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第 4回瑞浪市総合計画審議会 会議録 
 

日 時：平成 30年 7月 4日(水) 15：00から 16：40 

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３回会議録（案）について 

（２）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 

（３）第６次瑞浪市総合計画後期基本計画素案（まちづくり重点戦略、計画の実現に

向けて）について 

２．その他 

 
出 席 者 

出席委員 

古田成志 委員  柴田洋子 委員  永井 恒 委員  橋本孝晴 委員 

近藤ハル 委員  小倉富晴 委員  伊藤太一 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 

 

会長あいさつ 

 

【事務局】 

皆さんお集まりになったので、始めさせていただきます。 

本日、傍聴者は今のところいらっしゃいませんが、公開ということになっています

のでよろしくお願いします。 

最初に資料の確認です。事前にお送りしているかと思いますが、過不足はよろしい

ですか。それでは、初めに古田会長よりごあいさつをお願いします。 

 

【会長】 

皆さんこんにちは。ご多用の中、台風が近い中、また足元が悪い中ご出席いただき

ありがとうございます。梅雨が明けたと思いきや、雨が降り続けていますが、皆様に

おかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。 

第３回では、施策評価結果について、前期基本計画の進捗状況評価に達成度評価点

を加えた見直しのほか、後期基本計画の策定に向けた見直しの視点について、審議会

委員の皆さまの意見についての対応と後期基本計画の分野別まちづくり計画の素案

について事務局より説明いただきました。 

本日は、第３回での審議会委員の皆さまから頂戴したご意見と後期基本計画の分野
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別まちづくり計画の素案のほか、後期基本計画のまちづくり重点戦略及び計画の実現

に向けての素案が議事となっております。 

今回は、まちづくり重点戦略と計画の実現に向けた財政推計の素案が加わったこと

で、すべての基本計画の素案を審議することになりますので、委員の皆さんの活発な

意見交換の場となることを期待します。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

【事務局】  

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。 

以降、会長より進行をお願いします。 

 

１．議事 

 

○第３回会議録（案）について 

 

【会長】 

では、議事１(１)第３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】 

『議事１(１)第３回会議録(案)』の説明 

 

【会長】 

第３回会議録（案）について、ご意見やご質問、修正点等ありましたらお願いしま

す。 

 

【委員】  

（２点修正あり） 

 

【会長】  

他に修正点、意見はありませんか。 

意見が無いようですので、先程の意見を反映させたものを最終版とすることにご同

意いただけますでしょうか。 

 

【委員】 

（異議なしの声あり） 

 

【会長】 

ありがとうございます。 

それでは、ご承認いただけたものとして、事務局は原案を修正したものをホームペ
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ージに掲載をお願いします。 

 

○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】 

続きまして、(２)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、事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】  

『(２)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』の説明 

 

【会長】 

ありがとうございます。前回の審議会で示した資料をもとに、委員の皆様から頂い

た意見を反映したものが資料３です。中間値が最新に修正されています。資料２、３

について意見があればお願いします。 

 

【委員】 

公共交通分野の中の釜戸駅乗車券販売委託事業をそのまま残すということですが、

私が意見として触れました「地元負担が大」とは、今年度から市が負担していたお金

の半分が地元釜戸町の負担となり、その負担が重くなってきました。委託業務につい

ては、駅を無人化するよりも人を雇えば町としてもプラスにはなりますが、負担金を

釜戸町も負担することになりましたので、それは影響が大きいと思います。 

この事業は実施していただきたい、実施していきたいものですが、この計画に掲載

するという点で、その辺りを何か検討できないかと思っています。掲載していただい

てもよいですが、行政との関係の中で、地元負担がこれだけあると辛いという意味で

の指摘をさせていただきました。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。その辺りはまた検討させていただきます。 

 

【会長】 

私からは３点あります。 

１つ目は資料３の 16 頁について、二酸化炭素の削減率は、25 年度の排出量からそ

の都度増えたか減ったかになっていますが、それですと前年度からの増減が分かりづ

らいので、「25年度からの削減率」とした方がいいと思います。 

２つ目は質問です。28頁の道路河川で、東美濃と記載がありますが、私のイメージ

ですと東美濃は、東濃の中津川、恵那辺りですが、実際の東美濃はどのような位置づ

けで捉えられていますか。 
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【事務局】 

経済効果の波及、リニアの開通を見据え、東濃の５市に御嵩町と可児市を加えて、

東美濃地域ということで、観光を中心に産業振興、地域振興で連携を始めています。

そういった意味で、経済波及効果を表す場合は東美濃を押した方がよいかと判断して

います。 

東濃が今までどおり残るかと言いますと、県としては５圏域の区分としては残りま

すので、東濃がなくなるというわけではありませんが、東濃地域の波及効果と言うよ

りも、広域で取り組みを始めた表現にした方がよいとの判断で東美濃地域という文言

を使用しています。 

整理しますと、東濃は５市、東美濃は可児市と御嵩町が加わっているということで

す。注釈を入れることも検討します。 

 

