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部 長 課 長 課長補佐 係 長 記 録 

     

 

【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第1回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 27年 8月 19日 

日 平成 27年 7月 28日(火) 時間 13:15～15:05 場所 市役所201･202会議室 

件 

名 

・市長あいさつ 

・委員、事務局紹介 

・会長、副会長選出 

・総合計画と総合計画審議会の役割について 

・諮問 

・審議事項 

 (1)第２次糸魚川市総合計画策定方針について 

(2)第２次糸魚川市総合計画市民アンケート調査について 

(3)国土利用計画（糸魚川市計画）の策定について 

・参考資料説明 

 糸魚川市人口ビジョン（素案） 

・今後のスケジュールについて 

出 
席 

者 

【委員出席者 22人】 

飯田芳之、仲林正之、渡邉秀幸、渡辺秀彦、瀬下忠彦、古畑伸一、加藤政人、 

串橋静江、神喰正秀、黒坂アイ子、水島喜代一、渡邉文恵、山田卓也、鈴木秀城、 

岡崎忠雄、中嶋千代子、龍見和弦、松本利恵、綱島喜代子、渡辺文夫、磯野幸枝、 

横澤富士子 

【委員欠席者 1人】 

  朝日仁美 

【事務局出席者 9人】 

金子総務部長、定住促進課（渡辺課長、渡辺課長補佐、斉藤課長補佐） 

企画財政課(藤田課長、小林課長補佐、中村企画係長、小杉主査、金子主査) 

傍聴者定員 － 人 傍聴者数 2 人 

 

会議要旨 

１ 開会（13:15） 

企画財政課小林補佐により進行。 

 ・事前配布資料、当日配布資料の確認。 

 ・会議の傍聴の取り扱いについて、原則公開とし、必要に応じて非公開とすることができる

ものとする。傍聴の取り扱いについては、市議会の傍聴規則を準用する。 

 ・会議録作成のため、会議内容の録音について了承願う。 

 

 

 

□開示 
□一部開示 
□不開示 
□時限不開示 (開示:   年  月  日) 

(理由:条例第 条第 号 該当) 
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２ 市長あいさつ 

・本日は、公私ともに大変ご多用のところお集まりいただき誠にありがとうございます。 

この度は、総合計画審議会の委員を、お願い申し上げましたところ、快くお引き受けいた

だき、感謝を申し上げますとともに日頃から市政発展のため、ご尽力をいただいております

ことに、この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。 

さて、現在の総合計画は平成２８年度までの計画期間であることから、本日お集まりの皆

様に、平成２９年度から始まる第２次総合計画のご審議をいただきたいものであります。 

当市におきましては、人口減少など乗り越えなければならない課題が山積しております

が、多くの先人が不断の努力により築いてくれた「ふるさと糸魚川」を愛し、より良いふる

さととして子孫に引き継いでいくため、多くの市民の皆様の知恵と行動力を結集する必要が

あります。私自身も、課題の克服に向け、職員と共に汗をかき、誠心誠意、行政運営に当た

る所存であります。 

審議会委員の皆様におかれましては、まちづくりに関する建設的なご議論をいただき、総

合計画の策定にお力添えを賜りますようお願い申し上げる次第であります。 

皆様におかれましては、公私ともにご多用のところ、誠に恐縮ではありますが、どうかよ

ろしくお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。 

 

３ 委員、事務局紹介 

 ・名簿順に自己紹介。その後、事務局職員の自己紹介。 

 

４ 会長、副会長選出 

 ・糸魚川市総合計画等審議会条例に基づき、会長１名、副会長１名を委員の互選により選出

する。選出方法に意見がなかったため、事務局からの提案により、会長には名簿 17 番の

中嶋千代子さん、副会長に名簿6番古畑伸一さんを推薦し、委員の賛同により決定。 

 

５ 総合計画と総合計画審議会の役割について 

 ・企画財政課小杉主査より、資料№1に基づき説明。 

  【質疑なし】 

 

