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参考資料



事　　項 日　程 主な内容等

総合計画策定委員会 平成２５年１０月２２日 第５次幸田町総合計画達成状況について

総合計画策定特別委員協議会 平成２５年１１月　５日 第５次幸田町総合計画達成状況について

総合計画審議会 平成２５年１２月２０日 第５次幸田町総合計画達成状況について

総合計画審議会 平成２６年　３月　４日 第５次幸田町総合計画　進行状況について

総合計画策定委員会 平成２６年　４月１８日 第６次幸田町総合計画　基本構想について

総合計画策定特別委員協議会 平成２６年　５月１２日 第６次幸田町総合計画　基本構想について

総合計画審議会 平成２６年　６月１９日 第６次幸田町総合計画　基本構想について

総合計画策定委員会 平成２６年　７月１６日 第６次幸田町総合計画　基本構想　素案について

総合計画策定特別委員協議会 平成２６年　８月　８日 第６次幸田町総合計画　基本構想　素案について

総合計画審議会 平成２６年　８月２６日 第６次幸田町総合計画　基本構想　素案について

総合計画策定委員会 平成２６年１０月２９日 第６次幸田町総合計画　基本計画について（１章、２章）

総合計画策定特別委員協議会 平成２６年１１月　４日 第６次幸田町総合計画　基本計画について（１章、２章）

総合計画審議会 平成２６年１１月１８日 第６次幸田町総合計画　基本計画について（１章、２章）

総合計画策定委員会 平成２７年　１月２８日 第６次幸田町総合計画　基本計画について（３章～６章）

総合計画策定特別委員協議会 平成２７年　２月１２日 第６次幸田町総合計画　基本計画について（３章～６章）

総合計画審議会 平成２７年　３月　３日 第６次幸田町総合計画　基本計画について（３章～６章）

パブリックコメント 平成２７年　５月　１日から
平成２７年　５月３１日まで 提出意見　２名　１１件

総合計画策定委員会 平成２７年　７月　３日 各種意見及び町の考え方

全員協議会 平成２７年　７月１６日 各種意見及び町の考え方

総合計画審議会 平成２７年　８月１２日 各種意見及び町の考え方　諮問・答申

町議会 平成２７年　９月３０日 基本構想議決

総合計画の策定経過
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氏　　名 備　　　考

　大須賀勝之 幸田町教育委員会委員長

　（尾中　　明） （　同　上　）

　清水　　忠 幸田町農業委員会会長

　（稲吉　光治） （　同　上　）

　林　　孝子 幸田町保健推進員協議会会長

　（神田ひとみ） （　同　上　）

　市川　　正 幸田町老人クラブ連合会会長

　山本　直人 幸田町商工会青年部相談役

　音部　年秀 幸田町民生委員児童委員協議会副会長

〇山口　文雄 幸田土地改良区理事長

　伊藤　嘉啓 幸田町消防団団長

　（山崎　健司） （　同　上　）

　中嶋　早苗 幸田町女性消防クラブ会長

　（吉見由香利） （　同　上　）

　（永田　竜子） （　同　上　）

　内田　　等 相見特定土地区画整理組合理事長

　藤江　大輔 幸田町青年農業会議会長

　（竹本　健浩） （　同　上　）

　黒栁　保夫 坂崎学区地域土地利用研究会会長

◎中村　信清 区長会会長

　（伊與田伸吾） （　同　上　）

　（高橋　　厚） （　同　上　）

　藤江三代子 こうた女性の会元会長

　重松　雅子 こうた環境ネットワーク代表

　天野　道夫 知識経験者

　沢田　弘子 幸田町ボランティア連絡協議会会長

　村田　里美 父母の会元会長

　齋藤　智計 深溝まちづくり研究会会長

　岩瀬喜久雄 豊坂南部まちづくり研究会会長

平成２７年８月１２日現在（委員名簿）

◎会長　○職務代理　（　）前任者

総合計画審議会
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平成２７年８月１２日　

　幸田町長　大　須　賀　一　誠　殿

幸田町総合計画審議会　　
会長　　中 村　信 清　　

第６次幸田町総合計画について（答申）

　平成２７年８月１２日付け２７幸企第６２号で諮問のありました第６次幸田町総合計画について、慎重な
審議を重ねた結果、適切であると認めましたのでここに答申します。
　なお、計画を進めるにあたっては下記の点に留意され、住民と行政が一体となり、さらに関係機関と連携
のもと「みんなでつくる　元気な幸田」の実現に最善を尽くされるよう要望します。

