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会 議 結 果 報 告 書 

令和元年１１月４日 

 

会議の名称 令和元年度 第 1 回  

東栄町総合戦略推進会議 

開催年月日 令和元年 11月 1日（金） 

開始終了時刻 午後 7 時 00 分～午後 9 時 00 分 開 催 場 所 東栄町役場会議室 

出 席 者 

総合戦略推進委員：愛知大学地域政策学部学部長岩崎正弥、まちづくり座談会実行委員和合真由美 

         イベント実行委員山本貴子、愛知東農協東栄支店長後藤佳史 

東栄町商工会会長村本敏美、椙山女学園大学准教授阿部順子 

豊川信用金庫東栄支店長櫻井幹功、東栄郵便局長金田徹也 

         時事通信社豊橋支局長小林岳史、東栄町教育委員西谷まゆみ 

東栄町：町長村上孝治、副町長伊藤克明 

事務局：参事兼振興課長丹羽貴裕 〃企画政策係長佐々木和歌子 〃企画政策係西勇哉 

    〃企画政策係西森政智 

資 料  資料 1、資料 2－1～3、資料 3、参考資料 

会議の概要  

＜議事の概要＞ 

あいさつ 

１ 第 2 期総合戦略の方向性 

 （１）第 2 期総合戦略に向けた方針案及び骨子案（資料１ 他） 

２ 委員からの意見 

 （１）第 1 期の振り返り 

 （２）方針案 

 （３）第 2 期骨子案（今後のまちづくり） 

３ 今後のスケジュール（資料３） 

   

＜協議・報告事項 詳細＞ 

【開会 午後 7:00（あいさつ）】 

（事務局） 

これより、定刻となりましたので、令和元年度第 1 回総合戦略推進会議を開催します。開催に

あたりまして、町長より、御挨拶申し上げます。 

（町長） 

皆さん改めましてこんばんは。本日は大変お忙しいなか、東栄町第１回総合戦略推進会議に夜

分に関わらず、また遠路からご出席賜りまして誠にありがとうございます。本年度は、東栄町に

限らず、全国の自治体において、自治体ごとのまち・ひと・しごと創生総合戦略を改訂する年に

なっております。また、東栄町は、来年度、町の指針となる第 6 次総合計画前期計画が終わり、

後期計画の 5 カ年を立てる、改訂する年でもあります。 

町では、第 1 期の成果や課題、又は毎年行っている総合計画戦略会議において外部有識者であ

る愛知大学の岩崎先生からいただく指摘等を参考にさせていただきながら、東栄町の今後のまち

づくりについて議論を重ねて参りました。本日は、その案について、委員の皆さんに御審議いた

だく予定になっております。 
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人口減少が進む中、これからのまちづくりに必要なのは、将来にわたって賑わいを保ち続ける

にはどうしたらよいかを、様々な立場の人たちが一緒に考えることです。 

本日お集まりのこの総合戦略会議の場には、まちづくりを進めるには欠かせない各分野の方々

に御参画いただいております。 

私たちの考えたまちづくりについて、専門的立場から御意見をいただき、次の時代に進むため

に実効性のある第 2 期東栄町総合戦略としていきたいと思っておりますので、本日は限られた時

間ではありますがどうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

それでは議事に入ってまいります。 

申し遅れましたが私は東栄町で参事を行っている丹羽と申します。よろしくお願いします。 

まず、議事の進行役として、愛知大学政策学部長の岩崎先生に座長をお願いしたいと思います。

岩崎先生には、前回の総合戦略や総合計画の策定時の座長の他、平成 29 年度から実施しており

ます、総合計画戦略会議の評価委員も務めていただいております。それでは岩崎先生、よろしく

お願いいたします。 

【議題 1】 

（岩崎委員） 

改めまして、岩崎でございます。東栄町の地方創生に関わる戦略というのは国からも大変注目

されているということで少しでも貢献できればと考えております。よろしくお願いします。 

議事に入る前に本日初めての方もいらっしゃるので簡単に自己紹介をお願いします。 

それでは早速次第に沿って、議事を進めていきたいと思いますが、本日の流れを先に簡単にご

紹介させていただきたいと思います。 

まず初めに、第 2 期総合戦略の方向性について、こちらを資料に基づきながら事務局よりひと

とおり説明をしていただきます。 

その後、議事の二つ目ですが、事務局より事前に委員の皆様方に依頼されているかと思います

が、本日出席をいただいております委員の皆様から事務局の振り返りや方針案、骨子案について

御意見をいただきます。そのとりまとめをした後、骨子案への承認について、委員の皆様にお諮

りしたいと思っております。 

最後の議事では、今後のスケジュールについて、事務局より説明をしていただきます。以上が

本日の議事の予定であります。 

それでは、早速議事に入りたいと思います。 

まず、議事の一つ目、第 2 期総合戦略の方向性について、これを事務局より説明をお願いいた

します。 

（事務局） 

   よろしくお願いします。 

   振興課企画政策係の佐々木と申します。 

まず、はじめに資料の訂正等をさせていただきます。 

本日、配布させていただいた資料そのものについては、資料番号は修正済みのものを配布して

おります。委員の皆様あてに事前に送らせていただいた資料について、差し替え及び資料番号の

訂正がありますので、大変申し訳ありませんが少しご説明させていただきます。なお、傍聴の皆

様には修正後の資料を配布させていただいておりますので、関係ありませんのでご了承くださ

い。 

まず事前配布資料につきまして、 

・ 資料 2－1「第 2 期東栄町総合戦略に向けた方針案及び骨子案」につきまして、資料の一部に

変更がありましたので、資料そのものを差し替えをし、資料番号も「資料１」に訂正してお

ります。 



3 

 

