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【 第４回中標津町総合発展計画審議会・第１２回中標津町まちづくり町民会議・ 

（仮称）中標津町第 7 期総合計画策定委員会合同会議報告 】 

 

日時：令和３年４月１４日（水）１３：３０～１５：４０ 

場所：中標津町総合文化会館 コミュニティホール 

（グループワーク時：第 1研修室、第 2研修室、和室、美術室、視聴覚室） 

出席者：５４名（中標津町総合発展計画審議会１３名、中標津まちづくり町民会議委員１５名、

策定委員２１名、コンサルタント１名（㈱ぎょうせい）（Zoom 会議により）、 

事務局４名） 

傍聴者：３名 

 

＜会議次第＞ 

１ 開 会 

２ 会長挨拶 

３ 議 題 

（１）基本構想（素案）説明 

（２）意見交換（グループワーク方式） 

（３）意見共有 

４ 閉 会 

 

＜配布資料＞ 

資料１ 基本構想（素案）説明に係る PowerPoint 資料 

                                             

 

＜会議結果報告＞ 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議 題 

（１）基本構想（素案）説明 

  ※企画課 伊與部係長より、資料１に基づき説明 

（２）意見交換（グループワーク方式） 

   ※各分野でグループに分かれ、意見交換。 

（３）意見共有 

   ※（２）意見交換の時間を延長したため、今回の会議では行わなかった。後日事務局で整理

し、全委員へ通知により報告予定。 

 

 

[会場風景] 

[グループワーク風景] 



第４回中標津町総合発展計画審議会
第１２回中標津町まちづくり町民会議

（仮称）中標津町第7期総合計画策定委員会
合同会議

令和３年４月１４日
中標津町総合文化会館



情報共有



町政を総合的・計画的に進めていくため、まちづく
りの目標（基本理念及び将来像等）を明らかにし、そ
の実現に向けた行政運営の分野別方針となる施策の大
綱等を示すもの。

基本構想とは

理念・将来像・大まかな施策の方向性を
示す骨格的なもの



基本構想 ●理念・将来像・大まかな施策の方
向性を示す骨格的なもの

基本計画

実施計画

総合計画の構成

●基本構想で定めた目標の実現に向
けて取り組む施策を示すもの。
（基本構想よりも具体的になる）

10年間

前期5年間
後期5年間

3年間
※毎年見直し

●基本計画に基づき具体的な事業内
容、財源等を示すもの。
（実際に行う事業内容）

町民と行政が作成

行政が作成



策定スケジュール（予定）
基本構想

本日

4月下旬

5月中旬

5月下旬

7月上旬

6月中

基本計画

合同会議
（意見交換）

合同会議
（意見交換）

合同会議
（意見交換）

個別会議
（案確認）

個別会議
（案確認）

パブリックコメント

個別会議
（案決定・答申）

個別会議
（案決定・答申）



（仮称）中標津町第7期総合計画
基本構想（素案）の概要



行政運営の指針として最上位に位置付けられる計画
総合計画の位置づけ・役割

役割1

役割2

役割3

●町民と行政の「協働」の指針となる内容を定め、
協働のまちづくりを進める役割。

●行政経営の確立に向けて、施策や事業を総合的
かつ計画的に推進するための指針。

●国や道、周辺自治体等の広域的な行政に対して、
本町のまちづくりの方向を示す、連携の基礎。

SDGsとの関係 ●第7期総合計画は、SDGsの理念を目指して推進する。

4~5P



まちづくりの基本理念
基本理念1 住む人がつながるまち

19P

基本理念2 そとの人とつながるまち

基本理念3 しごとがつながるまち

基本理念4 まわりの自治体とつながるまち

●本町に住む人同士が協力し、つながり支え合う協働のまちづくり

●あらゆる人が町に関わり、訪れ、交流し賑わうまちづくり

●あらゆる仕事が関わり合い、町の活性化や新たな価値の創造に
つながるまちづくり

●あらゆる主体が近隣自治体とつながり、様々な課題への対応や
広域的に地域活性化を目指すまちづくり



まちの将来像 20P

空とみどりが人をつないでいくまち中標津
～住みたいまち、住み続けたいまち～

住む人がつながる そとの人とつながる

しごとがつながる まわりの自治体とつながる

つながる

住みたいまち
住み続けたいまち



４つの横断的な目標「つながる」
横断的目標1 町民・団体・企業・行政の協働
横断的目標2 関係人口・交流人口の拡大
横断的目標3 横断的連携の強化
横断的目標4 広域連携の強化

５つの基本目標
基本目標1 つながりが未来を築くまちづくり
基本目標2 安心と生きがいを感じるまちづくり
基本目標3 産業の力みなぎるまちづくり
基本目標4 住みやすいまちづくり
基本目標5 郷土愛あふれるまちづくり

