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第５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２年１月３０日（木） 午後２時０５分～午後３時１５分 

２ 場  所   新発田市生涯学習センター２階 研修室１ 

３ 出席委員   寺内会長、岸本副会長、関川委員、西村委員、姉﨑委員、大野委員、鶴巻委員 

４ 欠席委員   １０名 

５ 事 務 局   みらい創造課（課長、企画政策係長、ほか３名） 

６ 傍 聴 者   ３名 

 

項 目 担 当 内      容 

１ 開会 

 

 

事務局 

 

 

これから第５回新発田市まちづくり総合計画審議会を開会し

ます。 

本日お配りした資料についてご説明します。 

（※配布資料の確認） 

 

ここからの進行については、会長からお願いします。 

 

（議事進行を会長へ引き継ぎ） 

 

２ 議事 

 

会長 次第に従って議事を進めて参ります。次第２「答申（案）につ

いて」です。前回の４回目のときにご案内申し上げたところです

が、第５回目の審議会となり、本日が最後の審議会となります。

これまで、まちづくり総合計画基本構想（案）の基本目標が記載

されているところを中心に審議を進めていただきました。各委員

の皆様からは多くの意見をいただいたところです。そして、前回

の４回目のときの審議会では、それまでの第３回目までの審議会

でいただいたご意見を振り返り、委員の皆様からは追加のご意見

等もいただきましたので、それと合わせて、どのような内容を答

申とするかということで検討させていただきました。 

本日は資料として事務局からご案内いただいた答申（案）につ

いて確認を行っていただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 事務局 （資料説明：新発田市まちづくり総合計画基本構想（案）に対

する意見等について） 

 

 会長 それでは答申（案）の前に新発田市まちづくり総合計画基本構

想案に対するご意見ということで、前回も確認をいただいたとこ

ろですが、一部過不足があると、あるいは表現のところで皆様の
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ご意見を事務局で加筆していただいたところです。変更・加筆し

たポイントのところだけ事務局から指摘をしていただきました。

特に２番の地域別協働推進計画についての内容と、裏面の３番目

です。大きなところでは、農業施策等のところで、「総合計画を

諮問する審議会に内容を示し、また答申に向けて参考にさせてい

ただきます」と、そのようなところが加わったという説明がござ

いました。 

 パブリックコメントの回答案について、何か委員の皆様からご

意見ございますか。ありましたら、お手数ですが挙手の上、マイ

クをお持ちしますのでご発言をよろしくお願いします。 

 事務局 項目ごとではなく文章で書かせていただいていましたので、項

目に合わせて回答すべきであろうということで、項目を立てさせ

ていただいたのが大きな変更点です。 

１人目の方については、市民参画と協働による新発田市まちづ

くり基本条例に総合計画自体を位置づけるべきであろうという

ご提案ですので、これは現行の条例では、そのような位置づけに

なっていないというところをまずご説明しています。その一方

で、重点的に取り組むものについては総合戦略でも記載をさせて

いただきたいと申し上げている部分があります。それから、地域

別協働推進計画には、策定はしないけれども、同様の内容の福祉

活動計画自体を、全小学校 17地区ですでに策定をして、地域住

民の取組は進んでいることから、そのことをお示ししておりま

す。SDGsについては記載のとおりです。 

また、将来都市像については、ご提案をいただいておりますが、

これ自体は市長が公約として市民の皆さんにお約束としてお示

ししているものがあるものですから、それを変更させていただく

ことは難しいとお答えさせていただいたものとなっております。 

道路については、総合計画自体が個別の道路についての記載が

できる内容になっていないことから、その旨をまずお伝えした上

で、ただお困りでいらっしゃるということなので、その場所も見

せていただいて、こういう現状であることと、関係課には、きち

んと情報を提供させていただきますと回答させていただきたい

というものです。 

３人目については、今回、新エネルギーが政策から見えなくな

ってしまったというご指摘ですので、それに対する内容を記載さ

せていただき、決して消えるのではなく、むしろ、自然環境保全

の推進、自然環境及び再生可能エネルギーに関する教育の推進と

合わせてやらせていただくことで、より普及または啓発、または

教育につなげていきたいとご回答しています。 
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また、１人目と３人目に共通しているワークショップとか市民

