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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

開催日時 開催場所 出席者　＊欠席者には取り消し線を引くこと

1
令和3年10月11日（月）

13時30分～
301会議室AB 審議会委員 策定委員 事務局

　前回は社会福祉について、部課長から色んな意
見を賜りまして、一番感動したのが、この間NHKか
ら取材に来て、市の取り組みについて報道された
が、千曲市の健康寿命を栄進させる努力はすご
い、一軒一軒訪問することは他の市は行ってなく、
千曲市のみ行っている。以前、自分の家に来ても
らった時、素晴らしいと思い感心している。社会福
祉は健康寿命を延伸させるという、どの市町村も一
番先頭の取り組みはそこである。鎌田實先生の「ぴ
んぴんころり」のように、できるだけ健康寿命を延ば
して、医療費・社会福祉費を抑えないと大変な問題
になる。千曲市は毎年4,000万円、長野市は1憶円
が出ていっているが、他の事業に使ったらどれだけ
の事業になるか。何とかして医療費と社会福祉費
の軽減したいと思い、意見を述べました。

箇所 質問・意見・要望事項等
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
71 委員 健康福祉

部長

福祉課庶
務係長

委員 福祉課庶
務係長

87 委員 福祉課保
健係長

委員

委員 健康福祉
部長

129 委員

委員

委員

委員

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　検討の結果、3章の基本目標に「支えあい関わり合い誰も
が健康で活躍するまち」これが地域福祉の中心の考え方で
ある。「3-1【地域福祉】ともに支え合い、安心して暮らせる
まちをつくる～」の直後にある3行、この部分に、中間にある
「市民の福祉に対する理解を深め～」この部分を別紙のと
おり変更する。より具体的に、この章の全体に関わるような
言葉にしたい。これに伴い、現状と課題の2番目にある「こ
れから～・・・あります。」こちらの文は前文から3回も出てく
ることもあり、削除する。前段の3行に入れ、3-1全体にか
かわってくる理解を深めてもらうということを強調しました。

　とても良いと感じた。現状と課題2つ目の箇所の最
初削除だが、「市民が互いに支え合い～」最後まで
は残すという理解でよろしいか。

　そのとおりの理解で良いです。

事前意見No.9 　検討意見となっていたと思いますが、よろしくお願
いします。

　持ち帰りさせていただいた意見は、本日、担当課長・係長
より説明させていただきます。

事前意見No.41 　こちらの質問について。 　回答のとおり加筆する。件数等の調査に基づいて、分析
をして、どのような形で生活困窮者に対応していくか検討で
きるので、一文を付け加えました。

　毎年件数はとっているということだったので、これ
を活用しない手はないと思い、一文にしてもらいた
いとも思ったので、納得できました。

～7章～
　3章は終了。7章についての審議を始めます。 　担当課長よりNo.1から説明させていただきます。

事前意見No.1 　この案件についていかがでしょうか。 　回答のとおりです。人権・男
女共同参
画課長

　女性の委員さんいかがでしょうか。

　これで良い。女性参画ということでやっているの
で、十分かと思います。

　同感。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
129 委員

委員

委員

委員

129 委員

委員

130 委員

委員

委員

事前意見No.2 　こちらについてのお答えは。 　回答のとおりです。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

人権・男
女共同参
画課長

　委員どうでしょうか。

　良いです。

　夫婦別姓の問題について、この中で示されている
ことはありますか。

　夫婦別姓に関して、現状においては国の審議が十分に行
われていない。戸籍・住民票に関することもあり、市町村で
は単独で対応しづらい部分があるので、総合計画に入れる
のはまだ難しい。もう少し国の方で審議があった後、具体
的なことも考えた上で、お応えできればと思っています。

事前意見No.3 　こちらについてはどうでしょうか。 　回答のとおり加筆します。人権・男
女共同参
画課長

　委員さんいかがでしょうか。

　ノンバイナリーという「男女どちらでもありません」
という意味の言葉が出始めているが。男女どちらで
もないとなると、どうなってしまうのか。LGBTQ＋は
そのような方も含まれる言葉なると思うが、市民に
聞かれた場合はLGBTQ＋に全てに含まれていると
答えても良いのでしょうか。

