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第６次江南市総合計画市民会議(第３回 全体会議) 

議事要旨 

日  時  平成 28 年 10 月５日（水） 9:30～11:15 

会  場  江南市役所 第３委員会室 

出 席 者  出席委員 11 名（全員出席） 

■委員 

≪議長≫ 松尾 昌之 第２分科会（ひとづくり分野・ちいきづくり分野）会長 

≪副議長≫ 加藤 幸治 第１分科会（まちづくり分野・しごとづくり分野）会長 

 宮川 秀男 第１分科会（まちづくり分野・しごとづくり分野）副会長 

 岩根 佐代子 第２分科会（ひとづくり分野・ちいきづくり分野）副会長 

 柴田 広美 第３分科会（行政分野）会長 

 早瀬 裕子 第３分科会（行政分野）副会長 

 野田 憲一 江南市総合計画策定部会（まちづくり分野）部会長 

 伊藤 健司 江南市総合計画策定部会（ひとづくり分野）部会長 

 大岩 直文 江南市総合計画策定部会（しごとづくり分野）部会長 

 貝瀬 隆志 江南市総合計画策定部会（ちいきづくり分野）部会長 

 坪内 俊宣 江南市総合計画策定部会（行政分野）部会長 

■傍聴者 

市民会議（分科会）委員  ３名 

 

◆議題 

１ 報告 

（１）前回議事録の確認について 

（２）『江南市戦略計画』と『第６次江南市総合計画』との関係性について 

２ 議題 

（１） 基本構想（骨子案）について 

３ その他 

＜配付資料＞ 

資料１ 第２回江南市総合計画市民会議（全体会議）議事要旨 

資料２ 第２回市民会議（全体会議）主な委員意見について 

資料３ 『江南市戦略計画』と『第６次江南市総合計画』との関係性について 

資料４ 第６次江南市総合計画の構成について 

資料５ 第３回市民会議（全体会議）の進め方 

資料６ 第６次江南市総合計画 基本構想（骨子案） 

参考資料１ 第６次江南市総合計画策定参考資料（基本構想関係） 

参考資料２ 第６次江南市総合計画に係る市民意向調査報告書（案） 

 

◆会議結果 

１ 開会 

事務局より挨拶。 
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２ 市民会議 

２．１ 報告 

（１）前回議事録の確認について 

（議 長）１報告について、事務局より説明をお願いします。 

（事務局） ～ 資料１、資料２について事務局より説明 ～ 

（議 長）議事要旨について、ご意見等ありますか。 

～ 特に意見なし ～ 

特にご意見がないようですので、次の議題に移ります。 

 

（２）『江南市戦略計画』と『第６次江南市総合計画』との関係性について 

（事務局） ～ 資料３、資料４について事務局より説明 ～ 

（議 長）ただ今の説明について、ご意見等ありますか。 

（委 員）資料３は全体像が掴めたので良いと思う。説明があった参考資料の P.68 の児童虐待発生件

数の達成率が 8.3％で低いというのは、良いことなのではないかと思ったのだが、違和感が

あるので説明をお願いしたい。 

（事務局）目標値を定めており、市が設定した発生件数より多く発生していたため、達成率が 8.3％と

低くなっているという意味です。なお、分科会にて詳細を議論いただきたいと思います。 

 

２．２ 議題 

（１）基本構想（骨子案）について 

（議 長）議題の「基本構想（骨子案）について」、事務局より説明をお願いします。 

（事務局）資料５の第３回市民会議（全体会議）の進め方に従いまして、本日の検討事項は、資料６の

基本構想（骨子案）の内容について、ご確認、ご検討をお願いします。 

 

