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第１回新発田市まちづくり総合計画審議会 会議録 

 

 

１ 日  時   令和元年１２月２３日（月） 午後２時～午後３時３０分 

２ 場  所   本庁舎５階 ５０３、５０４会議室 

３ 出席委員   寺内会長、岸本副会長、籠島委員、椎谷委員、西村委員、小池委員、姉﨑委員、 

笹川委員、鶴巻委員、若林委員 

４ 欠席委員   ７名 

５ 事 務 局   みらい創造課（課長、課長補佐、企画政策係長、ほか２名） 

６ 傍 聴 者   ４名 

 

項 目 担 当 内      容 

１ 開会 

 

事務局 

 

 

まちづくり総合計画審議会を開会いたします。なお、この会議

は公開となっております。それでは、進行につきましては、お手

元の次第に沿って説明させていただきます。初めに副市長よりご

挨拶申し上げます。 

２ 挨拶 

 

副市長  本来であれば、市長がご挨拶申し上げるべきところでございま

すが、今日は年末で様々な会議が重なっておりまして、代わって

ご挨拶を申し上げたいと思います。まずは総合計画の審議会にお

集まりいただきまして誠にありがとうございました。 

さて、平成 26年に、国立社会保障人口問題研究所が公表いた

しました、消滅可能性都市となる市町村、当市も、残念ながら選

ばれたわけでございます。以降、人口減少や少子高齢化が浮き彫

りとなり、どの自治体でも、その対策や、地方創生に向けて様々

な取組を進めているところでございます。当市におきましても、

人口ビジョンや、総合戦略を策定し、現状に沿った効果的な取組

を進めてきたところでございますが、この状態を打開する形には

なっていないと考えております。 

これから皆様にご審議をいただく、総合計画につきましては、

まさにまちづくりの設計図でございます。目指すところは、これ

までと変わりなく、市民の皆様が、しばたが住みやすいと実感で

きるまちであります。これまでの計画では、「少子化対策、産業

振興」そして、将来を担う子供たちのための「教育の充実」を掲

げ、まちづくりを進めて参りましたが、新たに「健康長寿」を加

え、子どもからお年寄りまで、いつまでも元気に生活を送るため

の取組を展開して参りたいと考えております。これからの地域間

に必要なのは、それぞれの個性を尊重しお互いに協力をして、こ

の現状を乗り越えていく、まさに連携だろうと考えております。 

このような時代を迎え、委員の皆様には大変ご難儀をおかけし
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ますが、新発田を良くする市民の代表である皆様だからこそ、忌

憚のないご意見を頂戴できることと期待いたしております。併せ

て、総合戦略についても、改訂作業を進めておりますが、人口減

少対策について活発なご意見をいただきますよう、お願い申し上

げまして、挨拶とさせていただきます。 

３ 委嘱状交付 

 

事務局 

 

 

 

続きまして、委嘱状交付についてです。 

委嘱状の交付につきましては、本来のお一人おひとりの皆様に

委嘱状をお渡しすべきところでございますが、今日は限られた時

間の中でございますので、あらかじめお席の方にお配りをさせて

いただいております。お許しをいただきますようお願いを申し上

げます。 

なお、委員の皆様の委嘱期間につきましては、令和元年 10月 1

日から令和 3年 9月 30日の 2年間です。引き続き、よろしくお

願い申し上げます。 

４ 会長及び副

会長選出 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

続きまして、会長及び副会長の選出についてです。 

新発田市まちづくり総合計画審議会条例第 5条の第 2項に会長

及び副会長は、委員の互選により定めると規定されております

が、前任の方にお願いできないか、事務局からご提案を申し上げ

ます。  

 

事務局からの提案について如何でしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

 それでは、会長、副会長におかれましては、正面のお席にご移

動くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

（席移動） 

はじめに、会長の方から一言ご挨拶をお願いいたします。 

（会長挨拶） 会長 この度、会長を拝命いたしました。新発田市に移り住みまして

3年目になりました。新発田市民としては、まだまだ新参者でご

ざいますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 事務局 

 

