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平成元年3月30日

条例第3号

改正　平成10年3月 9日　条例第 5号

　　　平成10年6月10日　条例第16号

　　　平成14年3月27日　条例第 2号

（設置）

第1条　猪名川町総合計画を策定するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第

3項の規定に基づき、猪名川町総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第2条　審議会は、町長の諮問に応じ、本町総合計画の策定に関する事項について調査及び審

議し、その結果を町長に答申するものとする。

（組織）

第3条　審議会は、委員45人以内で組織する。

2　委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

（1）　町議会議員

（2）　公共的団体の代表

（3）　学識経験者

（4）　関係行政機関の職員

（5）　前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める者

（任期）

第4条　委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

2　委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、委員を辞したものとみなす。

（会長及び副会長）

第5条　審議会に会長及び副会長を置く。

2　会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第6条　審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4　会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明または意見を聞く

ことができる。

猪名川町総合計画審議会条例
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（部会）

第7条　審議会に部会を置くことができる。

2　部会に属する委員は、会長が指名する。

3　部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4　部会長及び副部会長の職務並びに部会の会議については、第5条第3項、第4項及び前条の

規定を準用する。

（庶務）

第8条　審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

（雑則）

第9条　この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。

附　則

1　この条例は、公布の日から施行する。

2　この条例の施行後最初の審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

3　猪名川町振興計画審議会条例（昭和45年猪名川町条例第24号）は、廃止する。

附　則（平成10年3月9日条例第5号抄）

（施行期日）

1　この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附　則（平成10年6月10日条例第16号）

 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附　則（平成14年3月27日条例第2号）

 　 この条例は、平成14年4月1日から施行する
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猪企第17号

平成16年6月2日

猪名川町総合計画審議会

会長　　森　川　　滋　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猪名川町長　真　田　保　男

第四次猪名川町総合計画基本構想の一部修正案・後期基本計画案の

策定について（諮問）

　猪名川町総合計画審議会条例（平成元年条例第3号）第2条の規定に基づき、第四次猪名

川町総合計画基本構想の一部修正案・後期基本計画案の策定について、貴審議会の意見を

求めます。

答　　申　　書

諮問書
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平成16年11月26日

猪名川町長　真　田　保　男　様

猪名川町総合計画審議会

会長　　森　川　　滋

第四次猪名川町総合計画基本構想の一部修正案・後期

基本計画案について（答申）

　当審議会は、全体会・各部会・正副部会長会を含め、延べ15回にわたる会議を開き、慎

重に審議を行った結果、別紙のとおり基本構想の一部修正案、後期基本計画案を答申します。

　本計画については、平成11年度（1999年度）に平成21年度（2009年度）までの10年間

の計画として策定されたもので、平成16年度（2004年度）までの前期基本計画期間において、

地球規模での環境保全対策、少子高齢化、情報化など社会情勢の変化が著しい状況であっ

たことから、平成17年度（2005年度）から平成21年度（2009年度）までを期間とする後

期基本計画においては、時代潮流を的確に捉え、住民と行政が協働してまちづくりを進め

られることを重点として、内容を審議しました。

　したがって、当審議会としては下記の付帯意見とともにこれを後期基本計画として取り

まとめましたので、留意いただくよう要望します。

記

1.　まちづくりは、住民、行政が一体となって取り組むことが重要であり、それぞれの立

場を相互に尊重し、まちづくりのための情報を積極的に開示することや、住民が参画す

るための条件を整備するなど、住民と協働して推進していくことが重要です。

このため、まちづくりに対する住民の意識を高めるとともに、住民が主体的にまちづ

くりに参画し、行政とともにまちづくりを推進していくという参画と協働のシステムを

早期に構築され、速やかに実施されることを望みます。

2.　福祉のまちづくりとして、高齢化が進むなか、すべての人々が住み慣れた環境のもと

答申書
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で自立した日常生活を送るための住宅、道路・公園などの公共施設のユニバーサルデザ

