
第５回稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会議事録 

 

１ 日 時  平成２７年１０月７日（水）１３時３０分～１４時３０分 

 

２ 場 所  稲美町役場新館４階コミュニティセンターホール 

 

３ 出席者 

（１） 委 員 田端委員長、小村副委員長、松井委員、真木委員、藤谷委員、 

大畑委員（末谷委員代理）、浅図委員、門野委員、村下委員、岩切委員 

（欠席：廣田委員、唐木委員、小久保委員、佐藤委員、田中委員） 

 

（２） 行 政 古谷町長、大竹副町長、藤原部長、藤本部長、奥州部長、松田部長 

事務局 大西部長、沼田課長、中山係長、赤松主査 

 

４ 会議の概要 

１．開会 

２．町長あいさつ 

３．委員長あいさつ 

４．審議事項 

（１） パブリックコメント実施結果について 

（２） 稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について 

５．その他 

６．閉 会 

 

５ 議事録 

【１．開会】 

 

【２．町長あいさつ】 

  〔町長〕   今回、稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会の開催に際しまして御礼も含めま

してごあいさつ申し上げたいと思います。全国では１０月末を目指しまして、それぞ

れが総合戦略の策定を急いでいる訳でございます。県内におきましても 20 を超える

市や町が取り組んでいるところでして、幸いにしまして皆様のおかげで稲美町はなん

とか１０月末に滑り込み可能かというところに至っています。2060年には我が町が人

口２万人を超えることを目指していろいろな事業、施策これを今後５年間実行に移し

ながら人口ビジョンを維持していくところです。そして今年度また 28 年度予算にこ

れらを補正あるいは当初予算の上程をしていくということになります。先日も議会選

挙が終わりまして初議会が開催されましたが、その中でも総合戦略、あるいは地域創

生という話が選挙戦でたくさん出たということでございますので議会の今後のいろ

いろな発言、あるいはこれらと合わせまして稲美町の将来を考えていただいていると

ころでございます。委員会におかれましてはこれが最後の集まりになりますけれども、



今後とも引き続き稲美町の町づくり、将来の姿に立ち至るまでご指導、ご鞭撻いただ

ければと思っております。引き続き十分健康に留意されましてご活躍されるよう心よ

り祈念申し上げまして推進委員会のお礼の言葉、そしてごあいさつに代えさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

 

  〔事務局〕  それでは田端委員長からごあいさつをお願いしたいと思います。 

 

【３．委員長あいさつ】 

  〔委員長〕  みなさんお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。先程、町長の方から

ごあいさついただきましたとおり今日がこの会合最終ということになります。やはり

創生会議を作っていく上で産官学だけでなく金融機関や労働団体、メデイアといった

ものが加わった非常に幅広い各層から集めていくということは多様な見方もできる

良い面もあります。一方でそうすると他となかなか差がつかなくなってくるという面

があります。 

そこでどういう特徴を見出していくのかというのは実は先程、町長がおっしゃられ

ていましたがその次のステップで、例えば施策化していくとかいうところでかなり差

がついてくるのではないかと思っています。そのためには地道な研究ですとか調査で

すとかを含めたこと、そういった基盤があって可能となってきますので先程、町長か

らもこれからも見守ってほしいとおっしゃっておられましたけれど、それはまさに基

盤を担っておられるのが先程言った産官学だけではなくメディアを含めた各層の

方々ですから、そういった基盤を担っていただいて施策の部分でキラリと光るなとい

うものが各地で出てくれば地方創生につながるのではないかと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 

【４．審議事項】 

（１）パブリックコメント実施結果について 

〔委員長〕  ４番目の審議事項から進めさせていただきたいと思います。９月３０日締切りのパ

ブリックコメントを町民のみなさまに行っており、その結果が出ているということで

すので、まず事務局からこの内容の説明をお願いできますでしょうか。 

 

〔事務局〕  パブリックコメント実施結果について事務局説明 

 

  〔委員長〕  今、事務局の方から基本的なパブリックコメントの概要とそれに対して町としてど

うやって回答していくのかということについてご説明がありました。これにつきまし

て何かご質問やご意見はございませんでしょうか。審議となっていますが決定すると

いうことではないのでコメントいただいた方にフィードバックする際にこういうこ

とに注意した方がいいのではないかとか、このあたりを的確にご説明した方がいいの

ではないかとか、そのあたりでも結構ですのでいかがでしょうか。 

 