それに合わせまして、 

・ 資料 2－2 としていました「第 1 期総合戦略進捗状況一覧」を資料 2－1 に、 

・ 資料 2－3 としていました「第 2 期人口ビジョン案」を資料 2－2 に、 

・ 資料 2－4 としていました「東栄町の財政状況」を資料 2－3 に訂正します。 

資料１としていました「東栄町の今後のまちづくり」は、参考となるものですので、番号をな

くし、参考資料とさせていただきます。 

資料 2－2 となりました「第 2 期人口ビジョン案」について一部修正があります。10 ページは

資料から削除しますので、その後のページから番号が 1 ページずつ繰り上げになります。 

また、繰り上げ後の 17 ページに、「一人当たりの町民所得のグラフ」を追加しています。 

なお、今年度策定するものは「第 2 期東栄町まち・ひと・しごと創生総合戦略」ですが、名称

が長いため、この総合戦略推進会議では「第 2 期総合戦略」と省略した呼び方及び資料の記載と

なっております点、ご了承ください。 

それでは早速第 2 期総合戦略の方向性について説明させていただきます。 

まずは資料 1 をご覧ください。 

現在の第 1 期総合戦略は、今年度末に 5 年間の計画期間を終了します。来年度以降、第 1 期の

成果と残された課題を踏まえつつ、第 2 期計画期間の方向性及び方針案を事務局案としてまとめ

たものが資料 1 になります。 

まず、1 つ目の「第 1 期の振り返り」について御説明いたします。表にありますとおり、第 1

期総合戦略における数値目標、人口展望、その他、の三点について振り返りをまとめております

ので説明させていただきます。 

まず一つ目の数値目標についてです。資料 2－1 をご覧ください。 

この資料は、第 1 期総合戦略において、2040 年の将来展望人口を 2,100 人確保という目標を

達成するために掲げた 6 つの基本目標ごとの数値目標及び具体的施策、施策ごとの実績数値が書

かれたものになっております。青色の数値は、第 1 期総合戦略の終了年度となる今年度末の数値

目標に対して、すでに達成されているものです。赤色の数値は、策定時点の基準値であります平

成 26 年度実績値を下回っているもの、黄色の部分については目標値の達成には至っていないも

のの、順調に推移しているものです。 

表の中ほど、「重要業績指標」と書かれているところに○交と付いているものがあります。こち

らは交付金を活用した事業であることを示しています。 

ではどのような形で進捗しているかを説明させていただきます。 

見ていただきたいのは表の左隅の方、6 つの基本目標及び数値目標の欄をご覧ください。 

まず、表面、①しごとづくりと②人の流れづくりについて、おおむね順調に推移しており、黄

色にしています。③の魅力づくりについては、平成 26 年の実績値を下回るということで、赤色

にしています。こちらは観光入込客数を増加させるという目標だったのですが、この中にはとう

えい温泉の来場客数も入っています。とうえい温泉の施設そのものが現在老朽化をしておりまし

て、それを原因に故障をして臨時休業をするということが起こっており、稼働率が低下したこと

が影響しているものと思われます。 

資料 1 裏面の④結婚・出産・子育て支援体制作りについては、今年度の目標値を現時点で超え

ているため青色にしています。その下の⑤暮らしの安全を支える地域づくり、⑥地域と地域の連

携については、青色、もしくは黄色で順調に推移しております。 

それでは資料 1 へお戻りください。 

次の人口展望についてです。 

全体策定時は国勢調査の推計値を利用していましたが、確定値が出たため、算定をしなおした

ところ、平成 27 年 10 月 1 日時点の人口が 3,354 人から 3,446 人に増えています。そのため、将

来の人口展望が 2,100 人から 2,300 人へと上方修正が必要となっております。 

三つ目としては、実績です。平成 30 年度についてですが、先ほどの資料 2－1 でお示ししたと

おり、転入した人の数が転出した人の数を上回る社会増となりました。 

ここで現在分析を進めながら策定している「東栄町人口ビジョン案」に従って説明いたします。

資料 2－2 をご覧ください。 

まず 1 ページ目として、人口と世帯の推移についてです。人口の減少に対し、世帯数の減少は

ゆるやかです。このことから、世帯の形が変わってきていることが推測できます。 

この点について５ページをご覧ください。世帯の家族類型比率の推移を見ていただくと分かり
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ますが、単独世帯の率が昭和６０年に比べ平成２７年度になると大幅に増えていることが分かり

