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1　開　会
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3　会長あいさつ

4　議　題

　（１）パブリックコメントによる意見募集の結果について

　（２）第2次ふるさと龍ケ崎戦略プランについて

　（３）答申書（案）について
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 発言者                         　 発 言 の 内 容

事務局   それでは，ただいまから第 7回龍ケ崎市最上位計画策定審議会を開会いたします。 

　本日の審議会は定数 13 名のところ， 9 名の御出席がございますことから，本日の審

議会は成立していることを御報告申し上げます。 

　また，本多委員の代理で関東鉄道株式会社の穴田様が出席されておりますので，併せ

てお知らせをいたします。

　この審議会は龍ケ崎市附属機関の会議の公開に関する条例の規定により，公開となっ

ております。本日は 1 名の傍聴の方がいらっしゃることを報告させていただきます。傍

聴される方は，御静粛に傍聴いただきますようお願い申し上げます。 

　それでは，開会に先立ちまして，中山市長より御挨拶を申し上げます。

中山市長   改めまして，こんにちは。昨日は茨城県民の日ということで，県民の日が過ぎると 11

月も後半に入っていくということで，街にクリスマス飾りができてきたりと，何かせわ

しない気持ちにさせられるような，そんな季節にもなって参りました。今日はそんな月

曜日のお忙しい中，龍ケ崎市最上位計画策定審議会に御出席をいただきまして，誠にあ

りがとうございます。日頃から皆様におかれましては，市政全般にわたりまして多大な

る御理解，御協力を賜っていることをこの場をお借りいたしまして，御礼を申し上げま

す。 

　さて，「第 2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」でございますが，皆様にこれまでも長い

間，熱心に御議論をいただきましたことを心から感謝を申し上げるところでございます

が，その案に対しまして， 9 月 25 日から 10 月 24 日までの間，パブリックコメント

を実施をしたところでございます。本日は，パブリックコメントに寄せられた御意見に

対する市の考え方，そして，計画の最終案について，御確認いただき，答申を頂いてま

いりたいと考えております。 

　この「第2 次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」は，本格的な人口減少社会が到来して，そ

の新しい時代の中で策定される初めての戦略プランともなるわけでもございます。将来

にわたって活力ある地域社会を形成していくため，将来ビジョンを掲げるとともに，地

方創生，教育，行政改革などの視点を取り入れながら検討を進めてきたところです。委

員の皆様方には，これまでの策定の経過や議論の経過を踏まえまして，答申を頂きます

ことお願いを申し上げまして，簡単ですが挨拶とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

事務局 　はい，ありがとうございました。 

　続きまして，苦瀬会長から御挨拶を賜りたいと思います。

苦瀬会長   皆様，本日はお忙しい中，お集まりいただきましてありがとうございます。 

　さて，龍ケ崎市最上位計画策定審議会におきましては，昨年度より審議を重ねてまい

りました。そして，「第2 次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」につきましては，パブリック

コメントも終了したところでございます。そういうわけで，策定作業も最終段階でござ

います。 

　本日は，パブリックコメントに寄せられた意見に対する市の考え方，それから計画の

最終案が示されるということでありますので，当審議会といたしましても，答申という

形で答えを出せればというふうに考えております。委員の皆様におかれましては，これ

までの議論を踏まえながら，答申に向けた御審議をいただきますようお願いを申し上げ
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て御挨拶とさせていただきます。 

　本日もよろしくお願い申し上げます。

事務局 　はい，ありがとうございました。 

　それでは，これからの議事進行につきましては，苦瀬会長にお願いいたします。

苦瀬会長 　それでは，議題に入る前に本日の審議会の議事録署名人を決めたいと思います。今回

は，石引委員と山崎委員にお願いをしたいのですが，よろしいでしょうか。 

　≪了承≫

　ありがとうございます。では，よろしくお願いいたします。 

　それでは議題に入りたいと思います。本日は，パブリックコメントによる意見募集の

結果について，それから「第2 次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」について，そして，答申