　出始めであり、話題になり始めて取り組みを始めようかと
いうのが具体的に行われている問題と言える。どう言った
ら良いかなかなか難しい。LGBTなのかLGBTQ＋なのか、
Q＋にして、性的マイノリティの方全てを含めるという言い
方が良いとは思うが、全て入れるならLGBTQ＋が一般的
だと言えるが、知名度でいうと、LGBTの方が知ってる方が
多いと思うので、どちらにするか決めづらい。担当課として
は、今のところ一般的な一番知名度があるLGBTを使って
います。

事前意見No.4 　こちらについてはいかがでしょうか。 　回答のとおりです。

　審議委員、いかがでしょうか。

人権・男
女共同参
画課長

　先程のLGBTQ＋という、心が女性、身体が男性と
なる場合、どちらに数字を含めればいいのか、これ
から議論が深まると思うが。例えば、こちらにいる皆
さんが心が女性だとすると、女性率100％と数字的
にはなるのかどうか。これから難しい問題がやって
くる時代がくるのでは。

　LGBTの方の意見というのは、どこからどこまでか聞く必
要あるが、一番問題になってくるのは、LGBTの方のカミン
グアウトがあって初めて、意見が聞ける状況が生まれてく
るという現実的な問題がある。カミングアウトしてもらえるよ
うな環境というようなもの、担当課としては、啓発活動を積
み重ねた上で、意見を伺えるシステム等できれば良いと思
うのが現状です。

3 / 8 ページ



【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
134 委員 市民協働

課長

委員

委員

回答・処理事項

　よく分かった。小学校単位が一番適当な単位だと
思う。一斉にやるのが一番公平感があると思うが、
現状ではなかなか難しいのではとも思っている。や
る際は十分に住民に説明をしてもらいたい。

　担当課としても、設立は小学校単位を考えているが、な
かなか地域で規模の調整、理解度が皆同じく済むとは考え
てはいない。モデル地区等、考慮しながら、なるべく令和6
年から活動できるよう準備進めています。

事前意見No.5 　皆様の意見を聞きながら進めたい。 　現在、地域づくり協議会については、地域住民が主体的
に地域の特性を生かした地域づくりを進める新たな体制と
して、設立を目指している。担当課で協議・準備を進めてい
るところである。現在、市が示す基本的な制度の内容につ
いて、基本的に小学校区単位で設立をしている。区・自治
会や地元消防団、民生児童委員、交通安全協会、社会福
祉協議会などの各種団体や個人が参加・連携し、地域課
題を自ら解決する姿を目標としている。一斉に設立するの
が理想だが、この制度については、住民の理解が必要とな
り、また、意識醸成も必要なので、多くの地域で設立するよ
う準備と説明をやっていきたい。ご指摘のとおり地域の不
公平感が生じることは否めない。地域のバランスや設立の
時期等において、微妙なことがでる可能性はあるが、地域
への説明や設立支援については、公平に対応していきた
いと考えています。

箇所 質問・意見・要望事項等

　第二次総合計画では挫折したが、なぜか。 　一番はメリット・デメリットが見えづらいことがあるかと思
う。「地域づくり協議会」の名前だけ聞いてもピンとこないイ
メージがある。他の先進市町村でもメリットばがりではなく、
デメリットもある。そういったものを正確に伝えていかない
と、なかなか理解いただけないのがひとつ大きな問題であ
る。メリットだけ説明しても、いずれデメリットも出てくるの
で、そういったところが皆様に意見が伝わりづらかったこと
が考えられることが一つ。また、新しい組織ができることに
より、役員をどうするかという話になると、区役員をやりたく
ない現状があり、そういったところのデメリットがあり、なか
なかスムーズに話が進まなかったということもあるかと思わ
れる。メリット・デメリットどちらも説明して理解を得られるよ
う担当課で進めていきたい。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
委員 市民協働

課長

委員

委員

委員

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

（続き） 　区長・代理区長のなり手がいない。人選が一番問
題。お年を召している方や、あまりにも若い方を起
用するわけにいかない。「地域づくり」という言葉は
いいが、果たして何をするかがいこれからの一番の
課題。地域づくりを地域の活性化・商工業発展・移
住者促進・文化芸術の普及・趣味スポーツの普及・
文化遺産月の都千曲市など、コンテンツごとに分け
る。更科姨捨観月祭の実行委員で100万の助成金
あるが、俳句を展示するブース設けるたりした。色
んな分野があるが、それを明確にし、ボランティア・
団体と協力して組織つくっていったらどうでしょうか。

