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様式第３ 

会  議  録 

会 議 名 令和３年度第１回野田市総合計画審議会 

議題及び議題

毎の公開又は

非公開の別 

１ 会長及び副会長の選出について（公開） 

２ 総合計画の概要及び総合計画後期基本計画の策定方針等について（公

開） 

３ 総合計画後期基本計画の策定について（諮問）（公開） 

４ 総合計画前期基本計画の進捗状況について（公開） 

５ その他（公開） 

日  時 令和３年７月２０日（火）午後１時から２時３０分まで 

場  所 市役所高層棟８階 大会議室 

出席者氏名 

委 員 石川 雅浩  内山 久雄  遠郷 順子  加藤 満子 

鴨狩 真義  五味 良仁  佐々木 盛次 佐藤 隆八 

鈴木 昭夫  清宮 絹江  瀬能 千恵子 高須賀 晴子 

知久 久利子 中村 卓史  西尾 健太郎 林 元夫 

平野 滋   古矢 勝   横川 しげ子 

 

事務局 鈴木  有 （市長） 

今村  繁 （副市長） 

生嶋 浩幸（企画財政部長） 金田 昌丈（企画財政部次長) 

齋藤  剛 （企画調整課長） 池田 文彦（企画調整課長補佐） 

池岡 貴志（企画調整課副主幹（兼）企画係長） 

中山 晶博（企画調整課副主幹（兼）調整係長） 

石川 幸一（企画調整課主任主事） 

 

職 員 染谷  篤 （教育長）   中沢 哲夫（水道事業管理者） 

宮前 雅明（建設局長）  上原 正夫（市政推進室長） 

宮澤 一弥（総務部長）  牛島 修二（市民生活部長） 

宇田川 克巳（自然経済推進部長） 

柏倉 一浩（環境部長）  坂齊 和実（土木部長） 

浅野 開作（都市部長）   一雄（都市部参事監） 

直井  誠 （保健福祉部長）平野 紀幸（児童家庭部長） 

山田 充子（会計管理者） 根本 一弘（議会事務局長） 

鈴木  廣 （選挙管理委員会事務局長） 

飯塚 浩司（監査委員事務局長） 

山下 敏也（教育次長（兼）生涯学習部長） 

下川 泰弘（学校教育部長）染谷 隆徳（農業委員会事務局長） 

菅野  透 （消防長） 

欠席委員氏名 伊藤 香織 
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傍 聴 者  １名 

議  事 １ 開会 

企画財政部長 令和３年７月２０日午後１時、開会を宣言し、会議の公開に

ついて、個人情報等の不開示情報を取り扱うことがないため、原則公開と

することを説明した。 

市長に挨拶を求める。 

 

２ 市長挨拶  

＜挨拶＞ 

 

３ 委嘱書の交付 

企画財政部長 委嘱書の交付を行う。新型コロナウイルス感染症対策のた

め、既に手元に委嘱書を配布済みであることを説明し、総合計画審議会条

例第３条の規定に基づき、委員は市長が委嘱することとなっており、任期

は２年とされていることを補足した。 

 

４ 委員紹介 

企画財政部長 初めての審議会開催であることから、委員の紹介を行った。 

 

５ 事務局職員紹介 

企画財政部長 事務局及び職員の紹介を行った。 

 

６ 議題 

企画財政部長 本日の会議は、委員数２０人のところ１９人が出席し、委員

の過半数が出席しているので、野田市総合計画審議会条例第５条第２項に

より、成立していることを報告する。 

 

（１）会長及び副会長の選出について 

 

企画財政部長 本日は第１回目の審議会となるため、会長、副会長が不在と

なっていることから、会長が選出されるまで、市長に仮議長を務めていた

だくこととする。 

 

市長（仮議長） 会長選出については、審議会条例第４条第１項により、委

員の互選によることとなっているが、その方法について意見を伺う。 

 