６ 諮問 

 ・米田市長から中嶋会長へ、第２次糸魚川市総合計画等の案答申について諮問（諮問文を渡

す）。 

 

７ 審議事項 

・以降、総合計画条例第６条第１項の規定に従い、中嶋会長に議長をお願いし進行。 

 

（１）第2次糸魚川市総合計画策定方針について 

・企画財政課小杉主査より、資料№２に基づき説明。 

 

【質 疑】 

（委員） 

  ２ページ目の下段に６つの分野基本方針ということが書かれている。参考資料でいただい

た糸魚川市総合計画条例の第３条（４）の基本計画で分野別に体系化した個別施策というふ

うに書かれているが、これから話し合いをしていくことは分かるのだが、現在は６つの分野

に分かれて総合計画はできているのだが、今回も同じ６つの分野でやるのか、それとも話し

合いの中で６つが５つにまとまっていくのか、6 つが７つに拡大するのか、そこらへんの予

定というか方針はどうか。 
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（事務局） 

現在の計画としては６つの分野別基本方針となっているが、これからの審議の中で６つに

限らないと考えている。政策的にまとまるものがあれば減る可能性があるし、また新たな課

題があってこういう方針が必要であるとなれば追加になるという考えでいるので、またみな

さんからご意見をいただく中で、方針の体系については検討してまいりたい。 

（委員） 

  ６ページの市民参画（1）の合併10年間の事業総括、実績や成果を公表していくというこ

とだが、それに基づいて市民の参画を高めていこうという事が書かれてるが、この後今年の

９月に市民アンケートを行うと思うのだが、アンケートの前に総括というのは表に出るの

か。市民がアンケートに答える時に総括が出ているのと出ていないのでは答える側も違って

くると思うのだが、公表する時期の目安は立っているのか。 

（事務局） 

  アンケートに答える前に皆さんが判断できる資料の提供が必要かとは思うので、合併 10

年の効果検証の資料もあるので、事前に公表しながらアンケートに望んでいただける体制を

作っていきたい。あわせて総合計画の審議会の皆様用の資料としても各課から合併 10 年間

の色々な取り組みの統計資料をまとめているので概要版という形で市民の皆様にもお示し

できるようであれば、なるべく参考にできるようにとは考えている。 

（委員） 

  １ページの深刻化する人口減少や少子高齢化問題、景気の後退による雇用環境の悪化とな

っているが、今の日本の景気は後退しているかどうか、雇用環境が悪化しているかどうかと

いう受け止め方はどういう基準なのか、これは糸魚川地域をそうとらえているのか、日本経

済全体に見ると今、かなり景気がいいと言われているがこういう書き方をして、その後には

日本経済のみならず、当市の地域経済にも大きく影響を与えとなっているが、どういう考え

方でこういう文章になっているのか。 

（事務局） 

  前回策定した総合計画後の動きを書かせてもらっている。おっしゃる通り現在につきまし

ては確かに景気後退局面からまた良くなっているという話もあるが、前回以降の状況という

ことで書かせてもらっているということでご理解いただきたい。 

（委員） 

  この文章が対外的に出る時に少し直してもらったほうがいいのではないか。 

（事務局） 

  策定方針ということで今一度精査をさせていただき、次回の審議会までに回答させていた

だきたいと思う。よろしくお願いする。 

（会長） 

  事務局に伺う。先ほどの委員のご質問ですが、６つの分野の数が減ったり増えたりはある

のかというという質問だが、それに対してそれはできるということであったのだが、例えば

委員がどのようにしたいとかいう意見を聞いて決めていくのか、それともこれは意見として

お受けしておいて事務局のほうで対応していくという事でよろしいの。委員それでよろしい

か。 

（委員） 

 質問の趣旨としましては、初めから６つと限定されていてそれに基づいて会議を進めていく

のか、それとも話し合いの中で減らしたほうがいいとか増やしたほうがいいとか状況になっ

た時に対応できるかどうかという質問でした。事務局の方では６つに縛られない、話し合い

の状況に応じて変えてもいいという回答であり、会議が進んだ中で判断していただければと

思う。 
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（委員） 

  ２ページ６つの分野別基本方針①すこやか やすらぎ 支え合いというところで、健康づ

くりと福祉とごっちゃにしている。自分の体を自分で守ろうということをすごくみんなに意

識してほしい。それを福祉となんで一緒なのか理解できない。全然違う問題だと思う。福祉

と健康づくりは。十分に健康増進課のほうでやっていただいていて、私は満足しているが、

福祉分野と健康と何で一緒なのかなっていう疑問はある。 

（事務局） 

  先ほどの意見と重複する部分もあるが、糸魚川市総合計画平成 28 年度までの計画、この

中の施策の体系は、第1章はすこやか やすらぎ 支え合いのまちづくり、主に健康福祉分

野をここで施策体系化するという決め方をしている。これは現計画であり、皆さんには白紙

