
1 

 

【 第 1 回中標津町総合発展計画審議会報告 】 

 

日時：令和 元 年 12 月 20 日（金）13：30～15：05 

場所：中標津町役場 ３階 301 号会議室 

出席者：審議会委員 15名、西村町長、支援事業者１名（(株)ぎょうせい）、事務局６名 

傍聴者：５名 

 

＜会議次第＞ 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 町長挨拶 

４ 参加者自己紹介 

５ 役員選出 

６ 諮 問 

７ 議 題   

（１）（仮称）中標津町第７期総合計画策定の概略について 

（２）中標津町総合発展計画審議会の役割について 

（３）まちづくり町民アンケート調査結果報告 

（４）その他 

８ 閉 会 

 

＜配布資料＞ 

 ・資料１ （仮称）中標津町第７期総合計画策定の概略について 

 ・資料２ （仮称）中標津町第７期総合計画策定推進体制図 

 ・資料３ 計画策定スケジュール 

 ・資料４ 中標津町総合発展計画審議会の役割 

 ・資料５ 中標津町総合発展計画審議会条例 

                                             

 

＜会議結果報告＞ 

１ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

※各委員に町長より委嘱状が手渡された。 

 

３ 町長挨拶 

・現在の総合発展計画は平成 23 年につくられたものであり、「空とみどりの交流拠点 中標津 ～

あつまるまち つながるまち ひろがるまち～」の将来像のもと、進めてきた。 
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・その間、人口が減少するという大きな変化があった。24,000 人までいった人口であるが、将来

的には 20,000 人を割り込むであろうと言われている。 

・少子化と高齢化が進むという中で、このまちを将来的にどのようにみていくか、10年というス

パンであるが、さらにその 10年後、20年後を見据えて考え方を入れていく必要がある。 

・難しい時代の計画策定になっている。 

・総合戦略は、人口減少への対策という非常に大きい任務であるが、是非とも皆様の力をお貸し

いただきたい。 

 

４ 参加者自己紹介 

 

５ 役員選出 

※事務局推薦により、会長に渡部徳樹氏が、副会長に廣木智氏が選出された。 

 

６ 諮問 

※西村町長より渡部会長へ諮問を執行した。 

 

７ 議題 

※中標津町総合発展計画審議会条例第６条第１項の規程に基づき、渡部会長が進行した。 

（１）（仮称）中標津町第７期総合計画の概略について 

※企画課 伊與部係長より、資料に基づき説明 

（２）中標津町総合発展計画審議会の役割について 

※企画課 伊與部係長より、資料に基づき説明 

（３）まちづくり町民アンケート調査結果報告 

※支援業者より、資料に基づき説明 

 

