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第４回 小布施町基本構想審議会 会議録 

 

日 時： 令和 2年 2月 20日（木）13:30～15:00 

場 所： 小布施町役場 3階 公民館公堂 

出席者名簿： 

 

＜委員＞ 

氏 名 役職等 備考 

小西 和実 小布施町議会総務産業常任委員長 欠席 

福島 浩洋 小布施町議会社会文教常任委員長  

牧 良一 ＪＡながの須高地区担当副組合長 欠席 

桜井 昌季 小布施町商工会長  

大窪  経之 小布施町文化観光協会長  

中嶋 聞多 信州大学 特任教授 地域活性学会長 欠席 

田中 はる子 小布施町農業委員会長  

高野 薫 小布施まちづくり委員会 副会長  

近藤 和美 小布施町保健福祉委員会長  

黒岩 祐介 八十二銀行小布施支店長  

徳武 進 長野信用金庫小布施支店長  

飯田 幸仁 小布施町勤労者協議会長  

丸山 康照 株式会社 Goolight 代表取締役社長 欠席 

真野 毅 長野県立大学  

中條 雄三 前小布施町民生児童委員協議会長  

鶴田 昭平 小布施町老人クラブ連合会長  

宮島 義人 新生病院 常務理事  

湯本 大樹 中学校ＰＴＡ会長 欠席 

市村 憲彦 小布施町文化協会長  

山崎 幸治 小布施町体育協会副会長  
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＜基本構想審議会 幹事＞＜総合計画策定幹事会 幹事＞ 

氏 名 課 名 職 名 

久保田 隆生   副町長 

中島 聰   教育長 

竹内 節夫 総務課 課長 

中條 明則 財務課 課長 

林 かおる 健康福祉課 課長 

西原 周二 産業振興課 課長 

畔上 敏春 建設水道課 課長 

三輪 茂 教育委員会 次長 

山崎 博雄 議会事務局 事務局長 

 

＜基本構想審議会 書記＞＜総合計画策定幹事会 事務局員＞ 

氏 名 課・係名 職 名 

山岸 正男 総務課 政策幹 

寺島 文彦 総務課・総務係 係長 

宮川 伸幸 財務課・財政係 係長 

涌井 典男 財務課・税務会計係 係長 

荒井 政人 財務課・税務会計係 会計幹 

須山 和幸 健康福祉課・福祉係 係長 

永井 芳夫 健康福祉課・健康係 課長補佐 

藤沢 憲一 健康福祉課・住民係 係長 

原   茂 地域包括支援センター 所長 

冨岡 広記 産業振興課・商工振興係 課長補佐 

湯浅 泰明 産業振興課・農業振興係 係長 

鈴木 利一 建設水道課・上下水道係 係長 

林 信廣 建設水道課・建設管理係 係長 

芋川 享正 建設水道課・都市計画係 係長 

宮崎 貴司 教育委員会・子ども支援係 係長 

高野 伸一 教育委員会・生涯学習係 係長 

八代 美千代 栗ガ丘幼稚園 園長 

西澤 裕子 つすみ保育園 園長 

市川 孝子 わかば保育園 園長 
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＜事務担当＞ 

氏 名 課・係名 職 名 

須藤 彰人 企画政策課 課長 

益満 崇博 企画政策課定住交流係 係長 

湯浅 憲彦 企画政策課企画係 係長 

町井 渓介 企画政策課企画係 主任 

大宮  透   地方創生推進員 

金岡 奈穂子 （株）計画情報研究所 主任研究員 

 

１．開 会 

湯浅[事]： これより第 4回小布施町基本構想審議会を始めさせていただきます。 

司会を務めさせていただきます企画政策課企画係の湯浅と申します。よろしくお願

いいたします。 

 

２．会長あいさつ 

会  長： 皆さんこんにちは。これまで審議会、ワークショップ、パブリックコメントなど

いろいろご意見をいただきまして、計画が出来上がってまいりました。 

このあと、事務局からの説明および皆様からのご意見を伺います。審議会として

はこれが最後となる予定です。審議会としては最後ですが、これから５年間のまち

づくりに向けての内容でありますし、振り返りの時間も設ける予定です。これから

もよろしくお願いします。 

 

湯浅[事]： 資料確認 

審議に移ります。会長の進行でお願いします。 

 

会  長： よろしくお願いします。 

３．審議 

（１）第 6次小布施町総合計画（案）について 

会  長： お手元の資料に戻りまして事務局のほうからお願いします。 

 

須藤[事]、大宮[事]： 資料説明 

 

大宮[事]： 計画の留意点について 

  １つ目に、今回の第６次小布施町総合計画は策定して終わりというものではなく、
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毎年見直して必要に応じて修正を加える柔軟性を持った計画として進めていくという

