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○南砺市総合計画審議会条例
平成17年 3 月30日

条例第 2 号

（設置及び所掌事務）
第 １ 条　本市の施策の総合的かつ基本的な計画に関し市長の諮問に応じて必要な事項を調査審議す

るため、南砺市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
（組織）
第 ２ 条　審議会は、30人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
（1）　市議会の議員
（2）　学識経験のある者
（3）　市教育委員会の委員
（4）　市農業委員会の委員
（5）　地域審議会の委員
（6）　関係行政機関の職員
（7）　関係諸団体の役職員
（8）　前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

（委員の任期）
第 ３ 条　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。
（会長及び副会長）
第 ４ 条　審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）
第 ５ 条　審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
２　審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。
（部会）
第 ６ 条　審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２　部会に属すべき委員は、会長が指名する。
３　部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
４　部会長は、部会の事務を掌理する。
５　部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

（庶務）
第 ７ 条　審議会の庶務は、市長政策室企画課において処理する。

（委任）
第 ８ 条　この条例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
　この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成18年３月28日条例第30号）抄

（施行期日）
１　この条例は、平成18年４月１日から施行する。
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○南砺市総合計画審議会委員名簿

役職名 氏　　名 団　体　名　等 役 職 等
（委嘱時）

会　　長 北田　正雄 南砺市農業委員会 会　長

副 会 長 川合　声一 南砺市観光協会 会　長

委　　員 水木　　猛 南砺市議会 議　員

岩﨑　　誠 南砺市議会 議　員

川辺　邦明 南砺市議会 議　員

向川　静孝 南砺市議会 議　員

中村　和之 富山大学経済学部 教　授

大橋　　豊 富山県経営管理部市町村支援課 課　長

山崎　正大 ㈶北陸経済研究所 常務理事

石岡　敬夫 南砺市教育委員会 教育委員長

奥野　達夫 福光美術館 館　長

沖田　光弘 城端地域審議会 会　長

永森　常次 平地域審議会 会　長

藤井　　貢 上平地域審議会 会　長

堀　　元繁 利賀地域審議会 会　長

横川　正希 井波地域審議会 会　長

齊藤　孝臣 井口地域審議会 会　長

河合　　茂 福野地域審議会 会　長

蟹野　正男 福光地域審議会 会　長

石並史保子 南砺市PTA連絡協議会 家庭教育委員

齊藤　隆夫 南砺市消防団 消防団長

齊藤　昌英 南砺市社会福祉協議会 会　長

坂下　明雄 なんと農業協同組合 常務理事

澤田千恵子 南砺市連合婦人会 理　事

武田　和一 南砺市体育協会 会　長

冨澤　良子 南砺市食生活改善推進協議会 会　長

西村　亮彦 南砺市商工会 会　長

松本　誠一 となみ青年会議所 前理事長

南田真理子 男女共同参画推進員南砺市連絡会 副代表

南砺市　総合計画　資料編
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○南砺市総合計画策定委員会設置規程
平成18年 4 月 3 日

訓令第14号

改正　平成19年 3 月30日訓令第 2 号

平成20年 3 月31日訓令第 6 号

平成20年11月 7 日訓令第15号

本庁

出先機関

（設置）
第 １ 条　南砺市総合計画の策定に関し必要な事項を協議するため、南砺市総合計画策定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第 ２ 条　委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
（1）　総合計画の策定に関する事項
（2）　基礎資料等の収集に関する事項
（3）　その他総合計画に関し必要な事項

（組織）
第 ３ 条　委員会は、副市長、教育長、各部局等の長及び市職員のうちから市長が指名する者をもっ

て組織する。
２　委員会に、委員長及び副委員長を置く。
３　委員長には、副市長をもって充て、副委員長には、教育長をもって充てる。

（職務）
第 ４ 条　委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員

長が、その職務を代理する。
（会議）
第 ５ 条　委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
２　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明及び意見を

聴くことができる。
（専門部会）
第 ６ 条　委員会に、次の専門部会（以下「部会」という。）を置く。
（1）　自然環境専門部会
（2）　生活基盤専門部会
（3）　福祉・健康・医療専門部会
（4）　教育・文化専門部会
（5）　産業・労働専門部会
（6）　住民参画・連携・交流専門部会
（7）　行財政専門部会