ます。 

次に人口動態について、7 ページから 9 ページに記載しております。７ページは自然動態推移

から死亡数と出生数が出ているものですが、その差が激しいことから今後も人口減の傾向が続い

ていくことが予測されます。８、９ページは社会動態です。ながらく転出が転入を上回る状況が

続いています。こちらの表では、先ほどの説明の中で平成３０年度については転入の数が上回っ

たと説明させていただきました。しかし今載せさせていただいているグラフについては 1 月～12

月までの年単位のデータになっているので、若干先ほどの説明と表が違うような形になっていま

す。 

さて、9 ページの転入超過の推移では、ながらく転出超過が続いていることが分かります。特

に平成 18 年ごろの転出超過は著しく、県立新城東高等学校本郷校舎の廃校の影響が考えられま

す。一方で、平成 24～26 年度については、借り受けた空き家を町がリフォームして貸し出す「定

住促進空き家活用住宅事業」等を行ったことや、企業移転に伴う従業員及びその家族の転入があ

ったことなど、複数の要因が考えられていますが少し人口の推移が転出超過でも転入超過でもな

い状況となっています。その後については、どちらにしましても転出入については、個別の事情

によるところが非常に大きく、母数の小さい東栄町では統計が大変つかみづらく、分析が困難な

状況になっています。また、補助金等を活用した住宅施策は、自主財源の確保が難しく、施策の

継続が難しいのが現状です。 

次に 10 ページの合計特殊出生率ですが、国や県に比べ、母数の少ない東栄町においては、数

値が大きく変動を繰り返します。約 4～5 年程度の周期で合計特殊出生率は 2 を超えますが、減

少傾向にあることが分かります。こうした状況を踏まえると、大規模な自治体と同じように合計

特殊出生率の向上を目指すだけでなく、東栄町のような小規模な自治体においては、出生数、と

いった実際の数も目標数に掲げることが必要なのではないかと考えています。 

12 ページからは産業について記載しております。 

その後１７ページをご覧ください。１７ページでは東栄町の町民所得について記載しておりま

す。下のグラフを見ていただきますと、町民 1 人あたりの所得が出ていますが、平成２３年度か

ら、東栄町の 1 人あたりの所得は県内最下位になっております。 

続いて１８ページをご覧ください。東栄町の地価公示の変動、土地の値段の変動についてです。

中心である本郷の価格を見たところ、ずっと減り続けていることが分かります。 

最後１９ページです。 

こちらは、平成２７年の国勢調査の数値を基本に、国立社会保障・人口問題研究所による将来

推計データをグラフ化したものです。この点線部分というのは５年前に策定した人口ビジョンの

数字になります。これは、人口誘導施策等を何も行わなかった場合を示しています。今はこの実

線部分が見込みとなっておりまして、２０４０年の人口は１８１８人になると見込まれていま

す。 

２１ページは、こうした人口見込の上振れに、前回人口ビジョンと同様に①出生率上昇及び出

生数の維持向上、②移住定住施策等の政策誘導を踏まえて２０４０年将来展望人口をブラフに表

したものです。ただし、もう少し詳細な分析が必要になりますので、現時点では確定値ではあり

ません。また今後の会議の中で明確な数値を提出させていただきます。 

再度、資料 1 にお戻りください。 

第 1 期の振り返りのその他の所になります。三つ目としてその他の町の成果と課題を御説明し

ます。 

まず成果ですが、先ほど移住者による飲食店などの開業が相次いでいる他、日本一となった振

草川の鮎は、釣り客や鮎料理を目的にした観光客の増加につながり、料理の客単価も上がってい

ます。 

 その一方で課題としては、既存店の閉鎖や、東栄病院の規模縮小、公共施設の老朽化等に伴う

今後の財政運営に課題が残っているという状況です。 

 第１期の振り返りは以上となります。 

 次に、第 2 期の方針案について説明いたします。 

 資料１の２．方針案（第１期から第２期へ）をご覧ください。 

 総合戦略の方針は、国、県、市町村の順で、国や県の方針を踏まえて作る必要があります。 

 第２期の方針案は第１期の方針に基づき、成果等を反映して策定することとなります。 
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 第１期の国と町の方針の比較は、こちらに記載しているとおりです。 

 同じく第２期の中には第２期の方針として国から示されているもの、そして東栄町として現

在案として挙げているものが並べられています。 

 第１期から第２期へと方針が変わる理由は、「評価」の欄に記載してあります。 

 各方針の理由は、 

 ・イベントが官主導になるなど、地域内経済循環が出来ていない点 

・既存店の閉鎖が続くなど地域内経済循環を行う場所がなくなっている点 

・公共施設の老朽化による更新時期が到来している点 

が挙げられます。そういった所から、第２期の方針案として具体的な部分で人の流れや人が集

う場所づくりが必要ではないかと考えております。次に２段目の評価の所をご覧ください。 

 移住定住について、民の動きが活発になっている。イベント等の施策を実施する際、投資を

回収する発想が必要である。現在町民所得が県内最下位であるという状況であることを踏まえ

て、今後は町の魅力づくりに力を入れて行く必要があると考えております。 

そして３つ目、あらゆる分野における人材不足が顕在化しています。そして出生率の長期下落

傾向が顕在化しています。そのことから東栄らしい子育てができる住環境づくりが必要だと考

えております。 

そして４つ目。高齢化による自助や互助の力の低下、公助への依存度の強化、また地域資源、

ヒト・モノ・カネの管理の必要性が指摘されております。 

ここで、東栄町の現在の財政状況やについて簡単に説明いたします。 

資料 2－3 をご覧ください。 

まずは１つ目のグラフ、東栄町の決算規模と財政分析指標についてご説明します。 

歳入総額は例年 35 億前後を、歳出総額は例年 30 億～33 億前後を推移しています。平成 30 年

度の歳入及び歳出が多くなっている要因としては、保育園の建設や体育施設の施設改修等の大型

建設事業に伴う予算及び補助金や基金及び地方債等の借り入れ等の増額が挙げられます。また、

東栄病院の運営をしておりましたせせらぎ会の解散に伴う清算金が発生したことによります。翌

年度に繰り越すべき財源を引いた実質収支は、２億３千５４８万７千円の黒字になりました。 

 

町の財政上の能力を示す指数である財政力指数は、０．１８～０．１９を推移しており、町の

自主財源はその歳出の１９％程度にとどまっていることが分かります。 

経常的な支出に充てられた財源が、経常的な収入のうちどれくらいだったかを示す経常収支比

率ですが、平成２７年度を除くと９０％を超えており、特に平成２９年度からは限りなく１０

０％に近い数値となっております。なお、７０～８０％が適正水準だと言われております。 

以上の点から、財政の自由度が極端に少なくなっていることが分かります。 

次に右のグラフ、町の財政健全化判断比率の推移についてです。 

まず、実質公債費比率についてです。これは、一般会計が負担する地方債の償還金等が、標準

的な一般財源の収入額に対する比率を示したもので、６～８％台で推移しています。 

次に将来負担比率です。一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比

率は、２０～３０％前後を推移しています。 

次に、公共施設についてです。 

資料の下段にあります、（４）将来の施設更新費用のグラフをご覧ください。こちらは公共施設

管理計画の概要版になりますが、今後公共施設等の改修にどれぐらいかかるかを試算したもので

す。平成２８年度～平成３７年度までは棒グラフが長く伸びていることが分かります。老朽化の

ための更新や整備する場合には令和 7 年度まで毎年十数億円程度が必要な見通しであり、その後

も立て替え等をする場合には、多額の費用が必要となります。 

 

説明を資料 1 に戻したいと思います。 

 ２の方針案、評価の所の説明をしていましたが、こういった所を踏まえて、第２期の東栄町の

方針のところを見ていただきますと、先ほど３つ目まで具体的な話をしたかと思います。説明が

前後して申し訳ございませんが、今のような地域資源、ヒト・モノ・カネの管理の必要性といっ

たところから便利な地区を上手に使う公共交通など、暮らしを続けられるまちづくりをしていく

ことの必要性を感じています。 

またこうした具体的な取り組みを行うこと、それを具体的な土地利用計画とか可視化できる図
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に落とすことで、東栄町の魅力の見える化を図っていきたいと考えています。 