  〔委 員〕  『若者による農業の支援を考えて欲しい』というところで『地域の特性を活かした



農業など、産業としての農業に着目し、農業振興を図るとともに、高齢者が支える農

業から地域と意欲ある農業者が支える農業への転換を促進してまいります』とあるが

少しわかりにくいかなと思います。我々が考えているのは若者がいかに農業に入って

来られるかという誘引策が必要なのではないかと考えている。農業というのは若者に

とってはなじみやすいところとなじみにくいところがあるので、特に業務的にも大変

なところがあるので、そのあたりをもっと軽減化していくとか『地域の特性を活かし

た』という中にそういうことが含まれているのかわからないのですが、私どもとして

はもっとそういうことを考えていきたいと思っています。 

   

  〔委員長〕  いかがでしょうか。ただいまのご意見、ご指摘だったと思うのですが、この書き方

だと若者が農業の方に向いてくれるような答えではないのではないかということで

すが。戦略案の 57 ページには『意欲ある多様な新規就農者を支援する』とか『意欲

ある小規模農家が農業の経営を継続できるように支援する』といった形で意欲あると

いうのはもちろん出ているのですが、必ずしもここは若者だけということではないの

で、若者を引きつけるという部分での回答はどうなのかというご指摘だと思うのです

がいかがでしょうか。 

 

  〔事務局〕  当初３回目までの委員会で『若者』という言い方をしておったのですが、若い方の

新規と言ってしまうと限られてしまうので、担い手の育成というところで意欲のある

多様な新規就農者という意味合いでこれから始めようとする方を念頭において変え

ていったという経緯があります。 

 

  〔委員長〕  多様の中に若者もいれば新規就農者や退職されて農業をされる方もいるので、若者

と言ってしまったら入って来ないと困るという庁内での調整の結果だと思うのです

けれど何か良い案があれば。 

 

  〔事務局〕  若者に対する農業の支援ということだと思うのですけれど、そういう意味では青年

就農給付金というものがございまして、これで稲美町の場合はかなり多くの就農者が

増えておりますので非常に有効な手段だと思っております。町の方ではこの地方創生

と絡みまして更にもう一歩進めまして特産品と新規就農者の支援ということでＪＡ

と協力しまして、トマトと苺を作るハウスを支援させていただいて就農者を育ててい

こうということで、そのあたりが地域の特性を活かしたということで、非常に稲美町

の大切な特産品ですので今後進めていこうというのが主旨です。少しわかりにくい表

現かとも思いますがここに書かれていることはそういった主旨だとご理解いただけ

ればと思います。 

 

  〔委員長〕  若者という部分で意見が出ましたら実際に行われている施策を付け加えていただけ

ればと思います。他、何かありますでしょうか。 

 

  〔委 員〕  パブリックコメントの内容ではないのですが、この中を見ますと人口ビジョンを大



きく出しているが、パブリックコメントに１箇所も無い。特に女性からの子育て支援

とかそういう関係に触れられてないのが残念だと感じます。そのあたりの働きかけが

足りなかったのではないかと思います。 

 

  〔委員長〕  若い方、当事者の方の意見を積極的に聞かないとうまくいかないと言われています

が、このあたりがうまくカバーできていないと思うのですが、パブリックコメントの

取り方について今回工夫されたところはありましたか。聞いてほしかった層にちゃん

と聞けていたのかどうかが問題ではないかということだと思うのですがいかがでし

ょうか。 

 

  〔事務局〕  パブリックコメントの仕方としては期間を設けてホームページ等でお知らせしてい

ます。それと１階のロビーのところ情報公開コーナーでも出している。今回は協働ま

ちづくりモニターにもご意見をいただいています。どちらかというと年配の方がモニ

ターの中には多いというのが実情で、若い方のご意見というのは件数としては数が出

ていないのが実情であります。あとは本編の中にあります意向調査というアンケート

調査の中で結婚や出産のことですとか、進路希望に関することとかそのあたりを若い

方のご意見として戦略に載せているということでご了承いただきたいと思います。 

 