空とみどりが人をつないでいくまち中標津
～住みたいまち、住み続けたいまち～



グループワークの流れ



審議会・町民会議・策定委員会の3者による分野別
の小グループでの活発な意見交換により、基本構想
（素案）に対する修正意見をまとめる。いただいたご
意見は後日事務局で修正の可否を検討します。

グループワークの目的

※どのように修正すればより良い構想になるのかのご意見
を出してください。
※総合計画は町民と行政の「協働」の計画書です。10年後
を見据えて私たちが何をするべきかを考えてください。



●グループワークは５つのグループに分かれて別会場
に分散し、意見交換を行います。

グループワークの流れ①

※グループ分けは事前に通知させていただいたとおりです。
人数調整の都合上、第1希望に添えなかった方もおります
のでご容赦ください。



【行財政分野】
和室

【経済-産業分野】
研修室２

【都市基盤-生活環境分野】
視聴覚室

【健康-福祉-子育て分野】
研修室1

【教育・文化分野】
美術室

2階平面図



●各会議場への移動後、各グループの中でファシリテー
ターをお願いした方がいますのでその方の進行でグル
ープワークを進めていただきます。

グループワークの流れ②

【各グループのファシリテーターの方】
（行財政分野） 本間委員
（健康・福祉・子育て分野） 千野委員
（経済・産業分野） 飯野委員
（都市基盤・生活環境分野） 小柳委員
（教育・文化分野） 金曽委員



●グループワークの時間は60分です。実際の進め方は
下記のとおりです。

グループワークの流れ③

（1）最初に、自己紹介やルールの確認等を行ってくだ
さい。【10分程度】

（2）基本構想（素案）を読んで感じた「ご意見」と「お
名前」付箋に書いてください【5分程度】
※事前に付箋を書いていただいた方は自由時間。



グループワークの流れ④
（3）意見交換を行います。【35分程度】

グループ内で基本構想（素案）の最初から順番に
確認し、ご意見がある箇所になったら、付箋に書
いたご意見を発言しグループ内で共有いただいた
後、書記に付箋を渡してください。
※書記は意見取りまとめ用の基本構想（素案）の
冊子（A3印刷）に付箋を貼り付け、意見に対す
るグループ内の「賛同の状況」を記入します。



【各グループの書記】
（行財政分野） 下村課⾧
（健康・福祉・子育て分野） ⾧谷川課⾧
（経済・産業分野） 坂井事務局⾧
（都市基盤・生活環境分野） 佐瀬課⾧
（教育・文化分野） 吉田(利)センター⾧



【会場イメージ】

書記
意見取りまとめ用
基本構想（素案）

①付箋の意見を
発言して共有

②書記に付箋を
渡す

③書記が付箋を貼る
※賛同の状況を記入



グループワークの流れ⑤

（4）グループ内の意見を発表する方を決めてください。
また、発表する意見（全体で共有したい意見）を
抜粋して決めてください。【10分程度】



グループワークの流れ⑥
●最後に、コミュニティホールへ戻り、各グループより
グループ内での意見を発表いただき、意見の全体共有
とします。
※各グループの発表時間は5分程度です。
※意見取りまとめ用基本構想（素案）は意見共有後に
事務局へ提出してください。



意見交換にあたって①
※意見交換は「グループ内全員で一つの結論を導く」と
いうよりも「それぞれの意見をどんどん出して冊子に
まとめていく」というイメージです。

※冊子にまとめていただいたご意見は、すべて反映する
というわけではなく、意見毎に後日事務局で基本構想
への反映を検討します。



意見交換にあたって②

※本日欠席した方の意見や、別のグループからの所属
分野に対する意見をまとめた「意見集約シート」を
お渡ししますので、グループ内で共有してください。
（書記は「賛同の状況」を「意見集約シート」に記
入してください）

※役場の課⾧職は役場側として必要な情報提供をする
立場で参加しています。わからないことがあれば聞
いてみてください。



話し合いのグランドルール
 ①意識・・・総合計画は町民と行政と「協働」の計画。

10年後を見据えて私たちが何をするべきか考えよう

 ②参加・・・積極的、主体的に参加しよう

 ③尊重・・・お互いを尊重し、傾聴しよう（批判しない）

 ④守秘・・・個人的な情報は会議の外に持ち出さない

 ⑤時間・・・時間を守ろう（一人で話しすぎない）



グループワークのテーマ
基本構想（素案）をどう修正したらより良い構想にな
るかの意見を出す。共有する。

グループワークのゴール
基本構想（素案）を確認し、グループ全員が「意見を
言い尽くすことができた」と納得する。



第7期総合計画の担い手は、町民と行政です。

最後に

10年後の明るい未来に向けて、ここにいる皆さ
んで第7期総合計画を作り上げましょう。