点である。これについては、最初の枠組みにも明記した。今後毎年見直しをしていく

ということを前提としている。 

2 つめは、達成目標についてである。現在の記述は粒感がばらばらである。前回の審

議会でいうと、アウトプットとアウトカムの違いに通じると思う。役場としてコント

ロールできる、具体的に達成したい目標と、その結果待ちの方がどう感じるのか、最

終的にこうなりたいというものがすべて混ざった状態で記されている部分がある。こ

の部分に関しては今後見直しながら議論を進めていく。一旦は達成目標を設定しなが

ら逐一修正を加えていくということを目標にしたい。 

3 つ目は人口ビジョンの実現方法についてである。事務局としてどう表記するかを

迷った。人口ビジョンの達成方法として、産業振興分野に追記し、現在実施中の政策

に関連したものを移住定住の施策として書かせていただいた。人口ビジョンの目標値

は非常に厳しい。どう実現していくのか、前回の審議会でもあったように、小布施で

生まれた子供たちがどういうふうに愛着をはぐくんでいくのか、議論を含め検討が必

要である。 

 

会  長： 意見、ご質問などをお願いしたい。 

 

真  野： 達成目標についてはアウトプット、アウトカムについて検討いただきありがとうご

ざいます。アウトカムに近いというと、ｐ42 の下に「保育者・保護者向けの子育て・

教育セミナーの実施」、が年４回実施とあるが、開催回数より参加者が何人かという

ことが大事である。できるだけアウトカムレベルに近くなってくるとよい。たくさん

の人が参加する状態で、その人たちがもっと学べる状態がアウトカムだと思う。また、

「不登校児童生徒の要因把握率」については、把握率が上がったら不登校者が減るの

か分からない。アウトカムとしては不登校者を減少することなのだろうと思うが、数

字がつかめない。５年かけて把握率を 80％から 100％にすることが目的になってしま

う。本当は減少させることが目的である。どのように達成していくかの議論が必要で

ある。 

計画を策定しても実際に成果がでなければ意味がないので、その辺も考えて、達成

目標についてはできるだけアウトカムに近いものに変えていったほうがいいと思う。

また、ｐ65 の「コミュニティごとの防災訓練実施とマニュアルの見直し」は、防災訓

練の開催回数ではなく、参加者がどのくらいいるのかが大事である。こういう数字を

つかんでいきたい。特に防災のところは町が実施できるかがベースになっているが、

実際には自助、共助などをどのくらい増やしていくかが、もともとの目的である協働

（みんなが参加するまちづくり）に近いものになってくると思う。 

言葉の定義についての指摘となるが、「基本施策」は継続している事業だから書き

たかったのだろうが、これは本当に必要なのか。「重点施策」があるのに「基本施策」

とあると、「基本施策」がベースのように感じる。書くなら「主要継続事業」のように
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した方がポジションがはっきりすると思う。 

 

大宮[事]： 達成目標の立て方自体の勉強が必要だと思った。これを今やみくもに修正する

だけだと根本的な形にはならない。次年度もっと勉強して修正していきたい。「基

本施策」に関しては長年「重点・基本」という言葉が役場の中で共通言語になって

いるということがあり、行政の内部で見ると、このほうが理解しやすい。外部的に

みると、基本というと大事な施策という印象を受けるということは、パブリック

コメントの中でも指摘があり、「基本施策」という言葉の難しさについて書かれて

いた。 

 

近  藤： 「多様性」、「ダイバーシティ」など言葉の違いがわからない。基本理念の中で

も「多様性」という言葉がでてくる。ｐ51の重点施策③では「ダイバーシティ（多

様性）教育」と記載されている。どういう意味合いであるのか。 

 

大宮[事]： ご指摘のとおりで、さらに検討が必要だと感じている。ダイバーシティ教育と

いうのは、多様性をはぐくむ価値観を醸成する上でそこに教育という言葉をつけ

て、「ダイバーシティ教育」と言われている。また「多様性教育」のことを「ダイ

バーシティ教育」と言っている。「多様性教育」という言葉がないわけではない。

統一したほうが良いのか、「インクルーシブ教育」も日本語では「包摂型教育」と

は言わずに「インクルーシブ教育」という言葉が使われている。一般に通じる言葉

はどっちなのかということは検討したい。大切にしたいこととしては、多様性が

大切であるということを学んだり、実際の例を通じて学ぶ機会を作っていこうと

いうところ。認識としては共通していると思う。 

 

会  長： 計画の振り返りについて、このメンバーが今後どういう役割を果たしているの

か確認したい。内容、達成目標などが変化することはあるのか。 

 

須藤[事]： 来年度から基本構想審議会は名前が変わり、総合計画審議会という審議会が設

置される予定である。来年度以降、具体的な見直し方法は検討中。様々な立場の人

に入ってもらいながら見直していきたい。今年のように毎月審議会を開催する予

定ではないが、タイミングを見て見直していきたい。 

 

会  長： ｐ53学びの項目の「小布施未来会議」への参加は、54才でもいいか？ 

 

大宮[事]： 問題ありません。 

 

近  藤： 達成目標ｐ42 のところで、「産後ケア事業利用者数」についてであるが、事業

自体が使いづらい。使いたいのに使えない人がいるという状況がないように目標
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を設定していただきたい。 

 

大宮[事]： 検討する。 

 