石川委員 指名推薦はいかがか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

市長（仮議長） 指名推薦との意見があったが、異議はないか。 

 

＜異議なしの声＞ 
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市長（仮議長） 異議なしのため、指名推薦により選出する。推薦をお願い

する。 

 

林委員 現在の総合計画を策定されたときに会長を務めていただいた内山 

委員に会長をお願いしてはいかがか。 

 

市長（仮議長） ただ今、会長は内山委員にとの発言があったが、いかが

か。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

市長（仮議長） 異議なしのため、会長は内山委員に決定する。会長が決定

したため、これをもって仮議長の任を解く。 

 

企画財政部長 会長に挨拶を求める。 

 

＜会長挨拶＞ 

 

企画財政部長 議事進行を会長に依頼する。 

 

会長 次の議題は副会長の選出であるが、副会長選出についても、審議会条

例第４条第１項により委員の互選によることとなっているため、その方法

について意見を伺う。 

 

佐藤委員 会長と同様に指名推薦はいかがか。 

 

会長 会長と同様に指名推薦との意見があったが、異議はないか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

会長 異議なしのため、指名推薦により選出する。推薦をお願いする。 

 

石川委員 住民の代表として、自治会連合会の五味委員に副会長をお願いし

てはいかがか。 

 

会長 ただ今、副会長は五味委員にとの発言があったが、いかがか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

会長 異議なしのため、副会長は五味委員に決定する。 

副会長に挨拶を求める。 

 

＜副会長挨拶＞ 
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会長 審議体制が整ったため、審議会の公開に基づき傍聴者を案内する。本

日は傍聴希望者が１名おられるので、入室を許可する。 

 

＜傍聴者入場＞ 

 

（２）総合計画の概要及び総合計画後期基本計画の策定方針等について 

 

会長 次に、議題２の「総合計画の概要及び総合計画後期基本計画の策定方

針等について」、事務局から説明をお願いする。 

 

＜事務局説明＞ 

・総合計画の概要について、基本構想は長期的視点に立ったまちづくりの

基本理念とその目標を定めたものであり、将来都市像として「人のつな

がりがまちを変える みんなでつくる学びと笑顔あふれる コウノトリ

も住めるまち」と定められていること、基本計画は目標の実現に向けた

施策と事業を具体的に示したものであり、前期基本計画及び後期基本計

画により構成されていること及び実施計画は基本計画で定めた施策を具

体化する３年間の短期的な計画であり、年度ごとの事業実施や予算編成

の指針となるものであること等を説明 

・現総合計画の策定経緯について、平成２３年９月より開始し、公募した

１５４人のメンバーによる６つの分野別検討組織からの提言書、市民ア

ンケートの実施、１４回の地区別懇談会、３回の各界懇談会、パブリッ

クコメントの実施により頂いた市民の意見を基に、分野別検討組織の代

表を加えた総合計画審議会において審議を重ね、平成２７年１２月の市

議会への議決を経て、現在の基本構想及び基本計画が策定されたこと等

を説明 

・総合計画の計画期間について、基本構想が１５年間（令和１２年度末）

であり、野田市行政改革大綱との整合を図り、一体的に推進するため、

前期基本計画を１年前倒しし、後期基本計画が令和４年度から１２年度

までの９年間となること及び併せて各実施計画についても計画期間を見

直ししたこと等を説明 

・総合計画後期基本計画の策定方針について、現行の総合計画の基本構

想、基本目標、基本方針を維持しつつ、各施策に対する主な事業につい

て、現在までの実績と評価を行うとともに、新規事業等の今後のビジョ

ンを反映させた形で、現状に則した計画を策定すること等を説明 

・将来人口について、平成２７年度の国勢調査による総人口を基に、計画

人口から算出した各下落率を乗じ想定人口を算出したところ、令和１２

年の計画人口に対し想定が１．５４％の差であることから、将来人口は

現行を維持すること等を説明 

・SDGsの推進について、今回の総合計画後期基本計画の策定に際し、各施

策とSDGsとの関連性を明確にすることで、総合計画の推進がSDGsの達成

につながることを記載すること等を説明 

・市内の小中学生からの意見の反映について、平成２９年より実施してい

る「市長と話そう集会」で寄せられた「まちづくり」に関連する意見を
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計画中の各施策の内容説明に意見として反映させること等を説明 