書（案）についての3項目が議題になっております。 

　まず議題1と 2につきまして，一括して事務局より御説明をお願いいたします。

事務局 　それでは，まず，パブリックコメントによる意見募集の結果について，御説明させて

いただきます。 

　「第2 次ふるさと龍ケ崎戦略プラン（案）」に係るパブリックコメントの実施につき

ましては，委員の皆様にも郵送にてお知らせしましたとおり，前回の審議会において頂

いた御意見に基づき，計画案を一部修正し，資料の公表及び意見募集を行ったところで

あります。 

　募集期間は， 9月 25 日から 10 月 24 日までの 30 日間でございましたが， 1団体

から 5件の意見が寄せられまして，今回，その意見に対する市の考え方をまとめたとこ

ろでございます。 

　 A4 横の資料 1 の 1ページを御覧ください。 

　まず， 5つの意見の前段として，喫煙や受動喫煙の対策を重点施策としてお願いした

いということが意見では述べられております。 

　これに対する市の考え方ですが，「第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略プラン（案）」では，

「スポーツ健幸日本一」を重点目標として位置付けているところでございますが，市民

の健康づくりに関しましては，「健康増進・食育計画（第 2 次）」を策定中であります

ので，喫煙及び受動喫煙に係る具体的な施策については，同計画において定めていくと

いうことを基本的な考え方といたしまして，以下， 5つの個別の意見に対して市の考え

方を示すこととしています。なお，これから御説明いたします， 5つの意見に対する市

の考え方につきましては，現在策定中の「健康増進・食育計画（第 2 次）」の内容に基

づき記載をしております。 

　それでは，まず，№ 1 の御意見ですが，こちらは，タバコが健康破壊の第一の要因に

なっているとのエビデンスが蓄積していることから，あらゆる機会を通してその周知・

対策徹底を図る必要があるというものです。 

　これに対する市の考え方ですが，喫煙及び受動喫煙が死亡リスクを高めることや多く

の疾病と関連があると認識していることから，様々な機会を通じて，喫煙及び受動喫煙

の害についての知識普及に取り組むとしております。 

　次に，№ 2 の御意見ですが，公共性の高い施設において，全面禁煙ルールを確立して

順次広げていくことや，幼稚園や小中学校などの保護者への禁煙促進の働きかけなどを

行う必要があるというものです。 

　これに対する市の考え方ですが，これまで行ってきた，歩きたばこ・ポイ捨て等禁止
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条例に基づく受動喫煙防止対策や，市の公共施設における禁煙の取組と併せまして，今