ありがとうございました。続きまして、副会長より一言ごあい

さつをお願いいたします。 

（副会長挨拶） 副会長 引き続き、会長を補佐して、この会が、本当に、市民目線にな

ったいろいろな議論が交わされて、少しでもお役に立つことがで

きればなと思ってます。今年は、ワンチームでございます。その

象徴たるものは結集だそうでございます。この会が結集して、し

っかり取り組んでいければと思っております。どうぞよろしくお
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願いいたします。 

５ 諮問 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

副市長 

ありがとうございました。 

続きまして、諮問を行います。新発田市まちづくり総合計画審

議会条例第 2条の規定により、市長に代わりまして、副市長から

諮問を行います。 

（副市長、会長移動） 

 

 【諮問 ＊諮問文のとおり】 

※副市長から会長へ諮問の文書が渡される。 

 

審議委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

６ 委員紹介 

 

事務局 

 

続きまして委員紹介でございます。 

 

（委員紹介） 

 

また、委員の皆様には、まちづくり総合計画審議委員のほかに、

総合戦略の策定に係る未来創造検討会議メンバーとしても、ご意

見を頂戴する予定としております。 

 

（副市長公務のため退室） 

 

 事務局 

 

（※配布資料の確認） 

 

（議事進行を会長へ引き継ぎ） 

 

７ 議事 

 

会長 これ以降、議事進行を進めて参りたいと思います。それでは議

事に入ります。 

 

※議事の１番目 

初めに、「基本構想策定の概要及び今後のスケジュール等につ

いて」、事務局から説明をお願いいたします。 

 事務局 説明に入ります前に、皆様に配布をしております「資料２新発

田市まちづくり総合計画に関する条例」等を、ご覧ください。 

先ほど、副市長より、委員長へ諮問を申し上げました。この理

由については、ただいまご覧いただいております、新発田市まち

づくり総合計画条例第 5条をご覧ください。 

基本構想を策定し、または変更するときは、あらかじめ新発田

市まちづくり総合計画審議会条例第 1条に規定する新発田市まち
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づくり総合計画審議会に諮問するものとする。この条例に基づ

き、皆様に、基本構想について諮問をさせていただくものであり

ます。 

なお、本日これからのご説明につきましては、参考のために、

基本計画についても一部ご説明を申し上げますが、あくまで諮問

をいただく部分は総合計画の「基本構想」としており、「基本計

画」については、ご意見として、ご提案をお願いしたいと考えて

おります。 

 