諮問である。これはひとつのたたき台であり、今まではこうだったという流れが当然必要で

あるのでそれは汲んでいただきたい。この体系にこだわるということは全くないし、第1章

の標題についても全くこだわるものでもないので、今後たたき台を作ったり皆さんとの議論

の中で作り上げていくということでご理解いただきたい。今の委員さんからの発言はそうい

うご意見だったということで受け止めさせていただき、今後皆さんとの議論の中で最終的に

どういう形にするかということになると思う。意見としては受け止めさせていただく。 

（委員） 

  審議ということであるが、今一言一句全部審議しているわけではないと思う。今後の予定

でもう少し詳しく進行の内容をどれぐらいまでに詰めてどうするという部分がないと全部

質問になってしまうので、できればもうちょっと噛み砕いたところから順番にひとつずつク

リアしていかないと最終的な基本計画方針が成り立たないのではないかと思うのですが、ど

ういうお考えなのか。 

（事務局） 

  来年 9月までどうなるかということでよろしいか。 

（委員） 

  もうちょっと教えていただけると（ありがたい）、質問の仕方にも関わると思うので。 

（事務局） 

  今後のスケジュールも踏まえながらどういう審議の順番になるのかというご質問でした

ので、次第の９番目にある今後のスケジュールについてという資料をご覧いただきたい。資

料№５である。本日第1回の審議会という事であり、８月下旬頃に第２回目を開催させてい

ただき、市民アンケート等を確定し、秋以降実施してまいりたい。その間９月以降、審議会

を適宜開催させていただき、まずは基本構想の審議をいただきたい。その基本構想につきま

しては庁内からのたたき台、素案みたいなものをご提案させていただき審議いただくという

形で進めてまいりたい。１１月中頃ぐらいの審議会において、まず基本構想の中間答申とい

う形で大方の案をまとめていただければと考えている。並行しながらその後、基本計画の審

議を進めてまいりたいと考えている。こちらの方も回数につきましては全体会、もしくは個

別の分野別に委員さん分かれての分科会を設置できればという案もあり、それは皆さんと協

議をしながら考えたいとは思う、そういった形で基本計画の審議を進めてまいりたいと考え

ている。基本計画につきましては概ね２月下旬頃の審議会をもって中間答申という形でおお

むねの案をまとめていただければと考えている。 

その後、住民説明会等もはさみながら、色々な意見を聞く機会を設け、最終答申に向けた

審議会を開催させていただき最終の調整をさせていただく予定でいる。６月の上旬から下旬

にかけて基本構想の案、基本計画の案の最終答申のものをまとめる会議を持ち、パブリック

コメントを実施しながら、７月の中頃を目途に基本構想案、基本計画案という形で最終答申

いただければと考えている。それをもって９月の市議会定例会へ提案をし、議決をいただく

という形で進めてまいりたい。 
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（会長） 

  第２次糸魚川市総合計画策定方針について了承するかどうかお謀りいたします。 

第２次糸魚川市総合計画策定方針について了承することについて・・・ 

（委員） 

ちょっとよろしいですか。聞いていてよく分からないのだが、２ページ目の都市像なんか

は過去の抜粋ということは、新たに今後こういうものも変えていくし、基本分野方針も議論

を変えていくということでよいか。方針がいいかどうかはこの中身で説いているわけではな

いというふうに理解してよろしいか。 

（事務局） 

その通りである。 

ちょっと補足して今後のこともあるので、前回の総合計画の都市像は「翠の交流都市 さ

わやか すこやか 輝きのまち」とある。これは新市建設計画を合併前に作っており、新市

建設計画の都市像がこういうネーミングであったものである。前回の総合計画の策定の際に

も都市像を別のものにするべきだという意見もたくさん出た。みなさん、議論に議論を尽く

したうえで新市建設計画の都市像がベストだということになっている。従って今回も今の都

市像も含めて、別にするあるいはこのまままた続ける、それらも皆さんからご議論をいただ

きたいと思う。今の時点では何も決まっていないという事で、委員さんのおっしゃる通りで

ある。よろしくお願いする。 

（委員） 

参考までに今までのものをここに資料を出したということでよいか。 

（会長） 

それでは先ほどの続きに戻ってよろしいでしょうか。第2次糸魚川市総合計画策定方針に

ついて了承することについてご異議ございませんか。 

（委員） 

異議なし。 

（会長） 

ご異議がないようなので第２次糸魚川市総合計画策定方針については了承する。 

 

（２）第２次糸魚川市総合計画市民アンケート調査について 

・企画財政課小杉主査より、資料№３に基づき説明。 

  対象は前回と同様、15歳以上の市民3,000人、中学生（3年生）383人を予定。 

  調査内容については、前回との比較ができるよう原則として同じ項目とする。 

  庁内策定委員においても内容を精査中であるが、お気づきの点があれば委員の皆様からご

意見をいただきたい。委員の皆様からは、8月 7 日(金)を目途にご意見をお寄せいただき

たい。 

   