　ごもっともな意見であると思う。地域で活躍してる方々が
たくさんいるが、横の繋がりを担当課で場づくりとして、総
合計画の中でも新しく取り組んでいこうと考えている。個々
で活躍しているが、横の繋がり難しいので、そういった方々
を繋げるという形で取り組みを進めていきたいと考えていま
す。

　是非、お願いしたい。色々活動しているグループ
あるが、横の繋がりがない。名は知っているが、横
の繋がりがない。横の繋がりで出来るだけ幅広い
分野の活動が出来るようににしてもらいたい。

　役員のなり手がいなく、現在の役員が困ってるの
は一番良くない。地区の中で解決することが、なか
なか難しいことになっている。現在の役員が相談で
きる場所・こういう解決策がこの地域ではあったと提
案などを聞いてくれる場所を市の行政にやってもら
いたい。今もそうのような場所があるかもしれない
が、その地域だけでみていると、なかなか解決策が
見えてこない、他の市町村であった解決策を聞いて
もったり、知らせてもらうことを是非やってもらいた
い。

　地区のことはあまり口出しできない。今いる役員でなんと
かやってもらいたいのが、現状である。協議会等、新しく組
織できるとなれば、それなりの役員が必要になってくるが、
一人の方がいくつもやるのではなく、なるべく地域でバラン
スがとれて、3.4つかけもちでなく、何とか1.2つくらいで収ま
る形にできればと思う。また、市でも区長に色々お願いして
いるが、見直しを考えている。区長になると各委員会の役
員になることがあるので、そういったところの見直しも行っ
ている。なるべく一人の方にいくつも回ってくることを避ける
ように市の方もやっているので理解いただきたい。

　区長や代理区長は色んな役をやっている。第5区
の場合は、700軒あるが、公園の計画もやってい
る。区長や代理区長は色々押し付けられている。負
担がないようにやらないと、誰も引き受けない。地域
協議会・まちづくりについて、市会議員との連携は
できるものか。地域協議会に市会議員は入れない
方がよいのか。

　議員の立ち位置ははっきりしていない。先進地の市長村
を参考に研究させてもらいたい。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
136 委員 総合政策

課長

134 委員 情報政策
課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

意見 　136Pの3行目「涵養する」という言葉はイメージが
湧きにくい。イメージが湧きやすい平たい言葉にす
ればよいのではないか。また、市民が見る際、1行
目の「広域的な課題に対し、国や県、広域行政圏、
関係市町村との連携・協調を図りながら～」とある
が、関係市町村というのが市民の身近な生活圏域
ということか。第二次の時もあまり気にせず読み進
めてきたが、広域的な課題に対し、関係市町村が、
国や県、広域行政圏などと連携・協調とした場合、
文章がおかしくなるのか、市民が第一に感じる言葉
に生まれ変わるのか、感じたところがある。教えてく
ださい。

　こちらは「7-4【行政経営】広域連携を進め、持続可能な行
政運営を目指す」ということで、基本的に市単独でやってい
ることもあり、色んな周りの市町村と連携している。一番出
てくるのは長野広域連合、あるいは、中枢連携都市圏とい
う形で、長野市・須坂市・信濃町など9市町村で広域連合を
組んでいるが、そういった所と色んな事業をやってる。関係
市町村というのは、いわゆる広域、行政圏の中に、例えば
市町村、あるいは姉妹都市も関係市町村に入ってくる。子
どもたちも姉妹都市の宇和島市と交流があったりする。長
野県内の他の市町村もあるし、色んな所を含めて関係市
町村と表現しています。

