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１ 計画策定の趣旨 

 

 平成 28 年度（2016 年度）を目標年次とし、平成 19 年度（2007 年度）にスタートした現

行の糸魚川市総合計画の計画期間は、残り２年弱となった。 

 平成 17 年の糸魚川市、能生町、青海町の合併時の新糸魚川市を取り巻く社会経済環境は、

少子高齢化、地方分権の推進、地球規模での環境問題の顕在化、情報化の進展、国及び地

方自治体における財政状況の悪化など大きな変革期を迎えていた。 

 その中、地域住民の日常生活圏域と行政区域を一致させ、さらに、地方分権時代に対応

した地方自治体としての自主性・自立性を高め、一層簡素で効率的な行政体制の確立と行

政基盤の強化を図るため、目標とする都市像を「翠の交流都市 さわやか すこやか 輝

きのまち」とし、個性あるまちづくりを進めてきた。 

 この間、当市が有する多様な地域資源や固有の文化などが「世界ジオパーク」に認定さ

れ、これを機に、交流人口拡大に向けた「市民力」と、自らも市の運営に参画し、自らの

まちを良くしていこうという「地域力」の高まりとともに、当市を訪れる方が少しずつ増

加してきており、これまでの取組が実を結んできたところである。 

 一方、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に加え、

東日本大震災や御嶽山噴火など大規模な自然災害が多発しており、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、当市財政を取り巻く環境が見通せない状況となっ

てきている。 

 このような社会経済環境と合併 10 年間の総括を踏まえ、現行の総合計画を基本としなが

らも、その後の社会経済情勢の変化や新たな市民ニーズへの対応など、当市が抱える課題

に的確に対応するとともに、30 年先も持続可能なまちづくりの基本指針として、平成 29

年度（2017 年度）からスタートする第２次総合計画を策定する。 

 この第２次総合計画では、現行の総合計画の都市像「翠の交流都市」の更なる前進を踏

まえて、市民参画を基本に、全職員の創意と熱意により策定作業を行う。 
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２ 計画策定の基本的な考え方 

 

(1) 計画策定の基本的な方向 

総合計画は、本市の目指すべき将来像に向けて、市民とともに、どのようにこの地

域を創造していくのか、そのための方向性を示す「まちづくりの基本方針」である。 

このことから、現行の総合計画の検証と市長公約に掲げられている事項を踏まえ、

「将来像」、「重点方向」、「分野別基本方針」など今後の当市の基本的な方針を計画と

してまとめるものとする。 

なお、計画の策定にあたっては、社会経済情勢の変化に係る各種統計データや課題

等について、計画案作成の前段階で整理して策定作業を進めるものとする。 

また、今後の計画案作成にあたっては、４及び５で示す、市民参画による総合計画

審議会等での審議や庁内職員による検討協議などの議論を踏まえて行うものとする。 

 

 

■現在の総合計画から抜粋 

 

【都市像】 

「翠の交流都市 さわやか すこやか 輝きのまち」 

 

【重点方向】 

人口減少に歯止めをかけ、定住の促進が重要であるとの認識のもと、産業振興によ

る仕事づくり、安全・安心な暮らしづくりを重点に施策を推進する。 

①創造的な知恵と技術の産業交流による仕事づくり 

②支え合いの信頼交流による安全・安心な暮らしづくり 

 

【６つの分野別基本方針】 

①すこやか やすらぎ 支え合いのまちづくり【健康福祉分野】 

②明日を担うひとづくり【教育分野】 

③便利で快適なまちづくり【生活基盤分野】 

④交流いきいき産業のまちづくり【産業分野】 

⑤環境にやさしい安全・安心のまちづくり【生活環境分野】 

⑥自立と協働のまちづくり【地域づくり・自治分野】 
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(2) 社会経済情勢の変化への対応 

