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第 2 回関市総合計画審議会 
１ 日 時 

 令和４年３月２４日（木曜日） 午前１０時００分 ～ 午前１１時４５分 

 

２ 場 所 

 関市役所 ６階 大会議室  

 

３ 出席者 

 委員（１８名）                  （敬称略、順不同） 

区 分 氏  名 選 出 団 体 名 

１号委員   足立 司郎 関市教育委員会 

〃   野村 茂 関市農業委員会 

２号委員   粟倉 元臣  関商工会議所 

〃   江崎 久夫  関市老人クラブ連合会 

〃 〇 遠藤 俊三  関市自治会連合会 

〃   大野 武志  岐阜県関刃物産業連合会 

〃  北村 房子  関市地域女性の会連合会  

〃   澤井 基光  関市社会福祉協議会 

〃   多田 幸泰  関青年会議所 

３号委員 ◎ 桐山 敏通  中部学院大学 

〃  小野木 満照 岐阜医療科学大学 

４号委員 村瀬 光昭 関信用金庫 

〃   髙井 久美子  板取地域選出 

〃 山内 美貴子 洞戸地域選出 

〃 杉山 弥生 武芸川地域選出 

〃 多治見 敦子 武儀地域選出 

〃 波多野 清美 上之保地域選出 

〃   柴山 隆  公募 

◎：会長、○副会長 

事務局（関市 ５名） 

市長公室長 森川 哲也   企画広報課長 相宮 定 

（企画広報課） 鷲見 幸信  伊藤 敦子  中村 拓哉 



2 

 

 

４ 欠席者 

 委員（２名）                   （敬称略、順不同） 

区 分 氏  名 選 出 団 体 名 

２号委員 森 麻里  関市 PTA 連合会 

〃 吉田 千秋  関市消防団 

 

 

５ 次 第 

 １ 開会 

 ２ あいさつ 

３ 議題 

（１） 市民意見の傾向について 

（２） 関市第５次総合計画前期基本計画の状況について 

（３） 後期基本計画の課題について 

   （４） 社会潮流と重点取組について 

 

 ４ 閉会 
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（午前 10時 00分 開会） 

○企画広報課長 

只今より、関市総合計画審議会を開催させていただきます。本日、司会進行を担当

いたします企画広報課の相宮でございます。よろしくお願いします。 

始めに、所属団体の役員変更により委員の交代がございます。 

関青年会議所 多田幸泰 様 

 本日の欠席委員ですが、9番の関市 PTA連合会の森委員、11番関市消防団の吉田委

員が欠席でございます。 

 また、本日傍聴される方が 2 名ありますのであわせてご報告させていただきます。 

 それでは、桐山会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○会長 

皆様おはようございます。年度末の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。 

前回 7月に第 1回目の審議会が開かれまして、半年の間に事務局で市民等からの意

見をまとめられて、その傾向や市としてどういう方向で進めていくのかというところ

の考えを議論いただく形となっています。 

皆さん心置きなくご意見を頂戴いただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶と

させていただきます。よろしくお願いします。 

 

○企画広報課長 

ありがとうございました。これよりの審議会の進行を、桐山会長にお願したいと思

います。それでは会長お願いいたします。 

 

○会長 

 それでは、議事に入る前に、本日の会議録署名委員を私から指名いたします。       

  会議録署名は、大野 武志（おおの たけし）委員、北村 房子（きたむら ふ

さこ）委員にお願いします。 

 

それではこれより議事に入ります。 

まず「市民意見の傾向について」を議題といたします。 

事務局からのご説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

それではまず始めに、議題１の市民意見の傾向についてご説明いたします。 

 

（事務局説明） 
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○会長 

只今事務局より説明のありました内容の中で、ご質問やご意見のある方は挙手をお

願いします。 

 

○委員 

高齢者における買い物支援ですが、地域バスの運行は非常に助かっています。地域

バスの運行についてはそれぞれ地域ごとに任せてあるような気がしますが、市として

押さえておくところは押さえた運行をしなければいけないと思います。 

私の地区を例に申し上げますと、夏は 8月 12～16日は休み、暮れは 12月 28日～1

月 5日くらいまで休み。やはり年末にかけて色々と買い物もしたいので、30日くらい

までは運行して欲しい。夏は、保存が大変ですので、せっかく近くにゲンキーもでき

ていますので、そういったところへの買い物に使えるように、地域の方が便利に使え

るように、地域は地域でという考え方もあるかもしれませんが、押さえる所は押さえ

て頂かないといけないと思います。 

 

有害鳥獣のところで追い払いと言われましたが、追い払いでは追いつかないと思い

ます。うちのところでは猿が人に威嚇してくるという状況ですので特に子ども、女性

に対してはもちろん、時には男性にも威嚇してくることもある。これでは追い払うだ

けでは駄目ですので、徹底した駆除をしていただいて、里へ来ると危ないということ

を覚えさせる、そのような対策をしてもらえればありがたいです。 

 