参画の部分についてはご提案も十分検討すべきところであろう

ということですが、今回については、審議会でこのようにご審議

をいただいていますので、貴重なご意見として、審議会にお示し

する旨をご回答させていただきました。 

 会長 ありがとうございました。委員の皆様からお気づきの点などご

ざいましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。あとで全体的な質疑の時間を設けさせて

いただきます。 

 

※答申案について 

それでは、本来の議事の１項目目になります。答申（案）につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 事務局  

（資料説明：答申案について） 

 

 会長 ありがとうございました。 

まず、先ほどの基本構想の答申案の１枚目です。表紙に基本構

想案全体に対する意見が記載されています。将来の都市像の実現

に向けての方針や目標が概ね妥当であるか記載されています。 

１と２に分かれていますが、１は総合計画の推進を行っていく

ために取り組みや進捗状況を分かりやすく示してくださいとい

うところが書かれています。そして２では、施策を推進していく

ために、実効性の高い施策を展開し、また、事務事業を効率的に

進めること、庁内では横断的な連携によって進めていただきたい

という要望を書かせていただいています。 

先ほど、事務局から説明がありましたように、別紙にはそれぞ

れ、５つの基本目標がございましたが、それぞれの細かい項目で

分類して書かれているところですが、まず全般的な答申というと

ころで捉えていただければと思います。まず、ここの部分につい

て委員の皆様からお気づきの点、ご意見、ご質問がございました

ら、よろしくお願いします。 

 

（意見なし） 

 

また、別紙のところもこの後見ていただき、それをまとめた感

じになっております。まず全体的なことを書いていると。詳細は

別紙というスタンスですので、先に別紙を進めて参りたいと思い

ます。事務局から別紙についての説明をお願いしてよろしいでし
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ょうか。 

 事務局 この答申内容はすべてまちづくり総合計画の冊子にすべて掲

載させていただき、８年間、市民の皆さんにご覧いただける状況

になるということを踏まえてご検討いただければ幸いに存じま

す。 

 

（資料説明：答申案別紙 Ⅰ生活・環境について） 

 

 会長 ありがとうございました。ただ今、事務局から説明がありまし

たように、今回は前回の答申と異なりまして、基本目標ごとにま

とめるというものです。防災関連、公共交通、自然などから学ぶ

というところです。 

初めの防災関連ですが、委員の皆様からも本当に多くのご意見

を頂戴したところですが、それをすべて書いてしまうとボリュー

ムが多くなってしまうことと、逆に分かりづらくなってしまうと

ころもありましたので、まとめたような表現になっております。

１枚目のところはその防災というところです。いろいろな避難等

について、自主防災のことも強くご意見がございましたので、そ

ういったところが盛り込まれています。 

２つ目は公共交通と安心して住み続けられるというところで

す。公共交通だけではなく、事故とか犯罪とか、そういうところ

を含めて市民の皆様が安心して住めるというまちについて検討

していただきたいということです。 

３番目は、どちらかというと未来を担っていく子どもたちとい

うのも含まれておりますが、歴史や文化について、ふるさとに対

するという、愛着や誇りに関する内容がまとめられています。 

まず、このそれぞれの表記について、お気づきの点等、ご意見

がございましたら、よろしくお願いします。 

 委員 私の理解不足かもしれないので恐縮ですが、防災関連で「災害

に備え」ということになっていますが、文章の完結のところで、

防災に備えた対策となるのではないか。防災に備えるわけではな

いのではないか。災害に備えたものが防災なのかなと思います。 

 会長 事務局、いかがでしょうか。 

 事務局 これから取り組む内容としては、流通備蓄や、倉庫に備蓄する

というものに向けてなので、「防災に備え」という言い方をした

のかもしれませんが、確かに「災害に備え」ということなのかも

しれません。ここはご指摘を真摯に受けて、考え直してみたいと

思います。 

 会長 貴重なご意見、ありがとうございました。 
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おそらく、「災害に備えた防災対策」がいいかなと気づいたと