後は，茨城県による禁煙認証施設の周知により，多くの人が利用する施設の禁煙化を促

進していくことや，幼稚園や小中学校などの保護者をはじめとした市民への知識普及に

取り組むとしております。 

　続いて，№ 3 の御意見ですが，子ども・青少年の喫煙防止とともに，喫煙者に対する

禁煙サポートに重点的に取り組むべきというものです。 

　これに対する市の考え方ですが，まず，子ども・青少年の喫煙防止のため，小中学校

などの年少時における知識普及に取り組むとしております。また，喫煙者に対しては，

健診時などの保健指導により禁煙を促すとともに，健康相談や禁煙外来の周知などによ

り，たばこをやめたい人とその家族の支援に取り組むとしております。 

　次に，№ 4 の御意見ですが，男女共同参画に関連して，禁煙と受動喫煙の危害防止は，

「生涯を通じた女性の健康づくり」にとっても必要だというものです。 

　これに対する市の考え方ですが，女性の健康づくりに関して，現行の男女共同参画基

本計画では，「薬物乱用防止，喫煙・飲酒の健康への影響についての情報提供」に取り

組むこととしております。今回の意見に関しては，次期の男女共同参画基本計画策定の

参考とするとしております。 

　次に，№ 5 の御意見ですが，喫煙及び受動喫煙は，歯周病やがんなどとの因果関係が

あることから，これを強調した啓発と対策が必要であり，また，喫煙・受動喫煙の危害

対策は，喫煙率の低減に有効であり，健康寿命の延伸に寄与するというものです。 

　これに対する市の考え方ですが，意見№ 1 にも記載しましたとおり，喫煙及び受動喫

煙が多くの疾病と関連するという認識の下，その害についての知識普及に取り組むとし

ており，また，喫煙者に対する保健指導や支援などにより，喫煙率の減少を図り，健康

寿命の延伸につなげるとしております。 

　以上がパブリックコメントによる意見と市の考え方となっております。 

　始めに御説明しましたとおり，今回の意見にある喫煙・受動喫煙対策については，現

在策定中の「健康増進・食育計画（第 2次）」において具体的な施策を定めることとい

たしまして，本プランについては，パブリックコメントによる修正は行わないという方

針で考えております。 

　続いて，議題 2 の方の内容となりますが，パブリックコメントとは関連しない部分で

計画案の修正を行った所がございますので，それについて御説明をいたします。 

　 A4 縦の資料 2 の 18 ページを御覧ください。 

　このページからは，目標と具体的な施策について記載しております。 

　数値目標とＫＰＩの指標に関して，平成 33 年度の単年度での目標値を設定したもの

と，平成 33 年度までの 5 年間での延べ・累積による目標値を設定したものとに，白と

黒の星印による区分を追加しております。こちらは，現行の戦略プランの進行管理をす

る中で，市の附属機関であります，行政経営評価委員会におきまして，このような区分

をした方が分かりやすいのではという御意見がありまして，対応を図ったものです。 

　続いて， 55 ページを御覧ください。 

　こちらには，財政収支見通しのグラフとその内訳の表などを掲載をしております。

　以前の案では，平成 26 年度決算に基づき作成したものを暫定的に掲載をしておりま

したが，今回，平成 27 年度決算データに基づき財政推計を行い，グラフや表などを更

新しております。 

　以上，このような形で計画案の方を一部修正いたしまして，これを「第 2次ふるさと
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龍ケ崎戦略プラン」の最終案としたいと考えております。 

