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令和２年度第２回 長野市総合計画審議会 会議録 

 

日 時：令和２年 10月 12日（月） 午後３時から午後４時まで 

場 所：庁議室（第一庁舎５階） 

出席者：委 員/ 青柳委員、荒井委員（リモート出席）、池尻委員、市村委員、伊藤委

員、大日方委員、萱津委員、金物委員、熊井委員、清水委員、轟委員、

廣田委員、藤原委員、梅干野委員、牧野委員、宮沢委員、山﨑委員、

横地委員 

欠席者：黒岩委員、小木曽委員        

    長野市/ ※部局長は自席からのリモート出席 

倉島総務部長、酒井企画政策部長、清水財政部長、日台地域・市民生

活部長、中澤保健福祉部長、小林保健所長、広田こども未来部長、宮

尾環境部長、丸山商工観光部長、小林文化スポーツ振興部長、西澤農

林部長、小林建設部長、岩片都市整備部長、倉島会計局長、樋口教育

次長（行政）、永井教育次長（教育）、望月上下水道局長（代理：和田

水道局総務課長）、佐伯消防局長、鎌田危機管理防災監、伊熊公有財産

活用局長、下平復興局長 

    事務局/（企画課）青木課長、瀧澤主幹、羽田課長補佐、東福寺係長、室田主

査、平井主査、板倉主査、横田主事、小林主事、名取主事 

        （人口増推進課）石井次長、飽田課長補佐、宮下課長補佐、飛澤主査 

 

１ 開会 

（事務局） 

定刻になりましたので、これより長野市総合計画審議会を開会いたします。 

 私、企画課課長補佐の羽田と申します。よろしくお願いいたします。なお、今回も関

係部局長は、新型コロナウイルス感染症予防のため、自席からのリモート出席とさせて

いただきます。 

本日の資料の御確認をお願いいたします。事前にお送りいたしました会議次第と長野

市総合計画審議会資料集、資料１と資料２－１から２－３、資料３と資料４－１と４－

２になります。 

また、当日配布資料として、座席表とリモート出席する部局長の名簿を置かしていた

だいております。なお、誠に申し訳ございませんが、会議次第と資料１の差し替えをお

願いいたします。差替え後のものを机の上に置かせていただきましたが、会議次第は資

料４についての標記の訂正、資料１は作業部会の第１回目から３回目までの作業内容に

変更が生じましたので、修正したものです。不足等ございますでしょうか。 
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本日は、荒井委員が御都合により、こちらにお越しいただくことができませんが、リ

モートにより御出席いただきますので、よろしくお願いいたします。なお、小木曽委員、

黒岩委員から欠席の御連絡をいただいております。また、池尻委員、清水委員から 10～

20分程度遅れるとの御連絡をいただいておりますので、御報告いたします。 

それでは金物会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

２ 会長あいさつ 

(金物会長） 

皆様こんにちは。本年度第２回目の審議会ということで、皆様お忙しい中、お集まり

いただきまして、ありがとうございます。座って失礼させていただきます。 

思い起こすと、ちょうど去年の今頃、10月 12日から 13日にかけて台風 19号が来ま

した。千曲川が氾濫して長野市の広い範囲で、堤防決壊などの災害があったということ

で、まだ記憶に新しいところではありますが、その後、順調に回復が進んでいると聞い

ております。最近、異常気象と申しますか、全国のあちらこちらで洪水とかの災害の話

を聞きます。私共も昨年の災害を教訓にハード・ソフトの防災体制の整備はもとより、

防災意識の向上に努めていく必要がありますので、後期基本計画の策定の中で、議論を

進めていければと思います。 

また、新型コロナウイルス感染症ですが、全く終息の目途が立たない状態で、日常生

活や社会的、経済活動に大きな制限があるところでございます。これから冬になりまし

て、コロナウイルスが勢いを盛り返すのかどうなのか、またインフルエンザも流行る時

期なので、インフルエンザにつきましては、皆さんこれだけ手洗い、マスクを励行して

いればそれほど流行しないのではないかという期待がありますけれど、どうなるのか、

非常に気になるところであります。皆様方におかれましても、引き続き感染予防に努め

ていただきながら、経済の回復にも御配慮いただければと思います 

さて、本日は本審議会に対しまして、加藤市長から第五次長野市総合計画後期基本計

画の策定について諮問をいただく予定です。後期基本計画の具体的な議論は、今月下旬

から作業部会が予定されており、皆様にはほぼ毎月、策定作業に関わっていただくこと

となりますので、お仕事柄大変お忙しい皆様でございますけれども、どうぞよろしくお

願いいたします。 

また、本日の議題としては、「第五次長野市総合計画後期基本計画の策定スケジュー

ル」と「第五次長野市総合計画後期基本計画の策定体制について」予定しております。

また報告事項ですけれども「第五次総合計画アンケート指標の令和２年度実績値につい

て」、「長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略令和元年度進捗状況について」説明がありま

すので、委員の皆様の忌憚のない御意見をいただきますようお願い申し上げます。 

以上あいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 
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（事務局） 