事前意見No.6 　どちらが担当でしょうか。 　市では、最上位計画である総合計画で目指す市の将来
像を実現するために、情報化を進める方向性と、実現すべ
きICT政策を明らかにして、総合計画を情報化の側面から
支援するということで、第4次地域情報化計画である「ICT活
用ビジョン2023・DXアクションプラン」を今年の4月に策定・
公表している。No.6「自治体オープンデータへの参画、およ
び、オープンデータの推進」ということだが、オープンデータ
の推進については、官民データ活用推進基本法に掲げる5
つワードのひとつとして、地方公共団体における非常に重
要な取り組みであると認識している。当該ビジョンは、ICT
圏域の進展へ対応し、DXの取り組みを推進するために、
官民データ活用推進法や、国の自治体DX推進計画をはじ
めとする、個別事業に取り組むことを定めている。重点事
業として、オープンデータの充実、活用推進事業を位置づ
けて、目標値を設定して、事業の推進を図っていく。オープ
ンデータの推進については、「7-4-3DXの推進により、利用
者中心の行政サービスの提供と効率的かつ効果的な行政
運営を図る」の（1）に、「DX推進による市民サービスの向上
にICT活用ビジョンに計画的に取り組み～」とあるが、この
ICT活用ビジョン、DXアクションプランの中のひとつの事業
として、オープンデータの推進が含まれているので、当該ビ
ジョンに計画的に取り組むことによって、事業の推進を図っ
ていきたい。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
134 委員 情報政策

課長

委員

委員

委員

委員

　高度な問題なので、市のなかで解決できる問題
か。それとも専門家と組んで解決する問題か。

事前意見No.7、8 　続けてお願いします。 　No.7はオープンデータに関する指標の追加、また、No.8で
はDXに関する指標の追加ということで、こちらの方、ICT活
用ビジョン・DXアクションプランにおいて重点事業と位置付
けている事業。行政サービス向上、学習に関わる授業での
オープンデータの活用推進事業と、行政手続きのオンライ
ン化推進事業について、回答の表のとおり指標と成果目標
の追加をしたいと考えています。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　ICT活用ビジョンの中では、DXの推進というところで、一
番メインは、自治体のDX。ICTを活用して、市民の利便性
の向上、業務の改善を図っていくのが一番になる。民間の
力借りることもあるし、専門家とも協力していくことが大事で
あります。

　丸投げでやる場合は、お金の問題などが発生す
るので、市民に公表していかないと。経費ばかりか
かっていると、市民からの突き上げがあると思うが、
その辺についてはいかがでしょうか。

　計画としては個別計画で32事業。その中のオープンデー
タの推進、行政手続きがの重点項目としてある。全てやる
となるとお金がかかるので、DX推進していく中で順序をつ
けて行えば、市民の理解につながると思います。

　自分が経営する松本の施設では、職員100人い
る。DXは一番解決しないといけない問題。DXは専
門家に任せてやっているが、ほとんどペーパーレス
にして、経費の削減になっている。DXはますます色
んな分野で進行していかないといけない。市役所で
全てペーパーレスにしてしまうと、お年寄りが対応で
きない問題がでてくるので、逐次進めてもらいたい。
DXは働き方改革の中の根本であるので、是非進め
てもらいたい。ところで、捺印は廃止となったか。

　申請書については、押印を廃止するという形。廃止したと
ころで、オンライン申請可能になっていきます。

　病院もオンラインにして、診察いかなくても済むよ
うに。そういう方向性も市役所でやってもらいたい。
そうしないと、お年寄りが行く途中で人をはねたり交
通事故が起きている。交通事故は大体70歳以上。
でも病院へ行く必要があるので、DXは是非やって
いってもらいたい。
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【千曲市総合計画】　第3部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
137 委員 財政課長

委員

総合政策
課長

委員

回答・処理事項

事前意見No.9 　こちらについていかがでしょうか。 　ご指摘のとおりと感じている。PPP・PFIは、国で内閣府の
中に民間資金等活力事業推進室（PPP・PFI推進室）で、国
でも推進している。長野県からも導入に関する指針が示さ
れている。指針に基づき、活用にあたっては公平性・透明
性を確保し、実施方針を公表するとともに、想定されるリス
クについても分担を事前に十分協議し、契約においても具
体的に明確化するなど、慎重に進める。リスク面はリスト
アップして、それにおける解決策、どちらが負担するのかな
ど、慎重に進めていきます。

箇所 質問・意見・要望事項等

　第１部会の関連で載せていると思うが、資料をみ
ると第1部会では、事前意見も出ていないし、問題
提起もされていないので、それを考えると入れるべ
きものかと思う。他自治体でも推進してうまくいって
いない例あるともうので、慎重に透明性もって進め
てもらいたい。

　先程の「涵養」が分かりにくいというご意見について、議会
でよく使うため我々はなじみがありますが、一般市民の方
にはわかりにくいと思いますので検討します。

※「涵養」は「確保」に変更いたします。（10/12）

分かりやすい文言でお願いしたい。
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