  〔委員長〕  パブリックコメントはきちんと決まった制度なのでなかなか動かしづらいところは

あると思うのですが、以前会議が終わった後にある委員からもあったようにこっちか

ら出向いていかないと積極的な意見を聞くというのはなかなか難しいと思います。そ

こがどうしてもパブコメは待っていますという姿勢なので、先程も言いましたが決ま

って制度があるのでなかなか変えられないのですが対象者がどこで、当事者の意見を

聞きに行くというのが待っているだけでは難しいのでやはり積極的に出向いて聞き

に行っていただくというのもこれから施策が本当にカギになりますので、施策が良い

のかどうか本当に聞いてきます。同じような特徴を持った地域は同じようなものを出

してくると思いますので内容は大きく変わるものは無いと思うが、施策で変化が出て

きますので、今後施策を作っていく上においては、こちらから出向いていくというの

は大事かと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。他は何かございませんで

しょうか。 

 

  〔委 員〕  委員長がおっしゃっているように実際に施策に肉付けしていくということで出てく

ることだと思うのですが、パブリックコメントの何に力を入れようとしているのか、

キャッチコピー的にどういうことをやろうとしているのか。例えば『夢と希望をかな

える稲美のくらしの創生』というのはわかるのですが、そのためにどの分野に力を入

れて、何をやろうとしているのか。具体的な施策はともかくとして、町としての姿勢

が見えてこないのがそういう意見として出てきているのではないかと思います。もう

少しより具体的にこれから何をしていこうとしているのかというのを感じさせるよ

うな工夫を形にしていくということを出来るだけやっていくというのが良いのでは

ないかと思います。 



 

  〔委員長〕  このご意見に対してはいかがでしょうか。優先順位と伝え方と２つがあると思うの

ですが、まだこれを作るのが手一杯のところがあって、まだ次の段階にはまだちょっ

といけてないと思いますが議会にもこれから諮っていかないといけませんし、議会も

新しくなりましたのでその中でそれぞれの議員が優先順位を付けていくのは政治の

世界になってきますのでその部分もあると思うのですがいかがでしょう。 

 

  〔事務局〕  １０月３日に１００人会議がございまして田端先生に講師をお願いしまして、その

中で稲美町における地方創生ということでご講演いただきました。日本や世界の広い

視点からと戦後の日本の人口政策ということで広い範囲でまた過去からつながると

いう視点で稲美町をクローズアップした講演をしていただいて、その中のまとめのと

ころで大きく２つあり子育て世代と若者に選ばれる町になってその方々を社会増で

流入を促していく、そしてその方々が次の世代を育む基盤でもあるのでその先も定着

していってもらうことで自然増につなげていく制度を作り出していくという講演を

していただいております。 

そこで今回変わった部分ですが、子育てに関することも文面に加えておりまして

54ページの『基本戦略』の『夢と希望をかなえる稲美のくらしの創生』というところ

に子育てということが入ってきましたのと、52ページの『社会増対策』の中で考え方

として社会増で転入してきた方のその子ども世代が定着することによって自然増に

もつながっていくということで社会増を促した中で自然増も増えていくということ

も足してきたところです。あと、どこをどう強くしていくかというのは今後のこちら

の見せ方につながっていくのかと思います。 

 

  〔委 員〕  先程言われている具体的なところですが、農業のことはたくさん書いてくれている

が具体的なことは無くて、生産ばかりしている農家が加工しようと思ってもなかなか

苦しく加工先を探す訳ですが、稲美町で探した時に全然無い。稲美町で加工業者とし

て育成していただけるならそれにのっていきたいとも思いますし、また加工ありきで

新規就農されるのであればそこに支援を充ててもいいのかと思います。そこを具体的

というか筋道をランク分け、階層分けを考えていただけたらと思います。 

また以前も提案しましたが土作りで農地の生産性を上げてくださいという部分で、

家庭菜園はしたことがあるという人でもいきなり空気が入っていない微生物も少な

い田んぼに物を作りましたといっても多分最初はできないからやめてしまうと思う。

そこを考えるともっと生産性、有機物の補給であるとかで作りやすくしてやってから

声をかける方が良いと思うのでそのあたりを考えていただければと思います。 

 

  〔委員長〕  これはちょっと突飛と思われるかも知れませんが、野菜の加工なら加工屑が出るの

でそれを発酵して有機土作りに活かしていくとか。今までも農家はこれをまき込んで

きた訳ですけれど、そういった物を例えば循環型で位置付けていけば加工と土作りと

いう結び付くところもあると思います。そういったことも今後施策の中で十分考えら

れると思います。 



（２）『稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）』について 

  〔委員長〕  それでは続きまして『（２）稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）』につい

て事務局の方からご説明お願いします。 

 