【質疑】 

（委員） 

 4月 1日現在で15歳以上の3,000人にアンケートするとあるが、どのようなバランスで行

うのか。 

（事務局） 

15歳以上の人口から、無作為に抽出してアンケートを行う。前回と同様である。人口構成

とか、男女比率等については、無作為ですのである程度現状に即した形になると考えている。 

（委員） 

無作為とはどういう方法になるのか。 
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（事務局） 

住民基本台帳から番号順にというかランダムに抽出するという機能があるので、誰々に送

るとか、こちらで作為的に送るということはない。 

15 歳以上の人口とすれば、現在の人口から子どもの約 5,000人を引いた数の約 40,000人

の中から抽出することとなる。 

（委員） 

あくまで偏りのない、市の行政としてのスタイルで考えた3,000人ということであるが、

これについては今回意見が言えるのか。例えばどんな方法がよいのかなど。アンケートの中

身については、この先検討されるのだが。皆さんにも聞きたいのだが。 

（事務局） 

 一般に世論調査等でも行われているが、アンケート調査の方法として、いわゆる無作為抽

出という、住民で言えば、住民基本台帳の名簿から一定の数ごとに抽出するとこれは無作為

ではなく、ランダムに発生する番号ごとに抽出することになる。あるところでは続けて出て

くる場合もあるし飛んで抽出されることもある。人口が現在 45,000 人ある。15歳以下を除

くと約 40,000 人ぐらいであり、その中から 3,000 人を無作為に抽出して、その方にアンケ

ートを送るということになる。当然無作為で行うと、男女の比率は今の人口バランスに近い

形で抽出されるし、年齢バランスもほぼそういう形で抽出される。地域バランスも同様であ

る。無作為であるので、どなたにあたるかは分かりません。 

（委員） 

 第２次総合計画策定方針の中には、これからの審議ではあるが、30年先も見据えてという

文言もあり、この先こういう冊子になって、最低 10 年だったり 7 年だったりする計画とな

る。個人的には無作為も一つの見方とは思うが、もう一つの見方として別件でもあったが、

人口の件でもきっと出てくると思うが、無作為の必要性とそうではない場合の必要性が、質

問の内容によってはあるのではないかと思う。また意見させていただく。 

（委員） 

私は無作為でよいと思うが、3,000 人というのがある程度、民意を反映できるデータにな

るという判断なのか。40,000人に対して1割弱ということになるが。 

（事務局） 

アンケートについては、全件調査ということもあるが、今回についてはある程度数を絞っ

て実施させていただきたい。統計上、アンケートの精度を保つための標本数は一定の計算式

で求められ、当市で言えば 500 以下となり、500 取れれば概ねアンケートの結果として誤差

の少ない標本数が取れることになる。前回でも、3,000 人に発送して概ね半分程度回答をい

ただいているのが実態であり、概ね1000～1500程度回答いただいているので、統計上も500

を多くクリアして、かなり実態に即した結果が得られると考えている。 

（委員） 

これからのスケジュールが全体的にイメージとしてつかみにくいのだが、資料をあらかじ

めいただいて中身をみさせていただいたが、アンケートをこの１か月くらいで決定するよう

な内容になっているが、項目の検討とかはどの場で行えばよいのか。細かいことをこの全体

の場でやるのか、分野に分けてつめるのか。 

（事務局） 

今回のアンケートではまず、前回との比較をしていきたいので、極力項目は同様にしてい

きたい。その中で、特別に追加したいもの、時代によって変わったものがあれば、8月 7日

を目途にご意見いただきたい。その上で、庁内において検討を進めてまいりたい。 
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（委員） 