【委員】 

東美濃については、商工会議所が最初に言い出したことでして、岐阜県内でも大垣

は西美濃として以前から観光振興をしています。東京などに仕事で行きますが、都市

圏で見ると東濃は知名度が全くありません。美濃については、戦国時代から全国的に

「美濃を制するものは天下を制する」と知られていましたが、東濃は知名度がなく、

美濃の東ということで東美濃のブランドづくりをしていきたいなということで、連携

しています。 

行政側も、県と行政で構成される東美濃歴史街道協議会がありますし、会議所でも

ツーリズム東美濃協議会を立ち上げて去年から進めております。そういう関係で、観

光振興については、何か起爆剤が必要ということでこういった取り組みを始めました。 

昨年７月に商工会議所の可児市を含めた６市が、豊田自動織機の豊田哲郎会長をお

招きして意見交換しました。その際に会長は、なぜ美しいという字を取ったのか、と

言われました。外からはそのようなイメージを持たれています。美濃の東、東濃とい

う地域は、美しいという字があるのになぜ省略して東濃にしたのかと問いかけをされ

まして、なにも言い返せませんでした。外から見るとそう見られてしまっていますの

で、東美濃という呼称を用いて、連携を進めているという状況です。 

 

【委員】 

濃州というのもあるので、美しいの「美」をとった東濃も別によいのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

【委員】 

関東圏では全く、地域名として知名度がありません。 

 

【委員】 

東京遷都で東濃に、という話もありましたが、だめでしたか。 
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【委員】 

全然だめでした。首都圏で聞いてみますと、地域的に特定できない人が多いです。 

 

【事務局】 

ここでの議論をふまえて、東濃がよければ東濃にしますが、経済波及効果や地域を

連携した上での地域振興などについては、東濃よりも大きな枠組みの東美濃として取

組みを始めたところですので、後期に向ってはこの表現を用いたいです。その他の文

章内で東濃西部などの表現もありますので、注釈を入れて分かりやすく整理すればい

いのか、それとも東濃がいいのか、皆様のご意見をお願いします。 

 

【委員】 

東美濃はいいですが、車のナンバーは少しどうかなと思います。そこからくると抵

抗がありますが、ここでの東美濃はいいと思います。 

 

【事務局】 

観光の 46、47頁でも、東美濃という表現で統一しています。 

 

【会長】 

東美濃の方はよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

注釈をいれて、可児市、御嵩町が入ると説明した方がいいのではないでしょうか。 

 

【委員】 

可児市は市長と懇談しましたが、東美濃の国ということで、これを進める前から旗

を立てて取り組んでいます。 

最初は私も東美濃という言葉に抵抗しましたが、広域連携するにあたって、何かの

統一的な形で取り組んでいかなければならないと最近思うようになりました。 

 

【事務局】 

注釈を入れて、この言葉はこの地域を示すということで、東美濃でいいでしょうか。

認知されるように今、各市町が取り組んでいるので、瑞浪市も遅れをとらないように

進めていきたいと思っております。 

 

【会長】 

33頁の「長寿命化改修が完了した市営住宅戸数」などの目標指標について、ものに

よっては中間値を見ても目標値の達成が無理そうなものも見られますので、目標値を

下方修正した方がいいと思うものが一部ありますが、目標値を変えてないところの意
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図はありますか。 

 

【事務局】 

「長寿命化改修が完了した市営住宅戸数」は、前期計画においては、「未改修戸数の

数」といった逆の言い方をしていました。33頁の下にある瑞浪市市営住宅長寿命化計

画で位置づけた戸数と整合性をとり、目標をそのままにしています。 

目標値については、今回御意見をいただきましたので、再度担当課と精査をさせて

いただきます。 

 

【会長】  

他に意見はありますか。 

それでは、これまでの修正でご異議等はありますか。 

 

【委員】 

（特になし） 

 

【会長】 

異議なしと認めますので、原案を修正または検討していただくということにさせて

いただきます。 

 

○第６次瑞浪市総合計画後期基本計画素案（まちづくり重点戦略、計画の実現に向け

て）について 

 

【会長】 

続いて、（３）第６次瑞浪市総合計画後期基本計画素案まちづくりの戦略について、

事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】  

『（３）第６次瑞浪市総合計画後期基本計画素案まちづくりの戦略』の説明 

 

【会長】  

ありがとうございました。重点戦略の紹介と計画実現方策について説明でした。意

見がありましたらお願いします。 

 

