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第１回宇治市総合計画審議会 議事要旨 

 

＜開催年月日＞平成２９年３月７日（火）１８時～ 

＜開催場所＞うじ安心館３階ホール  

 

＜出席者＞ 

・委員 

真山 達志（委員長）   同志社大学政策学部 教授 

多田 ひろみ（副委員長） 宇治市女性の会連絡協議会  会長 

 

青山 公三        龍谷大学政策学研究科 教授 

酒井 久美子       京都ノートルダム女子大学生活福祉文化学部 准教授 

塚口 博司        立命館大学理工学部 特別任用教授 

築山 崇         京都府立大学 学長 

 

青木 賀代子       京都府家庭支援総合センター 所長 

今川 博         宇治市国際親善協会 副会長 

岡本 圭司        京都府山城広域振興局 局長 

北村 善宣        （公社）宇治市観光協会 会長 

坂田 緑郎        （一財）宇治市体育協会 会長 

曽谷 武         （社福）宇治市社会福祉協議会  副会長 

中岡 吉弘        南山城地区労働者福祉協議会 事務局長 

長谷川 節穂       宇治商工会議所 専務理事 

松元 誠司        宇治市連合育友会 副会長 

松本 嘉一        宇治市連合喜老会 副会長 

田 利一        京都やましろ農業協同組合  副組合長理事 

 

栗木 恭二        市民公募委員 

寺川 徹         市民公募委員 

中村 智         市民公募委員 

中村 弘實        市民公募委員 

本田 一樹        市民公募委員 

向山 ひろ子       市民公募委員 

山本 千景        市民公募委員 

                                  計２４名  
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木村 幸人        副市長 

 

・総括企画主任 

中上 彰         市長公室長 

寺島 修治        危機管理監 

貝 康規         政策経営部 部長 

岸本 文子        総務部 部長 

松田 敏幸        市民環境部 部長 

本城 洋一        市民環境部 担当部長 

星川 修         福祉こども部 部長 

斉藤 剛         健康長寿部 部長 

齋藤 博紀        理事 

安田 修治        建設部 部長 

木下 健太郎       都市整備部 部長 

濱岡 洋史        議会事務局長 

澤畑 信広        教育部 部長 

中谷 俊哉        消防長 

坂 英昭        上下水道部 部長 

 

・事務局 

岩本 裕子        所管副部長（政策経営部 副部長） 

秋元 尚         審議会事務局長（政策経営部政策推進課 課長） 

本間 雅人        審議会事務局員（政策経営部政策推進課企画係 係長） 

竹本 剛         審議会事務局員（政策経営部政策推進課企画係 主任） 

井上 卓也        審議会事務局員（政策経営部政策推進課企画係 主事） 

計２１名 

＜審議会次第＞ 

１． はじめに 

２． 委嘱状交付 

３． 市長挨拶 

４． 正副委員長の選出  

５． 議事   

①諮問 

②第５次総合計画第３期中期計画の策定について  

６． 閉会                
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＜会議内容＞ 

１．はじめに 

 

【事務局】   それでは、定刻になりましたので、会議を始めさせて頂きます。  

 

◇欠席者の説明 

 

２．委嘱状交付 

 

【事務局】   まず、初めに、宇治市総合計画審議会第１６期委員としてご就任頂きま

す皆様方に、委嘱状を交付させて頂きます。  

【市長】   委嘱状、宇治市総合計画審議会委員を委嘱します。平成２９年３月７日宇

治市長山本正。どうぞよろしくお願いします。 

 

◇委員の方々より自己紹介  

  

３．市長挨拶 

  

◇市長より開会挨拶 

 

４．正副委員長の選出 

 

【事務局】   早速でございますが、会議次第４の正副委員長の選出に移りたいと存じ

ます。宇治市総合計画審議会設置条例の第４条におきまして、「審議会に委員長及び副委員

長をそれぞれ１人置く。」と規定があり、同条第２項において、「委員長及び副委員長は、

委員の互選により定める。」こととなっております。これに基づきまして、選出をお願いし

たいと存じます。 

どなたかご推薦を頂けないでしょうか。  

【委員】   従来から、委員長は学識経験者に、副委員長には関係団体の役職員さんに

それぞれご就任頂いております。委員長には前回も委員長をして頂いております同志社大

学教授の真山委員さんに、副委員長には、前回も宇治市女性の会連絡協議会の会長さんに

お願いしておりましたので引き続き、多田委員さんに、このお二人をご推薦申し上げたい

と存じます。いかがでございましょうか？  

【事務局】   ただいま、委員長に真山委員さん、副委員長に多田委員さんをご推薦頂

きましたが、皆様いかがでしょうか。  

（「異議なし」の声あり） 
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【事務局】   ご異議がないようですので、委員長を真山委員さん、副委員長を多田委

員さんにお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

５．議事 

①諮問 

【委員長】   これより、第１回総合計画審議会を開会いたします。  

【事務局】   それでは、山本市長から宇治市第５次総合計画第３期中期計画の策定に

つきまして、宇治市総合計画審議会に諮問をさせて頂きます。 

 

【市長】   宇治市総合計画審議会委員長  真山達志様。宇治市第５次総合計画第３期中

期計画策定について、宇治市総合計画審議会設置条例第２条の規定に基づき、下記のとお

り諮問します。記、「宇治市第５次総合計画第３期中期計画の策定について貴審議会の意見

を問う」。平成２９年３月７日宇治市長  山本正。 

 

②第５次総合計画第３期中期計画の策定について  

【委員長】   ありがとうございました。それでは、会議次第５、議事の②、第５次総

合計画第３期中期計画策定の基本的な考え方について、事務局より説明を頂きたいと思い

ます。 

≪資料④:第５次総合計画第３期中期計画の策定について≫  

 