２　部会に、部会長及び副部会長を置き、委員長がこれを任命する。
３　専門部会の会議は、部会長が招集し、会議を進行する。
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４　部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
５　部会間の調整を図る必要が生じたときは、合同部会を開催することができる。
６　合同部会は、関係部会長が協議して行う。

（分科会）
第 ７ 条　部会に、分科会を置く。
２　分科会に、分科会長及び副分科会長を置き、部会長がこれを任命する。

（庶務）
第 ８ 条　委員会の庶務は、市長政策室企画情報課において処理する。
２　部会及び分科会の庶務は、それぞれの長が指名した者において処理する。

（任期）
第 ９ 条　委員会、専門部会及び分科会の委員の任期は、任務が終了するまでとする。

（その他）
第 10 条　この規程に定めるもののほか、委員会、専門部会及び分科会の会議の運営に関し必要な事

項は、委員長が別に定める。
附　則
　この規程は、公表の日から施行する。
附　則（平成19年３月30日訓令第２号）
　この訓令は、平成19年４月１日から施行する。
附　則（平成20年３月31日訓令第６号）
　この訓令は、平成20年４月１日から施行する。
附　則（平成20年11月７日訓令第15号）
　この訓令は、平成20年11月９日から施行する。

南砺市　総合計画　資料編
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○南砺市総合計画策定市民委員会設置要綱
平成23年 4 月 4 日

告示第85号

（設置）
第 １ 条　南砺市総合計画（以下「計画」という。）の策定に当たり、広く市民の意見を反映させるため、

南砺市総合計画策定市民委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第 ２ 条　委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。
（1）　南砺市総合計画策定委員会設置規程（平成18年南砺市訓令第14号。次号において「規程」とい

う。）第６条に規定する専門部会が作成した資料の検討
（2）　前号に規定する検討結果を踏まえ、規程により設置された南砺市総合計画策定委員会への提言
（3）　前２号に掲げるもののほか、計画の策定に関し市長が必要と認める事項

（組織）
第 ３ 条　委員会は、委員21人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
（1）　公募に応じた市民
（2）　関係諸団体の構成員
（3）　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

（委員の任期）
第 ４ 条　委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

（委員長及び副委員長）
第 ５ 条　委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。
２　委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
３　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務
を代理する。

（会議）
第 ６ 条　委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
２　委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

（庶務）
第 ７ 条　委員会の庶務は、市長政策室企画情報課において処理する。

（その他）
第 ８ 条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附　則
　この告示は、平成23年５月１日から施行する。
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○南砺市総合計画策定体制

南砺市　総合計画　資料編
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○南砺市総合計画策定委員会委員名簿

氏　名 役　　職 備　　考

中山　繁實 副市長 委員長

浅田　　茂 教育長 副委員長

高山　博文 市長政策室長

下田　正佳 総務部長

三谷　直樹 民生部長

大浦　章一 産業経済部長

上坂　吉明 建設部長

山畔　勝博 会計管理者

松田　泰彦 議会事務局長

永井　　厳 教育委員会理事

仲筋　武智 医療局長
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○南砺市総合計画策定市民委員会委員名簿