このような具体的な方針があるわけですが、これを２つに大きく分けまして第２期の町の一番

前にあります。 

一つ目が住民主体の考え方に基づく次世代につながるまちづくりをしていきたい。 

そして二つ目が資源管理による持続可能なまちづくりをしていくこと。 

という方針に大きく分けて考えています。 

資料の矢印の下に「こうした取り組みを行うことによって」という点が二つ書かれています。 

まず一つ目、住民が主体となることで「民間が稼ぐ」ことに繋がり、賑わいが生まれます。住

民が主権者として地域資源を管理する視点を持つことで、賑わいが持続します。 

このような二点から、将来にわたって、賑わいを保ち続けられるまちづくりをしていきたいと

考えています。 

次にこうした点を踏まえて第２期総合戦略の骨子案についてご説明します。 

二つの章に分けて考えています。まず第１章では、総合戦略の基本的な考え方について書かれて

います。総合戦略の意義や目的、その他今まで述べさせていただいた東栄町の現状や第１期の振

り返りから今後の見込みというものを立てていきたいと思っています。その後東栄町の目指す姿

ということで三点ほど挙げています。まず、目指すまちの姿として先ほどお話ししました２つの

基本方針を書いていきたいと思っています。まず一つ目の住民主体の考え方に基づく次世代につ

ながるまちづくり、そして資源管理による持続可能なまちづくりを基本方針としたいと思いま

す。そして三つ目、東栄町のまちづくりに思想が必要ではないかというところも書いていきたい

と思っています。そうした目指すまちの姿を実現するための指標というものをその次に書きま

す。まず人口展望ですが、２０４０年の人口展望として２３００人。また何も施策を行わなかっ

た場合の社人研の推計値である１８００人という２つの指標をまず人口展望のところで明らか

にしていきたいと思っております。そしてその下の２つです。町民１人あたりの所得の向上の維

持だとか、土地の価値の維持、向上させるといったことを稼ぐまちを作っていくというところで

目指す目標の指標としたいなと考えているのですが、指標そのものにつきましても、もっと適切

な指標がもしありましたら、その点についても委員の皆様から御助言いただきたいと思います。

そして最後にスケジュールを示しています。その後、東栄町の総合計画と町の中にある他の計画、

また国、県の戦略との関係性、そして国が進めている SDGｓとの関係性などについて位置づけを

していきたいと思います。 

その後第 2 章で、具体的な基本目標や方向性について５つの柱に分けて記載をしたいと考えて

います。 

まず基本目標の１ですが、「人の流れ作り、人が集う場所作り」といった点です。便利な地区を

作るということで、こちらは地区の整備をする、令和４年４月には医療センターが本郷地区に移

転してきます。そうしたことで色々な施設が集まるということ、またついでに用が足せる地区を

目指して、公共施設だけではなく、空き家などを活用した賑わいを保てる地域、地区づくりをし

ていきたいと思っています。ですので空間の整備というか、ハード面の整備ということになりま

す。 

そして基本目標２の方では「まちの魅力づくり」です。基本目標１でハードの整備をしまして、

その地区を使って暮らしを続けるために稼げるまちづくりをしていきたいと思っています。商業

や産業が利益を生み出せる仕掛けづくり、また起業支援といったところで地域の中で稼げるとい

うことを目指していきたいと思っています。 

 そして基本目標３「東栄町らしい子育てができる住環境づくり」です。これは中心部分だけで

はなくて、東栄町全体に言えることですけども、なかなか都会にはない広い家で子育てが出来る

というところが東栄町の魅力であると思います。たくさんの子どもを育てられる町の実現を目指

しまして出生率の向上や出生数の維持につなげていきたいと思っています。 

そして基本目標の４つ目、「暮らし続けられるまちづくり」です。これは先ほど人の流れを作った

り、人が集う場所を中心に、という話がありました。そしてそれを実際に使うために東栄町の各

地域から便利になった地区を使うための公共交通網の整備と暮らしに必要な資源の連携を載せ

ていきたいと思っています。具体的には本郷、下田、中設楽地区と東栄駅を結ぶバスの路線を作

り、まちなかにある施設の利便性を向上させる、またまちなかの地区以外からは予約バスなどで

まちなかへのアクセスの利便性を向上する、そういったことによって、観光客にも使いやすいバ

ス路線づくりが行われて観光で稼ぐといったところにもつなげられたらというふうに思ってお
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ります。 