真  野： 達成目標は設定しているが、目標はどんどん変わっていいと思う。今の目標は

事業費をかければできたり、リソースをかければできるという設定の仕方になっ

ている。役所的には外部から外部に報告しなくてはいけないから、確実に目標を達

成しなくてはならないので書けない数字があるのだろうが、本当の成果に向かっ

て良い取組ができるような、状態が分かるような指標をできるだけ出し、毎年の計

画見直しの際は、その目標をベースに議論できるような形にするとよいと思う。 

 

大宮[事]： 目標設定の仕方自体が今回役場の内部で作った。勉強が必要だと思った。今後

どのように再検討していくかはまだ具体的にはなっていないが、勉強しながら取

り組みたい。真野委員にもアドバイスいただいていきたい。 

 

高  野： パブリックコメントを出すにあたり、まちづくり委員会のほうでワークショッ

プに参加した人を含めて話し合う場があったが、この時の議論をそのままにする

のはもったいない。協働と参画というところで、参画の人数が目標にあるとよい

と思うし、子育ての部会では、「コミュニティスクールで地域をひっくるめて子育

てしていこう、大勢の人と関わりをもってこうという方針になっているが、学校

に何人ボランティアが入ったのか、５人でいいのか」などの意見があった。もっと

大勢を巻き込むような指標があるとよいと思う。 

 

会  長： 以前の審議会の時に町長に呼ばれ、若い経営者と若い役場職員を集め、ワーキ

ンググループをつくり、小布施らしいとがった計画をまとめてくれという話があ

り、その組織が小布施イノベーションハブという組織になった。現在、事務局をや

っている。組織を作るのは大変だが、今回のワークショップの集まりなど、いろん

な場所で小布施町について考える場を作ってほしいし、そのバックアップを役場

のほうにお願いしたい。細かい修正や達成目標はこれからとなるが、これを基本と

してまちづくりを進めていきたい。 

 

益満[事]： 答申案を読み上げ －省略－ 

       

会  長： 答申案について意見などあるか、ないようであるので、このまま答申に入りた

い。 

４．答申 
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会  長： 最後の審議会が終わり、大筋が固まった。これから行政民間問わず、一丸とな

って計画を実現したい。 

答申案を読み上げ －省略－ 

 

湯浅[事]： 町長よりご挨拶お願いします。 

 

町  長： こんにちは。昨年 7月 17日に町民の皆さんに無理をお願いし、基本構想審議会

に諮問させていただきました。これからの 5 年間は、小布施町にとって大事な 5

年間となります。どのような戦略で計画、実行していくか、審議会の委員の皆さん

に集まっていただき、今日、答申を作成していただきました。7月から町民の方に

アンケートにより意見を伺い、また、これからの 20年、30年の小布施町を背負っ

ていただける若い方をファシリテーターとした専門部会を開いていただき、町民

の皆さんから様々な意見、考えをいただきました。いただいた答申の中で、総合計

画が出来上がりましたが、その中で私たちが目指すものは何か。台風災害の復旧、

復興の後始末をはじめ、行政では行き届かないところが多いです。それにもかか

わらず、この町に住んでくれる方から、少しではあるが、誇りと自信を感じると言

われると大変嬉しいです。今の自分たちが感じていることが、今日生まれた子供

が 2040 年にやっぱりこの町はいいなと思っていただけるところを目指したいで

す。そのために 4 つの基本理念を考えていただいたと思っています。この 4 つに

ついては申し上げることはありませんが、新しい部分があります。桜井会長が言

っていた、気持ち良く住める町という点。多様性を認めるということです。まちづ

くりの思いが強くなると、同じ気持ちを持たなくてはいけないということになり

ますが、多様性を大切にして、お互い交流することで世界が広がるというのが新

しい視点だと思います。4つ目の理念である、いろんな課題を解決するために、最

新のテクノロジーや方法論をもっと取り入れようというところに生きていた証が

あると思います。小布施町は小さい町としては先鋭的にいろんなものに取り組ん

で来たと思いますし、さらに協働してよい町を作っていきたいです。        

3番目の理念である、「まち」も「むら」も大切にするという点、農村部と都会的

なところが一緒になっているというのが小布施のいいところです。これを大切に

して、新しいものを積極的に取り入れていこうという動きを、農村部にまでいき

わたるようにしていきたいと思います。そして 1 番目の理念であるつながり。小

布施の得意分野です。さらに広げて、２，３，４の理念を合わせると、20 年後に

も住む人に良いまちだと思ってもらいたいです。昨今は猫の目のように情勢が変

わります。立派な答申、計画をいただいきましたが、それを遂行していかなければ

いけません。十分に町民の方とキャッチボールをしながら、変更もあり得ると考

えています。貴重な時間と考えを十分に使い立派な答申を作ってくれたことにた

いし、こころよりお礼申し上げます。 
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湯浅[事]： ありがとうございました。議事録署名人は後日回りますので、署名お願いしま

す。他に質問はございますか。4回という長期にわたりご参加いただきありがとう

ございます。終わります。 