目指す都市像や重点方向の実現に影響があると思われる社会経済情勢の変化を十分

踏まえた計画策定を行うものとする。 

なお、計画策定の基礎数値となる社会経済情勢の変化に係る各種統計データや課題

等の整理については、今後の計画案作成の前段階でまとめる。 

 

(3) 計画策定の基本姿勢 

今後つくりあげる新たな都市像、重点方向や 30 年先も持続可能なまちの実現に向け、

次の基本姿勢により計画策定にあたる。 

 

①市民参画による計画づくり 

より多くの市民が参画し、市民の意見をより多く取り入れられる手法を選択しなが

ら、市民との協働による計画づくりを行う。 

 

②人口減少社会に対応した計画づくり 

人口減少は市民生活や地域経済に大きな影響を与えることを認識し、将来人口推計

など人口動向を的確にとらえるとともに、人口減少緩和に資する計画づくりを行う。 

また、人口減少に伴う市税や地方交付税の減少など、一層厳しさを増す財政状況の

中でも、計画の実現と健全な財政経営の均衡が図られる計画づくりを行う。 

 

③合併 10 年の総括を踏まえた計画づくり 

現行の総合計画で進めてきた各種施策の成果を検証し、合併 10 年間の総括を行うと

ともに、30 年先を見据えた計画づくりを行う。 

 

④地域特性を活かす計画づくり 

ジオパークに代表される地質などの自然資源や地域に根付く伝統文化資源、商工

業・農林水産業などの地域産業や人材などの地域資源に更なる磨きをかけ、当市の魅

力を最大限に発揮できる計画づくりを行う。 

 

⑤目標指標を設定し、成果が評価できる計画づくり 

総合計画で目指す方向や目標を数値として掲げることにより、計画中間でも成果と

取組を検証しやすくするとともに、計画終了時に達成状況を客観的に評価できる計画

づくりを行う。 

 

⑥実効性を踏まえた計画づくり 

国の「地方創生」の動向など社会経済情勢の変化を的確に把握し、現在の厳しい財

政状況を踏まえるとともに、将来の財政状況を十分想定しながら、実効性のある計画

にするために、経営的視点に立った効率的かつ効果的な計画づくりを行う。 
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３ 計画の概要 

 

(1) 計画の役割 

本市の目指す方向とそれを実現するための施策を明らかにした「まちづくりの基本

指針」であり、各種計画や施策の基本となる最上位の計画とする。 

また、行政だけのものではなく、市民や民間事業者とも共有し、互いに協力しあっ

て、まちづくりを進めるための考え方や方針を示す計画とする。 

このほか、国や県などの関係機関に対して本市のまちづくりの意思を示すとともに、

関係機関との協議や役割分担が必要な施策について、本市の考え方を示す計画とする。 

 

(2) 計画の構成 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成する。 

 

(3) 計画の内容及び期間 

①基本構想 

まちづくりの基本方向や都市像などの基本目標と、目標を達成するために取り組む

べき施策の大綱を示したもので、基本計画及び実施計画の根幹となるものである。 

これまでの計画期間は、平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間であったが、

社会経済情勢や社会制度の変化など長期的展望が困難な状況を踏まえ、新たな計画期

間は、平成 29 年度（2017 年度）から平成 35 年度（2023 年度）までの７年間と短縮

し、５年ごとに改定（新たに策定）作業を行うものとする。 

残りの２年間は、基本計画及び実施計画の連続性と策定根拠の位置づけを確保する

ためであり、改定作業期間と併せて次期計画への継続期間となる。 

 

②基本計画 

基本構想の理念を受けて、その実現に向けて必要となる個別施策を分野別に体系化

したものである。 

これまでは、基本構想の 10 年間を前半・後半の各５年に分け、それぞれ前期基本

計画、後期基本計画として策定していたが、新たな計画期間では、基本構想の期間と

合わせ、平成 29 年度（2017 年度）から平成 35 年度（2023 年度）までの７年間とす

る。 

 