ありがとうございました。 

続きまして、本審議会に対しまして市長から長野市総合計画後期基本計画の策定につ

いて、諮問したいと存じます。恐れ入りますが、金物会長様、市長は中央までお進みく

ださい。 

 

３ 諮問 

 (市長) 

長野市は、平成２９年度を初年度とし、令和８年度を目標年次とする第五次長野市総 

合計画において「幸せ実感都市『ながの』～“オールながの”で未来を創造しよう～」

を将来像に掲げ、その実現に向けてまちづくりを進めています。 

現在の情勢としましては、人口減少、少子高齢化の進行に加え、新型コロナウイルス

感染症の流行による社会経済情勢の大きな転換期を迎えることが予想されます。さらに、

令和元年東日本台風災害を教訓に、長野市災害復興計画を踏まえ、防災・減災対策に取

り組む必要があります。 

また、様々な分野において更なるＩＴ化の推進や、ＳＤＧｓの視点を取り入れた行財

政運営が求められています。 

これらを踏まえ、令和４年度を初年度とする新たなまちづくりの指針となる第五次長

野市総合計画後期基本計画を策定したいので、長野市執行機関の附属機関の設置等に関

する条例第２条の規定により、貴審議会の意見を求めます。 

 

(事務局) 

金物会長様と市長は自席へお戻りいただきますようお願いいたします。 

委員の皆様のお手元へ諮問書の写しをお配りいたしますので、御覧いただきたいと存

じます。 

それでは加藤市長からごあいさつ申し上げます。市長、お願いします。 

 

４ 市長あいさつ 

(加藤市長) 

皆さんこんにちは。市長の加藤でございます。一言ごあいさつを申し上げたいと思い

ます。 

委員の皆様におかれましては、それぞれ大変お忙しい中、御出席いただきましたこと、ま

ずもって御礼申しあげたいと思います。また、日頃から市政に対しましても大変なお力をい

ただいていることに感謝を申し上げたいと思います。 

ただ今、第五次長野市総合計画後期基本計画策定に関する諮問をさせていただいたとこ

ろでございます。委員の皆様におかれましては、専門家として、一市民としてそれぞれの立
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場を踏まえて、御意見を頂戴できればと思っているところでございます。 

 今、お話がございましたとおり、昨年の台風 19号における未曾有の大災害、そしてまた

今は、新型コロナウイルスということでございまして、まさにですね長野市はダブルパンチ

になっておる訳でございます。そういう中におきまして、何と言っても今は経済の復興も重

要でございます。新型コロナウイルスは今、会長からお話がございましたとおりに、本当に

当初はですね未知のウイルス、本当に恐ろしいウイルスと思われていた訳でございますけ

れども、段々医学、医療関係の方も治療方法等も分かってきて、また、感染力は強いけれど、

非常に軽症、無症状、高齢者等、基礎疾患がある方には治療をしなければいけないのですけ

れども、そんな状況でございまして、バッタバッタと人が倒れているわけではございません

ので、今このまま経済の自粛、過度な自粛が続けば、今度はバッタバッタと個人も企業も倒

れてしまう、非常に大変な状況に陥っている訳でございます。そんな状況の中で、後期基本

計画がスタートする訳でございます。 

 今、少子高齢化が非常に進んでおる訳でございますけれども、長野市におきましても人口

減少は急激に起きている訳でございます。そんな中でおきまして、ＳＤＧｓ、持続可能な社

会を目指して、対応を考えながら今後も進めて行きたいと思っている訳でございます。 

 委員の皆様におかれましては、本当に策定期間が短い訳でございまして、本当に大変な状

況ではございますけれど、それぞれのお力をいただきまして、立派に後期基本計画の策定が

できますよう、よろしくお願い申し上げたいと思います。本日はどうもありがとうございま

す。 

 

(事務局) 

ありごとうございました。 

誠に申し訳ございませんが、市長は他の公務がございますので、ここで退席させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、次第５の議事に移らせていただきますが、議長につきましては、金物会長