　説明につきましては，以上です。 

苦瀬会長 　はい，ありがとうございました。 

　ただいまの御説明につきまして，御意見，御質問いかがでしょうか。 

　大きく分けて2つございますので，まず，パブリックコメントの議論からと思うので

すが，いかがでしょうか。

田賀委員 　パブリックコメントでいろいろな意見が出てきて，全体的なことで抜けてたり，ある

いは，こういうふうにしてほしいという要望がたくさん出てくるのではないかというふ

うに，検討した側として期待をしておりましたが，意外と喫煙者に対して市が取り組ん

でいることを更にやってくれという要望だけだったということで，非常に寂しい感情を

覚えたのが実情であります。 

　そういった意味で，この最上位計画に対して，住民，市民に対してですね，パブリッ

クコメントという形で意見を求めたけれども，どれだけ理解をされ，あるいは，どれだ

けこれを実施していくことについて，賛同が得られたかということについて，若干，私

は疑問を感じております。 

　具体的な個々の計画で，例えば，都市計画についてだとか，あるいは地域福祉に関し

てだとかという説明を今，各コミュニティセンターを中心にやっているところで，そう

いう所で話を聞いてみると，住民からの意見はたくさん出てくるのですが，最上位計画

となると一番上位の計画で，基本となる部分で非常に重要だと思うのですが，なかなか

住民からの声というのは聞こえないというか，こんなもんかなということで終わってい

るのかなというふうに感じて，これで決定せざるを得ないとは思うのですが，何か寂し

い感じを覚えたというのが実情でございます。特に，だからどうしろこうしろというこ

とではなしに，率直な感じ，感想ということだけです。

苦瀬会長 　はい，ありがとうございました。 

　他にいかがでしょうか。

　全体を通してでも，今の御感想のような形でも結構です。

　それでは，一つずつやっていきましょうか。まず，パブリックコメントのことから議

論していきましょうか。

　パブリックコメントに関しましては，市の御説明は，「第2 次ふるさと龍ケ崎戦略プ

ラン（案）」においては，高齢化社会の進行により，生涯にわたる健康維持が大きな関

心になっているという現状を踏まえて，より健康とか，そういうものに関しては，重点

的にやっていくということで重点目標を掲げているということです。 

　ただ一方で，具体的な健康づくりに関しては，「龍ケ崎市健康増進・食育計画（第 2

次）」を今年度中に策定するから，そこでじっくり盛り込みたいということです。

　最上位計画は ,個々の施策を語るよりは，全体の方向性を決めるものなので，他の計

画や男女共同参画基本計画など，そちらで扱いたいという御趣旨でございますが，それ

に関してはいかがでしょうか。

福智委員 　パブリックコメントで，受動喫煙に関する意見があったと思うのですが，やはり，こ

のタバコに関しては，個人的な自分の意思の強さであったり，そういうものでないとや

められないというようなところもあると思いますので，このパブリックコメントで出た

意見にとらわれずに，「スポーツ健幸日本一」というのも重点目標で掲げていますので，

あまりタバコというところだけを考えて施策に盛り込むのではなくて，全体的な健幸と
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いう形で，何かしら情報提供をしていった方がいいのではないかなというふうに思いま

す。 

苦瀬会長 　市のお考えに賛同ということですか。 

福智委員 　はい。

苦瀬会長 　はい，ありがとうございました。 

　他に御意見はよろしいでしょうか。 

　それでは，まず一つ目の議題についてでございますが，パブリックコメントによる意

見の募集の結果について，ちょっと少なくて，寂しかったという御意見はあったとして，

タバコに関しては最上位計画でというよりも，これから行う健康増進・食育とか男女共

同参画とか，そういうところで取り上げるという市の考えでよろしいでしょうか。 

　≪各委員，異議なし≫

　はい，ありがとうございます。では，そのようにさせていただきます。

田賀委員 　喫煙者だけを目の敵にして，それで排除しなければならないというような考え方を最

上位計画に載せることは，控えた方がよろしいかなという気もします。ただでさえ，肩

身の狭い思いをしている喫煙者がいるわけですから，最上位計画の中で，お前たちが悪

いんだといわんばかりに指摘して，やめろというのはいかがなものかなという気もしま

す。

苦瀬会長 　はい，ありがとうございます。

　それでは，1番目はこのような市の対応でよろしいということになりました。

　続いては， 2番目の「第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」についてでございます。こ

れにつきましては，先ほど御説明がございましたように，パブリックコメントがそうい

うことでございましたから，パブリックコメントを吸い上げた形でどこかを修正してい

るということはないと。ただし，2点御説明がございました。 

18 ページからの数値目標やＫＰＩの所に星印が付きました。これは，白抜きの星印と

黒い星印がありまして，例えば，次のページをめくっていただくと， 19 ページの表に

は黒い星印が付いて，それ以降ずっと星印がその表の中の先頭に付いています。

　これは，御説明がありましたように，他の機関からこのようにした方がいいのではな

いかという御提案があって，それを採用したということで，分かりやすくしたというこ

とで，中身をいじったということではないということ，そこを御理解いただきたいとい

うふうに思っております。 

　それからもう1点は，これも御説明がございましたけれども， 55 ページのデータの

件でございます。前回までは，平成 26 年度のデータ確定値を置いていたけれども，平

成 27 年度のデータが出たので，新しいものに変えたということでございます。

　これも皆様方に御審議いただいた，このレポートの中をいじるのではなくて，要する

にデータの入替えと注意書きを付加したということでございます。 

　これを踏まえていただいて，そうなりますと，前回と基本的には変わっていないとい

うことだと思いますけれども，ここで何かございますでしょうか。御意見いかがですか。

山崎委員 　文言のことでちょっと気になるので，疑問というか意見を言わせていただきたいので

すが，9ページです。将来都市像の方向性というところの3行目で，これらの課題の解

決に向けて前に進むにはとあって，最後は躍動するはずですという終わり方になってい

るのですが，課題解決に向けて前進するには，施策にするのか，制度にするのか，仕組
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みづくりで何かをしながら，多分ここで言いたいのは，市民一人ひとりが躍動すること