①第Ⅱ部 第１章 社会経済情勢の変化への対応 

（事務局） ～ 資料６の第Ⅱ部第１章について事務局より説明 ～ 

（議 長）ただ今の説明について、ご意見等ありますか。 

（委 員）P.６の第１節の社会潮流の変化、江南市の状況について平成 72 年、62 年、27 年、22 年と複

数の年次データが出てくるが、時系列で国・県・市・隣接市町などの状況が分かるように整

理できないか。 

（事務局）実績値については、現在、平成 22 年データを用いているものは、平成 27 年の国勢調査結果

の発表が出てから置き換える予定です。時系列を整理するなど分かりやすい表現について検

討します。 

（委 員）P.10 に地縁組織という言葉があるが、江南市では公認団体はいくつあるのか。基本的には区

か。市としてはできる限り公認化を勧めているのか。 

（委 員）42 あります。基本は区で、一部自治会もあります。公認化については無理には勧めていませ

んが、相談があれば勧めています。 

（委 員）P.９の第６節についてだが、学習等供用施設で Wi-Fi が使えるようになっているのか。 

（事務局）Wi-Fi 環境の整備は現行では進んでいない状況です。 

（委 員）P.８の第４節の社会潮流の変化には、風水害について記載しているが、江南市の状況には、

風水害の状況が記載されていないため、参考資料で良いのでハザードマップなど状況を掲載

して欲しい。 

（事務局）検討します。 

（委 員）P.８の第４節の江南市の状況には、風水害の状況を具体的に入れて欲しい。また、P.９の第

５節の多様な価値を創造する地域の、江南市の状況には、企業誘致や産学連携などとあるが、

具体的なことを記載した方が、より身近に感じられるのでお願いしたい。 

（事務局）検討します。 

（委 員）資料３の関連性について、第６次江南市総合計画に記載の基本構想の基本目標は変えること

はできないのか。例えば、基本目標の４に安全・安心と漠然と記載すると内容がよく分から

ないので、江南市の特徴を活かした総合戦略の意図も踏まえたタイトルにしたら良いのでは

ないか。 
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（事務局）将来像と基本目標の骨格については、この内容で進めたいと考えています。なお、資料６の

P.19、20 に基本目標の考え方を示しています。また、基本目標の具体的な内容等については、

分科会で検討したいと考えています。 

（議 長）文章表記について、“我が国”は “わが国”、“子供”は“子ども”と表記を統一した方が良い。 

また、P.９の第６節にある“Internet of Things”は日本語にした方が良い。 

（事務局）表記を統一します。また、“Internet of Things”の表現について検討します。 

 

②第Ⅱ部 第２章 江南市の概要 

（事務局） ～ 資料６の第Ⅱ部第２章について事務局より説明 ～ 

（議 長）ただ今の説明について、ご意見等ありますか。 

（委 員）P.14 の注釈に“財政力指数：”が抜けている。 

（事務局）修正します。 

（委 員） P.11 の位置図の情報量が少なく分かりにくいので、もう少し情報量を多くして欲しい。 

また、P.12 の人口構成、人口流動のグラフに平成 27 年度のデータを入れて欲しい。 

（事務局）国勢調査結果が公表され次第、平成 27 年データを補足します。また、位置図については、

もう少し、分かりやすい図への差し替えを検討します。 

 

③第Ⅱ部 第３章 江南市の将来像 

（事務局） ～ 資料６の第Ⅱ部第３章について事務局より説明 ～ 

（委 員）P.19 第１節のキャッチフレーズは、先程の質疑応答では決まったものとのことであったが、

前計画では市民から公募していたような気がするがいかがか。 

（事務局）前計画は“戦略計画”ということで分かりにくいこともあることから、愛称を公募で募集して

います。 

（委 員）江南市の強みをもっと前面に出して基本目標を定めた方が良いのではないか。 

（事務局）そのとおりだと考えています。全ての目標が強みを前面にとは参りませんが、弱い部分につ

いても力を入れていくことを踏まえて目標にしていきたいと考えています。 

（委 員）P.19、20 の基本目標は、P.17 に記載されている江南市の強みの言葉を活かして基本目標を

設定したらどうか。 

（事務局）検討します。 

（議 長）P.９の ICT 技術の進展の課題が、基本目標のどこに反映されているのか分かりにくい。 

また、P.20 第３章の第２節の「基本目標２」について、文中後半にある“「子育てが楽しい」

と思える環境づくり”が重要であるため、前半に記載した方が良い。 

（事務局）ICT については教育、観光、福祉などに反映されるものと考えますが、基本目標のどこかに

入れることを検討します。また、基本目標２のご指摘については検討します。 

 