にお願いします。なお、時間ですが事務局としましては、午後５時までにはと思ってい

ます。よろしくお願いいたします。 

また、議事において、委員の皆様が御発言される場合の手順の確認をさせていただき

ます。お手数ですが、挙手していただきまして、議長に指名されましたら、各自設置さ

れているマイクのボタンを押していただきまして、ランプが付きましたら発言の前にお

名前をおっしゃっていただき、お座りになったまま発言するようお願いいたします。今

回、荒井委員及び部局長がリモートの参加になりますので、御発言の際は、ただ今ご案

内した手順でマイクに近づいて、お話しいただきますよう御協力をお願いいたします。

発言が終わりましたら、再度マイクのボタンを押して、オフにしていただくようお願い

いたします。それでは会長、議事進行をお願いいたします。 
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５ 議事 

（金物会長） 

それでは、議事に入ります。 

 議事（１）の「第五次長野市総合計画後期基本計画の策定スケジュール(案)について」

事務局から説明をお願いします。 

－事務局説明－ 

青木課長より、資料１に基づき「第五次長野市総合計画後期基本計画の策定スケジュ

ール(案)について」説明。 

 

（金物会長） 

 資料１に基づき、策定スケジュールについてご説明がございました。御意見、御質問

があればお願いします。 

 よろしいですね。第五次長野市総合計画後期基本計画の策定スケジュール(案)に沿っ

て、案のとおりとしたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、議事（２）に入ります。議事(２)の「第五次長野市総合計画後期基本計画

の策定体制(案)について」、引き続き事務局から説明をお願いします。 

 

－事務局説明－ 

青木課長より、資料２－１、２－２、２－３に基づき「第五次長野市総合計画後期基

本計画の策定体制(案)について」説明。 

 

(金物会長) 

 第五次長野市総合計画後期基本計画の策定体制(案)ですが、資料の２－１、２－２、

２－３を用いまして、事務局から御説明がございました。何か御質問がございましたら

お願いします。 

 よろしいですかね。これも。 

第五次総合計画は、昨年度３年目でありましたが、進捗状況について御説明がありま

した。御質問が他に何かあれば。 

 

(轟委員) 

 一点確認させていただきたいのですけれども、先日の会議の際に御紹介いただいた 

「長野地域経済成長けん引プロジェクトチーム」というものがあったと思うのですけれ

ども、その際に「長期戦略 2040」という形で、様々なチャレンジングな取組についても

御紹介いただいたところなのですが、そちらの色々考えている内容とこの総合計画との

連携というものは、とても大事なポイントなのかなと思っていて、そのあたりが今回の

御説明いただいたスケジュールや策定体制の中で、どのように紐づいてくるのか、どの
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様に連携が取れるのか、ちょっと見えなかったので、そのあたり考えていることがあれ

ば、御説明いただければと思います。 

 

(金物会長) 

 事務局お願いします。 

 

(青木課長) 

 ありがとうございます。 

 「長期戦略 2040」につきましては、各担当課と企画課におきまして、長期戦略の中で

個別プロジェクトにつきまして、具体的な個別事業を進めているところでございます。

具体的な事業化を進めている段階ではございますけれども、それぞれの各部局の中で、

施策の中へ位置付けられるものがあれば、作業部会の中で施策の中へ「長期戦略 2040」

に基づく取組ということで、入れ込んでいくという形で現在考えているところでござい

ます。 

 

(轟委員) 

 ありがとうございます。ということは、作業部会のところで、都度何かしら御報告な

り御提案がいただけるという様な考え方でよろしいでしょうか。 

 

(青木課長) 

 「長期戦略 2040」に基づく取組ということになれば、その点を御説明させていただき

たいと考えております。 

 

(轟委員) 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

(金物会長) 

 よろしいですね。他にございますか。 

 荒井委員さん聞こえてますよね、大丈夫ですね。はい、よろしくお願いします。 

 それでは、「第五次長野市総合計画後期基本計画の策定体制(案)について」は、案の

とおりとしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

６ 報告 

 続いて、次第６の報告に移ります。（１）の「第五次総合計画アンケート指標の令和

２年度実績値について」引き続き事務局から説明をお願いします。 
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－事務局説明－ 

青木課長より、資料３に基づき「第五次総合計画アンケート指標の令和２年度実績値

について」説明。 

 

(金物会長) 

 資料３に基づきまして「第五次総合計画アンケート指標の令和２年度実績値について」

説明がありました。資料が多いのですけれども、何か気になったところとか御質問があ

ればお願いします。 

 

(廣田委員) 

 一つ教えていただきたいのですが、市民アンケートの対象者 5,000人の内訳を年齢別

にお聞かせいただければありがたいのですけれども。回答者の年齢層の割合は記載があ

るのですが、実際に送った数がどの位なのか、お聞かせいただければありがたいです。 

 

(金物会長) 

 5,000人の年齢層の御質問ですね。回答者はここに書いてあるけれども。 

 

(廣田委員) 