で生き生きと輝きを放ち，それがまちの輝きにつながるような何らかの手だてが必要と

いう結論に導くような気がして，私，あまり出ていないので，たまに出てきて御意見申

し上げるのも失礼かなと思いましたが，ここの部分は方向性を示しているので，課題解

決に向けて，どういった方向ですよというのはちょっと整理された方がいいかなと感じ

ました。 

苦瀬会長 　はい，分かりました。

　これは，ちょっと読みづらいですね。 

　これはこういう意味ですかね。私の理解でいいかどうか分からないのですが，これら

の課題の解決に向けて前に進むには，市民一人ひとりが生き生きと輝き，躍動すること

が必要です。ここで一回切れて，このことが同じようにまちも輝き，躍進に結びつくは

ずです。というような，そんな感じですかね。  

山崎委員 　つながりがやっぱり。

苦瀬会長 　おかしいですよね。

山崎委員 　一人ひとりとまちの輝きにつなげていきましょうとおっしゃりたいんじゃないかなと

思うんですけど。 

苦瀬会長 　そういうことですよね。 

山崎委員 　会長がおっしゃったようなニュアンスでいいのかなと思いますけど。

苦瀬会長 　そうですね。そんな感じですね。 

　分かりました。 

　これはちょっとした文言ですね。 

　ただ，確かにこのままだと主語・述語が妙ですね。  

　分かりました。 

　これは，例えば今のこの場で，私か事務局が提案して，それを認めていただければい

いということになりますかね。 

　どうですかね。 

　では，今のニュアンスで構いませんか。それでよければ，私が提案させていただきま

す。 

　事務局の方，これでいいですか。 

事務局 　はい。

苦瀬会長 　では，提案させていただくと，「これらの課題の解決に向けて前に進むには，市民一

人ひとりが生き生きと輝き，躍動することが重要です」でしょうか。 

「大切です」ですよね，「躍動することが大切です」と。 

　そして，「このことが同じようにまちも輝き，躍動するはずです。」 

　このような感じでしょうか。 

山崎委員 　それでつながればいいですよね。

苦瀬会長 　いかがですか。 
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田賀委員 　躍動するを2回使うよりも，「躍進する」と先ほどおっしゃったような気がするんで