【別紙１に基づき説明】 

それでは、具体的なご説明に入らせていただきます。 

別紙１「基本構想策定の概要及び今後のスケジュール等につい

て」の資料をご覧ください。総合計画とは市の最上位計画として、

将来における市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本

的な指針を示すものであります。目的としましては、総合的かつ

計画的な市政を運営するとともに、健全な財政運営を行うことと

なっております。性格としては、事務の根源、予算との連携、行

政評価に基づく目標管理となっています。構成とそれぞれの役割

につきましては、１つ目は、「基本構想」であり、市が目指すべ

き将来都市像及びこれを実現するための基本目標を示す部分。 

２つ目としては、「基本計画」となっており、基本目標を達成

するため、施策を体系づけ施策推進のための方針を示す部分。そ

して３つ目として、「実施計画」です。施策を実現するために実

施する事務事業を示しております。以上の３つにより総合計画が

構成されています。今回、たび重ねて申し上げますが、皆様方に

諮問をお願いする部分は、最上位の「基本構想」です。現在の総

合計画については、基本構想は、平成 28年から 35年度、計画も

同じとなっており、将来都市像としては「住みよいまち日本一健

康田園文化都市・しばた」としております。なお、お手元に現行

のまちづくり総合計画の抜粋したものをカラーコピーで皆様の

お手元に配布をさせていただいておりますので、こちらも合わせ

てご参考にご覧いただきたいと思います。 

２つ目、今回の改訂に至りました趣旨でございます。先ほども

申し上げましたように、現在の総合計画については、平成 28年

度から平成 35年というふうになっておりますが、計画開始から 4

年が経過し、令和元年度の今年度が見直し時期となっているこ

と、それから、お手元にお配りしておりましたが、二階堂市長が、

まちづくり実行プラン ver.3で掲げた政策との整合性を図る必要

があること。そして３つ目には、国全体において、人口減少が急
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速に進んでおりまして、人口減少対策、地方創生といった総合的

な対策については、常に新しいもの、新しい対応が求められてい

ることです。なお、今回の改訂につきましては、平成 28年度か

らの取組実績の定着を図りながら、新たなる向上を目指すもので

あります。資料 1をご覧ください。向かって左側のものが、平成

28年から平成 35年までの現行の基本目標、政策 40施策となって

おります。右側の R2年から R9年までをご覧ください。将来都市

像や基本目標は変わっておりませんが、これまでの取組を踏まえ

施策を見直し、40施策から 35の施策に組み替えをさせていただ

きました。なお、この施策につきましては、基本目標達成のため

に私どもの方で、各部署と協議をし、見直しをした結果を記載し

ております。 

別紙 1にまたお戻りをいただきます。３番の改訂する計画につ

いては、記載の通りでありますし、計画の構成期間についても、

8年ごとに計画をさせていただき、4年ごとに見直しを検討する

ところは、従来通りとなっております。 

続きまして、5番の審議会による主な審議内容については、別

紙２に基づいて詳細のご説明をいたしますが、主に「基本目標」

についてご審議をいただきます。この「基本目標」については、

後ほど別紙 2でご説明をいたします。 

次に裏面をご覧ください。今後のスケジュールについてです。

本日を第 1回目とし、第 6回目までの開催を大変短い期間であり

ますが、皆様方にはお願いを申し上げたいと思っております。概

ね 2時間程度の開催となりますが、基本目標の内容についても分

量がすべてのまちづくりの施策を網羅する形になっております

ので、それぞれの分野ごとに開催をさせていただきます。 

なお、審議会の皆様には、この総合計画の策定と合わせまして、

総合戦略の改訂作業を進めております、人口減少、地方創生に特

化をした総合戦略についてもご意見をいただくこととしており

ます。総合戦略の策定については、国から広く外部の有識者の意

見を反映することが求められていることから、産官学金労言のあ

らゆる分野の方々で構成されております。総合戦略の策定におい

ては、未来創造検討会議のメンバーとして、引き続きご意見を頂

戴したいと思っております。なお、未来創造検討会議については、

1月 9日木曜日の第 2回審議会後に、引き続き、開催をさせてい

ただくこととし、皆様のお時間をできるだけ有効に活用させてい

ただきたいと考えております。なお、スケジュールの一番下段に

なりますが、2月上旬に予定している、市長に対する答申につき

ましては、現在のところ、会長、副会長のみ、ご出席をいただき、
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市長へ答申をいただきたいと考えております。第 2回以降の審議

会開催等は一応予定ということで、あらかじめ日時をお示しして

おりますが、何か突発的な事象において、変更になる場合がござ

いますので、あらかじめご了承いただければ幸いに存じます。以

上、スケジュールまでご説明を申し上げました。  

 会長  ありがとうございました。ただいま、基本構想策定概要及び今

後のスケジュール等について事務局から説明いただきました。こ

の説明について、皆様からご質問がありましたら挙手の上でお願

いします。 

 

