北九州市も環境問題で実験都市になっているので、課題によって

は国が掲げている事業や企業などと連携などを模索するような文言を加えた方が、よ

りチャレンジ的な方針となるのかなと思います。具体的な施策や実現可能性は別にし

て、方針ということなので、かつ協働も盛り込まれているので、他の企業等との連携

についても施策によっては踏み込んでもいいのかなと感じました。 

 

【事務局】 

後期基本計画の中で、おっしゃられたような先進的な取り組みをできるところはや

ったほうがいいのではないかとのご指摘かと思いますが、５年後見たときにかけ離れ

ていないよう、先進的な施策についても対応できる書きぶりにできるか検討させてい

ただきます。公共交通も１つの例だと思うので、その他の施策についても検討したい

と思います。 

 

【会長】 

他にご意見ありますか。まだご質問、ご意見等あるかもしれませんが、時間もあり

ますので、今日伝えきれなかったことは、委員意見記入シートに書いてきてもらえれ

ばと思います。 

以上を持ちまして、第３回瑞浪市総合計画審議会の議事を終わります。進行を事務

局にお返しいたします。 
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２．その他 

 

閉 会 

 

【副会長】 

本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございました。 

第３回総合計画審議会は、前期基本計画の施策評価と後期基本計画の見直しに向け

た視点、第６次瑞浪市総合計画後期基本計画素案について審議しました。この素案に

ついて、皆様のご意見をいただき、第６次瑞浪市総合計画の将来都市像である幸せ実

感都市みずなみの実現に向けた後期基本計画にしたいと思います。今後とも活発な意

見交換となりますよう、よろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 