すが。

苦瀬会長 「躍進するはず」ですね。 

　市民が躍動してまちが躍進する。その方がいいかもしれませんね。 

　では，もう一回整理しましょう。 

「市民一人ひとりが生き生きと輝き，躍動することが大切です。このことが同じように

まちも輝き，躍進するはずです。」このような感じでよろしいですか。 

　御趣旨はいいですか。 

　他にいかがでしょうか。

大熊委員 19 ページの表の中の上から2段目なんですけれども，妊娠・出産というところの一番

右に「龍ケ崎市版ネウボラ」の充実というのがありますよね。 

　そのネウボラというのが分からなかったので，調べてみたんですけれども，別のペー

ジには下に米印を付けて解説してありますよね。 

　これも必要なのではないかと思いました。 

苦瀬会長 　なるほど。事務局いかがでしょうか。

事務局   脚注を追加させていただければと思います。 

苦瀬会長 　それでよろしいですか。はい。ありがとうございます。

　他にございませんか。

　最後の会議になるんだろうと思いますが，皆さんから御意見を頂ければありがたいと

思います。

　石引委員いかがでしょうか。

石引委員 　特にございません。

苦瀬会長 　穴田さんいかがでしょうか。

穴田氏 　そうですね。私もいまのところは。はい。

苦瀬会長 　副島委員，何かございますか。

副島委員 　はい。 48 ページのスポーツ健幸の健幸が健やかと幸を使って，あえて健幸を使って

いるので，「スポーツ健幸日本一」のこの健幸の意味というか，思いというものを，も

うちょっと盛り込んだ方がいいかなと思ったんですね。

事務局 　健幸という字については，前の 13 ページに注釈という形で，解説をしておりますの

で，御確認をお願いいたします。

副島委員 　分かりました。ありがとうございます。

苦瀬会長 13 ページの注釈の所も「幸せ」の字が入っていると，ああそうかと思うんですね。 

「豊かで幸せ」と入るといいですかね。 

事務局 「豊かで幸せな生活を営むこと。」でいかがでしょうか。

苦瀬会長 　そうですね。そうすると「健」と「幸」が入りますね。 

　どうもありがとうございました。 
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　福智委員，これに関してどうですか。 

　先ほどパブリックコメントに関しては，御意見を頂きましたけれども。 

福智委員 35 ページのたつのこアリーナとフィールドとスタジアムのベース値，目標値の中で，

たつのこスタジアムのベース値，目標値だけ少ないのですが，スタジアムに関しては，

アリーナとかに比べるとスポーツの種類が野球だけになってしまうので，それで少ない

んですかね。 

事務局 　あくまで練習だけで使っていただける方があまりいないのではないかと思います。

　陸上競技場ですと練習でもトレーニングでも使っていただける場合も多いのですが，

スタジアムとなりますと，どうしても試合というイメージで，なかなか練習の需要がな

いというようなところでございます。

福智委員 　グラウンドの水はけを改善しても，利用率というのは上がらないですか。

事務局 　今年，内野について水はけの改善の工事をやる予定で，来年は外野もやりたいという

ような話を聞いております。

福智委員 　はい，分かりました。 

　すみません，この間利用しようと思ったときに， 2年続けて水はけが悪くて使えない

ときがありまして，それで新利根のグラウンドに行ったら，結構向こうは使えたので，

水はけを良くしてもらえたらなと思ったので，気になって発言しただけです。 

　ありがとうございます。 

苦瀬会長 　田賀委員ございますか。　

田賀委員 　文章とかを言い出すときりがないなと思っておりまして，文字だけではなく，グラフ

も交えてあるんですけど，少し柔らかく感じられるような挿絵か何かを入れたりして，

くだけた感じに少しした方が見ていただけるのではないかなという気もするんですが。

大したことではありませんが。

事務局 　これから製本をする予定でおりますけれども，そこには今おっしゃられた挿絵とか，

写真などを入れる予定でおります。

田賀委員 　了解しました。

苦瀬会長 　大山副会長いかがでしょうか。

大山副会長 　細かい所なのですが， 22 ページの（３）の所の総合型地域スポーツクラブ会員数な

のですが，これは累積による目標値設定ということでよろしいのかどうか。

　黒星になっていますので，どちらかというと単年度ではないですか。

事務局 　失礼いたしました。これは単年度です。ありがとうございました。

　これについては，修正をしたいと思います。

苦瀬会長 　つまり今のお話は， 22 ページの下の表の黒星が白星にということですか。

事務局 　はい，毎年会員の更新をするような制度になっていますので。すみません。ありがと

うございます。

苦瀬会長 　どこを直すのでしょうか。
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事務局 　黒星を白星に直します。