③実施計画 

基本計画で体系化した個別施策の計画的・効率的な事業を推進するため、財政状況

や事業の優先順位に基づいて、主要な事業の年次計画や事業量などを明らかにするも

ので、毎年度の予算編成の指針とするものである。 

この実施計画は、諸情勢の変化に対応するため、事業の評価・見直しなどを行い、

毎年度３か年の計画を策定する。 
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(4) 計画策定の根拠法令 

地方自治法の改正（平成 23 年法律第 35 号）により、第２条第４項に規定されてい

た基本構想の策定及び議会議決の条項が廃止されたことに伴い、基本構想を議会議決

とする総合計画策定の根拠条例として、糸魚川市総合計画条例を制定した。 

 

(5) 糸魚川市まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合 

糸魚川市版総合戦略は平成 27 年度中での策定が求められていることから、総合計

画に先行して策定することとなる。 

総合計画策定においては、総合戦略で定める基本目標や具体的な施策を踏まえた議

論を行うものとする。 

  

(6) 個別計画との整合 

各部署で今後策定する各種計画については、第２次総合計画が定める基本方針等の

内容と整合を図るものとする。 

計画策定に係る基礎調査についても、市民アンケートや情報収集作業の重複を避け

るため、関係部署との連携を密にして進めるものとする。 
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４ 市民参画 

 

(1) 市民参画の基本的な考え方 

本市では、これまでの総合計画（前期基本計画：平成 19 年度～平成 23 年度、後期

基本計画：平成 24 年度～平成 28 年度）の策定においては、市民委員による総合計画

審議会を設置し、市長の諮問に応じて、総合計画基本構想案及び基本計画案について

調査、審議し、答申を受けている。 

第２次総合計画の策定過程においては、これまでの計画策定で取り入れきた手法に

加え、更に幅広く市政への市民の関わりや認識を深めるため、合併 10 年間の事業総括

など、市民にもわかりやすく実績や成果を公表していく。これにより、市民も 30 年先

を見据えた当市のあるべき姿を念頭においた自主的・主体的な計画づくりへの参画に

つながるものと考える。 

市民参画の具体的な手法については、今後の検討、調整等により選定することとす

るが、まずは地域生活や職場などで市民が日々感じている思いや願いを確実に汲み取

り、可能な限り市政に反映することを目指し、既存の公聴手法も活用しながら、広く

公平な意見聴取に努めるものとする。 

 

(2) 策定過程で想定される市民参画手法 

①総合計画審議会 

地区の代表や学識経験者、公募委員からなる総合計画審議会を設置し、市長の諮問

に応じ、基本構想及び基本計画に対して調査及び審議を行う。 

②地域審議会（能生、糸魚川、青海） 

市町村の合併の特例に関する法律に基づいて設置されている各地域審議会において、

地域の実情を踏まえて全市的なまちづくりへの意見を聴取する。 

③市民の意向把握（市民意識調査） 

計画案の作成にあたり、広く市民の意見集約を行うためのアンケート調査を行う。 

④各種団体・企業等との意見交換 

商工団体や建設業団体、まちづくり団体など、各種市民団体との意見交換の場を設

け、広く意見の聴取を行う。 

⑤市民との対話 

行政懇談会や地区訪問懇談会などの機会を有効にとらえ、市民や地域の意見を聴取

し、計画案への反映に努める。 

⑥意見や提言の募集 

計画案に係る意見や提言を、パブリックコメントを通じて募集し、可能な限り計画

案への反映に努める。 

⑦その他 

その他新たな意見集約の手法も検討し、幅広く市民の参画が得られるよう努める。 
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５ 策定体制等 

 

(1) 職員参画 

職員は、総合計画が本市のまちづくりの基本指針となる最上位計画であることを認

識し、現在の組織や担当業務の枠組みにとらわれることなく、全職員の創意と熱意を

結集し、積極的な参画のもと計画策定にあたる。 

 

