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第６回 南風原町総合計画等審議会 会議概要 

 

日 時：平成 28年 11月 30 日（木）午後 3時 00 分～5時 20分 

場 所：南風原町役場 3階 庁議室 

出席状況：13 人出席（委員 15人のうち） 

 

■審議会の内容（次第） 

１．開会 

２．議事 

 １）各委員の指摘・意見等への対応 

 ２）第五次南風原町総合計画（答申案）について 

 

３．その他 

 

■質疑の内容 

これまで開催した5回における審議での第五次総合計画に関する各委員からの指摘や

意見への対応の確認及び計画を答申するにあたっての意見書の内容について議論し、最

終とりまとめとして以下のことを確認した。 

 

１．第五次南風原町総合計画（答申案）について 

○基本構想について 

委員   ：3 ページの「総合計画の構成と期間」について、基本構想や基本計画、実施計

画に関する説明の文章があるが、基本計画の文章について、第四次では「教育、

福祉、文化」などの分野別の表現があったが、今回はそのような表現がなく、

少し分かりづらくなっているので、分かりやすい表現にした方が良い。 

      また、7ページの将来像の語意の文章について、「あらわしたものです。」とい

う表現の漢字が「現したもの」や「表現したもの」「表したもの」と同じよう

な意味のもので漢字が違っているので、統一してはどうか。ちなみに、第四次

では「現したもの」で統一されている。 

事務局  ：3 ページの基本計画の説明文章については、第四次と同様に分野に関する表現

を追加して整理したい。また 7 ページの語意についても同様に、第四次を継

承しているので、確認して修正したい。 

委員   ：10、11 ページのまちづくり目標 1の文章について、「多様な学びの場をとお

して」という表現が、まちづくり目標と達成するための柱の２つに出てくるが、

第四次総合計画から協働のまちづくりをメインテーマとして掲げてきたので、

「学びの場」という表現ではなく、「参画」という実践に重きを置いた表現に
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した方が良い。また、11ページの最後の段落にある「町民が気軽に参画でき

る多様な仕組みづくりを検討し、各字自治会や各種団体等の活動の活性化・・」

という文章の「各字自治会」の前に「協働参画者」という表現を入れて、自治

会や団体だけではなく町民全体をイメージした表現にした方が良いと思う。 

委員   ：「参画」という表現については、追加した方が良いと思うが、「多様な学びの

場」というのも必要だと思うので、学んで参画するというような流れの整理が

良いと思う。 

島袋副会長：学ぶことも大事なので、ここは、「学んで参画する」という表現で整理した方

が良いと思う。 

委員   ：町民全体を表す「協働参画者」の表現については、この表現が、まちづくり

基本条例にないことや、その文章の前段で「町民が気軽に参画できる多様な仕

組みづくり」という表現があるので、追加しなくても良いのではないか。 

委員   ：その「町民」の表現については、「気軽に参画できる多様な仕組みづくり」に

係るものであり、その後の「活動の活性化」には含まれていないのではないか

と解釈した。仕組みづくりから活動までに関わるものとして表現した方が良い

のではないかという提案である。 

委員   ：まちづくり基本条例には、町民のまちづくりへの参画が謳われており、条例

に基づいて取り組みを行うものだと思う。町民の取り組みについて、「気軽に

参画できる」という「参画」の表現があるので、11 ページの最後の段落の文

章はそのままでも良いと思う。 

島袋副会長：「多様な学びの場」という表現がある文章については、学んで参画するという

流れで整理し、11 ページの最後の段落の文章については、「参画」という表

現が入っているので、特に修正はしないという事で良いか。 

委員全員 ：それで良い。 

委員   ：19 ページのまちづくり目標 5 の（2）快適で文化的に暮らせるまちづくりの

文章で「これまで都市基盤の整備をはじめ、貴重な自然環境の保全など」とい

う表現があるが、本町においては、都市基盤と合わせて農業基盤も整備されて

きたので、「農業基盤」という表現も入れた方が良いと思う。 

事務局  ：まちづくり目標 5 では、都市基盤と安全・安心に関する取り組みについて整

理するところであり、農業については、まちづくり目標 4 の産業・雇用の部

門で整理しているので、ここでの「農業基盤」の表現追加は差し控えたい。 

 

○基本計画について 

委員   ：31 ページの施策の展開（3）多様な人材の積極的活用の②の文章の「新たな

活用の場の可能性を調査研究し、適材適所での活用の場の創出に努めます。」

という表現については、「場の創出」にとどまってしまっているので、「新た
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な活用の場の可能性を調査研究・活用の場を創出し、多様な人材の適材適所