ころですので、その辺は検討していきたいと思います。ほかに何

かお気づきの点はありますか。 

これは、先ほど事務局から案内のとおり、ずっと残る文書です。

言葉が分からないというのもございましたら、ご指摘いただけれ

ば幸いです。 

よろしいでしょうか。それでは次の項目に移りたいと思いま

す。Ⅱ「健康・医療・福祉」の項目、事務局、説明をよろしくお

願いします。 

 事務局  

（資料説明：答申案別紙 Ⅱ健康・医療・福祉について） 

 

 会長 ありがとうございました。 

１つ目については、子育てに関することで、少しご説明申し上

げます。結婚、出産、子育てという一連の流れが必須のようなイ

メージを受けるのではないか、プレッシャーを与えられるような

危惧がされる、というご意見があったことで、先ほどの事務局の

説明があった次第です。 

２番目は地域福祉についての内容です。 

３つ目が健康長寿の内容、４つ目は、実は基本目標に記載され

ていなかったスポーツというキーワードがない、ということでそ

の旨を記載してほしいという答申をしている次第です。この「健

康・医療・福祉」について何かご意見やご質問がありましたら、

お願いします。 

２行、３行でまとめないといけないところもあるのため、かな

りざっくりとしたかたちで、細かい表記はございませんが、逆に

この表記だと見逃されるのではないかなというご心配等もあり

ましたら、そういったご意見もお受けしたいと思います。よろし

くお願いします。 

ただ、前回の審議中にも事務局からの回答にありましたよう

に、重要課題につきましては担当課にも連絡をして、そこのとこ

ろで検討を進めてもらうという説明もございましたのでお願い

します。 

 委員 この書き方だと結婚の部分が気になると思います。子育て関連

というところに頭から入ってきてしまっているので違和感があ

るのが１つです。この２行の文書で、これだけ読むと対外的なア

ピールが中心で、さらにこの基本目標の中では、取組を一層推進

することもあるので、アピールと共に一層推進していくというの

を併記するような部分が欲しいと思っています。その２点が気に
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なりました。 

 会長 ありがとうございます。ただ今のご意見ですが、やはり出だし

の言葉がどうしてもネックになりそうです。子育て関連で、もと

もと、基本目標の冊子には、少子化が進行する中で子どもの健や

かな成長、子育て家庭を支えていくための取組を一層推進し、安

心して出産、子育てができる環境をつくります、という宣言なの

で、そこを委員のご意見を受けるならば、さらにそれを頑張って

ほしいというような、進めてほしいという言葉が入った方がいい

というご意見でよろしいでしょうか。 

 委員 はい。 

 会長 事務局、いかがでしょうか。 

 事務局 私どもも、冒頭説明した総合戦略に記載されているものと、総

合計画に記載している文言が少し混在してしまっているのかな

と。今、あらためて皆さんにご説明した子育ての施策の基本方針

は何だったかと思い、立ち返って見てみると、「安心して子ども

を生み育てることができるまち」ということで、あえてここでは

結婚、出産、子育てという３段階は使っていないのです。おっし

ゃるとおり、そこを最初に触れずに入れてしまうと、やはりそち

らに引っ張られるというような、ご指摘のとおりだなというとこ

ろもあります。ここを今一度、委員のご意見と、前回の審議会の

皆さんのご意見をもう少しまとめて、この基本方針として示した

ものについては、皆さん、ご理解いただいているところだと思い

ますので、そこの部分が伝わるような内容に文言修正させていた

だこうと思います。ご指摘ありがとうございます。 

 会長 ありがとうございました。それでは子育て関連につきまして

は、この文言を再考するということで進めて参りたいと思いま

す。それも含めまして、ほかのところは大丈夫でしょうか。それ

では、この「健康・医療・福祉」につきましては、一度、この段

階で終えたいと思います。 

それでは次のページになります。Ⅲ「教育・文化」のところに

参ります。 

 事務局  

（資料説明：答申案別紙 Ⅲ教育・文化について） 

 