 そして基本目標五つ目です。１から４の取組みをすることで、町全体がどのようになっていく

のか、というものをまちの魅力として捉えまして、東栄町の魅力の見える化をしていきたいと思

っております。町の目指す姿を「町のオーナー」である町民の皆さんとともに考え、土地利用計

画などとして目に見える形にして共有して目指していきたいと思っています。 

 説明は以上になります。 

【議題 2】 

（岩崎委員） 

どうもありがとうございました。 

それでは議事の 1 として、資料に基づきながら振り返り、それから第 2 期総合戦略の方針案及

び骨子案についてのご説明をいただきました。続いて議事の 2 に移っていきたいと思いますが、

今の事務局からの説明を 3 つに分けて審議を進めていきたいと思います。 

まず一つ目が第 1 期の振り返り、二つ目が第 2 期総合戦略の方針案、それから三つ目が第 2 期

総合戦略の骨子案の 3 つに分けて順次進めていきたいと思います。 

意見交換ということで自由な、色々な御発言がいただければと思いますが、差し当たり次の三

点を予め事務局から皆様のもとに御連絡があったかと思います。 

一つ目が良い点及び悪い点、二つ目は助言。それから三つめは追加すること、修正あるいは注

意点。以上三つをお考えいただければと予め御連絡があったかと思いますが、ただ中々資料を拝

見しながら明確に三つに分けるということは難しいなと感じております。ですので、以上の三つ

全てを発言していただく、というよりは以上三つを意識して、気づいた点を御発言いただくでも

良いのかなと考えております。また御質問もあるかなと思っていますので、質問も踏まえて自由

に御発言いただければと思います。 

それでは早速ですが、まず第 1 期の振り返り、これは資料 1 と資料 2－1、2－2 から御説明を

受けました。まずは振り返りから御意見をいただければと思います。なお本日は午後 9 時までと

いうことですので、三つの項目ごとに大体 25 分程度になります。せっかくですからすべての人

に御発言いただきたいということで、長くても 1 人 3 分程度で御話をまとめていただければと思

いますのでよろしくお願いします。それでは第 1 期の振り返りですが、どなたからでも結構です

が、御意見ある方から、よろしくお願いします。 

（村本委員） 

人口展望（資料１）についてですが、社会増、人口が増えているということは大変好ましいこ

とだと思いますが、昨年度から「移住ソムリエ制度」が出来たと思います。そういうものを活用

した東栄町に転入していただいた方を選ぶと言うと言葉が悪いですが、中には好ましくない人も

いるかと思いますが、そのあたり「移住ソムリエ」の活用というのは考えておられるのでしょう

か？ 

（事務局） 

「移住ソムリエ」自体は元々東栄町の中で見られる動きをそのまま制度化したものになりま

す。なので今後も継続していきたいと考えています。 

（村本委員） 

そういうものを活用して外から来る人とソムリエが会合したりなど、どうぞ来てくださいとい

うようなことを進めていくということで良いですか？ 

（事務局） 

「移住ソムリエ」自体は個人的なつながりというものを見える形にしていくというものになり

ます。 

例えば移住定住相談会というようなものを開いて来るような場合以外に実際に移住定住を決

める人たちの動きを見ていますと、町内にいる人たちの知り合いの人たちが町を知ることによっ

て移住してくる、というような流れによって移住してくるという現実があります。そのような形

を制度化したものが「移住ソムリエ」になりますので、移住相談会は別で行いますが、「移住ソム

リエ」というものは人と人のつながり、関係人口的なものをそのまま移住の流れに使おうという

ものになりますので、何か特定のイベントを行うものではないというふうに考えております。 

（岩崎委員） 

今せっかく人口展望についての御質問がでましたので、それに関する何か御意見ございました

ら、御発言をお願いいたします。 
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（西谷委員） 

まず質問が一点ありまして、第 1 期の振り返りで人口展望（資料 1）の②、先ほどの御説明で

①のように推定値より多くなったから②のように上方修正が必要になったとお聞きしましたが、

この計算根拠を教えていただきたいです。 

二点目が今、村本委員もおっしゃられていました、「移住ソムリエ」という制度、とても素敵だ

なと思いました。具体的に今年度、例えばこの地区の空き家を探している人がいたからその地区

のソムリエを派遣したとか、何かそういった例があれば教えていただきたいです。 

最後に東栄町のホームページで移住者のインタビューが載せていただいているかと思うので

すが、これは意見になりますが、たくさんの方、色々な業種の方が移住してきているので多角度

から見えた方が、色々調べたり、住もうかなと考えている人に効果があると思うので、もう少し

あのページを盛りだくさんにしていただけると良いかなと思っています。 

（事務局） 

人口の推計についてお答えします。この 2100 人というところなのですが、5 年前に策定した

人口ビジョンに将来展望として載っていた数値になります。その時は平成 27 年度でしたが、10

月 1 日の国勢調査の値がまだ確定していない、予測値を使ったものになります。予測値を使って、

今後出生率をどれぐらい伸ばしていこうということや、後は移住定住施策によって年間どれぐら

いの人の転入を見込んでいこうといった政策で人を増やしていこうといったところを見込んで

2040 年の数値を求めたのが、その時点では 2100 人でした。 

その後平成 27 年の国勢調査の数値が実際に確定されるのが 2 年ほど後になります。実際に確

定された数値に置き換えたところ、数値が 2300 人、2040 年で 2300 人を目指せるという、その

時のデータを置き換えたというだけですが、2300 人に上方修正する必要が出てきたという形に

なっています。 

（事務局） 

根拠というのは国立社会保障・人口問題研究所というものがございますが、そこが出生率やそ

の直近の社会移動を数値データでまとめた算式として全国の自治体に配布したものがございま

す。その算式に基づいてそれぞれの市町村で値を入れますと、人口推計値が自動的に出てくると

いうような仕組みがございます。その仕組みを全国の自治体が使っておりまして、東栄町でもそ

れを使っておると。 

ただし、その中で使う数値が先ほど佐々木の方から説明がございましたが、前回の総合戦略を

作った段階ではまだ速報値しかないという状況でした。その中で確定値を使うことによって上方

修正が起きました。なぜこのような差が起きたかと言いますと、直近の動きが反映されないのが

推計値になります。それまでの長い動きを反映したものが推計値になります。それに直近の動き

が具体的に入ってくると確定値になります。例えばこれまで長期低下傾向だったものが直近だけ

上昇するとその分が差となって表れてくるということになります。その場合、今回東栄町では長

期的には下落傾向が強かったわけですが、その直前に増加傾向に、というよりは減少傾向幅が狭

くなったため、確定値の差が出たということになります。 

次に「移住ソムリエ」の利用方法ですけども、空き家である地区があるので移住ソムリエを派

遣したということは今のところはないですが、今後そういったことの活用方法も考えられるのか

なと思います。先ほども申しましたが人と人のつながりというものを活用しておりますので、実

際その人をめがけて移住者がやってきて何か家を探していると言うと、その移住者が地域支援課

の方に移住希望者を紹介して適切な家屋を紹介するというような仕組みになっております。 

後ページの充実という点につきましては担当課の方に伝えまして、適切に対応させていただき

たいと思っております。 

（岩崎委員） 

人口展望についてその他ございませんか？それでは数値目標あるいはその他ということで御

質問含めて御意見あれば、よろしくお願いします。 

（山本委員） 

その他のところになりますが、私は星空おんがく祭に関わらせてもらっているのですが、星空

おんがく祭で集客を外からの人に力を入れようとこの 4，5 年頑張ってきまして、人は増えてい

るのですが、役場の方とコラボしているので、稼ぐ、儲けるところには中々できないということ

が事実です。なので外から来た人にお金を落としてもらいたい、でもそれは出していただいてい

る事業者の方、軽トラ市の方に落ちていただいている状況だと思うのですが、私たち実行委員や
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東栄町が稼ぐというところにはまだつながっていないので、今振り返りの状況だと思うのです