アンケートの内容については前回も見たような気がするが、項目の１項ずつがこのくくり

で無理があるのではないかと思うものがいくつかある。前回との比較をする目的があるの

で、余り変えたくないという主旨は分かるが、正当なものとして同じくくりに表現を追加す

ることで、ひとつのくくりでできればそのような表現方法に代えていただければと思ので、

そういうところが３～４箇所あったので、どこで意見を出せば良いのかとお聞きしたい。 

（事務局） 

８月７日までに個別のご意見をお聞かせいただければありがたい。報告はどのような形で

も構わない。その内容にもとづいて次回の会議でお示しし内容を決めていきたい。ご協力を

お願いする。 

（委員） 

アンケート問６に今後の財政状況に、「行政サービスを充実させるために、市民の費用負

担が少々増えてもよい」とあるが、例えば職員を増やすとか、そういうことだって変えても

らわないとまずいのではないか。ただ、財政が困難だからサービスするためには金払えとい

う話と一緒だと思う。私は青海大沢で自治会長を務めているが、実際は高齢化率がものすご

く高い。2/3～半分以上が75歳以上である。毎年2月に税金の申告を出張して行ってもらっ

ている。来年度からは地区を統合するような話が来ている。地区の活性化というものは、そ

ういうものではなくて、地区が良くならないと市が良くならないと思うので、年寄りも多い

のでそういうところも考えて、行政サービスを充実するためにはどうするか、他の意味でア

ンケートをとったほうがよいのではないか。期限まで目一杯案を練りながら、次の意見を出

していきたいと思う。 

（事務局） 

設問に対する回答の選択肢に非常に偏りがあると思われる。設問及び回答の選択肢につい

ては事務局でも今一度精査をしたい。 

前回との比較を見させていただきたいと申し上げたが、３～７ページについては現状の満

足度や今後の重要度を聞く部分については、もし追加があれば行い、変更についても可能な

限りは対応したい。極力前回との比較を重視していきたいと考えている。 

（委員） 

人口減少や少子化等で地方創生でも検討されると思うが、アンケートの中に未婚か既婚か

の項目があれば、今後の調査分析の判断材料になるのではないかと思うがどうか。 

（事務局） 

人口減少対策においては、出生数を増やすためには、結婚数を増やすという大きな課題も

あり、ご意見については調査票の属性の部分になるかと思うので、事務局でも検討させてい

ただく。 

（会長） 

アンケートに対するご意見、ご質問については、８月７日までに企画財政課へ提出をお願

いする。 

第２次糸魚川市総合計画市民アンケートの実施（方針）について了承することについてご

異議ございませんか。 

（委員） 

異議なし。 

（会長） 

ご異議がなしということで第２次糸魚川市総合計画市民アンケートの実施（方針）につい

ては了承する。 
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（３）国土利用計画（糸魚川市計画）の策定について 

 ・企画財政課金子主査から、資料№４に基づき説明。 

前回の総合計画後期基本計画の策定に合わせて策定したものであり、今回参考として配

付した。国土利用計画法に基づき策定されるものであり、国土の総合的かつ計画的な利用