 

会長 ただ今、事務局から説明があったが、今回の審議会では、新型コロナ

ウイルス感染症対策として円滑な審議を図るため、事前に委員の皆様から

質問を頂いている。その回答について、事務局から説明をお願いする。 

 

＜資料が不足しているとの声＞ 

 

企画調整課長 資料に不備があり、お詫び申し上げる。至急資料を用意させ

ていただく。 

 

会長 それでは、資料が用意できるまで、次の議題３「総合計画後期基本計

画の策定について（諮問）」に移らせていただく。 

 

（３）総合計画後期基本計画の策定について（諮問） 

 

会長 議題３の「総合計画後期基本計画の策定について（諮問）」、事務局

から説明をお願いする。 

 

企画調整課長 市長が諮問書を読み上げ、会長に渡すことについて説明す

る。 

 

＜市長が諮問書を読み上げ、会長にお渡しする。＞ 

 

会長 ただ今、市長からこの審議会に対し諮問を受けた。謹んでお受けする

と同時に、慎重に審議を進めて、期待に添えるような答申をしたいと思

う。よろしくお願いする。 

 

＜市長公務により退席＞ 

 

企画調整課長 資料の準備にまだ時間がかかるため、事前に委員の皆様から

質問を頂いていると同時に、意見が寄せられているので、紹介させていた

だく。 

 

＜事務局説明＞ 

・平野委員 

「みどりあふれる郷土」、「住みやすい街」のコンセプトのもと、長期

的な課題である「東京直結鉄道」を主軸にして諸施策と連係させて展開

されることで、それらが融合して大きな成果を産むことを期待する。 

・林委員 

野田市民を見れば、皆さん感染の恐怖と閉塞感の中で、巣ごもり慣れと

いう状況にもあり、総合計画の「～人のつながりがまちを変える～ み

んなでつくる 学びと笑顔あふれる コウノトリも住めるまち」を目指

す将来の都市像が少し遠のくような懸念がある。 
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早期に、地球上から新型コロナウイルスの撲滅を実現し、総合計画の最

終目標（令和１２年）について、これまでの進捗状況を検証し、現状を

しっかり見つめて、無理をせず、あるべき最終目標を見出し、現実的な

後期基本計画を皆さんとともに知恵を出し合って対処したいと考えてい

る。 

・中村委員 

野田市総合計画基本計画は、多岐にわたり全てを網羅しようと考えてい

るように思える。なるべく多くの人を満足させることは重要であると思

うが、野田市の将来の方向性・あるべき姿というのは少し異なるのでは

ないか。 

計画書が総括的であり、野田市をこんな街にするというビジョンを感じ

ない。メリハリを付けた予算組、方向性を持って重点的に何をするかと

いうものをはっきりさせる必要があると感じた。 

・古矢委員 

主食のお米の自給率を上げて学校給食、市民の食卓に安全安心の米を提

供してほしい。 

がん予防・克服に役立つ知識・気付きの学習会を希望する。 

食育出前授業などの推進を希望する。 

「まちづくり」事業に文化会館、野田公民館ホールは魅力あふれる施設

である。芸術、文化、教育、歴史、全ての学びの殿堂にして、市民の精

神の安定・向上に、健康増進に役立てた企画を市民と行政が協働で立案

することを希望する。 

国連で採択されたSDGs目標は、野田市の総合計画とは無関係であり、比

較も市民が不在で無意味である。 

市民の意見を反映した現在の総合計画を、SDGsの目標と比較対照して、

見直すのは無意味、無駄だと思う。 

 