が、今後の話、骨子案とか聞いたら、町がみんなで稼いでいく方向性になっていくということを

聞いたので、そういう方向性につながっていったらいいなと思います。 

後実行委員は中々やってくれる方が少なくて、マンネリ化もしていて、もう少し東栄町の人が

星空おんがく祭やチェンソーアート大会、フェスティバルなどに興味を持ってもらう方向になっ

ていったら良いなと星空おんがく祭を通じて感じました。一部の人はやる気があるのですが、全

体でみるとそんな感じがしました。 

（和合委員） 

私もその他なのですが、町を賑やかにしていきたいという観点から、今の交通網が中心部に置

きながら、離れたところに伸ばすという案も聞きましたが、星空おんがく祭にしてもチェンソー

アート大会にしても、本郷の奥の方で開催しています。色々な用を足そうとすると本郷地区、下

川の学校とか今度出来る病院のあたりが賑やかになるポイントだと思いますが、先を見て「ここ

に行くと賑やかだな」と思える東栄町が無くなっている感じがします。だから「あそこに行けば

人に会える」とか「あそこに行けば賑やかな雰囲気が感じられる」場というものが今はないので、

そういうことを思った時に、交通手段を活かしながらそのバスに乗って、あそこに行けば喫茶店

があるとか、食堂があるとか、歩いていける距離に飲食店などのお店が一か所にまとまって出来

ていれば、一つの賑やかな場所づくりになるのかなと思います。今東栄町に来て飲食店をやって

いるのが、空き家を利用して点々としていますけども、そうするとそこまで訪ねていかないと見

れない状況なのですが、バスに乗って下川の中心部に行ったらあのお店が見えた、そういうお店

を東栄町の方からここに来てもらえるお店を募集して賑やかしいまちづくりをやっていったら

どうかなと感じました。 

（岩崎委員） 

方針案にも突っ込んでお話いただいてありがとうございました。その他いかがでしょうか。 

（金田委員） 

私は本郷に住んでおる者ですけれども、その他の点で、既存店の閉鎖ということで、実際のと

ころ今本郷の所で賑やかな場所を作るという話が出たと思うのですが、実際自分が住んでいて、

ここ 1 年の間で万場では食材が買えなくなりました。これが事実です。その中で車を持っていな

いお年寄りの方はどこへお買い物に行っているのかなと。賑やかしの前にまず自分の生活をする

ために食べるためにどこに行っているのかなということをすごい考えました。その中で最近移動

販売車が来ていただけるおかげで、その時間になると毎週うちの職場の前にも来ていただけるの

で、数人のお客さんが待ちわびているところを見てすごい安心したのですが、その中で既存店が

やっぱり、やっていく以上儲けない限りはできないと思うので、そう易々と賑わいだけで解決で

きる問題ではないのかなと思います。やっぱりそのためには儲けないと。生活していく以上に儲

けないと上手くいかないと思いますので、その中で今本郷では食べるところはありますが、食材

は変えない、もちろん本郷だけではないと思います。他所の地区でも食材を買えるお店は少なく

なっているので、その辺もうちょっと移動手段を考えて活動していったらより良い方向に向いて

いくのかなと思いますがその辺どうですか？ 

（事務局） 

既存店の閉鎖ということは非常に大きな問題だと思っております。そういった点について、稼

ぐという視点は極めて重要だという御指摘はその通りです。ただこれについて例えば役場がそれ

ができるかというと直接的にはできない部分がありますが、できないから何もしないというわけ

ではなくて、何らかの支援策がないか、ただしそれは補助金漬けということではなくて、ただ賑

わいだけを目指しているわけではなくて、町の機能として店と店をつなげていくことによって人

が集まり、そこで消費が連鎖的に行われて結果的に賑わいが生まれるというようなストーリーを

今回考えておるという形になります。 

後移動手段の工夫という点については、やはり今回公共交通というところがその次の方針案と

いうところに行ってしまいますけれども第２期町の一番下にあります「暮らし続けられるまちづ

くり」、「便利な地区」を使うための公共交通というものがございます。 

公共交通網につきましては医療機関の移転に伴いまして、ある程度バス路線が循環したり、町

内周辺部からまちなかまで乗り入れるにあたって工夫するなどを現在事務方で検討しておると

いった状況です。 
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（岩崎委員） 

町外の方でも何か意見有りましたらご発言ください。 

（小林委員） 

5 月に転勤してきた者ですので、第 1 期というものも詳しく存じ上げていません。そのうえで

まず御質問からさせてください。 

これまで第 1 期の振り返りの中で度々話があったことなのですが、人口動態について、町の人

口規模が少ないから傾向がつかみづらいといったお話がございました。それなので逆に言ってし

まえば取り組み次第では大きくぶれるという考え方があるかなと思いますが、そうは言いながら

もある程度計画を立てる上ではこれまでの実績をそれなりに分析していかないと計画も上手く

立てられないのかなと思いますが、例えば今の段階で町が持っている武器というか、長所、短所

というものの洗い出しが完全に済んでいるのかなというところが気になったということと、あと

単純に住んでらっしゃる方だけではなくて、実は今日仕事の関係でかねてからこちらにお邪魔し

ていたのですが、お聞きしていると先ほどの移住ソムリエもそうなのですが、我々一人一人が出

来ることは限られているなと思っています。ただ皆さんお友達や親戚もいらっしゃって、その中

には色々な能力を持った方々がいるんじゃないかなと思います。例えばそういった人脈を役場の

方住民の方含めて見直してみて「実ははとこに弁護士がいたんだよ」とかそのようなところを探

りあげても面白いのかなと考えました。その付き合いで例えば町外に住んでらっしゃる方でもお

助けマンになってくれる方が現れるかもしれませんし、そういった所も全部含めて活用していく

ところも描けると、単純に人口云々だけではなくて、もうちょっと使える方が出てくるのなと思

いました。 

後町が絡んだイベントの効果測定が中々進んでいないというお話だったのですが、流行りに乗

っかってしまって安直なのですが、例えば「～ペイ」というような電子マネーを使うだけでも入

場する方が捨て銭ではないですが、1 円でも良いのでピッとすることで動員数などを割り出すこ

とが可能ですし、仕事柄、話を聞く限り導入にそんなに経費もかからないと聞いているので、そ

ういったことを活用することで、実際にイベントを主催している方々にしても例えば今回支払い

が 1000 あったから 1000 人来たというような「～ペイ」は管理画面などで簡単に把握が出来る

みたいなのでそれが見えると主催者側もやるうえでのモチベーションになったり実績も捉えや

すくなるのでそういったことをどんどん、ダメ元で初めて見るという考え方はいいんじゃないの

かなと勝手に思いました。見当違いでしたらすいません。 

あとは先ほどのまちなかで食材が買えなくなったという話なのですが、それについても先ほど

お話ししたお知り合いのお知り合いですとか、そういった所の伝手を使うことで例えば町の入り

口まで運んできてもらうですとか、他の店で預かってもらうですとか、そしてそこまで取りに来

てもらうという、そういったこともできないかなと。完全に家までお届けするとしちゃうと、さ

すがにそこまで人繰りが難しいのかなと思いますし、お年寄りの方からすると、出歩かなくなる

とますますふさぎ込んでしまうこともあるかと思いますので、取りに行くぐらいの労力はかけて

いただいて、健康に気を付けていただくですとか、そういったことを思いついた次第です。 

（村本委員） 

その他のところにある移住者による飲食店の開業とあるのですが、商工会に 4 名加入申し込み

を受けたので実感しています。 

（岩崎委員） 

ありがとうございました。 

それでは振り返りは以上ということにさせていただいて、続いては第 2 期総合戦略の方針案に

ついてご意見をいただければと思います。これも順番ということはなく挙手で御発言いただけれ

ばと思います。 

（阿部委員） 

まちの魅力づくりの点で、申し上げたいのですが、何か新しく作るというよりか、今あるもの

の中から光るものを発掘する、それから町内で情報を共有する、そして町外へどのように情報を

発信していくか。発掘、情報共有、情報公開の 3 点が具体的に魅力づくりになると思います。で

は誰がそこを担うのか。私は観光まちづくり協会がその点うまく機能していると思います。 

実は今日この会議に出る前に、お茶を作っているお茶屋さんと観光まちづくり協会のコーディ

ネーターが引き合わせていただきまして、そこのお茶屋さんが、入浴剤であるとか、無農薬で作

ってるお茶にこれまた無農薬で作ったハーブを混ぜてみたりと、色々商品開発のアイディアを持
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ってらっしゃる。そして作ってらっしゃる方も大変魅力的な方でした。もしこれを名古屋で入浴