を図るための基本方向を示すものである。全国計画及び新潟県計画を基本とし、当市の土

地利用に関する行政上の指針となる計画であり、土地利用に関する諸計画の上位計画であ

る。今後、市民アンケートを踏まえ、年度内を目途に国土利用計画の原案を行政側で作成

し提示するので、ご審議いただきたい。審議自体は来年度に入ってからの予定であり、答

申をいただいた後、新潟県との協議、パブリックコメントを経て、総合計画と合わせて来

年９月での策定を予定している。 

（会長） 

ご意見ご質問がないようなので、国土利用計画の策定について了承したいと思うが、これ

にご異議ございませんか。 

（委員） 

異議なし。 

（会長） 

ご異議がないようなので、国土利用計画（糸魚川市計画）の策定（方針）については了承

する。 

 

８ 参考資料について 

 ・企画財政課中村係長から、糸魚川市人口ビジョン（素案）説明。 

内容については、本日説明については割愛し、後日総合戦略と合わせて説明する。 

本日は総合計画との関係について説明する。国では、昨年１２月に長期ビジョン、総合

戦略を策定している。地方においても人口ビジョン、総合戦略の策定が義務付けがなされ

ている。当市においては 1955 年頃から人口減少は続いている。これまでも様々な人口減

少対策を行ってきたが、人口減少に歯止めを掛けるには至っていない。改めて人口の現状

を把握・分析し、人口減少対策を改めて検討していくものであり、スケジュールとしては、

10月末での公表に向けて作業を進めている。 

総合戦略については、人口ビジョンに基づき、今後５年間で取り組む人口減少対策を盛

り込むこととなる。現在、各種団体や各地区の皆様との懇談会を開催し、ご意見をいただ

き総合戦略に反映していくこととしている。 

総合計画は市の最上位計画であり、総合戦略はその下に位置するものであるが、総合計

画の中でも特に人口減少対策に特化した計画が総合戦略となるとご理解いただきたい。総

合戦略は総合計画に先行して策定することになるが、双方整合を図る必要があり、総合戦

略についてもお示しするので、総合計画にも反映させていただきたい。総合戦略は５年間

での計画であるが、成果を検証し見直しする計画であり、総合計画の審議が進む中で、総

合戦略について調整もあり得る。 

（事務局より補足） 

36～37ページをご覧ください。前段までは当市の現状や分析ですが、こちらでは人口の将

来展望を示しています。2060 年における期待人口を 30,658 人と展望を描いて、今後の取組

を進めていくものであります。現行の総合計画（16ページ）においても、まちづくりの将来

指標として、人口及び世帯を示しており、10年前の計画では平成28年の目標人口が44,000

人であり、推計人口から1,000人減るのを抑える目標取組で進めてきた。これらを第２次総

合計画に掲載していく必要があると考えており、関連することから今回参考資料として説明

させていただいたものである。 
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（会長） 

説明があったように、期待値ということで少し高い目標が示されているが、これに向かっ

てやっていくにはどうしたらよいか、審議会で考えていくものと思う。 

ご質問等特に無いようですので、今後のスケジュールについて事務局の説明を求める。 

 