（質疑） 

委員１ 

・今回のスケジュールを見ると、次の第２回が３月であるが、その前に町民会議が行われてい

る。その時に町民会議では色々な意見を出し合って内容を決めていくということになるが、そ

の経過を分からず、３月に基本構想の作成ができ上がったときにこの会議が開かれるのか。 

事務局 

・第２回の時に町民会議の経過もお知らせしながら、基本構想の案をお示しする考えである。 

委員１ 

・ということは、私たちの意見は、３月の中でしか出せないのか。町民会議だけの意見の吸出

しだけで、（審議会が）最初に意見を出すということはないのか。 

事務局 

・基本構想についてはそのように考えている。基本計画については意見をいただくということ

を考えている。 
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委員１ 

・一番大事なところは基本構想であり、将来像や人口の目標のところはでき上がったものの中

味だけしか議論できないのか。 

事務局 

・これからの町民会議の進み具合にもよるが、ある程度素案等がまとまったら、事前に審議会

委員にはお示しし、その会議の前に意見集約の時間もあっても良いかと思う。その辺の進み具

合がまだはっきりしないので。 

委員１ 

・できれば、私達が意見を出す場があっても良いのではないかと思う。 

事務局 

・ご意見として承りたい。 

委員２ 

・町のホームページにアンケート結果は載っていなかったか。 

事務局 

・もともと行革担当の方でやっているものを掲載しており、経年の結果が残っている。それを

活用して報告書の中に入れている。 

事務局 

・報告書としては同じものであり、総合計画用に修正したものが本日の資料である。 

委員３ 

・委託業者に聞きたいが、町の総合計画を考える前に、こういう窓口が一般的になっていると

思うが、せっかく総合計画を考えるときに、今までと違う観点が欲しいと思う。 

・議会の時に話を聞いていたが、行政の窓口としてはこういう窓口が考えられるが、この中標

津町の精神文化、気風というのを対象にするのは非常に難しいが、たとえば高齢者を非常に大

切にするまちだとかはこの中に入ってこないのか。他の教育委員会とかのサイドでやるのか。 

・このように行政的な視点で考えるのも良いが、大事なのは住んでいる人の民度や気持ちであ

る。そういうものは非常に大事な部分であり、基礎になる。そういうことが意外と扱われない

と前回も思った。そういうことをこういう機会にみんなで考えてみたい。 

委託業者 

・精神文化をどのように読み取っていくか、アンケートとしては不十分ではないかとのご指摘

であったかと思う。 

・アンケートは設問の限界もあるが、ではアンケートだけで計画をつくるということは考えて

いない。昨日町民会議の第２回を行ったが、僅か２時間の間に 200 弱の意見が出された。これ

からまとめ作業に入るが、その中には町に対する思いとかが非常に多く出ていた。 

・そのまとめは次回の町民会議には出すが、審議会にも出すことも一つの方法と思う。 

委員３ 

・今年マスタープランの策定の関係で掛川市に行ったが、そこでは二宮金次郎を精神の拠り所

としたまちづくりを進めている。 

・中標津町の精神文化は何なのか、開拓者精神はどうなのかといったことをしっかりと考える



4 

 

機会としてもらいたい。でないと、このまちの良さが見えないまま終わっていくと思う。そん

なところも検討してほしい。 

委員２ 

・計画の検討にあたって、お金の話はノーカウントでいいのか。医療、福祉、病院とか、一番

テーマ（関心？）が高いが、町の財政状況を踏まえたときに、検討しなければならないことが

多々あると思う。 

・そこの検討なしに総合計画を立てていくものなのか。お金がないのに計画を検討するのか、

その辺はどう理解すればいいのか。 

事務局 

・先般の広報中標津でも、町の財政状況については厳しいことをうたっている。この２、３年

は厳しい状況にあるが、来年度の予算も検討が始まっているが、各課かなり頭をひねらないと

予算にならない状況でスタートしている。 

・片や 10年間の総合計画であるので、大きな夢を描かないと、という部分もあろうかと思うが、

ある意味ではそれに町の財政状況が耐えられるかについては、当然何らかの形で、これから審

議を進めていく中で、財政計画というのはお示ししていかなければなと思う。 

・財政状況をみると、あまり将来の夢を考えられないということになるが、非常に難しい選択

を迫られる部分もあり、これからどういう町とするかご検討いただきたいと思う。 

委員４ 

・第６期の総合振興計画が終わるが、この検証はどこかの段階で行われるのか。 

事務局 

・各担当の課長を対象としたヒアリングを終えたところであり、それをまとめ来年の３月位を

目途に提出する予定である。 

 

（４）その他 

次回開催は、令和２年３月 24日（火）13：30 から役場 302 会議室で開催を予定している。 

 



資料１

（仮称）中標津町第７期総合計画策定の概略について

１．策定趣旨　 ④実現性や実効性を確保した計画づくり

２．計画の位置づけ　
４．計画の構成

「基本構想」～まちの将来像、基本的な指針
「基本計画」～基本構想の実現のため取組む政策・施策等
「実施計画」～基本計画の実現に向け取組む具体的な事務事業等

５．計画の策定体制　
３．計画策定の基本姿勢　

①現行計画における「まちの将来像」を引継いだ計画づくり

②時代の変化に柔軟に対応できる計画づくり
(1)町民参加

③町民参加による計画づくり

　現行計画中に人口減少に転じ、少子高齢化の進行や社会保障経
費が増加する一方、子育て環境の改善や公共施設の更新・長寿命
化など一定の取組みを進めてきましたが、財政の硬直化が進み厳
しい財政状況となっています。将来の財政状況を踏まえ限られた
行政資源を有効活用し、メリハリのある行政運営を推進するた
め、施策の実現性及び実効性を確保した計画づくりを行います。

・まちづくり町民会議
　　幅広く町民意見を計画に反映させるため、町民が集い想いを
　語り合う意見・提言の場として設置する。
・町民アンケート
　　例年実施している町民アンケートを基礎に対象者数を2,500人
　に拡大し意見を聴取する。

　計画の策定にあたり、庁内検討体制を組織し検討を進めるととも
に、中標津町総合発展計画審議会に諮ります。また、自治基本条例
第7条第1項第4号の規定を踏まえ町民参加の機会を確保し、寄せられ
た意見・提案等を多角的かつ総合的に検討し、計画に反映するよう
努めます。また、最終案は町議会へ議案として提案し、審議を経て
議決・決定します。