【委員長】   それでは、事務局の説明に対し、ご意見やご質問のある方は、挙手をお

願いいたします。 

【委員】   これから分かれる４つの部会ですが、総務、市民環境、教育福祉、建設整

備、それぞれの計画中の担当箇所を教えて頂けますか。 

【事務局】   第５次総合計画第２期中期計画の冊子、施策体系大分類１「環境に配慮

した安全・安心のまち」というところで、中分類１「環境保全対策の推進」は、市民環境

専門部会でご議論頂きます。中分類２「安全・安心なまちづくりへの対応」は総務専門部

会でご議論頂きたいと存じます。  

次に、大分類２「ゆたかな市民生活ができるまち」は、全て市民環境専門部会でご議論

頂きます。 

 次に、大分類３「健康でいきいきと暮らせるまち」と大分類４「生きる力を育む教育の

充実と生涯学習の推進のまち」は併せて、教育福祉専門部会でご議論頂きます。 

大分類５「歴史香るみどりゆたかで快適なまち」は建設都市整備専門部会でご議論頂き

ます。 

大分類６「信頼される都市経営のまち」は総務専門部会でご議論を頂きます。 

【委員長】   はい、実質的な審議のかなりの部分は専門部会でやって頂くことになる

と思います。それぞれの部会にご所属頂くことになり、今の説明ような分担になっていま
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すので、よろしくお願いします。他に何かございますでしょうか。 

【委員】   市民公募委員はどこに属するか決まっていますか。 

【事務局】   最初に面談させて頂いた時にそれぞれご希望等お聞きしておりますので、

その希望等を鑑みながら、次回にはどちらに所属して頂くかをお伝えさせて頂きます。 

【委員】   ありがとうございます。  

【委員長】   部会構成は次回、案として出るということですね。 

【事務局】   はい。 

【委員長】   次回以降、実質的な審議内容に入った話になると思いますが、もし何か

検討する上で、必要な資料や、情報でこういうのが欲しいというご要望はございませんか。  

【委員】   資料には、７月・８月に財政見通しの報告予定と書いてあるんですが、こ

の計画の中には財政の見通しが厳しいだろうと書いてなかったと思うんですが、どこかに

書いていますか。 

【事務局】   第２期中期計画でございますが、財政見通しということで数ページに亘

って記載させて頂いております。こういったものを、また、お示しさせて頂きたいと考え

ております。 

【委員長】   改訂版というか新しいデータになったようなものが、第１回の専門部会

の頃に出るということですね。  

【事務局】   はい。 

【委員長】   ７月から８月くらいの時にそういうものが示されるということです。  

【委員】   スケジュールで、この４つの専門部会に分かれて審議をするとなっていま

すが、第１回・第２回というのはトータル行うのは２回だけですか。それとも、１回に対

してどれくらい時間をかけて、頻度など、どれくらいのスケジュールを想定されているの

かお聞きしたいです。 

【事務局】   前回の第２期中期計画の策定時には、専門部会で２回又は３回開催した

専門部会がございまして、この２回又は３回、１回が約２時間程度というように予定して

おり、その回数でご審議頂きたいと考えております。  

【委員長】   資料には２回ということになっていますが、場合によっては３回という

こともあるということでよろしいでしょうか。 

【事務局】   はい。 

【委員長】   先ほども言いましたように、専門部会が実質的な議論あるいは、詳細な

議論をして頂く場になると思いますので、時間の目安は２時間ぐらいですが、若干延びる

こともあろうかとは存じますが、よろしくお願いいたします。  

 他には何かございますでしょうか。  

【事務局】   資料ですが、今回は簡単な概要ですので、また今後は議論が進むにあた

りましてはできる限り事前にお配りさせて頂くなど、進行についてはこちらも考えさせて

いただきます。 
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【委員長】   今回１回目ということで一番のメインは諮問を受けるということです。

また委員の皆さんにご議論頂く第３期中期計画の位置付け、内容、議論の進め方、及びス

ケジュール等についての説明が中心でした。２回目以降は、専門部会の方で内容に亘るご

議論を頂くことになると思います。 

何かご発言がございますでしょうか。 

【委員】   今、総合計画の中身を見ており、次回、第２期中期計画の総括を頂けると

いうことなんですが、この総合計画の中に第２期中期計画ということで、計画の目標値、

指標値の表に数値が入っている所もあれば、矢印が入っている所も多くあって、評価をす

る時に前よりもアップしただけで終わってしまうと評価のしようがないということもあり

ますので、達成目標と達成の成果というのを明確に示して頂けると我々もそれを受けてど

う評価していったらいいのかということが、分かりやすくなるだろうと思いますので、是

非、作業の中でそういった点を留意して頂けるとありがたいと思います。 

【事務局】   それぞれ実績につきましては数値を示させて頂いたり、それから取組の

方向につきましては、具体的に何がどうなったのかという形で文言でお示ししたいと考え

ております。 

【委員長】   前回の第２期中期計画の時にも、評価ということを考えて意識しまして、

できる限り数値化して数値目標を設定するという努力をした訳ですが、中々、数値化しに

くい項目もあり、それから目標値としてどのくらいを設定するかというのは難しいものが

あります。そういうこともあり、少なくとも第２期中期計画の時には必ずしも全ての項目

について数値目標が明確に入った訳ではないということがあります。ただ、総括をする中

で出来る限り色んな実績・取組や効果が表れるような数値データを併せてお示し頂きます

と、判断がしやすくなると思います。 

 

６．閉会 

 

◇副市長より閉会の挨拶 

 

【委員長】   それでは、これをもちまして、第１回の審議会を閉じさせて頂きます。 

 

―― 了 ―― 