はい。実際に戻って来たのは 3,182人で、その内訳はわかるのですが、5,000人を抽

出した時の年齢層の内訳がわかればありがたいと思うのですが。 

 

(金物会長) 

 事務局の方は、これはどうですか。 

 

(青木課長) 

 すみません。細かい数字は手元に持っておりませんが、5,000人を無作為抽出してお

りますが、ある程度男女比ですとか年代については、長野市の相対的な人口からこの年

代は人口が多い場合は、多めに抽出してところでございます。だいたい回答者の割合に

近いのかなという形で抽出させていただいております。 

 

(廣田委員) 

 ありがとうございます。御回答いただくというのは、ある程度関心がある方なのかな

というところがありまして、逆に返送されなかったのが年代別に分かればありがたいな

と思ったので、今の回答でありがとうございます。 
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（金物会長） 

 今の廣田委員さんの御質問、5,000人と実際に回答いただいた方の間に乖離なり、問

題がないか、ということを考えておられるので、もし分かれば資料を出していただけれ

ばと思います。どうですか。 

 

(青木課長) 

 改めて資料を作成しまして、委員の皆様にお送りしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

(金物会長) 

 よろしくお願いします。他にいかがでしょうか。よろしいですかね。 

 アンケートの結果につきましては、後期基本計画の策定に活かしていきたいと思いま

す。また、各担当課で結果を分析し、来年７月作成予定の「前期基本計画の進捗状況」

に分析結果を記載いただくということですので、よろしくお願いします。 

 続いて、報告（２）の「長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略令和元年度進捗状況

について」、引き続き事務局から説明をお願いします。 

 

－事務局説明－ 

石井次長より、資料４－１、４－２に基づき「長野市まち・ひと・しごと創生総合戦

略令和元年度進捗状況について」説明。 

 

（金物会長） 

 ありがとうございます。 

 「長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略令和元年度進捗状況について」、資料４－

１の概要版を使って御説明いただき、資料４－２は詳細に書いてあるものですけれども

見方、読み方の御説明がありました。総合戦略は今年度から２年間延長し、令和４年度

から後期基本計画と統合することが決まっております。令和元年度末で当初の計画期間

である５年間が終了しましたので、その間の目標の達成状況と地方創生関係交付金の昨

年度の活用状況について御説明いただきました。御質問があればお願いします。 

 

(横地委員) 

 合計特殊出生率が未確定ということで、毎年この時期でも未確定の理由といつ頃出る

のか、分かれば教えてもらいたい。 

 

(石井次長) 

 合計特殊出生率につきましては、国から県を通じて連絡が来るようになっておりまし
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て、毎年 11月頃になる予定でございます。 

 

(金物会長) 

 よろしいでしょうか。 

 

(横地委員） 

 はい。 

 

７ その他 

(金物会長) 

 他にございますか。よろしいでしょうか。また気になることがあれば、別に質問する 

機会があればと思います。 

この進捗状況を踏まえて、後期基本計画の策定を進めていければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 予定しておりました議事は以上でよろしいですよね、事務局。委員の皆様から全体を 

通じて何か御意見がございますでしょうか。それでは事務局にお返しします。よろしく 

お願いします。 

 

８ 次回以降の予定 

(事務局) 

 ありがとうございました。 

 それでは次第８の次回以降の予定について御説明いたします。策定スケジュールでも

御説明させていただきましたが、次回は来年２月 12日（金）14時から、場所は第二庁

舎 10 階の講堂を予定しております。なお、会議の時間ですが、議事の他に長野県立大

学のアイデアコンペティションの入賞チームの発表があります。今、学生さんに検討い

ただいておりますが、発表がありますので、いつもより１時間程度長くなることが予想

されます。近くになりましたら改めてご案内いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

また、今月は 28日と 29日に第１回目の作業部会があります。日程は 28日の午前 10

時から経済部会、29日の午前 10時から社会部会、同日午後３時から環境部会となって

います。場所は各部会とも第一庁舎４階の会議室 141となっております。部会の名簿に

つきましては、資料の２-１を御覧いただきたいと思います。 

作業の内容ですが、１回目は「主たる課題の整理」ということで、事務局から 55 施

策全体の課題と現況について説明させていただきます。その中から大きな課題を抱えて

いるものや、将来に備え今からやらなければいけないものなど、更に深い検討が必要な

施策をいくつか選んでいただき、２回目、３回目の作業部会では、選択した施策につい
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て深堀していくイメージで考えております。ワークショップ形式を予定しておりまして、

後日、開催通知及び資料を事前に送らせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

では、以上をもちまして、閉会といたしますが、全体をとおして何か御質問等があり

ましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

９ 閉会 

以上を持ちまして総合計画審議会を閉会といたします。ありがとうございました。 

  