 会長 ありがとうございました。 

１つ目については、学校教育に関する内容です。 

２つ目は色々な文言が盛り込まれていますが、ＩＣＴの教育が

あるとともに、子どもと向き合う時間ということで複合的な文章

になっています。 
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３つ目は文化・歴史の継承と人材育成というところです。これ

は産業の人材育成ではないというところだけお含みおきいただ

ければ思います。 

それでは、この文言等につきまして何かご意見がありました

ら、お願いします。 

 委員 ２番目のＩＣＴ教育というのはどういう定義ですか。 

 事務局 施策としては学校教育の中で子どもが安心して学ぶことがで

きる、学校環境が整備されたまちということです。今、国も子ど

もたち１人に１台のタブレットという言い方をしている部分の、

それを受けてのＩＣＴ教育の環境整備ということになります。 

 委員 それは国の方策としてあるのでしょうが、新たな時代に対応す

る取組でそれを導入すると、向き合える時間が確保できるという

ことですか。 

 事務局 取り組みとしては、今、私も読みながら、ＩＣＴというのは、

あくまでもＩＣＴの教育であって、向き合う時間は向き合う時間

の確保ということなので、そこは書き分けたいと思います。申し

訳ありません。ご指摘いただいてありがとうございます。 

 会長 貴重なご意見、ありがとうございます。 

 委員 もう１ついいですか。ＩＣＴ教育と書いて、ほかの人はわかる

でしょうか。 

 事務局 これは施策のときもご指摘を受けていまして、ちゃんと解説文

を入れないと駄目だなと思う用語の１つです。これを平たく言い

直そうとすると、何と言い換えていいのか私も分からないので、

用語解説はきちんと入れさせていただくようにします。 

 委員 ありがとうございます。 

 会長 ご意見ありがとうございます。 

「ＩＣＴ教育を導入し、」ここでカンマが入っているので、ち

ょっと誤解を招いているところです。ＩＣＴ教育を導入するとい

うのは、文科省の施策になっているのですけれども、それに頼っ

てしまうと、いわゆる、対タブレットの授業になってしまうから、

そうすると人間性を育むためには、人と人との、いわゆる先生と

生徒さんとか、そういうところの時間を設けないといけないとい

うことを含んだ内容のはずだったのです。そこのところが分かり

づらい表現だったので再考を依頼したいと思います。 

ほかに何かございますか。 

 委員 私も細かいことで恐縮ですが。最初に「教員の多忙化について

は子どもを育てる云々」とありますが、教員が多忙だから地域の

人が手伝いましょうと全体が見えてしまうのです。そうではなく

て、子どもを育てるというのは学校に任せきりにしないで、みん
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なで、地域で育てましょうというのが、たぶん、趣旨だと思いま

す。これを読むと、先生が大変だから、というのが主語になって

いるような気がします。子どもがメインであって、その子どもを

地域全員で支えましょう、というニュアンスが伝わってくる方が

いいと感じました。 

 会長 事務局、いかがでしょうか。 

 事務局 ご指摘ごもっともだと思います。発言された委員は、逆に言う

と、どちらかというとこういう視点でご発言されていたのかもし

れません。審議会としてお示しされるということであれば、むし

ろそちらの方が伝わりやすいというご指摘であれば、そのように

したいと思います。 

 会長 ありがとうございました。 

ほかに何かございますか。 

 

（意見なし） 

 