剤を作るワークショップを行って、お茶の試飲もして、ってやったら一人４，０００円は取れる

と思います。つまり１０人来たら４０，０００円になります。今日その方に観光まちづくり協会

が引き合わせていただいて、ダイヤモンドの原石を見つけたような気持ちです。ですからこれに

限らず東栄町にはこうした人的資源、商品資源がたくさん眠っていて、表に出てきていない可能

性があります。 

私個人ではご存知の方もいるかもしれませんが、生姜のパウダーを町内の方と作っておりまし

て、売上はこの３年で右肩上がりでございます。今回の入浴剤を作っている方に生姜の葉がある

のですがどうですかと持ち掛けてみたら、お茶を作っている人と生姜を作っている人が実はつな

がりがあったのですが、お互いに生姜を作っていること、入浴剤を作っていることを知らなかっ

た。それをたまたま今日私が他所から来て発掘して、でも元は観光まちづくり協会のコーディネ

ーターです。意外と町内でも共有されていない、コラボの輪が広がっていく可能性がまだまだい

っぱいあると思います。まずは魅力づくりとなるとゼロから、ゼロベースから作るのではなくて、

今町内にあるものを発掘して、情報共有して、コラボ出来るものはして、町外にどうやって売っ

たらいいのか、多分実働的に動かしたりコーディネートするのは観光まちづくり協会がせっかく

あるので第１期の振り返りで出ませんでしたが、観光まちづくり協会が出来て良かったと思って

おります。 

もう一点魅力づくりでこれを加えた方が良いかなと思うのが、「個性的な景観づくり」という

のがあったら良いかなと思いました。フォトジェニックであるものは SNS 映えもしますので新

たな観光客が行ってみたいなとなるのではないでしょうか。なぜこのようなことを言ったかとい

いますと、ホタルのさんぽ道で提灯を付けてみたら一気に来場者数が増えた。結局フォトジェニ

ックだからですよね。皆様よくご存知かと思いますが、ベネッセが肩入れしている直島という瀬

戸内海の小さな島があるのですが、あそこは民家の前に綺麗な暖簾を下げています。それで景観

が作られる。暖簾もそんなに高いものではないので、東栄町でもお金をかけずに、みんなで出来

て、独特な景観が出来て、写真写りも良い、東栄町らしい景観がプラスされると思います。 

魅力づくりということを考えると安直に、また効果的だと思った次第です。長くなってすみま

せんでした。以上です。 

（岩崎委員） 

ありがとうございます。情報を発掘して共有して発信する、あるモノ探し磨きということです

ね。それともう一つ景観ということで御意見いただきました。他はいかがですか。 

（山本委員） 

今、移動スーパーをお手伝いしているので、現状を初めて見たのですが、役場の方が示した場

所に伺ってそこに人が集まってくるのですが、だんだん皆さん足腰が弱くなったり、ケガをされ

たり、また玄関先の道路が急斜面ということもあり、役場が示した場所に来られる方は足腰がと

ても強く、実際元気です。先ほど言われた万場でもたくさんの方が来てくれますけど、来てくれ

る方はお元気なので、個人的に思ったのは、あそこに来れる人は車にも乗れると思うので、公共

のバスに乗ってスパーまで来てもらって、スパーまで来れない方がものすごいたくさん居て、

色々な方が玄関先に来てほしいと行く間に何回も言われます。事業が始まってから現在までで利

用する皆さんが年を取ってらっしゃるので、少し検討してもいいのかなと思います。それで公共

交通機関をもう少し使おうと方針案でも言ってらっしゃるので、そうした検討をして欲しいで

す。皆さん色々なものを見ると目も輝きますし、買わなくてもすごい刺激になります。腰の曲が

った方は上のものを取ろうとして背伸びします。お金のやり取りも、皆さん小銭を出さないです。

なぜかというとレジの後ろで並んでいると申し訳ないからと小銭を出さない。皆さんだんだん指

先も不自由になって小銭を出すのにも時間がかかります。東栄町はロコモ体操にすごい力を入れ

ていて、健康にも目を向けていますので、そういったお金をお財布から出す、という細かい作業

も健康寿命につながっていくので、それもいいんじゃないかなと。スパーの中を歩けば歩行距離

を稼げますし、来れる方は公共交通を使って、本当に必要な人に移動スーパーが行った方が良い

のかなと、お手伝いをやってみて思いました。ロコモとも絡めてやったらいいのかなと思いまし

た。以上です。 

（岩崎委員） 

ありがとうございました。その他の方いかがでしょうか。 
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（西谷委員） 