での活用に努めます。」として、場を創って、活用にまで踏み込んだ表現をし

た方が良い。 

      施策の展開（4）自治会加入の促進の②についても同様に、「町内の自治会活

動の実態と動向について調査研究を実施します。」となっており、調査研究を

実施した後の取り組みに関する表現として「自治会加入率の向上を図ります。」

を加えた方が良い。 

      施策の展開（5）協働のまちづくりの実践の②の文章についても、「更なる協

働のまちづくりを進めるため、協働のまちづくり推進組織の必要性について

検討し、設立に向けた取り組みに努めます。」とあるが、協働のまちづくりは

10 年前から掲げたテーマであるので、より実践の取り組みを推進するために

「推進組織を設立し、運営に努めます。」という表現にした方が良い。現在の

表現だと、今後も協働のまちづくりが進まないのではないかと危惧している。 

委員   ：協働のまちづくりの推進について、行政の各部署において個別の計画づくり

の段階から公募による町民参画を進めており、さらに平成 26 年に、まちづ

くり基本条例を制定したことが第四次総合計画期間における協働のまちづく

りの成果だと考えている。それを踏まえ、第五次総合計画においては条例に

基づいて、さらなる協働のまちづくりに取り組みたいと考えていることから、

「推進組織の必要性について検討し、設立に向けた取り組みに努めます。」と

いう文章表現をしており、これは各まちづくり目標の施策で町民との協働が

必要な場合に取り組むものとして捉えている。 

委員   ：協働のまちづくりについて、実践的な取り組みの推進に至っていないと認識

しており、その要因として推進組織がないことが大きいと考えている。その

ため、推進組織を設立し、運営まで踏み込んだ表現が必要だと考えている。

行政としてできる範囲での組織づくりは必要だと思う。 

委員   ：推進組織のあり方については、協働のまちづくりに関して、行政内部に専門

部署を設けるというのは難しいと考えている。現状において町民参画が必要

な取り組みについては、各部署において計画づくりからの参画や施策の評価

なども行われているので、この取り組みを進めながら、まずは推進組織の必

要性とあり方を検討したいということである。 

島袋副会長：推進組織のあり方については、町民等の自発的なまちづくり参画者で構築し、

運営を行う形態もあれば、行政に専門部署をつくる方法や、行政主導で町民

も交えた推進組織を設立することも考えられる。いずれにしても、行政の役

割と町民等との役割を上手くすみ分けするような表現が出来れば良いが、

中々難しい。 

委員   ：推進組織については、現在ないことから必要性について検討することは重要
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だと思う。検討した後については、協働のまちづくりの実践を推進していく

という表現を追加してはどうか。 

委員   ：推進組織のイメージが漠然としているので、どのように文章として表現して

良いか議論するのを難しくしているように感じる。 

事務局  ：住民会議において議論した推進組織は、行政内部に専門部署を設けるという

ものではなく、有識者や町民、地域で活動している各種団体、行政などで構

成される組織をイメージしている。 

委員   ：協働のまちづくりの取り組みは、まちづくり基本条例に基づいて進めていく

ものであり、町民の役割も明記されていることから、総合計画においては、「協

働」や「参画」というキーワードを使って、実践を進めていくという流れの

文章で整理した方が良いと思う。 

委員   ：推進組織については、すでに地域で活動しているような団体もあると思うの

で、「新たな協働のまちづくりの推進組織の・・」という表現にすることで、

現状から一歩進むようなイメージになるのではないか。 

島袋副会長：推進組織については、事務局が説明したイメージの「町民をはじめ、有識者、

各種団体等による推進組織の必要性について・・・」というような表現にし

て、少しでもイメージが伝わる表現にしても良いと思う。 

委員   ：協働のまちづくりについて、まちづくり基本条例では「町民」の定義として

住民や町内に所在する事業所や従業員、学生も含まれている。しかし、事業

所が協働のまちづくりに参画したくても、手を挙げにくい現状があるので、

事業所が参画しやすい仕組みづくりも必要だと思う。 

委員   ：事業所等の参画については、防災などに関連する協定の締結なども行われて

おり、それも１つの事業所の参画だと考えている。行政の各部署において、

協働を意識してこのような取り組みを進めているところである。 

委員   ：それと、施策の展開（4）に「自治会加入率の向上を図ります。」という表現

の追加については、賛成である。 

委員   ：この表現の追加については、行政として、自治会加入率の向上の取り組みに

対し、どこまで踏み込んで良いのか、日々悩んでいる課題である。実際に、「何

故自治会に加入しなければならないのか」という内容の問合せもしばしば受

けており、防災や防犯などの面でのメリットなどを伝えたり、転入者にはそ

の地域の自治会情報等の配布を行っているが、加入を強制することはできな

いのが実情である。自治会の「自治」は、文字通り「自らが治める」という

ことなので、どこまで行政として踏み込めるのか難しいところである。 

委員   ：自治会加入率を向上させて、活動を活性化させるには行政の支援は必要だと

思う。 

委員   ：現在、各自治会へ広報誌の配布なども含めた行政からの委託料や自治会活動
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への支援を行っていると思うが、さらに各自治会が「自ら治める」ことがで