それでは次に進めたいと思います。Ⅳの産業です。事務局、説

明をよろしくお願いします。 

 事務局  

（資料説明：答申案別紙 Ⅳ産業について） 

 

 会長 ありがとうございました。 

私も経験があるのですが見ていると気づかないのですが、読み

上げると気づくことが自分でもよくあります。途中で文言を変え

ていただきましたが、それは随時変更していただくということで

ご了承いただければと思います。言い回しとか細かいところで

す。助詞の使い方とか、そこのところはご容赦いただければと思

います。 

１つ目については、基本目標に対するというところで、特にタ

イトルのところに、前も申し上げましたが、基本目標の中のサブ

タイトルに「多様な」という言葉が使われていたということで、

委員の皆様からご指摘いただいた次第です。そこのところをもう

一度明確にしたところです。 

２つ目は雇用についての内容です。３つ目が農業振興について

の内容、４つ目が産業連携についての内容がまとめられていると

ころです。この産業については、もともと非常に盛りだくさんの

内容でしたが、改めて、委員の皆様、ご確認の上、どうぞご意見

をよろしくお願いします。 

 委員 このⅠ～Ⅴまである中で、４番の産業がお金を生み出す部分だ



- 9 - 

と思います。大きなお金を生み出して地域をどうつくっていくか

という部分なので、それをもっと、お金を生むんだ、生んでいる

というところがもう少し欲しいと思うのです。それは工業団地の

誘致であったり、そういうことかもしれないのですけれども、産

業の細かい部分、何か大きいものが欲しいと思います。 

あと、一番下の産業連携の部分で、「農産物等の海外輸出の推

進に向け」と、これはアウトバウンド、インバウンドの関係でど

うしようもないとは思うのですけれども、やはり産業として大き

なお金を生み出すのであれば、海外輸出も促進していただいて結

構なのですけれども、やはり国内需要を今まで以上に見いだして

いくというのが農産物にとっては大事です。どこかでそれも付け

足していただけたらと思います。 

 会長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。 

 事務局 こちらにつきましては、委員のお言葉を生かすために、農業施

策のところに、人のインバウンド、物のアウトバウンドも入って

いたものを、それを産業連携の施策に移させていただいて、農業

振興については、きちんと稲作と園芸、担い手を確保というとこ

ろに特化するかたちで、今、担当課には折り返しをして見直しを

していただいています。本当は今日、お示しができればいいので

すが、相当大きな変更になっているものですから、なかなか今日

までには出てこなかったのですが、おっしゃるとおり、その農業

振興という部分と産業連携をしてお金を生み出すというところ

の区別をきちんとしておかないと、市としては政策展開がうまく

ないのではないかというご指摘が、以前もあったかと思います。

その部分を折り返しさせていただいた中で、今、こういう表記と

して農業振興としてしっかりやる部分と、産業連携としてやる部

分と書き分けてみました。ただ、上は稲作や園芸を柱とする農業

振興の記述の充実ということで、ここに明確に施策として、もう

少し詳しく書きなさいという委員の熱い思いはお入れしている

かたちにしています。前回出した稼げる農業という「稼げる」と

いう言葉は表現としては適切ではないかもしれないというお話

もあったので、ここには稼げるという文言は表現としていなかっ

たのですが、その辺はぜひご議論いただければと思います。 

 会長 ありがとうございます。 

ほかの委員の皆様もご意見があればよろしくお願いします。稼

げるという言葉の代わりに地域経済の強化というのがその要望

の中に含まれているのかと思います。ですが、これが一番最後の

ところに来ているので、印象が薄いのかもしれないと、今の委員

のご意見を受けてそのように感じた次第です。ですから、逆にこ
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れをトップにもってくる手もあると思われますが、いかがでしょ