（質問等なし） 

※議事の２番目 

次の議題に移らせていただきます。議事の２番目でございま

す。「基本構想案について」事務局からご説明お願いいたします。 

 事務局 【別紙２まちづくり総合計画基本構想（案）に基づき説明】 

 会長 ありがとうございました。ただいま、基本構想案について、事

務局から説明をいただきました。 

審議する内容につきましては、基本構想案の基本目標の部分が

中心とのことでした。また、基本構想全般につきましては、審議

を行わず、皆様からのご意見を頂戴したいとのご説明でした。基

本構想全般についてのご意見等は、まずは資料をご確認いただ

き、次回の年明けの審議会でお伺いします。 

基本構想案の事務局からの説明について、委員の皆様方からご

質問等はございますでしょうか。最初に事務局の方からご説明い

ただきましたスケジュールに従って、第２回目は、基本目標の１、

３の「生活環境」と「教育・文化」、そして総合戦略の検討。ま

た、第３回目は２、４、５の「健康・医療・福祉」、「産業」、「行

政活動・行政運営」の審議を進めていきます。 

この審議の進め方等につきましても、ご質問があれば、よろし

くお願い申し上げます。 

 事務局  事務局から一方的な説明で大変申し訳ありません。今回は、ま

ずは 1ページずつ皆様と基本構想を確認しながら、事務局提案を

ご覧いただいた。本日は現行の計画も配布しておりますので、お

時間のある時に、今までの計画と、比較をしながらご覧いただく

と、わかりやすくなった部分、逆にわかりにくくなった部分を客

観的にご覧になれるかと思います。 

 

 

会長  ありがとうございます。現行のまちづくり総合計画基本構想の

カラー刷りを配布いただきました。こちらの資料と照らし合わせ

ながら、進めていただきたいとのことでした。後ほど質問の時間
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を設けさせていただきますので、次に進めたいと思います。 

 

※議事の３番目 

議事の 3番目の項目、「パブリックコメントについて」説明を

お願いいたします。 

 事務局 まちづくり総合計画の策定では、この審議会への諮問以外に

も、市民の皆様に広くご意見を求めるパブリックコメントを実施

しています。 

すでに 19日からホームページ上で、パブリックコメントの募

集について周知を行っております。パブリックコメントの実施期

間は、12月 19日㈭から 1月 15日㈬の 17時までとしております。

ホームページだけではなく、本庁舎 1階、ロビー各支所、イクネ

スしばたに閲覧場所を設置し、インターネット環境がない方でも

ご意見をいただけるようにしております。提出方法は、閲覧場所

に投函箱に直接ご投函をいただく方法や、郵送またはＥメール、

持参をいただく方法がございます。 

なお、いただいた意見等については、審議会の皆様にもお示し

をさせていただきます。なお、委員の皆様にも、ご意見を確認し

ていただき、庁内策定委員会に、報告説明をさせていただいた上

で、2月上旬には、ご意見をいただいた皆様に回答する予定にし

ております。 

 会長 ありがとうございました。ただいま、パブリックコメントにつ

いて事務局からご説明がありました。「ホームページ、広報しば

た」を通じての市民の皆様への周知を行っております。事務局か

らご説明がありましたように、審議会スケジュールに合わせます

と、第 4回の時にパブリックコメントの状況報告をいただけると

いう予定になっているようでございます。このパブリックコメン

トについて、皆様から何かご質問はございますでしょうか。 

 委員 非常に素晴らしく、全体に行き渡っているなと思っていたんで

すが、住みよいまち日本一、健康田園文化都市、すべてが盛り込

まれているという案だなと思うんですけれども、財源とか人材、

いろいろのものが限られている中で、これをすべて日本一にする

っていうのは、無理だと考えている。その中でも新発田は特にこ

こが特化しているんだとか、ここを中心的にやっていこうとかっ

ていうような、そういった方向性がもしあるんであれば教えてい

ただければと思う。 

 事務局 総合計画の性質上、やはり広く全般的なまちづくりの方向性に

なるのは、まずご理解をいただきたいところと思っております。

今ほど委員からご指摘があった、新発田の特徴的な取組は、むし
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ろ、しばた魅力創造戦略（総合戦略）で、特化して予算を投下し、