インに積極的に取り組み、安心して住み続けられるまちづくりに取り組まれることを望

みます。

3.　救急医療体制、特に一次救急については、近隣市町との連携も視野に入れ、深夜帯に

おける患者の受け入れ態勢が早期に構築されることを望みます。

4.　構造改革に伴う地方分権が議論されている状況から、その動向に注視しつつ、柔軟な

対応に努められることを望みます。

5.　後期基本計画の実施にあたり、将来予測を知ることも住民にとってはまちづくりに参

画しているという実感が共有できるものです。

このため、目標年度における施策の予測値等を可能な限り公表されることを望みます。

答　　申　　書
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平成16年4月1日

総合計画審議会規程第1号

　（趣旨）

第1条　この規程は、猪名川町総合計画審議会条例（平成元年条例第3号）第9条の規定により、

猪名川町総合計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関して、必要な事項を定め

るものとする。

（任期）

第2条　会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

（会議の招集）

第3条　会長は、審議会を招集しようとするときは、審議会の開催の日の5日前までに開催

の日時及び場所を委員に議案を添えて通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、

この限りでない。

（欠席の届出）

第4条　委員は、病気その他の理由により審議会に出席することができないときは、あら

かじめその旨を会長に届け出なければならない。

（委員の代理出席）

第5条　委員のうち関係行政機関の職員に限り、事故その他やむを得ない理由により審議

会に出席できない場合で、あらかじめ会長の承認を得たときは、代理人を出席させるこ

とができる。

2　前項の代理人は、審議会において意見を述べ、又は議決に加わることができるものとす

る。

（審議会の公開）

第6条　審議会（審議会の運営に関する議事を除く。）は、原則として公開するものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、審議会を公開しない旨の議決を

したときは、この限りでない。

（1）　猪名川町情報公開条例（平成10年条例第26号）第9条各号に該当すると認められ

る情報を含む事項を協議する場合

（2）　審議会を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障を生ずると認

められる場合

2　審議会の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

（審議会の開催の周知）

第7条　審議会の開催は、公開、非公開にかかわらず、原則として会議開催日の5日前まで

猪名川町総合計画審議会運営規程
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に一定の方法により、周知するものとする。周知後に公表内容に変更が生じた場合も同

様とする。

2　周知の内容は、審議会の名称、日時、場所、傍聴手続、その他必要な事項とする。

（準用）

第8条　第3条から第6条までの規定は部会について準用する。この場合において規定中、「審

議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

（補則）

第9条　この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が審議会

に諮って定める。

附　則

1　この規程は、平成16年4月1日から施行する。
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猪名川町総合計画審議会傍聴規程

平成16年4月1日

総合計画審議会規程第2号

（趣旨）

第1条　この規程は、猪名川町総合計画審議会運営規程（平成16年総合計画審議会規程第1号）

第6条の規定に基づき、猪名川町総合計画審議会（以下「審議会」という。）の傍聴に関して、

必要な事項を定めるものとする。

（傍聴人）

第2条　傍聴人とは、審議会の許可を得て、審議会を傍聴する者をいう。

（傍聴人の定員等）

第3条　傍聴人の定員は、その都度会長が決め、会場に一定の傍聴席を設けるものとする。

（傍聴の申出等）

第4条　傍聴を希望する者は、所定の場所で傍聴人受付名簿に所要事項を記入の上申し出

なければならない。

2　傍聴の受付は、先着順により行い、申出者が定員を超える場合は、抽選により決定する。

（傍聴席）

第5条　傍聴席は、会長がこれを指定することができる。

（傍聴できない者）

第6条　次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

（1）　銃器その他危険なものを持っている者

（2）　酒気を帯びていると認められる者

（3）　張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

（4）　笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

（5）　前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるも

のを持っている者

2　会長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第4号まで

に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3　会長は、前項の規定により質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入室を禁

止することができる。

4　児童及び乳幼児は、審議会を傍聴することができない。ただし、同伴者が会長の許可を

得た場合はこの限りではない。

（傍聴人の守るべき事項）

第7条　傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

（1）　審議会における発言に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
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（2）　私語、喚声その他の行為により騒ぎ立てないこと。

（3）　はち巻をするなど、示威的行為をしないこと。

（4）　帽子、オーバーコート類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長

の許可を得た場合はこの限りでない。

（5）　飲食又は喫煙をしないこと。

（6）　会議室において写真撮影、録画又は録音をしないこと。ただし、事前に会長の許可

を受けた場合を除く。

（7）　会議室において携帯電話等の無線機を使用しないこと。

（8）　みだりに傍聴席を離れないこと。

（9）　その他、会議室の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

（係員の指示）

第8条　傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

（傍聴人の退場）

第9条　傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

（1）　会長が非公開であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。

（2）　傍聴人がこの規定に違反し、会長が退場を命じたとき。

2　前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議室に入ることはできない。

（報道関係者の取扱）

第10条　報道関係者は、第3条及び第4条の規定に関わらず、公開の審議会を傍聴すること

ができる。

2　第5条から第9条までの規定は、報道関係者が公開の審議会を傍聴する場合に準用する。

この場合において、「傍聴人」とあるのは「報道関係者」と、「傍聴席」とあるのは「報

道関係者席」と読み替えるものとする。

（写真撮影、録画等の許可）

第11条　第7条第6号ただし書きの規定により、会長の許可を得ようとする者は許可願を会

長に提出しなければならない。

（準用）

第12条　この規程は、部会について準用する。この場合において規定中、「審議会」とあ

るのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

（その他）

第13条　この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し、必要な事項は会長が審議会に

諮って定める。

附　則

1　この規程は、平成16年4月1日から施行する。
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開　催　経　過 審　議　項　目