〔事務局〕  『稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）』について説明。 

 

〔委員長〕  ありがとうございました。前回からの修正点を中心に説明をいただきましたが、今

の説明に対して何かご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 

  〔委 員〕  先程もお話がありましたけれど、生産から加工へ次につないでいくのが６次産業と

考えた時に、それをどうするのかというのがあまり書かれていないと思うが、そうい

うものに対して何か数値的なものはないのでしょうか。 

 

  〔委員長〕  計画レベルだけでなく実際の施策レベルになってくると思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

  〔事務局〕  数値的に合わせられるのがなかなか見つからなかった。 

 

  〔委 員〕  ６次化というのを具体的にやっていこうと思ったらなかなか難しい部分があって、

いろいろなところとつながっていかなくてはできない。一つの生産だけで終わる訳で

はないので、そこの部分でどうやっていけばいいのか県としても出しづらいところが

ありまして、できましたら書いていただければと思います。 

 

  〔委員長〕  県としてはブランド化など支援をされているかと思うのですが、実際に生産に関わ

るということは無いと思いますが。 

 

  〔事務局〕  非常に大事なことではあるのですが道筋は一つでは無いということだと思います。

とりあえず大型の特売所の数を目標としていますが、もう少しきめ細かいものがあっ

てもいいと思います。特に農業者だけでなく流通、加工、販売いろいろな業者が関わ

ってきますので農業者団体の中だけの推進ではなく今は商工業者の方にも働きかけ

をしております。その中でいろいろな連携のグループができあがっていますし、そう

いう方向で今後は進めたいと思います。 

 

  〔委員長〕  他に何かございませんでしょうか。先程、施策展開についての話も出ていますがい

かがでしょうか。 

 

  〔委 員〕  施策展開の『活力ある商工業の振興』の『地域産業の振興』ということで主な事業

が書かれていますが、指標として『住宅リフォーム工事受注件数』とあるがこれが地

域産業の振興とどうつながるのか違和感がある。どちらかといえば定住であるとか住

居系の話になってきますので、店舗のリフォームというなら指標として結びつくのは



わかるのですが、住宅リフォームとしてしまうとどうしても住宅系のイメージが強く

なってしまう。ここはこのままこの指標でいくのかという質問なのですが。 

 

  〔委員長〕  確かに住宅産業が地域産業であればそうなのですが、そういう訳ではないと思うの

で今のご指摘についていかがでしょうか。 

 

〔事務局〕  住宅リフォーム補助事業というのが町内の施工業者を使って工事した場合に補助を

出すということがありまして、この事業が地域産業の振興を目的としていて、この地

域産業の中の振興という中ではつながっていると思います。あと他の主な事業で上げ

ています中で良い指標があれば検討させていただきたいと思います。 

 

〔委員長〕  建設業の振興というのはわかるのですが、パッと見た目に違和感を持つというのも

わかる気がします。この事業が地域産業の振興ということで予算をつくっているので

そうなっていると思いますが、少しご検討くださいということでよろしいですか。他

はいかがでしょうか。 

 

  〔委 員〕  施策展開の『地域資源の利活用』の『空き家ツアー』ですが、空き家が多くてすご

く困っているという話を多く聞きます。空き家になるとやはり雑草とかが大変みたい

で隣の家が大変だから刈っているということになっていて、近所の方が関わっている

から良いのですが、その方達もだいぶ年齢がいっているので、空き家の調査をしてい

ると思うのですがツアーでその状況を見ていただくというのは前回も委員の冊子を

見てもすごく感じたのですけれど大切だと思いました。 

 

  〔委員長〕  具体的には空き家ツアーというのを行政がやるのか、どこかに任せるのかわかりま

せんが、空き家の問題というのはクローズアップして人口の流入の問題だけでなく地

域のコミュニティの問題も考えていかなくてはいけないということもあるかと思い

ます。他に何かございますか。 

 

  〔委 員〕  施策展開の『企業誘致の推進』ですが現時点で稲美町は企業誘致をされているので

すか。目標値は単なる目標なのか何か見込みがある数字なのか。 

 