(2) 策定体制 

①各部・課等 

基礎資料や計画案の作成については、各所属長の指示のもと、総合計画で目指す将

来像と目標指標を共有し、全職員の参画を得て行う。 

各部長においては、課を横断する課題の整理や施策の調整等を行い、部及び全庁的

な策定作業の推進を図るものとする。 

 

②庁内検討委員会（総合計画策定委員会） 

基礎資料に基づく現状分析や基本構想・基本計画の素案作成については、各課から

選出された職員で構成する庁内検討委員会を設置してその作業にあたる。 

 

③庁内会議等 

計画案については、進捗状況に応じて、適宜、市政運営会議や部課長会議に諮りな

がら作業を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリック
コメント 

意向把握 

（アンケート調査） 

参画 

意見聴取 

市  議  会 

総 合 計 画 審 議 会  

市  長 

総合計画策定委員会 

協議・報告 指示 

諮問 

地域審議会 
要望・意見 

市  民 

報告・提案 

《策定体制イメージ図》 

答申 

担当課 事務局 

意見・議決 

報告 

市政運営会議・部課長会議 

調整 住民懇談会等 



- 8 - 

 

(3) その他 

①計画の基礎条件等 

各部署において合併 10 年間の事業総括を行い、目標指標の達成状況を把握できる基

礎資料作成を行う。また、長期財政見通しや将来人口推計については、国の地方財政

計画や国勢調査人口の状況を踏まえて作成し、計画案の基礎とする。 

 

②行政マネジメント（行政改革実施計画、事務事業評価） 

第２次総合計画策定にあたっては、既存の事業形態や事務のあり方等についても総

合的に見直しを行い、計画案に反映する必要があるため、行政改革実施計画の推進状

況や事務事業評価の結果との整合を図るものとする。 

 

③各種検討委員会等との連携 

各部署において設置している各種委員会等において、第２次総合計画案の内容を周

知し、それに沿った個別計画等の策定を行うものとする。また、委員会等で聴取した

意見や提言については、計画案への反映に努めるものとする。 



６　策定スケジュール

計画策定作業は平成27年度から平成28年度の２か年で行うものとし、概ね次の日程で進めるものとする。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

市議会

●6月議会 ●9月議会 ●12月議会 ●3月議会 ●6月議会 ●9月議会

常任委員会・全員協議会等

●基本構想(案)報告 ●基本計画(案)報告 　　　●最終案報告

総合計画

　　　　　●中間答申 ※説明会意見反映 ●最終答申 ●議決

基本構想

※アンケート等反映

　　　　●中間答申 ※説明会意見反映 ●最終答申 ●報告

基本計画

※アンケート等反映

外部組織（団体選出・公募委員）

　　　　　●諮問 　　●基本構想中間答申 ※意見反映・修正等 　　　　　　●基本構想最終答申

総合計画審議会

※アンケート状況報告、懇談会等の意見報告 　　　　●基本計画中間答申 　　　　　　●基本計画最終答申

庁内検討

市政運営会議・部課長会議

庁内検討委員会

各課

※基本構想案・基本計画案反映

市民アンケート

●構想案 ●計画案

住民懇談会等

「第２次糸魚川市総合計画」　策定作業スケジュール

平成27（2015）年度 平成28（2016）年度

●基本構想提案・議決

概要説明

策定状況把握、庁内連携・調整

基礎資料作

アンケート検討、現状分析、素案検討、修正調整等

関係団体との意見交換、施策提案、素案検討など

素案検討

素案検討

審議会での審議

基本構想・基本計画審議

修正・調整等

住民懇談会・分野別懇談会

審議会での審議

説明会

修正・調整等

パブコメ

説明会

パブコメ

実施

集計・分析
作成・内容検討

委嘱選出・公募

協議、進捗状況把握

印刷製本・公表

印刷製本・公表

パブコメ