平成16年3月19日
（2004年）

第1回 総合計画審議会
（全体会）

・審議会委員の委嘱
・会長、副会長の選出
・部会編成

4月23日
第2回 総合計画審議会
（全体会）

・前期基本計画検証
・正副部会長の選出

5月21日
第1回
健康福祉・教育文化部会

・今後の部会の進め方の協議
・前期基本計画検証

5月27日
第1回
生活環境・都市産業部会

・今後の部会の進め方の協議
・前期基本計画検証

6月 2日 諮問
・総合計画基本構想の一部修正、後期基本計画策定につい
て町長から諮問

6月 2日 第1回 正副部会長会議 ・部会での審議の進め方の協議

6月 7日
第2回
健康福祉・教育文化部会

・後期基本計画策定方針
　（第1章　健康福祉の向上）

6月 9日
第2回
生活環境・都市産業部会

・後期基本計画策定方針
　（第3章　都市基盤の整備、第4章　生活環境の充実、第
5章　産業の振興、第6章　まちづくりの実現に向けて）

6月14日
第3回
健康福祉・教育文化部会

・後期基本計画策定方針
（第2章　教育・文化の振興、第6章　まちづくりの実
現に向けて）

7月 8日 第2回 正副部会長会議
・審議会等での意見・提案の事項整理
・基本構想一部修正（案）及び後期基本計画（案）
・平成16年度まちづくりフォーラム開催要領（案）

7月12日
第4回
健康福祉・教育文化部会

・審議会等での意見・提案の事項整理
・基本構想一部修正（案）及び後期基本計画（案）
・平成16年度まちづくりフォーラム開催要領（案）

7月14日
第3回
生活環境・都市産業部会

・審議会等での意見・提案の事項整理
・基本構想一部修正（案）及び後期基本計画（案）
・平成16年度まちづくりフォーラム開催要領（案）

8月10日 第3回 正副部会長会議 ・審議会等での意見・提案の事項整理

8月18日 第3回 総合計画審議会
・審議会・部会での意見・提案の事項整理
・後期基本計画（案）

9月23日 まちづくりフォーラム
・基調講演「地方自治体が推進すべきこと」
・パネルディスカッション

11月26日 第4回 総合計画審議会 ・後期基本計画（案）

11月26日 答申 ・猪名川町総合計画審議会会長から町長に答申

猪名川町総合計画審議会の審議経過
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区　　分 氏　　名 所　属　団　体　等

会　　　長 森　川　　　滋 大阪経済大学　教授

副　会　長 大　野　治　代 大手前大学　教授

健康・福祉

教育・文化

部会

尾　川　悦　子 猪名川町議会議員

○　奥　谷　明　子 猪名川町婦人会　副会長

川　西　龍　雄 猪名川町社会福祉協議会　会長

中　村　多　一 川西市医師会

日野上　寅　治 猪名川町文化協会　会長

平　田　和　代 一般公募委員

三　井　一　彦 猪名川町体育協会　会長

森　田　正　則 猪名川町ＰＴＡ連合会　会長

◎　安　井　一　弘 猪名川町国際交流協会　会長

生活・環境

都市・産業

部会

◎　枝　松　幸　子 猪名川町ごみ減量化推進会議　会長

○　梶　谷　勝　征 猪名川町交通安全推進協議会　副会長

清　末　和　憲 兵庫県川西警察署　署長

下　浦　良　明 兵庫六甲農業協同組合　猪名川支部理事（H16.6.21まで）

福　井　嘉　孝 兵庫六甲農業協同組合　猪名川支部理事（H16.6.22から）

頭　司　祐　生 猪名川町自治会長連絡協議会　会長

園　田　　　寿 甲南大学　教授

門　前　　　清 兵庫県阪神北県民局　企画調整部参事（H16.3.31から）

山　田　幸　嗣 兵庫県阪神北県民局　企画調整部参事（H16.4.1から）

柳　　　寿　一 一般公募委員

山　　　福　市 猪名川町議会議員

◎部会長　○副部会長　（五十音順、敬称略）

猪名川町総合計画審議会委員名簿
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