うか。 

 委員 農業振興、園芸の基本目標のところに大まかに省略されていま

すので、やはり国内需要を見いだすというところも、その農業振

興の部分に意見としては挙げていただきたいなと思います。 

 事務局 国内需要の振興というところも、文言として、この答申の具体

的な記述のところに入れた方がいいということですね。 

 委員 そうですね。やはり大きなお金をつくるのはこちらの方である

と思います。 

 事務局 分かりました。 

 会長 それでは、委員のご意見を受けまして、農業振興の方のトップ

項目に、この分野の国内需要の活性化とか推進とかよい文言を探

して記載したいと思います。事務局、よろしくお願いします。 

 ほかに何かございますか。雇用につきましては、雇用を進める

ためと、支える保育所システムとか、そういうお話もあったと思

います。いかがでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

よろしいでしょうか。それでは、一旦先に進めたいと思います。

また、全体に戻りますのでどうぞよろしくお願いします。次のペ

ージになります。最後のⅤ番目「市民活動・行政活動」というと

ころです。事務局、説明をよろしくお願いします。 

 事務局  

（資料説明：答申案別紙 Ⅴ市民活動・行政活動について） 

 

 会長 ありがとうございました。 

Ⅴにつきましては、１つ目がまちづくりの全般に関する内容、

２番目が行政運営に関する内容、３つ目が行財政運営に関する内

容になっております。「その他」が付いているのですが、その他

もお願いします。 

 事務局  

（資料説明：答申案別紙 その他について） 

 

 会長 まず、Ⅴ「市民活動・行政活動」の３つです。この３つのとこ

ろでまず、一度切りたいと思います。その他は、もう一度区切っ

て、ご議論いただこうと思いますのでどうぞよろしくお願いしま

す。いかがでしょうか。 

すみません、私からよろしいでしょうか。前回のところで、さ
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っきのサブタイトルの再検討が出たのと同じように、確かⅤのと

ころで「誰もが平等に活躍でき市民と市の協働による持続可能な

まち」というので、持続可能とは何だろうという議論があった気

がしたのですが、よろしくお願いします。 

 事務局 ここというより、持続可能なまちというのは、審議会の委員の

皆さんからの暮らし続けられるまち、という表現の中で確か少し

投げかけがおありになったというのは記憶があるのですが。こち

らの市民と市の協働による持続可能なまちの方で、ご指摘があっ

たようには、議事録を見る限りでは見つけられないのですが、も

しご指摘があるようであれば、ぜひお願いしたいと思います。 

 委員 働き方改革の部分なのですが、これはたぶん、文章がくっつき

すぎていると思うので、効率的な行政運営を推進のため、適正な

業務の把握や時間外削減に努めていただきたいのがまず１つで

す。それと、職員自らが一市民として地域活動に参加するという

ニュアンスだと思うのですけれども、これだと私たちからの強制

的なお願いみたいな感じもしますので、職員自らも一市民として

参加してもらって交流する機会を創出し改革を推進いただきた

いというニュアンスで、２つに分けた方がいいのではと思いまし

た。 

 会長 ご意見ありがとうございます。事務局、よろしいでしょうか。 

 事務局 検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 会長 ほかに何かお気づきの点はございますか。 

 

（意見なし） 

 