　平成23年8月1日施行の「地方自治法の一部を改正する法律」によ
り、市町村の基本構想策定義務は撤廃されましたが、本町では自治
基本条例第28条第1項において、行政運営を総合的かつ計画的に運営
するため基本計画を定めることとしており、第7期総合計画は当該規
定に基づく計画として位置づけるものです。

　社会・経済情勢の変化を捉えながら、現行計画のまちの将来像
「空とみどりの交流拠点・中標津」～あつまるまち つながるまち
ひろがるまち～ を継承しながら計画をつくります。

　時代の潮流や当町を取り巻く環境、多様化する町民ニーズ等を
機敏かつ的確に捉え町政に反映できるよう、時代の変化に柔軟に
対応できる計画づくりを行います。

　多くの町民意見を反映させるため、自治基本条例の規定に基づ
き、町民参加の機会を確保するとともに、計画内容を町民にわか
りやすく公表します。

　第6期総合発展計画は来年度最終年をむかえる事から改めて本町を
取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、令和3年度を始期とする次期計画
を策定します。



資料１

(2)中標津町総合発展計画審議会

(3)中標津町議会

(4)庁内検討体制

・パブリックコメント
　　計画素案のパブリックコメントを実施し、寄せられた意見や
　要望等を公開し、意見等を考慮し計画へ反映する。
・その他の意見聴取
　　計画の策定状況を広報紙やホームページに掲載し情報共有す
　るほか、出前講座等の機会を捉えて意見を広く募集する。

　中標津町議会の議決すべき事件を定める条例により、基本構想
及び基本計画の策定について議会の審議を経て議決されます。

　町内の公共的団体等の代表者で構成し、町長の諮問に応じ、調
査及び審議を行い答申します。

○策定会議
　町長、副町長、教育長、部長職で構成し、計画策定に係る重要
事項等を審議します。

○策定委員会、策定推進委員会
　庁内の次長職、課長職で構成する策定委員会と、係長職以下の
全職員で構成する策定推進委員会において、町民等の意見等を踏
まえ検討するとともに、まちづくり町民会議等へ参加し意見交換
を行います。
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議決機関

議　　会 町　　長

策定会議

町長、
副町長、教育長、

特別委員会 部長職

策定委員会

次長・課長職

策定推進委員会

係長職以下全員

町民参画

策
定
事
務
局

コンサルタント（㈱ぎょうせい）

外部調査研究機関

審議会

まちづくり
町民会議

庁　内　組　織

（仮称）中標津町第７期総合計画策定推進体制図

諮 問

答 申

連絡
調整 連絡

調整

提 案

議 決

提 言

連絡調整

各種住民参画
○住民アンケート
○パブリックコメント

住民への情報提供
○広報紙等
○ホームページ

助 言付 託

報 告

説明・報告

審査・調査

参 画

連絡調整

連絡調整



計画策定スケジュール

令和3年度

項目 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 11月 12月 1月 2月 3月 4月

町民・中高生アンケート 送付 回答 報告書

第6期総合発展計画検証

総合発展計画審議会 ● ● ● ● ● ● ●

まちづくり町民会議 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

庁内会議（策定会議・策定委員会・策
定推進委員会）

● ● ● ● ●

パフリックコメント ●

基本構想

前期基本計画（骨子案） 調整

前期基本計画（素案）

令和2年度令和元年度

集計・分析

検証シート作成

調整作成

計画策定状況

実施内容

議会提案
第7期計
画スタート

作成

作成 調整

ヒアリング・分析 調整

資料３



 

中標津町総合発展計画審議会の役割 

 

１ 中標津町総合発展計画審議会の役割 

 中標津町総合発展計画審議会は、町長の諮問に応じて（仮称）中標津町第 7 期総合計画策定に係

る必要な事項を調査審議し、その結果を町長へ答申する組織として位置づけられており、庁内と町

民会議にて作成する基本構想案について審議いただくほか、町民会議と合同で基本計画案について

検討・審議いただくこととしております。 

 

２ 中標津町総合発展計画審議会で検討いただくこと 

 

〔令和元年度〕 

〇第２回 

 令和元年 12 月～令和２年２月までに行われる中標津町まちづくり町民会議での検討内容に

ついてご説明をし、審議会委員各位からのご意見をいただきます。 

 

