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１ 第二期大泉町総合戦略策定の経過

令和元年 ７月 ９日 第一回策定委員会

第一回策定部会

７月１１日 第二回策定部会

８月 ９日 第二回策定委員会

８月１９日 第一回検討委員会

８月２６日 第三回策定部会

８月２９日 第三回策定委員会

９月３０日 第四回策定部会

１０月 ２日 第四回策定委員会

１０月 ９日 第二回検討委員会

１０月１８日 第五回策定委員会

１０月２９日 第三回検討委員会

１０月３１日 第六回策定委員会

１２月 ５日 パブリックコメント実施（～令和２年１月８日）

令和２年 １月１５日 第七回策定委員会

１月２０日 第四回検討委員会

２月 ３日 第八回策定委員会

資料編
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２ 大泉町人口ビジョン・総合戦略検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）に基づく地方人口ビジ

ョン及び地方版総合戦略（以下「総合戦略等」という。）の策定及びその効果の検証に関

し、客観的な立場から幅広く意見を聴取するため、大泉町人口ビジョン・総合戦略検討

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。

(１) 総合戦略等の策定に関すること。

(２) 総合戦略等の検証に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(１) 学識経験を有する者

(２) 自治会を代表する者

(３) 商工業関係団体を代表する者

(４) 農業関係団体を代表する者

(５) 金融機関を代表する者

(６) 労働団体を代表する者

(７) 報道機関関係の者

(８) 福祉関係団体を代表する者

(９) 子どもの保護者を代表する者

(1０) 群馬県の職員

(1１) その他特に町長が適当と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

２ 委員は、再任されることができる。

（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１人を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、会議を代表し、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。

（委員会）

第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 委員会の議事は、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
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による。

４ 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、資料の提出

及び意見を求めることができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、企画部企画戦略課が行う。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則（平成２７年４月２８日）

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則（平成２７年７月７日）

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則（平成３０年３月２８日）

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

３ 大泉町人口ビジョン・総合戦略検討委員会委員名簿

区 分 氏 名 所属・役職等

1号 学識経験を有する者 林 仁史
関東学園大学 教授

（検討委員会 委員長）

1 号 学識経験を有する者 齋藤ソノ子 大泉保育福祉専門学校 学校長

2 号 自治会を代表する者 岩﨑 正男 区長会 会長

3 号 商工業関係団体を代表する者 茂木 透 大泉町商工会 会長

3 号 商工業関係団体を代表する者 米澤 雄大 大利根金属工業協同組合 理事長

4 号 農業関係団体を代表する者 持田 一郎 大泉町農業委員会 会長

5 号 金融機関を代表する者 稲村 勤 群馬銀行大泉支店 支店長

6 号 労働団体を代表する者 鈴木 智秀
オン・セミコンダクター労働組合

書記長

7 号 報道機関関係の者 久保田 健 上毛新聞社東毛総局 局長

8 号 福祉関係団体を代表する者 神長 泰弘
大泉町社会福祉協議会 会長

（検討委員会 副委員長）

9 号 子どもの保護者を代表する者 南本 圭子
大泉町西児童館 館長 兼

大泉町南児童館 館長

10 号 群馬県の職員 福村 浩幸 群馬県邑楽館林振興局 局長

11 号 その他特に町長が適当と認める者 大塚 晃央 大泉町顧問弁護士
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４ 大泉町人口ビジョン・総合戦略策定委員会設置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）に基づく

地方人口ビジョン及び地方版総合戦略（以下「総合戦略等」という。）を策定するに当た

り、全庁的な合意の形成及び円滑な事務の推進を図るため設置する組織に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（策定委員会）

第２条 総合戦略等を策定するため、総合戦略等策定委員会（以下「策定委員会」という。）

を置く。

２ 策定委員会は、総合戦略等策定部会（以下「策定部会」という。）が作成する総合戦略

等の素案について審議し、総合戦略等の原案を作成する。

３ 策定委員会は、別表第１左欄に掲げる職にある者をもって組織する。

４ 策定委員会の委員長は副町長、副委員長は教育長をもって充てる。

５ 委員長は、策定委員会の会議を招集し、その議長となる。

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故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。

７ 策定委員会の委員は、別表第１右欄に掲げる策定部会をそれぞれ担任し、担任する策

定部会に必要な助言又は指導を行うものとする。

（策定部会）

第３条 総合戦略等の素案を作成するため、別表第２左欄に掲げる策定部会を置く。

２ 各策定部会は、別表第２中欄に掲げる事項を所掌し、同表右欄に掲げる職にある者を

もって組織する。

３ 各策定部会に、部会長１人、副部会長１人及び庶務担当１人を、それぞれ部会員の互

選により置く。

４ 部会長は、策定部会の会議を招集し、その議長となる。

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。

６ 庶務担当は、部会の庶務を処理するものとする。

（ワーキンググループ）

第４条 部会長は、必要があると認めるときは、策定部会の補助機関として、ワーキング

グループを置くことができる。

２ ワーキンググループは、部会長の指示に基づき次に掲げる事務を行う。

(１) 総合戦略等の素案の作成に必要な資料の収集、整理及び分析に関する事務

(２) 総合戦略等の素案の作成に必要な事務事業又は計画の調査又は調整に関する事務

(３) その他総合戦略等の素案の作成に必要な事務

３ ワーキンググループは、部会長の要請に基づき、所属長の推薦を受けた職員をもって

組織する。

４ ワーキンググループに、リーダー１人、サブリーダー１人及び庶務担当１人を置き、
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部会長がそれぞれ指名する。

５ リーダーは、部会長の指示に基づき組織員を指揮し、第２項各号に掲げる事務を掌理

する。

６ サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又はリーダーが欠けた

ときは、その職務を代理する。

７ 庶務担当は、ワーキンググループの庶務を処理するものとする。

（資料の提出要求等）

第５条 策定委員会、策定部会は、必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出、説

明又は会議の出席を求めることができる。

（策定状況の報告）

第６条 策定委員会は、町長の求めに応じ総合戦略等の策定状況を報告しなければならな

い。

（庶務）

第７条 策定委員会の庶務は、企画部企画戦略課が行う。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、決裁の日から施行する。

附 則

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表１（第２条関係）

委 員 担任する策定部会

副町長 －

教育長 －

総務部長 地域づくり部会

企画部長 地域づくり部会

財務部長 しごと部会

健康福祉部長 子育て部会

住民経済部長 しごと部会

都市建設部長 しごと部会

教育部長 子育て部会

議会事務局長 地域づくり部会
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別表２（第３条関係）

策定部会 所掌事項 部会員

地域づくり部会 時代に合った地域をつくり、安心なく

らしを守るとともに、地域と地域を連

携するための施策に関する現状調査、

分析と総合戦略等の素案の作成に関

すること。

秘書課、総務課、安全安心課、企画戦略

課、広報情報課及び多文化協働課に属す

る課長並びに議会事務局次長及び監査

委員事務局長

しごと部会 安定した雇用の創出とそれを支える

人材を育成するための施策に関する

現状調査、分析と総合戦略等の素案の

作成に関すること。

財政課、税務課、収納課、住民課、国民

健康保険課、経済振興課、都市整備課、

道路公園課、環境整備課及び会計課に属

する課長

子育て部会 若い世代の結婚・出産・子育ての希望

をかなえるための施策に関する現状

調査、分析と総合戦略等の素案の作成

に関すること。

福祉課、高齢介護課、健康づくり課、教

育管理課、教育指導課、こども課及び生

涯学習課に属する課長