記

１　町民や事業者などに対して、本計画の趣旨や内容をわかりやすい形で周知するよう努めてください。

２　子どもから高齢者にいたる幅広い年代の町民、事業者などがそれぞれの役割を自覚し、まちづくりに積
　極的にかかわることができるよう努めてください。

３　社会経済情勢の動向を的確に把握し、経費節減を図りながら積極的な財源確保を進め計画の実現を目指
　してください。

２７幸企第６２号
平成２７年８月１２日

幸田町総合計画審議会　
会長　中 村　信 清　殿　

幸田町長　大　須　賀　一　誠　

第６次幸田町総合計画について（諮問）

　幸田町総合計画策定条例第３条の規定に基づき、第６次幸田町総合計画の策定について貴審議会の意見を
求めます。

（諮問）

（答申）
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幸田町総合計画審議会条例

昭和４４年３月２５日　条例第６号
改正　平成１４年１０月４日　条例第１７号

（趣旨）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４の規定に基づき、幸田町総合計画審議
会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

（設置）
第２条　町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し、必要な調査及び審議会を行わせるため、幸田町総合計画審議会

（以下「審議会」という。）を置く。
（組織）
第３条　審議会は、委員２０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委嘱する。

（１）　教育委員会の委員
（２）　農業委員会の委員
（３）　公共的団体の役職員
（４）　知識経験を有する者
（会長）
第４条　審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。

（委員）
第５条　委員の任期は、１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（顧問及び参与）
第６条　審議会に顧問及び参与を置くことができる。
２　顧問及び参与は、町長が審議会に諮って委嘱する。
３　顧問及び参与は、会議に出席し意見を述べることができる。

（会議）
第７条　審議会の会議は、会長が招集する。
２　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ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、可否同数のときは会長の決するところによる。

（雑則）
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

（施行期日等）
１　この条例は、昭和４４年４月１日から施行する。
２　幸田町建設審議会条例（昭和３１年幸田町条例第１６号）は、廃止する。
附　則（平成１４年１０月４日条例第１７号）
この条例は、公布の日から施行する。

（条例）
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役　　職 氏　名 役　　職 氏　名

◎副町長 成瀬　　敦 　こども課長 志賀　光浩

　教育長 小野　伸之 　保健医療課長 牧野　宏幸

　企画部長 大竹　広行 　健康福祉部次長兼福祉課長 山下　明美

　企業立地監兼企業立地課長 志賀　幸弘 　健康課長 薮田　芳秀

　総務部長 山本　富雄 　環境課長 林　　保克

　住民こども部長 山本　茂樹 　産業振興課長 三浦　正義

　健康福祉部長 大澤　　正 　環境経済部次長兼水道課長 伊澤　正美

　環境経済部長 清水　　宏 　土木課長 永谷　陽明

　建設部長 近藤　　学 　都市計画課長 石川　正樹

　消防長 壁谷　弘志 　建設部次長兼区画整理課長 伊澤　勝一

　教育部長 小野　浩史 　下水道課長 梅村　敏之

　議会事務局長 桐戸　博康 　会計管理者兼出納室長 牧野　洋司

　人事秘書課長 山本　晴彦 　庶務課長 長坂　好雄

　企画部次長兼企画政策課長 林　　敏幸 　予防防災課長 杉浦　信克

　総務課長 都築　幹浩 　消防次長兼消防署長 本田　　稔

　財政課長 内田　　守 　教育部次長兼学校教育課長 羽根渕闘志

　総務部次長兼税務課長 平松　寛昭 　生涯学習課長 鳥居　栄一

　防災安全課長 吉本　智明 　監査委員事務局長 岡田　博次

　住民課長 山本　智弘 　

職　　名 氏　名

企画部次長兼企画政策課長 林　　敏幸

企画政策課主幹 齋藤　啓一

企画政策課主査 伊野　隆弘

総合計画策定委員会

平成２７年 4 月１日現在

◎委員長

（名簿）

（事務局）
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計　　画　　名 計画期間 理　念 将　来　像