  〔委員長〕  いかがでしょうか。もし無ければ無いで今後考えていけばいいと思いますし、例え

ば企業誘致の推進で先程も出ましたが県の方も産業振興センター等いろいろありま

すのでそういったところと議論していかなければいけないところもありますでしょ

うし、それから税制など減免についてはどの程度の効果があるのかは議論のあるとこ

ろなので一概に良いとはいえませんけれど、そういう施策もありますし、更には政策

的に関連産業を誘致していくということもあると思います。そういうところがあれば

ということですが、いかがですか。 

 

  〔事務局〕  県の戦略にあるとおり市街化調整区域の地区計画、工場立地は可能ですが、このあ



たりは具体的な施策を展開するまではまだいけていません。 

 

  〔委員長〕  考えなければいけないという認識があるということですね。そうすればこの 1250

という目標値に見込みがあるということではないということですね。今、廃業率が高

いですから、むしろ廃業率を減らしていくのに自治体も苦慮されていることなので、

そこを増やしていくということなので創業されるのかあるいは誘致するのかという

ことになりますので、何らかのバックボーンはあるのかと期待されていたと思います

が今のところそれは無いということで。 

 

  〔委 員〕  今、いろいろなところを企業回りさせてもらっているのですが、稲美町が凄いと思

ったのは食品系の工場がキチッとしているなと思います。もうひとつは多分これから

大きくなっていくのは航空機系というところとか。今、播磨町で見学させていただい

たところは航空機の足の軸を作っているところでしたが、そういう意味でいうと東播

磨エリアというのは段々と航空機産業が目立ってきたと思うのですが、１つの拠点と

してこういうエリアが使えるのではないかと感覚はあるのですが、それが誘致につな

がるのかはわかりませんが稲美町も頑張ってほしいと思います。 

 

  〔委員長〕  県のバックアップも必要で、市街化調整区域の問題があってこれは県との話になっ

てきますのでこのあたりがどうやって解決していくのかということもありますので、

またその時はよろしくお願いしたいと思います。 

   

  〔事務局〕  稲美町の工業系用地は満杯の状況なのですが、工業系のにじみ出しで広げる部分で

県にもご協力をお願いしたい。また、市街化調整区域の廃池を活用した遊休地、これ

もなかなか利用できないと草が生えて地元も困っているというのが実態ですので、で

きればそういうところに独特な技術を持った企業が来てもらえるよう目指していき

たいと思っております。 

 

  〔委 員〕  昨日聞いたのですが、オンリーワンは良くないそうです。オンリーワンになると震

災等が起こった時に一度に止まってしまい、そういうことを引き起こすと海外からの

発注者にもデメリットになるので、いろいろなところにないとダメらしいです。誘致

という意味で考えるといろいろなものが誘致できると可能性はあると思っています。

市街化調整区域の問題はありますが、この町は豊かな土地を持っていますので、本体

だけではない本体に附属するものとして誘致できるという考え方をしてはどうかと

思います。 

 

  〔委員長〕  今後１つの産業になっていく可能性もあって、もともとこの地域は工業に強いです

からそれをターゲットにしてみるのはどうかというのは非常に興味深いところだと

思います。余談ですが、航空機の部品は必ずしも日本製でなくてもよくて、７割以上

が外国製で逆に日本製の部品が海外で使われるケースも多くて、そう考えると例えば

英語を話せる方がここにはたくさんいるとかは誘致に関わるこれからのキーワード



だと思います。 

 

  〔委 員〕  パブリックコメントでもありましたが、本当に良くできた戦略だと思います。これ

が予算を使って形だけやりましたというだけで終わるのか、本当に凄いものになるの

かは役場の方次第だと思います。人に入ってもらって子どもを産んでもらって町も変

わっていこうと思うのなら、役場の職員の方の気持ちも変わっていかないと自分達が

変わらないとそういうところに人は寄ってきませんので、出たこの案がどうなってい

くのか一町民として本当に楽しみにしていますので頑張っていただきたいと思いま

す。 

 

  〔委員長〕  他に何かありますでしょうか。 

 

  〔委 員〕  民生児童委員の方から子育てのことに関連して子どもができても民生児童委員には

わからないという相談がありまして、それを報告してもらえるような制度にしてもら

って民生の方がどんな具合か相談をできるシステムをしてほしいという要望があっ

た。そのために例えば子どもが誕生すればお祝い金や品物を町になりかわって自治会

が支払いや贈り物をして届けることによって何かをいただけて、あとはケアや相談相

手をできるような報告されやすい制度を考えてほしいという相談を受けました。今回

の施策の中に入れてくださいという訳ではありませんが、何か考えられることがあれ

ばお願いしたいと思います。 

 