④第Ⅱ部 第４章 市民協働のあり方 

（事務局） ～ 資料６の第Ⅱ部第４章について事務局より説明 ～ 

（委 員）市民協働に関する行政の支援制度があるということも含めて示したらどうか。 

（事務局）検討します。 

（委 員）P.21 の「市民協働の基本方針」の４に「協働の環境づくり」とあるが漠然としているので、

もう少し具体的に「市民協働を支援するセンターをつくる」など記載することはできないか。 

（事務局）ここで記載できるか、分科会の方で基本計画の中に入れられるのかなど検討いたします。 

（議 長）P.22 は定義が後に来ているが、先の方が良いのではないか。 

（事務局）ご指摘を踏まえ修正します。 

 

 

⑤第Ⅱ部 第５章 行政経営のあり方 

（事務局） ～ 資料６の第Ⅱ部第５章について事務局より説明 ～ 

（委 員）P.25 の「３ 分権型の経営システムの確立」とは、何の分権を意味しているのか。 

（事務局）一例を申し上げますと、部に予算を配分して、部や課の中で予算配分を決める権限を持たせ

ることを意味しています。 
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（委 員）予算要求時の優先度を考慮して配分されるものと思うが、部で予算配分を自由にできるのか。 

（事務局）予算要求後の部への予算配分後の話と捉えてください。 

（議 長）P.25「３ 分権型の経営システムの確立」に記載の「各組織」の 小単位は、部なのか課な

のか。 

（事務局） 小単位は課となります。 

（委 員） P.25「５ 意識と風土の改革」にある“改革に挑戦する意識づくり・風土づくり”とは何か。 

（事務局）昔の前例踏襲の風土、職場環境を改善していくことを意味しています。 

（委 員）説明を聞いて、江南市全体の“風土”を指すと思っていたが、違和感がある。 

（事務局）“風土”に代えて“環境”に修正します。 

 

⑥第Ⅱ部 第６章 目標フレーム 

（事務局） ～ 資料６の第Ⅱ部第６章について事務局より説明 ～ 

（委 員）P.26 のグラフだが、以前実績で 10 万３千人くらいになったと記憶しているが、その値が記

載されていないのはなぜか。 

（事務局）10 万３千人は住民登録上の値で、国勢調査では、１度も 10 万人を超えたことはありません。

国勢調査は、実際に居住している数となっています。 

（委 員）他の市町村でも国勢調査を用いているのか。 

（事務局）国勢調査を目標フレームに用いている市町村が多いです。 

（委 員）P.26 の土地利用について、10 年前と現在の土地利用の変化が分かる資料を参考資料で良い

ので入れて欲しい。 

（事務局）経緯については参考資料に追加する方向で検討します。 

 

（議 長）全体を通して、何かありますか。 

（議 長）P.20 の“ひとり一人”は“一人ひとり”に訂正した方が良いと思う。 

（事務局）修正します。 

 

（議 長）本日の意見を反映した資料を次回示していただきたいと思います。本日の議題はこれで終了

いたします。その他について事務局より説明をお願いします。 

 

３ その他 

次回会議日程について 

（事務局）第４回全体会議は 10 月 19 日（水）午前９時 30 分から第４委員会室での開催を予定します。 

事前に資料を送付いたしますので、宜しくお願いします。 

 

４ 閉会 

（事務局）長時間に渡りご検討いただきまして、ありがとうございました。第３回全体会議を終了しま

す。本日はありがとうございました。 

以上 