〔令和２年度〕 

〇第３回 

 庁内と町民会議にて作成した基本構想案についてご討議いただきます。 

※基本構想事務局案をご提示させていただく予定です。 

〇第４回 

 第６期中標津町総合発展計画・後期基本計画の進捗状況を踏まえ、（仮称）中標津町第７期総

合計画・前期基本計画（素案）について検討いただきます。 

※（仮称）中標津町第７期総合計画・前期基本計画（素案）をご提示させていただく予定です。 

※中標津町まちづくり町民会議との合同会議となります。 

〇第５回 

 （仮称）中標津町第７期総合計画・前期基本計画（素案）について、分野別に検討いただき

ます。 

※第４回で出していただいた意見のまとめ資料をご提供する予定です。 

※中標津町まちづくり町民会議との合同会議となります。 

〇第６回 

 （仮称）中標津町第７期総合計画・前期基本計画（修正素案）について、分野別に検討いた

だきます。 

※第５回で出していただいた意見のまとめ資料をご提供する予定です。 

※中標津町まちづくり町民会議との合同会議となります。 

〇第７回（最終回） 

 （仮称）中標津町第７期総合計画 基本構想及び前期基本計画（案）について審議・決定いた

だき、答申案の検討をいただきます。 
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３ 中標津町総合発展計画審議会スケジュール（予定） 

 前項２でお示しした内容を以下のスケジュールで実施する予定です。 

 

年度 回No. 想定する内容事項 開催時期 

Ｒ１ 

１ 

〇委嘱状の交付 
〇計画策定の概略説明 
〇役員選出 等 
〇まちづくりアンケート調査結果報告 

令和元年12月 

２ 〇中標津町まちづくり町民会議内容の説明と討議 令和２年３月 

Ｒ２ 

３ 〇基本構想事務局案の説明と討議 令和２年６月 

４ 
〇前期基本計画検討案（素案）の説明と検討 
※中標津町まちづくり町民会議との合同会議 

令和２年７月 

５ 
〇分野別前期基本計画案（素案）の検討 
※中標津町まちづくり町民会議との合同会議 

令和２年８月 

６ 
〇分野別前期基本計画案（修正素案）の検討 
※中標津町まちづくり町民会議との合同会議 

令和２年９月 

７ 
〇基本構想・前期基本計画（案）の審議・決定 
〇答申案の検討 

令和２年10月 

 

 



○中標津町総合発展計画審議会条例 

平成２年３月24日条例第２号 

中標津町総合発展計画審議会条例 

（設置） 

第１条 中標津町総合発展計画（以下「総合計画」という。）の策定に関し、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき中標津町総合発展計画審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に関し必要な事項について調査及び審議を

行い答申する。 

（組織） 

第３条 審議会は委員30名以内をもって組織する。 

２ 委員は次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 関係行政機関及び各種団体の代表者 

(３) その他町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は委嘱の日から当該職務の終了したときまでの期間とする。 

（会長、副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、必要の都度会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（専門部会） 

第７条 総合発展計画に関する諮問事項を専門的に審議するため審議会に専門部会を置くこ

とができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、総合計画策定事務局において処理する。 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

資料５ 



○中標津町総合発展計画審議会条例施行規則 

平成２年３月31日規則第６号 

改正 

平成３年３月25日規則第10号 

平成５年４月12日規則第25号 

平成９年３月31日規則第10号 

中標津町総合発展計画審議会条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 中標津町総合発展計画審議会条例（平成２年条例第２号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項はこの規則に定めるところによる。 

（専門部会） 

第２条 条例第７条の規則による専門部会（以下「部会」という。）の設置は諮問事項に応

じて審議会で決定する。ただし、当該諮問に係る審議が終了したときは、解散するものと

する。 

２ 部会の委員は、審議会で決定する。 

（部会長及び副部会長） 

第３条 部会に、部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長及び副部会長の選任等については、条例第５条の規定を準用する。 

３ 部会の招集は、部会長が招集し、専門部会の審議は条例第６条の規定を準用する。 

４ 部会長は、部会の調査、審議に係る経過を審議会に報告するものとする。 

（合同専門部会） 

第４条 会長は、必要に応じ、２以上の専門部会をもって合同専門部会を開催することがで

きる。 

（意見の陳述） 

第５条 部会長及び副部会長は、その所掌する事項について、必要があるときは、他の部会

に出席し、意見を述べることができる。 

（審議会の事務処理） 

第６条 条例第８条の規定により審議会の庶務は、中標津町総合発展計画策定事務局である

総務部が処理する。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか審議会に必要な事項は会長が審議会にはかり定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年３月25日規則第10号） 

この規則は、平成３年４月15日から施行する。 

附 則（平成５年４月12日規則第25号） 

この規則は、平成５年４月12日から施行する。 

附 則（平成９年３月31日規則第10号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

資料５ 