９ 今後スケジュールについて 

 ・企画財政課小杉主査より、資料№５に基づき説明。 

庁内策定委員会からの素案に基づき、基本構想、基本計画を審議いただく。 

９月にアンケートを実施し、基本構想（案）の中間答申を11月頃に、基本計画（案）の

答申を来年２月頃にいただきたい。 

７月には最終答申をいただくスケジュールで進めるため、事務局として精一杯準備し、

資料の事前送付に努め、審議が順調に進むように努めたい。 

（会長） 

この件についてご質問等はございませんか。 

それでは、特にご質問が無いようなので、事務局の示したスケジュールに沿って今後進め

てまいりたいと思う。よろしくお願いする。 

 

10 その他 

  ・次回以降の開催について、開催の時間帯についてご意見いただきたい。 

【意見等】 

（委員） 

次回の会議を事務局では８月のどのくらいと考えているか。 

（事務局） 

事務局では、８月27日か 28日で考えている。 

（委員） 

だいたいお時間はどのくらいを予定か。 

（事務局） 

時間帯もお聞きしたいところであるが、２時間程度の予定である。 

２回目については、平日となるがご了承いただきたい。３回目以降の日程についてはご意

見いただきたい。まずは、２回目の日程について皆さんが決めさせていただきたい。 

（会長） 

先に、２回目の日程について決めさせていただく。時間帯も含めて決めたい。 

（副会長） 

これだけの委員さんがいるので、全員がきちっと参加できるかは難しいと思うが、おおよ

その方が参加できる日程で決めていただければと思う。 

（会長） 

（挙手により都合を確認し）27 日が多いので、8 月 27 日ということでよろしいか。時間

帯は今日と同じ時間帯でよろしいか。（了承） 

次回は8月 27日(木)、午後1時 15分からでお願いする。 

今後の開催についてはいかがか。 

（委員） 

開催の日（曜日）による。毎回の会議で次回日程を決める形となるか。 

（事務局） 

本日のような平日の午後の時間帯でよければ、それに基づいて調整し、次回の日程を決め

させていただくのはどうか。 
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（委員） 

大まかでよいので、あらかじめ先の予定を示していただければ予定が取りやすい。 

（事務局） 

どの委員さんも先の予定が分かったほうがよいと思われるので、お示しした作業スケジュ

ールに沿う形で向こう３か月くらいの日時をお示ししたい。 

（会長） 

時間帯はどうか。 

（事務局） 

３か月くらい先の日程・時間帯がお示しできればよいか。 

（会長） 

事務局から会議日程について提案し、連絡をいただく中で出席いただくことでよろしい

か。 

（事務局） 

正副会長の日程を調整し、会場の都合を踏まえて会議日程をお示ししたい。（了承） 

（会長） 

それでは、今ほどの日程に関してのご質問はよろしいか。（異議なし） 

他に無ければ会議を閉じさせていただく。 

閉会のあいさつを副会長からお願いする。 

 

11 閉会あいさつ(15:05) 

（副会長） 

長い時間に渡ってご審議いただいた。今日は、市の総合計画とはどんなものであるか、委

員の皆様からアウトラインをわかっていただくということで、これから具体的に中身に入っ

ていくのではないかと思う。今日は、委員の皆様から貴重なご意見をたくさんいただいた。

それらを総合計画に反映できるものはしていき、よりよい総合計画を作成していきたいと思

う。大変お疲れのところありがとうございました。以上を持ちまして、第１回糸魚川市総合

計画審議会を終了する。大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

以上 

 