不要品の再利用について、住民同士で行われるのもいいですが、不用品が移動する

だけで意味無いように感じるので、福祉施設などへの提供を考えて頂ければと思って

おります。 

 

○会長 

地域公共交通について利用者主体の視点の運行について更なる拡充をというお話、

農地の保全等の観点も含まれますが、鳥獣害対策で追い払うだけでは立ち行かないと

思われるため踏み込んだ対策が必要ではないか、環境については、3Rの視点でそれぞ

れ受け渡しするだけではなく、真に必要とする方々に届くような仕組みを市の方で考

えてもらうという意見であったかと思います。 

事務局の方で何かコメントありましたらお願いします。 

 

○事務局 

地域内バスにつきましては、今年度実施した市民アンケートでも委員のお話のとお

り、地域の実情にあった運行をするべき、地域の声を聴くべきという意見がありまし

たので、担当課に伝えてまいります。 

鳥獣害対策について駆除が大事だということで、猟友会の高齢化や人手不足という



5 

 

課題に対し、人材確保にも力を入れていくことも考えています。 

リユースにつきましても、子ども服や学校用品など使えるものは使うという中で、

必要な方のところに届くような仕組みづくりも検討してまいりたいと思います。 

 

○会長 

その他の委員のみなさまいかがでしょうか。 

 

○委員 

福祉そして地域づくりという観点からお話させていただければと思います。 

今、子どもにしても高齢者にしてもサービスがたくさんある中で、私たちの暮らし

がよくなっているわけですけれども、地域の力がだんだん弱くなっていると感じてい

ます。 

色々なサービスができ、利用されることによって地域のつながりが無くなってきて

いると感じる。私たちの地域でも、祭りをやめた方がいいのではないかといった声も

出てきています。 

今いろんなサービスが不足だから新しくサービスを作っていくのではなく、住民同

士の助け合い、助けられ方という形で、皆が声を上げてみんながそれぞれ地域を作っ

ていくということが大切だと思います。住民の皆さんが意識できるような施策ができ

ないかなと、難しいと思いますが、人を相手にした施策ができないかなという思いが

あります。地域を中心としていろんな団体がありますが、それぞれが協力して地域を

よくする方向になればと思っています。年々地域のつながりがなくなっているなと思

って言いますが、地域のみなさんにどうやって呼び掛けていくかも行政の務めではな

いかと思っております。 

 

○会長 

ありがとうございました。コミュニティのあり方ですとか、地域力をどう高めてい

くか、個に対する部分への行政としてのサービスは必要ですが、地域の力の一体感、

団結力が弱まっていく傾向にあるというところ。災害でいうところの自助だけでなく

共助に関するところでありますので、コミュニティの維持ですとかコミュニティの活

性化という部分で行政としてどのような方向性で進めていくべきかといった試案が

ありましたら少しコメントいただけたらと思います。 

 

○事務局 

関市内には地域委員会や包括支援センターが地域にあるので、そういったところで

地域力の向上のための仕組みづくりを考えていきたいと思いますので、担当課と協議

して参りたいと思います。 
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○委員 

人を豊かにする教育分野について、市の取組案に記載のある事項はこれまでも取り

組んできているところです。GIGAスクール構想を実現していこう、タブレット、電子

黒板を活用した授業を展開していこうというのは現在も実施しているところです。 

特に関商工や中学校では企業連携による新商品開発などを行っており、もっと取り

組んでほしいと思います。気になるところが、不登校の人数が減っていない状態であ

り、このままひきこもりにつながらないか心配しております。岐阜県でも 4,000人ほ

どいるところです。この対応が課題であると感じており、福祉分野には記載がありま

せんでしたので、どのように取り組んでいくのか気になっております。 

 

○事務局 

 取組案については、今後詰めていくところでありますので、委員のご意見を伺いな

がらこれから詰めていく予定です。 

 

〇会長 

 続きまして議題２「関市第５次総合計画前期基本計画の状況について」を議題とい

たします。事務局からのご説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

それでは、議題２の関市第５次総合計画前期基本計画の状況についてご説明いたし

ます。 

 

（事務局説明） 

○会長 

只今事務局より説明のありました内容の中で、ご質問やご意見のある方は挙手をお

願いします。 

 

○委員 

防災体制についてですが、昨年防災研修があった際、避難所へ避難するだけでなく、

まちなかの宿泊施設などへ避難することもあるという話を聞きました。高齢者もいる

ため、市内のホテルと提携して備えていただけると良いと思いますし、近隣自治体と

協力しても良いと思います。 

農業については、後継者不足が問題となっており、現状では若者が就労するような

見込みがないため、関市の特産品を活用した Uターンや Iターンにつなげる取組が必

要ではないかと思います。また地域委員会では、活動はしていると思いますが、なか

なか活動が見えてこないため、年に数回、活動報告をしたら良いと思います。 
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○委員 