特徴ある取組をお示しすべきところと考えており、総合計画につ

いては先ほど申し上げたように、まちづくりの全般的にわたる計

画であるので、行政としてまちをつくるためにお示ししなければ

ならない、総合的な計画です。 

もう一方の総合戦略については、新発田の特徴、特色を示すべ

きところなので、例えば、少子化対策については、総合戦略でも

人口減少対策の 1丁目 1番地に位置付けさせていただき、子育て

施策として、横断的に住宅取得支援などを含めて取り組んできた

ところであります。そちらについては、社会動態人口が若干では

ありますが、増に繋がっているような結果も出ていますので、今

程ご指摘の部分については、できればそちらでご議論をいただき

たいと思っております。 

 会長 全般的に網羅して審議するというところで、よろしいでしょう

か。 

 事務局 総合計画については、そのような目線でご覧いただき、2回目

以降でご審議をいただく、総合戦略については、やはり新発田市

が地方創生として特色ある取組をしていく上で必要なものを、ご

提示して参りたいと思っております。 

 会長 それでは、全体を通じましてご質問等ありますでしょうか。 

次回から審議を行ってまいりますが、その進め方についてもご

不明な点がありましたら、ご質問いただければと思います。冬休

みの宿題のようなイメージを持ちますが、今後、委員の皆様から

ご質問が出た場合、事務局でご対応いただけるんでしょうか。 

 事務局 喜んで対応させていただきたいと思います。電話、メール、窓

口において対応させていただきたいと思います。今日は一方的に

情報をお示しする会でありましたので、今後は皆様から、そうい

うご質問、ご提案があれば、是非とも、お知らせいただきたいと

思います。 

 会長 ありがとうございます。本日は様々なことをご説明いただきま

した。お気づきの点がありましたら、連絡をお願いします。他に

ございますでしょうか。 

 委員 資料 1の令和 2年度以降の施策体系の案ですが、40から 35に

減ったということですが、これは決定でしょうか。 

 事務局 こちらにつきましては、庁内の全課長が、分野ごとに５つの基

本目標ごとに分かれて、これまでの間、審議をして参りました。  

これまでの４年間の反省に基づいて、見直しをさせていただい

ており、より効率的に進めていくための事務方としてのご提案な

ので、できれば、お認めいただきたい。 
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 委員  わかりました。 

 事務局 ただ、施策の考え方などは、お答え申し上げたいと思いますの

で、ぜひ積極的にお問い合わせいただければと思います。 

 会長 ありがとうございました。施策を横並びで見ていくと、どれが

減っているかなど、わかりやすくなる。次回以降ご質問いただけ

ればと思います。 

 事務局 先ほどお問い合わせの件について、電話番号は市役所の代表で

結構なんですが、Eメールの際は当課代表宛てに、表題に審議会

委員のお名前や件名をお書きいただけるとありがたいです。 

 会長 件名に委員の皆様のお名前を入れていただくのが一番確実に

届くと思います。それ以外にはよろしいでしょうか。 

それでは、第１回新発田市まちづくり総合計画審議会を閉会い

たします。円滑な議事進行にご協力いただきありがとうございま

した。進行を事務局にお返ししたいと思います。 

８ 閉会 

 

事務局 

 

会長ありがとうございました。委員の皆様も長時間大変ありが

とうございました。 

最後に事務局の方からご連絡をいたします。次回、第 2回目の

審議会の日程につきましては、年明けの 1月 9日木曜日午後 2時

より、本庁舎 5階の 501、502会議室、この隣の会議室になりま

すが、開催を予定しております。 

なお、次回の開催案内につきましては、本日お配りいたしまし

た資料と一緒に配布しましたので、後ほどご確認いただきたいと

思います。ご都合により出席できない場合は、事務局まで、電話

にてご連絡をお願いしたいと思います。 

それでは、長時間ありがとうございました。以上をもちまして、

第 1回新発田市まちづくり総合計画審議会を終了させていただき

ます。大変ありがとうございました。 

 

 


