
 

第 2次総合振興計画の策定状況について                    
     

■経過及び今後の予定について    ※青書：R1.7.13～R1.11.21    ※赤書：R1.11.22～ 

日  時 内      容 

H30.10月 12日 

 

 

 

 

◎策定支援業務委託者の公募開始 

・プロポーザル方式により選考 

参加表明書の受付期間：H30.10.12～H30.10.26 

企画提案書提出期間：H30.10.30～H30.11.28 

プレゼン（公開）及び審査：H30.12.7 

結果の通知：H30.12.14 

H30.12月 14日 ◎策定支援業務委託者の決定 

・プロポーザル方式により㈱エブリプラン（松江市）を選定 

H30.12月 14日 

 

●平成 30年第 4回議会定例会（12月） 

・隠岐の島町総合振興計画条例を議決 

H31.1月 21日 

 

■平成 30年度第１回総合振興計画策定推進本部会（庁議構成員） 

・第 2次総合振興計画に関する基本的事項について 

・策定委員会の設置について 

・策定委員会の所掌事務の確認について 

・策定スケジュールの確認について 

H31.2月 1日～15日 ◎アンケート調査の実施 

・対象者：町民 2,000 名 回答者 687 名（回答率 34％) 

小学生(5・6 年生)207 名 中学生(2 年生)99 名 高校生(2 年生)94 名 

合計 1,087 名から回答 

H31.2月 8日 ◆第１回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・任命書の交付 

・策定方針及び策定スケジュールの確認 

・部会の設置 

H31.3月 5日・6日 ◎職員研修会を開催 

【内容】今後の隠岐の島町のあるべき姿を議論。また、研修会を通じて、

町民の皆様との協働によるまちづくりの必要性を理解すると

ともに、対話の進め方についての理解向上、技術習得を図る。 

【講師】田坂逸郎氏（ファシリテーター） 

【出席者】5日：72名 6日：80名 計 152名 

H31.3月 7日～29日 ◎総合振興計画審議会委員を公募（2名） 

 

 

令和元年 11 月 21 日開催第４回審議会資料① 地域振興課 



 

H31.3月 24日 ◎まちづくり講演会を開催（町民の皆様対象） 

【題名】地元に人としごとを取り戻す～田園回帰 1％戦略～ 

【講師】一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山浩氏 

【出席者】町民の皆様４５名 

H31.4 月 18 日～5 月

10日 

◎各課ヒアリング（現行の総合振興計画についての検証） 

【内容】現行の総合振興計画に対しての成果及び課題等について、担当

課長・係長より聞き取り調査を実施 

【実施部署】13課、3支所、中出張所、中央公民館 

H31.4 月 26 日 

 

★平成 31 年度第１回総合振興計画審議会 

・委嘱状の交付（16名） 

・会長・副会長の選出について 

・計画策定の概要について 

R 元.5月 21日 ◆第 2回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・地区別意見交換会の開催及び役割分担について 

・各種団体との意見交換会の開催について 

R 元.5月 23日～29日 ◎地区別意見交換会（町内 5地区） 

・5/23 布施地区 出席者 12 名 

・5/24 中村地区 出席者 12 名 

・5/27 五箇地区 出席者 14 名 

・5/28 都万地区 出席者 10 名 

・5/29 西郷地区 出席者 36 名   計 84 名 

R 元.5 月 31 日 

 

★令和元年度第 2 回総合振興計画審議会 

・まちの現状と課題について 

・今後優先的に取り組む事項について 

・部会の設置について 

R 元.6月 27日 

 

●令和元年第 2回議会定例会（全員協議会） 

・第 2 次総合振興計画の策定状況について説明 

R 元.5 月 31 日～7 月

10日 

◎各種団体・グループ等との意見交換会 

・5/31  地域おこし協力隊（9名） 

・6/29  子育てサークル「オヤトコ」（13名） 

・7/3   隠岐病院医師（院長他 5名） 

・7/5   ＪＡしまね隠岐青年連盟（7名） 

・7/5   隠岐の島町まちづくり協議会（5名） 

・7/9   隠岐青年会議所（2名） 

・7/10  隠岐若者１００人委員会（9名） 

R 元.7月 8日 ■令和元年度第１回総合振興計画策定推進本部会（庁議構成員） 

・現行総合振興計画の検証報告書（案）について 

   再度確認・修正したものをもって成案とする ※7/25公表 



 

R 元.7 月 12日 

 

★令和元年度第 3回審議会・第 3 回策定員会 合同会議 

・研修会（講師：「持続可能な地域社会総合研究所」所長 藤山浩氏） 

・意見交換（今後のまちづくりにあたっての課題・重点取り組み） 

R 元.7月 29日 ◆第 4回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・本町が抱える課題について 

・課題解決に向けた方針について 

R 元.8月 2日 

 

●令和元年第 2回議会臨時会（全員協議会） 

・第 2 次総合振興計画の策定状況について説明 

 

R 元.8月 9日 ◆第 5回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・計画骨子（案）の検討 

 

R 元.8月 27日 ◆第 6回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・計画骨子（案）の検討 

 

R 元.9月 12日 ◆第 7回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・計画骨子（案）の検討 

 

R 元.9月 26日 ◆第 8回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・計画骨子（案）の検討 

R 元.9月 26日 ■令和元年度第 2回総合振興計画策定推進本部会（庁議構成員） 

・策定経過の確認等 

R 元.9月 27日 

 

●令和元年第 3回議会定例会（全員協議会） 

・策定状況について説明 

 

R 元.10月 10日 ◆第 9回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・計画骨子（案）の検討 

 

R 元.10月 24日 ◆第 10回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・計画骨子（案）の検討 

 

R 元.11月 14日 ◆第 11回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・計画骨子（案）の検討 

 

R 元.11月 21 日 

 

★令和元年度第 4回総合振興計画審議会 

・策定経過、今後のスケジュール等の報告 

 



 

R 元.11月 22日 

 

●議会全員協議会 

・策定経過、今後のスケジュール等の報告 

 

R 元.11月 28日 ◆第 12回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名） 

・計画骨子（策定委員会案）の最終取りまとめ 

 

R 元.11月 29日～ 

12月 9日 

■総合振興計画策定推進本部会（庁議構成員） 

・計画骨子（策定委員会案）の検討 

・計画骨子（案）の決定 

R 元.12月中旬 ※審議会委員へ計画骨子（案）を提示（郵送） 

 

 

R 元.12月下旬 ●令和元年第４回議会定例会（全員協議会） 

 ・計画骨子（案）の説明及び、意見聴取 

 

R 元.12月下旬 

 

★令和元年度第 5 回総合振興計画審議会 

・計画骨子（案）の説明及び、意見聴取 

 

R 元.12月～R２.1月 策定委員会・策定推進本部会を随時開催 

総合振興計画審議会での審議・答申 

次期総合振興計画（素案）の策定 

R２.2月～ パブリックコメントの実施 

総合振興計画（案）の策定 

R２.3月 3 月議会に総合振興計画（案）を上程 

 

 

 