会長 資料の用意ができたようなので、議題２に戻り、「総合計画の概要及

び総合計画後期基本計画の策定方針等について」、事前に委員の皆様から

頂いた質問及び回答について、事務局から説明をお願いする。 

 

＜事務局説明＞ 

・議題２について、林委員、中村委員、鈴木委員より事前に寄せられた質

問に対し回答 

 

会長 次回の会議から、後期基本計画の策定に向け本格的に審議を行い、パ

ブリックコメントにより市民の意見を聞くとのこと。それでは、総合計画

の概要及び総合計画後期基本計画の策定方針等については、事務局の説明

のとおり進めることとしてよろしいか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

会長 異議がないようなので、事務局案のとおり決定する。 
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（４）総合計画前期基本計画の進捗状況について 

 

会長 次に、議題４の「総合計画前期基本計画の進捗状況について」、   

事務局から説明をお願いする。 

 

＜事務局説明＞ 

・総合計画前期基本計画の進捗状況について、成果を実感しやすい計画と

するために設定されたものであり、分かりやすく各施策で示された指標

に対する評価が行える「指標・目標値」により評価を行うこと等を説明 

・評価方法について、中間目標値（Ｒ４）以上の成果を達成している事業

を〇、基準値（Ｈ２５）以上の成果を達成しているが、中間目標値以上

は達成できていない事業を△、基準値（Ｈ２５）を満たしていないもの

を×とすること等を説明 

・基本目標１「自然環境と調和するうるおいのある都市」の評価結果につ

いて、中間目標値（Ｒ４）以上の成果を達成しているものが４指標、中

間目標値以上は達成できていないものが１２指標、基準値（Ｈ２５）を

満たしていないものが１指標であること等を説明 

・基本目標２「生き生きと健やかに暮らせる都市」の評価結果について、

中間目標値（Ｒ４）以上の成果を達成しているものが２指標、中間目標

値以上は達成できていないものが４指標、基準値（Ｈ２５）を満たして

いないものが５指標であること等を説明 

・基本目標３「豊かな心と個性を育む都市」の評価結果について、中間目

標値（Ｒ４）以上の成果を達成しているものが４指標、中間目標値以上

には満たないものが６指標、基準値（Ｈ２５）を満たしていないものが

８指標であること等を説明 

・基本目標４「安全で利便性の高い快適な都市」の評価結果について、中

間目標値（Ｒ４）以上の成果を達成しているものが４指標、中間目標値

以上には満たないものが１３指標、基準値（Ｈ２５）を満たしていない

ものが２指標であること等を説明 

・基本目標５「市民がふれあい協働する都市」の評価結果について、中間

目標値（Ｒ４）以上の成果を達成しているものが１指標、中間目標値以

上には満たないものが２指標、基準値（Ｈ２５）を満たしていないもの

が６指標であること等を説明 

・基本目標６「活力とにぎわいに満ちた都市」の評価結果について、中間

目標値（Ｒ４）以上の成果を達成しているものが２指標、中間目標値以

上には満たないものが９指標、基準値（Ｈ２５）を満たしていないもの

が４指標であること等を説明 

 

会長 前期の事業については、目標値を設けて、進捗状況の評価を行ったと

いうことである。事業が多岐にわたるため、なかなか把握できない部分も

あるかもしれないが、時間の都合上この議題はここまでとさせていただ

く。 
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（５）その他 

 

会長 最後の議題に移りたいと思う。議題５の「その他」について、事務局

から説明をお願いする。 

 

＜事務局説明＞ 

・議題４について平野委員、林委員、石川委員より事前に寄せられた質問

については、時間の制約上資料の配布をもって回答とすることを説明 

・次回の総合計画審議会の開催について説明 

 

会長 委員の皆様から何か発言はあるか。特にないようであれば、閉会とさ

せていただく。 

 

＜発言なし＞ 

 

７ 閉会 

会長 午後２時３０分、閉会を宣言した。  