  〔委員長〕  子育て世代支援の中の具体的施策に入ってくると思うのですが、地域でもって総合

的に子どもを支えていく、あるいはそういったことができる仕組み、町になりかわっ

て地域がお祝い金などを渡す時に相談にのってもらえるというような情報も伝えら

れるようなことの重要性だと思います。 

他によろしければ今日いただいたご意見は付け加えるところは付け加えて、修正す

る部分は修正させていただきたいと思います。他に何かありますでしょうか。 

 

〔委 員〕  施策展開の『若者の雇用・就業促進』の『ものづくりツアーへの支援』とあるので

すが、今、高校生などはインターンシップとか中学生はトライやるウィークというの

をやっておるのですが、例えば高校生を対象としてものづくりツアーの実施というの

も入れてもいいのではないか。 

 

〔委員長〕  県の方でそういったものをやっておられませんでしたか？ 

 

〔委 員〕  ものづくりツアーは小学生を対象にやっているのと、高校の生徒を対象に行ってが

んばっています。 

 

〔委員長〕  県の補助とかを得られれば町でも制度化しやすいのではないかと思います。この地

域はものづくりの地域でもございますし、企業を誘致するだけではなくて企業を起こ



すこともやっていかなければならないので、それからもうひとつ誘致するにあたって

もちゃんとここに人がいるかどうかが大事なところで例えば航空機の部品などを作

るとなると信頼のできる部品を作らないとダメなので信頼できる部品づくりのでき

る人材ということになってきますので、この地域ならではの施策というのはあっても

よいかと思います。具体的な施策をつくる時に高校生を対象としたツアーというのも

是非入れていただければと思います。 

ではお時間になりましたので次第４の審議は終わらせていただいて、その他の方に

進ませていただきます。事務局の方からお願いします。 

 

【５．その他】 

 〔事務局〕  その他ということで１０月３日に開催させていただきました１００人会議の資料を参

考としてお配りさせていただいています。田端先生に講師をしていただきまして実施い

たしました。配布させていただいている資料が『稲美町における地方創生』ということ

で、広い世界から稲美町へクローズアップしていってご講演いただいたということでま

とめの方が最後の方２枚になっております。そこの中で稲美町の地方創生の考え方とい

うことで基本目標の１～４までまとめてあります。後でお配りしましたが『兵庫大学オ

ープンカレッジのご案内』というところでこの後、１１月以降も兵庫大学の方で地方創

生に関わる市民講座を予定されているということですのでご案内させていただきます。 

それと今後のスケジュールに関してですが、今日の委員会での協議をお聞きしまして

本部会議を１０月中旬頃に開催させていただいて最終的には１０月末までには戦略を

策定するという予定でいきたいと思っております。また、まち・ひと・しごとを創生す

るためにはＰＤＣＡサイクルということで実行し検証していくというところで数値目

標とか重要業績評価指標に基づいてまた実施した施策の効果を検証していただくとい

うところで戦略を改めていくということになってまいります。本年度の会議はこれで終

わりとなりますが、また来年度以降改めてご協力いただくことになると思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

 〔委員長〕  ありがとうございました。私の方からもお礼申し上げたいと思います。どうもありが

とうございました。 

 

【５．閉会】 

 〔事務局〕  委員の皆様には６ヶ月間、様々なご協議やご審議をいただきましてありがとうござい

ました。全ての日程が終了いたしましたので閉会の言葉を小村副委員長にお願いいたし

ます。 

 

〔副委員長〕 非常に短期間にこれだけの戦略が整いまして、皆様ご協力いただいて感謝しておりま

す。これから細部について具体的な施策を作っていかれる訳でございますけれども予算

をしっかり取っていただくことも大事ですけれど１００人会議にもほとんどの自治会

長が参加しておりましたが、その中で話をしてみますと興味深いことを考えている方も

おられるようですので、これから具体的な施策につきましては優秀な人材が町民にはお



りますので、そのあたりしっかりとわかりやすい展開をしていただき、住民がうまく参

加をさせていただける、行政の中にうまく入っていけるそういう仕組み作りをしてうま

く展開していけるように期待をしております。本当に５月から長期間にあたり委員の皆

様にはお世話になりましてありがとうございました。お疲れ様でございました。 