【会長】 

私から２点質問があります。 

12頁のＰＤＣＡサイクルのＣ、チェックの部分は行政評価となっていますが、他に

も審議会とかだけでなく外部で評価している委員会とかもあると思いますので、客観
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視できるという意味でも外部評価があった方がよいと思います。 

もう１点は、13頁に市債の新規発行を抑制するとありますが、事務局の説明では場

合によって発行をするとありましたので、案を修正し、場合によっては市債を活用す

るとした方がいいのではないでしょうか。 

 

【事務局】 

12頁の表のところについても、今は議会評価をやっていただいておりますし、他に

も外部評価を行っていただいている計画もありますので、外部で評価している旨を分

かるようにします。 

13頁も御指摘の内容がわかるように再検討します。 

 

【委員】 

行政評価について具体的に教えてほしいです。特に、ＰＤＣＡサイクルの真ん中の

矢印の意味が分かりにくく、冊子から変えた意図はあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

矢印を変えた意図はないです。 

 

【委員】 

ふるさと納税について、市民協働の立場から、ふるさと納税によって、協働の立場

から市民が参加できるということで、柱として考えてはどうでしょうか。その記載は

ありますか。他の自治体では、ふるさと納税で事業ができたり、活性化できたりとの

話も聞いています。 

 

【事務局】  

ふるさと納税については、瑞浪市民が瑞浪市にふるさと納税してもあまり意味があ

りません。市外の市出身者の方からいただくということもあるので、どこかで触れさ

せていくように検討します。 

企業版ふるさと納税も取り組み始めており、企業が瑞浪を応援するということで、

国の承認を得た事業については寄附をいただけるような制度もありますので、こちら

もどこかで触れたいと思います。 

 

【委員】  

企業の返礼品はありあすか。 

 

【事務局】  

企業に対しての返礼品はありません。しかし、通常、企業が自治体に寄附をすると

３割税控除がありますが、企業版ふるさと納税をすると６割税控除されるというメリ
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ットがあります。併せて、企業も自治体を応援しているというメリットもありますの

で、お知り合いの企業にＰＲをお願いします。 

 

【委員】 

固定資産税の免除について、記載はありませんか。 

 

【事務局】 

企業立地奨励金交付事業として、具体的な事業内容の記載はありませんが、資料３

の 45頁に奨励金という形で表現しています。 

 

【委員】 

その免除分は国からの交付金等で補填がありますか。 

 

【事務局】  

ありません。一定期間だけの奨励金となっています。 

 

【委員】 

聞き逃していたかもしれませんが、30個目のリーディング事業について、若者が地

元の企業に勤めるという話はどこに位置づけるのでしょうか。 

 

【事務局】  

資料３の 24、25頁に生活環境分野の中の市民生活施策の中に 25頁(３)雇用対策の

充実ということで、市内企業による合同企業説明会、企業展を開催し、地元で就職し

ていただいて、そこに定着していただくことで人口減少対策を促進したいということ

から考えられた事業です。これは 29 年度から始まっていて市内就職促進事業という

のですが、本資料のリーディング事業に掲載が漏れていましたので、「やりがいをも

って働くなら瑞浪で」に追加をお願いさせていただきました。 

 

【会長】  

他に意見はありませんか。 

それでは、いくつか意見を反映したものを修正、検討してもらうことに異議はあり

ませんか。 

 

【委員】 

（異議なしの声あり） 

 

【会長】 

ありがとうございます。 
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異議なしと認め、本案は原案を修正していただくこととします。 

今回も意見シートを用意してもらっていますので、ご意見がある方は記入をお願い

します。 

これをもちまして審議会を終了します。 

 

２．その他 

 

【事務局】 

資料説明及び次回審議会の日程調整。 

 

【事務局】 

第５回の審議会の日程は、調整の結果ですが 10 月 12 日金曜日 15 時からというこ

とでお願いします。 

次回が最後となりますが、最終案をご確認いただきます。その後、パブリックコメ

ントを９月に行いますので、市民からの意見があれば、それについても市の考え方を

示して、更にご確認をいただき、答申と言う形で審議会から市長に返してもらうこと

を第５回目以降に行っていただきます。 

会長、副会長にはスケジュール合わせて答申にご出席いただきます。 

次回が最終ですので、是非ご出席をよろしくお願いします。 

 

副会長あいさつ 

【副会長】 

忙しいなか、ご出席いただきありがとうございます。本日は後期の全体について審

議しました。 

次回は最後になりますが、各分野でご活躍の皆様には最後まで慎重な審議を頂きた

いと思います。今後とも活発な意見交換となりますようお願いします。 

本日はありがとうございました。 

 

（散会） 