苦瀬会長 　分かりました。ありがとうございます。

　他に御意見ございますでしょうか。

山崎委員 　毎回出ていないので恐縮なんですけども，スケジュールもあるのでしょうけど，少し

気になるのが，地域力の向上の安全・安心なまちづくりの中で， 44 ページからになり

ますが，ここで目標が3本柱になっていて，「防災・減災」と「地域がつながる，安

全・安心」と「スポーツ健幸日本一」とこの3本立てなんですけど，少し気になるのは，

高齢化社会の中で空き巣とか防犯ですね。 

　防犯の問題というのが少し入っていないように感じます。 

　あるのはあるんですよ。 47 ページに，「地域の防犯体制の充実」というのは出てき

ているんですけど，安全というのは，交通安全なのか，住んでいる人たちが安全で安心

して暮らせる，そういう防犯面の対策なのかという，組立ての問題なんでしょうけど，

少し構成が気になりました。 

　例えば， 47 ページの「地域の防犯体制の充実」の中で，この指標名で，治安対策に

満足している市民の割合とか防犯パトロールの実施団体の方とか，見守りをされている

市民の数という数字が，出ているんですけれども，これは，みんな市民のことだけ書け

ばいいのか，例えば，ニュータウンの方は，青パトがパトロールしてるんですけども，

あれは市の方でおやりになっているんじゃないかと思うんですけど，ああいうのをエリ

アを増やしていくとか，青パトもあれはある地域だけなのか，龍ケ崎全域なのかは分か

りませんが。 

47 ページの（3）の取組内容なんですけれども，防犯カメラの設置というのが突然出

てきておりますけれども，実際，補助制度とか，どのようなことをおやりになっている

のか分からないんですけれども，印象なんですけれども，少し防犯対策の取組というか，

切り口が少し少ないのかなというのを少し感じておりまして，意見だけにしておいてい

ただければと思います。

苦瀬会長 　ありがとうございます。事務局から今の御意見に対して何かございますか。

事務局 　青パトにつきましては，市内全域のパトロールを今でもやっております。 

市長 　地域での見守りやパトロールなど様々な活動主体による地域防犯活動の促進というこ

とだと思いますけれども，実は青パトはコミュニティ協議会においては，独自で青パト

を作って，自分たちのエリアを回っている所もありますので，そういうものを促進して

いきたいというふうに考えております。その上でこのような表現になっているというこ

とで認識しております。

苦瀬会長 　他にございますでしょうか。意見は出尽くしましたでしょうか。

　よろしいでしょうか。では，御意見が出尽くしたということでございますので，無い

ようであれば，ここまでの御意見で，この本体の加筆修正があったと思いますが，それ

を確認したいと思います。

　まず 9ページです。もう一回振り返りますと，「躍動することが大切です。このこと

が同じようにまちも輝き，躍進するはずです。」とこのように修正するというのが一つ

ありました。

　それから 19 ページでございます。ネウボラの注釈を 19 ページの下に付けましょう
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ということでございます。