きるように、行政として導いていくような取り組みも必要だと思う。 

委員   ：実際に関わっている立場としては、施策の展開（4）自治会加入の促進の文章

については、事務局が提示している内容で良いと思う。ただし、各自治会に

おいて加入率を向上させるための現状や課題の把握と課題の解決に向けた取

り組みについて、行政と自治会が情報を共有し、議論できる場を増やしてい

く必要があると感じている。 

委員   ：この審議会で議論してきた、第五次総合計画（素案）については、公募によ

る町民を中心とする住民会議で約 2 年をかけて議論してきたものであること

から、素案として大きな方向性に間違いがないかを確認することが審議会の

役割だと思う。協働に関する話は、重要なことではあるが、第四次から第五

次はさらに進めていくという方向性は間違っていないので、良いと思う。 

島袋副会長：31ページの施策の展開（3）多様な人材の積極的活用、（4）自治会加入の促

進、（5）協働のまちづくりの実践に関する表現については、委員からの指摘

にあった「より実践に取り組む」というような表現を追加して整理するとい

うことで良いか。 

委員全員 ：それで良い。 

委員   ：34 ページのまちづくり目標 2 の（1）家庭教育の重要性や役割の周知の①の

現況の文章で、「気軽に相談できる人が近くにいないなど、」という表現があ

るが、「身近にないなど」とした方が良いと思う。 

事務局  ：指摘のとおり修正したい。 

委員   ：単純な表現についてだが、39 ページのまちづくり目標 2の（1）学校におけ

る環境の充実の現況の⑩の文章にある「子供」という表現について、現在は

子どもの人権を尊重して「子ども」や「こども」との表現が一般的なので、

計画全体でどちらかに統一した方が良いと思う。 

また、49～50ページのまちづくり目標 3 の 3 節において、事務局が修正し

た「保護者負担が高く利用できない」という表現については、保育料などの

額に関する表現であれば「高く」で良いが、保護者負担については「重く」

という表現が適切だと思う。 

事務局  ：指摘のとおり修正したい。 

委員   ：53 ページのまちづくり目標 3 の施策の展開（2）高齢者を支える体制の強化

とサービスの充実の③の文章で「また認知症の方が、地域の人や専門家と情

報を共有し、お互いを理解しあう場づくりを検討します。」について、認知症

の方が地域の方や専門家と情報共有ができるのか疑問なので、例えば、「認知

症の方について、・・・」とするなど表現を工夫した方が良いと思う。 

委員   ：認知症だから、何も理解できないということではなく、周りのサポートを受
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けながら本人が活動する場を設けると、いきいきと活動するという事も言わ

れているので、その辺も踏まえた表現をした方が良い。 

委員   ：情報を共有するのは、「家族や地域の方、専門家」において必要なことで、認

知症の方については、「お互いを理解しあう場づくり」が必要だと思うので、

その辺を整理したら良いと思う。 

島袋副会長：認知症の方に関する表現については、指摘を踏まえた工夫を行うこととした

い。 

委員   ：66 ページのまちづくり目標 5 の 5 年後の目標値の項目に「自主防災・防犯

組織設立数」とあり、現状値の平成 27 年度は「0 団体」となっているが、

防犯に関する組織はあるので、現状値を修正した方が良いのではないか。 

委員   ：本町においては、自主防災組織は「0」である。今後取り組みを進めていく上

で、防災だけの組織ではなく、防犯も絡めた南風原型の組織づくりが必要だ

と考えていることから、目標値の表現が「自主防災・防犯組織」としている。

確かに、防犯に関する組織はあるが、あくまで防犯のみであることから、現

状値を「0」としている。 

委員   ：75 ページの行財制計画の（1）社会経済情勢の変化に対応した行財政運営の

課題の文章で、「②効率的で健全かつ安定的な財政運営が求められています。」

とあるが、総合計画の施策を計画的に推進していくことも重要なので、「計画

行政を推進し、効率的で健全かつ・・・」という表現にした方が良いと思う。 

島袋副会長：表現については、指摘を踏まえた工夫を行うこととしたい。 

 

 

２．答申するにあたっての確認事項 

島袋副会長：来週の 12 月 5 日（月）に答申することになっているが、答申案について、

本日の審議で確認したことを踏まえて修正することとし、最終的な表現につ

いては、会長及び副会長、事務局に一任してもらうことで良いか。 

全員   ：それで良い。 

島袋副会長：答申する際に付す意見書の内容について、会長の意見を入れた事務局案が示

されているが、追加で付した方が良いということがあれば、意見を伺いたい。 

委員   ：意見書に、「行政職員への総合計画の周知徹底」と「今後予想される人口増加

への柔軟な対応」の 2 点を追加してはどうか。 

委員   ：南風原町として今後もまちづくりを推進していく中で、教育に関する取り組 

みを推進するという内容を入れてもらいたい。 

島袋副会長：計画の中もしくは、意見書の中に反映できるか事務局に検討してもらうとい

う事で良いか。 

委員   ：それで良い。 
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委員   ：言葉として意見書には表記できないと思うが、絵に描いた餅にならないよう、

掲載されている施策について着実な実施とスピード感をもって前倒しで進め

てもらいたいと思う。 

島袋副会長：それでは、意見書に追加する内容としては、「行政職員への総合計画の周知徹

底」「今後予想される人口増加への柔軟な対応」「施策の着実な実施とスピー

ド感をもった対応」という表現について整理することで良いか。 

委員全員 ：それで良い。 

島袋副会長：それでは、これをもって第五次総合計画に係る審議会の全日程が終了しまし

た。お疲れ様でした。 

 