それでは一度、この市民活動、行政活動は切りまして、今度、

先ほど保留にさせていただいた「その他」の部分です。「各施策

の目標値につきまして、現状を把握した上で」という部分です。

まず、この答申の別紙に含めるか否か。非常に重要な項目なので、

多くのご意見を頂戴したところです。このまま掲載してよろしい

でしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。それと合わせて、その他のところで先

ほど事務局から説明がありました、前回の、例えば先ほど出てき

た子育てに関するところの云々のところはどうしましょうか。こ

ういったところも入れますか。 

 事務局 子育て関連のところに入れた方がニュアンスとしては委員の



- 12 - 

ご発言に近くなるでしょうか。 

 委員 前回より、今ここで、この別紙を見たときに、「子育て関連」

という項目のところに、いきなり結婚から出産、子育てとあるの

を見ると、やっぱり違和感があります。結婚しなければ出産でき

ないのかとか、結婚は子育ての前段階みたいな、どうしてもその

ニュアンスが来てしまう。何か羅列ではない、もうちょっと柔ら

かい表現にしていただくとか、何かしていただいた方がいいかな

と思います。 

 会長 ご意見ありがとうございます。委員に確認させていただきたい

のは、ただ今のご意見は、２の健康医療福祉の中の表記を変える

というところでよろしいでしょうか。 

 委員 ここに４つ、横に並んでいるのを見たら、どうしても思ってし

まうのは私だけかもしれませんが。 

特に対外的にアピールしていくとあるので。アピールするので

あれば、むしろそうではないやり方も新発田では認めて、ちゃん

とそういう方策がありますよということをアピールしていきた

いんだと、私だったら思ってしまいます。 

 事務局 他の委員からもご指摘があったように、ここの出だしは、安心

して子どもを産み育てることができるまちとしての、子育て環

境、支援が充実しているという記述をまず、一番残させていただ

きたい。逆に言えば、この結婚、出産、子育てのライフスタイル

だけではない、多様な生き方を支援できる方策を進めてほしいと

いうような、別項目を１つ、ここに起こさせていただくのはいか

がでしょうか。 

 会長 ただ今、事務局から提案がありました。いわゆるライフスタイ

ルのあり方といいましょうか、そのところを市として施策とし

て、きちんと把握して、市民の皆様への支援をしてほしいという

ところを、当審議会からの答申の１つとして含めたいという提案

です。よろしいでしょうか。 

表記につきましては、本日が最後の委員会ですので、副会長と

事務局とも審議しながら、適切な文言で表記したいと思います。

大変申し訳ございませんが、ご一任いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。 

それでは非常に駆け足でご覧いただいたところです。もう一

度、表紙も含めて全般的にざっくりと振り返りをして参りたいと

思います。まず、表紙のところですが、ここは特に大きなご意見
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はございませんでした。別紙に記載されているということから、

全般的なことについての内容ということで、示させていただいて

いるところです。 

はぐっていただき、次ページからそれぞれの「基本目標につい

て」というところです。会長の私から皆様にご提案申し上げたい

ところがございます。別紙のところで、ⅠからⅤまであって、そ

の後に「その他」とございます。その他の存在が分かりにくいの

で、大きい大項目でいい番号が、ローマ数字のⅠが使われている

ので、ほかのところで基本目標に対する答申、仮ですけど、例え

ば「Ａ 基本目標に対する個別の答申」みたいなもので大きな項

目でⅠからⅤにする。Ｂでその他として、明確な分かりやすい表

記に変えたいと思います。私が提案するのもいかがなものかと思

いますが、このままで羅列すると、このその他がⅤに付いている

ように見えてしまうものですから、そこを含めてもう一度よろし

くお願いします。 

そして、Ⅰのところですが、最初にご指摘いただいたところで、

文言のところの言い回しの見直しです。それから、「Ⅱ 健康・医

療・福祉」についてですが、こちらはちょっと前に出てきた子育

て関連のところの表記を、一連のコースではないと、安心して子

どもを生み育てるという表現に変更するということ。それから、

「推進してほしい」という文言を入れてくださいというご意見が

ございましたので、それを入れていただくことになると思いま

す。細かい用語の加筆については割愛させていただきます。 

続いて「Ⅲ 教育・文化」です。学校教育の一番上のところ、「教

員の多忙化と周りからの理解をして」という部分がゴチャゴチャ

になっているところなので、切って表現をすると。分かりやすく

混乱しないようにというところです。 

２番目のところで、ＩＣＴ教育と、子どもと向き合う時間等の

ところがゴチャゴチャになっていますので、そこのところも再度

整理させていただくというところです。 

「Ⅳ 産業」については、３番目の農業振興のところですが、

国内需要の推進というところを明確にしていただきたいという

文言。そして産業連携についても、再考させていただくところで

す。 

最後の「市民活動・行政活動」につきましては、働き方改革の

ところで２つの項目が１つの文章に入るかたちになっています

ので、それを分かりやすく切る。また、職員自らも一市民として

ということで、職員の仕事とじゃなくて、職員も一市民ですよ、

というところで分かりやすく表現するということになります。 
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「その他」のところですが、数値目標と合わせて市民の皆様の