　それから 13 ページの「健幸」の注釈で，「豊かで幸せな生活」という表現に修正す

るということだったと思います。

　それから挿絵の話が出まして，隙間がある所があるのですが，ここに挿絵を加えると

いうことでございます。この挿絵に関しては，事務局に一任していいだろうというふう

に思います。

　それから 22 ページの下の表で，総合型地域スポーツクラブ会員数というのが黒星に

なっていますが，白星に直すということだったと思います。

　この5点がこの本体の修正ということになりますが，それでよろしいでしょうか。

　この修正は，私が確認するということでお任せいただけますでしょうか。

　≪各委員，了承≫

　はい。ありがとうございます。

　他に御意見がありますでしょうか。

　はい。無いようであれば，議題の3に移りまして，平成 27 年 9月 4日付けの中山市

長からの諮問に基づき，これまでの議論の経過を踏まえ，当審議会としての答申を示し

てまいりたいと思います。 

　まずは，先ほどの5つの修正はあるということを前提にお願いいたします。 

　そして，本日，御説明がありました「第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」につきまし

て，妥当と認めるか否かをお諮りしたいというふうに思います。

　妥当と認めることに関して御異議ございませんでしょうか。 

　≪各委員，異議なし≫

　ありがとうございます。 

　異議なしということでございますので，「第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」につき

ましては，5つの加筆・修正を含め，妥当なものと答申していきたいと思います。 

　なお，答申書につきましては，事務局で案を作成しているとのことでございますので，

配付をお願いいたします。 

　≪答申書（案）配布≫

　では，この案につきまして，議論をしたいので，事務局で一回読んでいただけますか。

事務局 　はい，それでは読み上げさせていただきます。 

　龍ケ崎市最上位計画の策定について（答申）。平成 27 年 9月 4日付け龍企第 62 号

をもって諮問のあったみだしのことについては，慎重審議の結果，別添の「第 2 次ふる

さと龍ケ崎戦略プラン」のとおりとしたので，ここに報告します。 

　なお，「第 2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」の推進に当たっては，当審議会における

審議経過及び市民から寄せられた意見を十分に踏まえるとともに，計画的かつ着実な実

施に取り組まれるようお願いします。 以上です。 　 

苦瀬会長 　ありがとうございます。 

　今読み上げていただきましたような内容でございますが，御意見がございましたら，

お願いいたします。

　よろしいですか。 

　それでは，お諮りしたいと思いますが，この答申案文でよろしいでしょうか。 

　異議ございませんか。 

　≪各委員，異議なし≫
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　はい，ありがとうございます。 

　それでは，今配布させていただきました，答申案文の一番上に書いてある（案）とい

うのを取っていただいて，これを市長に答申したいというふうに思っております。

　どうもありがとうございます。

　≪苦瀬会長，中山市長に答申書を提出≫

中山市長 　はい，ただいま答申書を拝受いたしました。 

　重く受けとめて，実現に向けて最善を尽くして参りたいと考えております。 

　冒頭にも申し上げましたけれども，今日も本当に慎重審議を熱心にいただきましたこ

とを感謝申し上げますとともに， 1 年 2 か月という長きにわたりまして，本プランの策

定に御尽力，御協力をいただいたわけでもございます。 

　この場を用いまして，本当に心から感謝を申し上げるところでもございます。 

　皆さんそれぞれお忙しい中ありがとうございました。 

　先ほど申し上げましたが，少子化が大変深刻になりまして，その一方で長寿社会が進

展をしている。 

　その中で，龍ケ崎市も人口減少の時代に入ってきてしまいました。 

　前プランにおきましては，まだそのトレンドがはっきりしない，そろそろ人口減少に

入るかなという，そういう時期ではございましたけれども，まだ人口減少という現実に

直面する前のプランでございましたが，今回のプランは，人口減少トレンドに入ってか

ら初めて策定するプランとなったわけでもございます。 

　そういう意味で，皆様に熱心に御審議いただいた内容，御意見，御提言などは，そう

いう意味でも貴重なものでありますし，そのおかげで磨きが掛かったこのプランが今日

ここに至ったのではないかなと感謝を申し上げるところでございます。 

　この後， 12 月の市議会で議決を頂くというプロセスとなっております。 

　本プランの実現に向けては，やはり市民の皆さんと一緒に歩みを進めていかなければ

ならないわけでもございますが，この策定に関わりました皆様におかれましては，やは

り策定に関わっただけに，内容を熟知しているわけでもございますので，今後も引き続

き，様々な場面場面でいろいろな御提案，御意見等を頂きたいというふうに思っており

ますので，御協力を賜りますことをお願い申し上げまして，御礼の挨拶とさせていただ

きます。 

　本当にありがとうございました。 

苦瀬会長 　以上をもちまして，本日の議題は終了となります。 

　最後に，事務局より何かございますか。

事務局 　はい。 本日は，大変お疲れさまでございました。 

　以上をもちまして，当審議会での「第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」策定に関する

審議は終了となります。 

　委員の皆様におかれましては，長期間にわたりまして，御尽力いただき，ありがとう

ございました。 

　重ねて御礼申し上げます。 

　ありがとうございました。 

苦瀬会長 　委員の皆様にはお忙しい中，お集まりいただきましてありがとうございました。 

　本日の答申をもちまして，当審議会の審議は終了となります。 

　御協力誠にありがとうございました。
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　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　長　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　　　　　　　
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