人口状況で、若い方の状況のみでなく高齢者の人数も示しながらどういうことが必

要になるのかを検討する必要があるのではないか。団塊の世代による一斉の高齢化の

進行も課題であり、健康増進への取組や社会保障費の増大に対する負担軽減につなげ

る施策を検討していく必要がある。各世代にあった施策を展開していく必要がある。 

 

○委員 

社会増にある美濃加茂市や富加町では住宅事情による転入が多く、関市はこの理由

による転入が少ないため、優良な住宅地の確保が必要との記載がある。現在、耕作放

棄地の農振除外、農地転用するための条件が厳しい状態である。今後どのような方針

で進めていくのか聞きたい。近隣自治体では、農振除外は半年に１回ずつ、年２回実

施で、要件も緩和されており、若者の呼び込みを積極的に実施している。美濃加茂市

や富加町では、新築住宅や 20歳から 40歳代の若年層の転入が非常に多い。関市では、

要件を見直す必要があると以前から申しておりますが変わってない。人口対策、転入

施策を示してありますが、若者が住む土地の確保をしていかなければ何も変わらない。

ここまで課題を理解しているので今後どのような方針で進めるのか考えを聞きたい。 

 

○事務局 

 荒廃農地の増加問題もあるため、収益性の低い農地を含め関係課と協議を進めたい。 

 

○委員 

 近隣自治体の価格が安いとの話がでましたが、関市は住宅地となる候補地が少ない。

近隣自治体は多いため、価格が安くなっている。需要と供給のバランスで、供給が増

えれば価格は低くなると考えるため、関市でもぜひ取り組んでもらいたい。 

 

〇会長 

 続きまして議題３「後期基本計画の課題について」を議題といたします。事務局か

らのご説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

それでは、議題３の後期基本計画の課題についてご説明いたします。 

    （事務局説明） 

○会長 

関連がありますので、議題４の社会潮流についてご説明いただきたいと思います。 

 

○事務局 

それでは、議題４の社会潮流についてご説明いたします。 

    （事務局説明） 
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○委員 

総合計画に目標人口が定められていますが、人口が減少している状況です。人口増

加を目指すためには、先ほどから述べられているような総合的な取組を行うことで達

成できるのか、もっと効果的な取組を行うべきなのか気になっております。 

転入者支援、例えば若い女性への支援などが関市では十分であるのかなどがわから

ないため、別冊でよいので他市での取組も示してもらいながら、比較検討していくと

良いと思います。 

 

○会長 

国勢調査によると県内一部の市町村以外は人口減少が進んでいる。日本全国みても

人口減少は進んでいる状況です。その中で、自然減をいかに緩やかに食い留めるか、

社会増をいかに増やしていくのかということを総合計画で複合的に取り組んでいく

ことが必要だと思います。行政には単独の施策のみでなく、複合的・総合的に取り組

み、関市に住みたい、関市に住んでてよかったと感じてもらえる様々な施策を深く・

広く考えてもらい、人口がなるべく減らない方向性を委員にご理解いただけるよう総

合計画後期基本計画に記載してもらうことだと思います。 

また、ひとつの施策について、それだけではなく、こういうところまで影響してい

るなどといった他の施策への波及効果を市民の皆さんに伝わるよう広報努力に取り

組んでもらいたいと思います。 

後期基本計画の策定はまだまだこれからなので、ぜひご意見をいただきたいと思い

ます。 

予定されておりました議題はすべて終了いたしましたので、ここで議長を降りさせ

ていただきます。ありがとうございました。事務局にお返しいたします。 

 

○企画広報課長 

貴重なご意見ありがとうございました。 

本日いただきましたご意見を参考に、これから市民の皆さんの意見をお聞きしなが

ら、後期基本計画策定に取り組んで参りたいと思っておりますので、今後ともよろし

くお願いいたします。 

次回の審議会は、５月頃を予定しており、施策についてご説明させていただきます

ので、よろしくお願いします。 

それでは最後に、市長公室長がご挨拶を申し上げます。 

 

○市長公室長 

皆さま、貴重なご意見ありがとうございました。 

合計特殊出生率は 1.3であり、ほとんどの子どもは夫婦である２人から産まれます

ので 2以上ないと人口は減っていくわけです。しかしながら、初婚の夫婦は 2人産ん

でいるわけです。何が問題かといいますと、結婚をしない人が増えていることが原因
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です。子育て支援の前に結婚をする体制づくりが必要となっています。また、別の資

料では結婚をしている女性の職業で多いのは弁護士と国家公務員となっており、収入

がある方が多い状況となっています。このことから職をもちながら結婚することが大

事であります。 

今日は長い時間ありがとうございました。これで終わらせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

 

 (午後 11時 45分 閉会) 