役職 委員名 団体名等 団体役職 「基本方針」の担当

会　長 廣瀬　正也 福野地域自治振興会連絡協議会 会長

副会長 前川　哲郎 七村郷Ｖセブン委員会 会長

委　員 東　　美子 南砺市ヘルスボランティア 会長

1-1自然に優しい住みよいまちづくり

1-3健やかなやすらぎのまちづくり

小西　政寛 南砺市民生委員児童委員協議会 理事

前川　哲郎 七村郷Ｖセブン委員会 会長

山田　政寛 福光地域花と緑の推進協議会 会長

磯辺　文雄 公募

大岡　辰昇 LOVEふくみつ 理事

1-2安全で快適なまちづくり

北口　佳祐 平青年団 団員

廣瀬　正也 福野地域自治振興会連絡協議会 会長

藤井　一彦 心泉いなみ 副理事長

大浦　　進 公募

城宝マチヱ 南砺市ボランティア連絡協議会 会長

2-4心豊かで創造的なまちづくり

3-6市民と行政の協働のまちづくり

中谷　信一 利賀ふるさと財団 理事長

長谷川　誠 南砺市児童クラブ連合会 会長

吉田　哲三 南砺市公民館連合会 理事

名村　桂子 公募

勇﨑　　晃 公募

奥村　一則 南砺市農業再生協議会 会員

2-5いきいきとした活力あるまちづくり

3-7健全で開かれたまちづくり

長田　久美 機の声じょうはな 代表

廣瀬恵美子 さわやかネットワーク 理事

森田　義昭 富山県西部森林組合 砺波支所長

江田　　攻 公募

南砺市　総合計画　資料編
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○南砺市総合計画策定委員会　専門部会委員名簿

1. 美しく住みよいまち
1-1 自然に優しい住みよいまちづくり 1-2 安全で快適なまちづくり 1-3 健やかなやすらぎのまちづくり

◎　三谷　直樹
○　浦田　昭一
　　裏田　　親
　　北島　　清
　　齊藤　宗人
　　高桑　久義
　　滝　由記男
　　上坂　　孝

◎　上坂　吉明
○　裏田　　親
　　一二三敦司
　　宮本　博之
　　三嶋　　稔
　　齊藤　宗人
　　高桑　久義
　　滝　由記男
　　米田　　聡
　　上坂　　孝

◎　仲筋　武智
○　清水　哲郎
　　大西　毅彦
　　石岡　　威
　　杉村　　稔
　　表　　久義
　　竹谷　弘之
　　高桑　久義
　　井幡　秋美
　　岩見　文雄
　　小橋　芳江
　　得永　俊一
　　荒田　清香
　　叶山　勝之
　　安川　　正
　　吉澤　　昇

2. 創造的で元気なまち
2-4 心豊かで創造的なまちづくり 2-5 いきいきとした活力あるまちづくり

◎　永井　　厳
○　大西　毅彦
　　藤井英一郎
　　岩見　文雄
　　小橋　芳江
　　叶山　勝之
　　安川　　正
　　浦辻　一成

◎　大浦　章一
○　原田　　司
　　長澤　孝司
　　浦田　昭一
　　早川　悦充
　　齊藤　宗人
　　滝　由記男
　　米田　　聡
　　大浦　洋志
　　上坂　　孝

3. 開かれたふれあいのまち
3-6 市民と行政の協働のまちづくり 3-7 健全で開かれたまちづくり

◎　高山　博文
○　長澤　孝司
　　大西　毅彦
　　宮崎　博好
　　安川　　正

◎　下田　正佳
　　山畔　勝博
　　松田　泰彦
○　一二三敦司
　　豊川　　覚
　　田原　清則
　　齊藤　宗人
　　鳥越　知証
　　高桑　久義
　　湯浅　藤作
　　須川登喜雄
　　盛田　幸男
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○南砺市総合計画後期基本計画策定の経緯