ライフスタイルを考慮した施策を進めていただきたいという文

言を入れるという流れで、今のところ皆様からご意見を頂戴した

ところです。 

ただ今ざっくりと振り返りをさせていただきましたが、何かそ

の他お気づきの点等がありましたらよろしくお願いします。 

 副会長 スポーツ振興のところですが、ここだけ記述のスタイルが違っ

ています。「記述していただきたい」という断定で終わっている

のですが、ここの文章は、「進めていただきたい」となっていま

すので、記述するだけでなくて「推進していただきたい」とか、

どういう言葉がいいかわかりませんが、そのように変えていただ

ければ、統一されたものになると思います。 

 事務局 そこは委員長、副委員長とぜひ相談させていただきたいと思い

ます。 

 会長 ありがとうございます。表記のところですね。文言がかなり短

時間でまとめたところなので、文体の統一等につきましては、最

後にきちんと見直しさせていただきます。ご指摘ありがとうござ

います。ほかに何かございますか。 

事務局から、その他、これに関しての補足等ございますか。 

 事務局 私ども、少し気になっていたのは、前回の「多様な人が訪れ」

というところと、中心市街地の賑わいというのが、委員からご指

摘があって、私どもなりに、こんな表現でどうだろうと思って書

いたのですが、ご意見がなかったようですが、いかがでしょうか。 

 委員 これでいいと思います。 

 会長 ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。それで

は、まだ作成途中ではございますが、皆様から本日いただいたご

意見を踏まえて、これを織り込んだものを答申として確定してい

きたいと思います。なお、答申を行う際には、「新発田市まちづ

くり総合計画基本構想について（答申）」を鑑文にして、今お手

元にございますように、別紙を添えて市長に提出したいと思いま

す。もちろん、皆様のご意見を踏まえて修正しているところです

けれども、再度のお願いですが、事務局と副会長と私とで何度も

見直しをいたしまして、過不足なく文言として矛盾がないように

進めて参ります。 

もちろん、委員の皆様には、この答申の方を作成次第、お送り

しますのでよろしくお願いします。皆様、ご協力ありがとうござ

いました。 

それでは、次第の議事進行の「その他」ですが、事務局から何

かございますか。 
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 事務局 ※その他 

 

本当に長時間のご審議、これまでの総合計画の審議会の議事録

も、過去のものを少し拝見して臨んだのですが、これだけ活発に

ご意見をいただいたのは、かつてないほどと理解しています。貴

重なお時間をたくさん費やしていただいたことに、心から御礼申

し上げますとともに、最終案につきましては、会長、副会長と十

分議論をした上で、皆様にお送りした上で、市長に最終答申をい

ただけるようにと思っております。 

最終答申としましては、できれば２月中旬までには直接お手渡

しいただきたいと思っているのですが、今日は日程がはっきり申

し上げられず申し訳ありません。決まり次第、お伝え申し上げた

いと思います。なお、お手渡しは今のところ会長、副会長という

ことで私ども考えているのですが、委員の皆様、ご了承いただけ

ますでしょうか。ありがとうございます。 

では事務局からは以上です。 

 会長 ありがとうございました。 

それでは、以上でこちらのまちづくり総合計画策定委員会の議

事を終了いたします。進行を一度事務局にお返しします。 

３ 閉会 

 

事務局 会長、ありがとうございました。 

以上をもちまして第５回まちづくり総合計画審議会を終了い

たします。 

 