幸田町総合計画 １９７０年（昭和４５年）～
１９８０年（昭和５５年） 人間と自然と産業の調和

人間尊重の理念に基づく
健康的な
「住みよい町」

幸田町新総合計画 １９７７年（昭和５２年）～
１９８５年（昭和６０年） 人間と自然と産業の調和

人間尊重の理念に基づく
健康的な
「住みよい町」

第３次幸田町総合計画
１９８６年（昭和６１年）～
２０００年（平成１２年）
※基本計画は１９９５年
（平成７年）まで

人と自然と産業の調和 緑のなかの豊かな
活力ある文化都市

第４次幸田町総合計画
１９９６年（平成８年）～
２０１０年（平成２２年）
※基本計画は２００５年
（平成１７年）まで

人と自然と産業の調和
やさしい　いきいき
伸びるまち
「躍動と創造の緑住文化
都市」

第５次幸田町総合計画 ２００６年（平成１８年）～
２０１５年（平成２７年）

調和－人と自然、
友情－人と人、
発展－人と都市

夢のある、心のかよう、
活力あるまち
「人と自然を大切にする
緑住文化都市」

第６次幸田町総合計画 ２０１６年（平成２８年）～
２０２５年（平成３７年） 人と自然と産業の調和 みんなでつくる

元気な幸田

総合計画の変遷
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計　　画　　名 期　間 担当部署 関連　章-節

幸田町地域防災計画 毎年更新 防災安全課 １章-１

幸田町消防整備基本計画 2012年～2021年 消防本部 １章-１

幸田町防犯活動行動計画 2013年～2016年 防災安全課 １章-２

幸田町都市計画マスタープラン 2010年～2030年 都市計画課 １章-３、５、６

幸田町都市交通マスタープラン 2010年～2030年 企画政策課 １章-３

幸田町総合交通戦略 2010年～2019年 企画政策課 １章-３

幸田町橋梁長寿命化修繕計画 2013年～2022年 土木課 １章-３

幸田町地域水道ビジョン 2008年～2018年 水道課 １章-４

幸田町公共下水道全体計画書 2011年～2025年 下水道課 １章-４

幸田町建築物耐震改修促進計画 2013年～2020年 都市計画課 １章-５

幸田町緑の基本計画 2010年～2030年 都市計画課 １章-６　２章-１

幸田町環境基本計画 2013年～2022年 環境課 ２章-１、２

幸田町地球温暖化対策実行計画 2014年～2018年 環境課 ２章-１

一般廃棄物処理基本計画 2014年～2028年 環境課 ２章-２

第２次幸田町食育推進計画 2013年～2016年 産業振興課 ３章-１

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 産業振興課 ３章-１

人・農地プラン 産業振興課 ３章-１

幸田農業振興地域整備計画書 2014年～2018年 産業振興課 ３章-１

幸田町企業立地マスタープラン 企業立地課 ３章-２

第２次健康こうた２１計画 2014年～2023年 健康課 ４章-１

幸田町子ども・子育て支援事業計画 2015年～2019年 こども課 ４章-２　５章-１

幸田町男女共同参画プラン 2009年～2018年 企画政策課 ４章-２　６章-１

幸田町地域福祉計画 2015年～2019年 福祉課 ４章-３、４

幸田町障がい者計画 2012年～2017年 福祉課 ４章-３

幸田町障がい福祉計画 2015年～2017年 福祉課 ４章-３

幸田町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 2015年～2017年 福祉課 ４章-４

幸田町子ども読書活動推進計画（第二次） 2015年～2019年 生涯学習課 ５章-２

国史跡島原藩主深溝松平家墓所保存管理計画 生涯学習課 ５章-３

幸田町行政改革大綱 2015年～2017年 人事秘書課 ６章-３

関連計画一覧
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