年月日 検討事項・会議名称 検　討　等　内　容

平成23年
2月6日
～18日 まちづくり市民アンケート 市民2,000人対象

5月10日 南砺市議会全員協議会 策定体制、見直し方針等の説明

6月8日 南砺市総合計画策定委員会（第一回） 策定体制、見直し方針等の説明

7月8日 南砺市総合計画策定委員会専門部会全体会 策定体制、見直し方針等の説明

7月25日 南砺市総合計画審議会（第一回） 策定体制、見直し方針等の説明

7月25日 南砺市総合計画策定委員会（第二回） 施策の柱、施策中分類の検討

7月25日 南砺市総合計画策定市民委員会（第一回） 策定体制、見直し方針等の説明

8月25日 南砺市総合計画策定市民委員会（第二回） 施策の現状、課題の検討

9月1日 南砺市総合計画策定委員会（第三回） 施策の現状、課題の検討

9月9日
～20日

市民意識調査 市民3,000人対象

9月15日 南砺市総合計画策定市民委員会（第三回） 施策の現状、課題、成果指標の確認

9月20日 南砺市総合計画策定委員会（第四回） 施策の現状、課題、成果指標の確認

9月30日 南砺市総合計画審議会（第二回） 施策の現状、課題、成果指標の確認

10月4日 南砺市総合計画策定委員会（第五回） 重点施策の選定

10月27日 南砺市総合計画策定市民委員会（第四回） 成果指標の目標値の検討

11月2日 南砺市議会全員協議会 施策再編案、将来人口推計等の説明

11月2日 南砺市総合計画策定委員会（第六回） 成果指標の目標値の検討、重点施策の決定

11月25日 南砺市総合計画策定市民委員会（第五回） 後期基本計画素案の検討

12月2日 南砺市総合計画策定委員会（第七回） 後期基本計画素案の検討

12月9日 南砺市総合計画審議会（第三回） 後期基本計画素案の検討

12月20日 南砺市議会全員協議会 後期基本計画素案の説明

12月22日 パブリック・コメント（意見公募）実施 後期基本計画素案について

～平成24年1月12日

1月18日 南砺市総合計画策定委員会（第八回） 後期基本計画案について

1月25日 南砺市総合計画審議会（第四回） 後期基本計画案について

2月3日 南砺市議会全員協議会 後期基本計画案の説明

2月27日 南砺市総合計画後期基本計画案答申

3月21日 南砺市議会全員協議会 後期基本計画の説明

南砺市　総合計画　資料編
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企画情報第　805　号
平成23年７月25日

南砺市総合計画審議会
　会長　北　田　　正　雄　殿

南砺市長　田　中　幹　夫　　

南砺市総合計画後期基本計画について（諮問）

　南砺市のまちづくりの指針である南砺市総合計画の後期基本計画の策定について、南砺市総合計画
審議会条例（平成17年条例第２号）第１条の規定に基づき諮問いたします。
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平成24年２月27日

南砺市長　田　中　幹　夫　殿

南砺市総合計画審議会　　　　
会長　北　田　　正　雄　　

南砺市総合計画後期基本計画（案）について（答申）

　平成23年7月25日付け企画情報第805号で諮問のありました南砺市総合計画後期基本計画の策定につ
きまして、本審議会において慎重に審議を重ねてまいりました。
　後期基本計画（案）では、基本構想に定められた「さきがけて 緑の里から 世界へ」に向かって、
基本計画の前期5年間の社会情勢等の変動や人口減少などを踏まえ、現状と課題を把握し後期5年間で
の各政策や施策が体系的に整理されています。
　また、成果指標の目標値の設定理由を明らかにし、関連する施策を横断的に示すなど、市民にとっ
てわかりやすく感じられる構成になっています。
　これらのことから、原案は妥当であるとの結論に達しましたので、下記の意見を付して答申します。
　なお、市長におかれましては、審議過程で各委員から出された意見を十分に踏まえられ、南砺市総
合計画を推進されるよう要望します。

記

１．人口減少、過疎化・少子高齢化の進行などの重要な課題に対し重点的に取り組み、市民が元気に
なる南砺市づくりを進められたい。

２．市民が安全で安心して暮らせるよう、また、過去から受け継いできた伝統文化や自然環境などを
維持していけるよう、市民と行政の協働によるまちづくりに取り組まれたい。

３．北陸新幹線の開業やスマートインターチェンジの整備が、交流人口・定住人口の増加、産業の振
興に結びつくよう、市民や企業と行政が力を合わせ、事業の展開ができるように努められたい。

４．次期総合計画の策定時には、市の財政がさらに厳しくなることが予想されるので、後期5年間にお
いて、今後も継続できる行財政運営が可能となる体制づくりに努められたい。また、限られた経
営資源の中でも市民満足度が最大に高まるよう、まちづくりの方向を定められたい。

５．総合計画の進捗管理を適切に行って計画を着実に進めるとともに、市民へ行政情報を迅速に分か
りやすく伝えることにより、市民が積極的に市政に参加できるように配慮されたい。

南砺市　総合計画　資料編
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