東栄町にお世話になって２７年目になるのですが、最初は何も考えていない若者として町に来

て、色々な人にお世話になって愛着がわいてきて、さあ子どもを産むというころになりまして、

非常にそのことに関心があります。それで一人で産む数が旧鳳来町や東栄町は他所より多いと聞

いて、やっぱり田舎の魅力、助け合いがあるんだなと思いますし、そういったことを続けていけ

るような町だと思っています。それでせっかく東栄町が新しい小学校のロッカーを２５個作って

くださって、やはりそのあたり、その前後をキープ、学年によっては溢れてしまっているのです

が、それもまた楽しくて補助的なものを使ってやっています。 

前後すれども、最近出生率がジグザグなのかなと思っていますが、それを是非キープ、もしく

はもうちょっと困っちゃうくらいに増やしていけたらなあと希望を持っております。それにあた

って色々な問題があるかと思うのですが、東栄町の自然環境、文化は推していけるものと単純に

思っています。だからそれを守っていけるように、西薗目の問題やこれまでの川の問題、中設楽

の問題などを少しでも解決するように町民たちで色々知恵を出し合ってやっていけないかなと

思っているのと、私は教育委員をさせてもらっているのですが、今教育長さんが保育園、小学校、

中学校までみんな一緒ですし一貫教育ではない連携教育でこんな子ども達を田舎で育てたいと

いうのをすごく細かく具体的に進めてくださっているので、なるべく早くそれをまとめ上げて、

外にも発信して、田舎でこういう子育てしましょうよということで、それで通える圏内のたくさ

んの仕事を紹介できれば人口増に少しでも貢献できるかなと思いました。 

（岩崎委員） 

ありがとうございました。他はいかがですか。 

（和合委員） 

今おっしゃられた子どものプログラムを早くやっていただいて、私も孫が外にいるのですけ

ど、私も２０年前に東栄町に来て本当に良かったと思っています。街にいる子どもたちをここに

呼べたらいいなと思っています。そういうふうに子どもたちがここで暮らすことの指針というか

こういう子どもに育てたいですよというのがあれば、私はそれを持って行って孫たちにアピール

したいなと思うので、是非お願いしたいです。 

後先ほど言われた個性的な景観づくり、これは本当に良いなと思いました。それは田舎に来た

時になんとなく汚いなというイメージの部分もあります。気になったのはガードレールの汚れと

か壁の蔦など、綺麗さがあったら、田舎の美しさというものに切り替えていけるのではないかと、

なのでお金をかけない景観づくりが出来れば是非やりたいと思います。以上です。 

（岩崎委員） 

今お話しが出されているのは方針案のまちの魅力作りから始まって、そして東栄らしい子育て

ができる住環境づくり、暮らし続けられるまちづくり、公共交通の問題のあたりを今ご意見を出

されたのかなと思いました。もう少し時間がありますのでまだご発言されていない方どうぞ。 

（村本委員） 

魅力づくりというか住み良い町だというアピールがあります。東栄町では過去台風などで倒木

や停電などありましたが、比較的災害に強いと言えるのではないでしょうか。また三遠南信道路

も整備されまして、都市部への交通のアクセスも良くなりました。そういったところをもっと外

にアピールすればいいのではないのかなと思いました。 

（岩崎委員） 

最初は災害に強いということでしょうか？ 

（村本委員） 

強いというよりは人的被害の出にくいということです。日ごろから幹線道路などを森みどや森

林環境譲与税などを使って整備していけばいいのかなと思います。 

（岩崎委員） 

ありがとうございました。その他いかがですか。 

（金田委員） 

①仕事づくりと④時代に合った地域づくりで安心な暮らしと地域間連携ということで、郵便局

で働いていますとお年寄りの方が多くお客様として来てもらっていますが、ここ数年でお客様が

減っていると感じています。その中で官主導で出来ること、そして我々会社として出来ることの

洗い出しをして、全てを役場で住民福祉をするのではなくて、例えば東栄町には３つの金融機関

があるので、その中で出来ること出来ないこと３社それぞれあるかと思いますが、一度洗い出し
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をして役場だけでやるのではなくて一度３社に投げてもらって協定を結んで何か一つでも出来

ることがあれば、我々は仕事としてやっていきたいと思いますし、役場の官主導の負担を減らせ

て、住民の福祉の向上につなげていけたらいいかなと思います。 

（岩崎委員） 

今方針案の資料１の一番下にある住民（事業者）が主体となることで「民間が稼ぐ」ことに繋

がり、賑わいが生まれることにもつながっていくかと理解しました。 

あくまでも行政が行うまちづくりではなくて協働のまちづくり、まちづくり基本条例も制定さ

れております。まさに民が地域資源を管理するということが今回方針として掲げられているとい

うことだろうと理解しています。 

それでは方針案については以上ということにさせていただきます。 

最後に第２期の骨子案について、また今まで言い足りなかったことなどあればこれも合わせて

御意見いただければと思います。 

（阿部委員） 

行政の出す骨子案に載せるべき情報なのかは分かりませんが、この骨子案が町内だけで共有さ

れるのではなくて、移住などを考えると外の人にも知ってほしい、町内向けであると同時に町外

向けでもあるとしたときに、それぞれの施策の責任、担う人は誰なのか明記してもらえると、じ

ゃあこのことについてはどこに相談すればいいのか。それが町内からも町外からも明確に分かる

ような、いきなり町長室にメールするのではなくて、誰に話せば話が回るのかということを明記

してもらうと色々実現できるのかなと思いました。 

（岩崎委員） 

事業主体の話であったかと思います。場合によっては住民の場合もありますし、住民と行政の

場合もあったり様々な可能性があるかと思います。私もこの骨子案を見たときにまちづくり基本

条例がありますから、私たちが出来ること、住民が出来ること、それがこの骨子案の中に入って

もいいのかなと思っておりましたので今の阿部さんの御発言になるほどなと思いました。他はい

かがでしょうか。 

（櫻井委員） 

こちらに転勤してきて６か月経って感じたことを申し上げたいと思います。イベントに行って

みて人が集まると力になると実感しました。 

ただ、地元の人がもっと積極的にイベントに参加してもらえればもっと地元にお金が落ちるの

かなと思いました。 

それから６か月勤めてみて１０人以上の方から森谷酒造について問い合わせをいただいてお

ります。遠いところでは名古屋や飛島村の方の役員の方から欲しいと言われて買いに行ったこと

もあります。そうした情報発信をもっとすべきなのかなと思いました。豊橋の支店の方でもお客

様から東栄町で何かご飯を食べられるところはないかといった聞かれたこともありました。ぜひ

とも SNS などを活用して情報発信をした方が良いと思います。 

また豊橋から来られた人から東栄町は良いとよく聞きます。非日常というか安らぐから空き家

を 1 軒探してくれと頼まれています。やっぱりそういうところを発信できたらなと思います。 

あとイベントは一時的にお金を落とすものですから企業誘致とかそういう物ができると良い

なと思います。来年１９歳から２２歳になる東栄町の住民は４７名ぐらいになるかと思います。

私は４７名のほとんどの人から情報を得ましたが、４７名のほとんどが大学所在地に就職すると

いうことです。そのうち２名が公務員を希望しているからもしかしたら東栄町に帰ってくるかも

という状態なのでやはり働く場所がないときついのかなと思います。うちも支店としては奥にな

りますから中々こちらに勤めるというのが厳しいです。地元の方がうちに勤めていただけたらな

と思っています。４７名のほとんどが大学所在地での就職が決まっているということで、その親

の方にどうしてかなと話を聞くと心が病んだら帰ってきてもらう程度で、そうなると自然に若者

は外に出ていってしまうのかな寂しいなというのが実感です。 

あともう一つ問題があると思っているのが事業承継、これが大きいのかなと思います。うちの

取引先の９割弱が土木関係になります。少子高齢化に加えて労働生産者の高齢化、６０～７０代

の方々が働いている状況です。これを持続可能なビジネスモデルとして考えるのならば、事業承

継をある程度の段階で行う必要があるのかなと思います。実際に私も豊橋の方で国が無料で診断

してくれる中小企業診断士がいますので、そこを紹介して支援させていただいていますけどもそ

ういうことができるのかなと思いました。 
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後自分たちで積極的に行っているのがビジネスマッチングです。例えば近隣の高校生とコラボ

していい商品をアイディアしていただくとか、うちではビッグアドバンスというシステムを使っ

ているのですが、その会員数が４０００業者ぐらいあるのですが、そことコラボしてマッチング

したりして協力させていただいています。やはり東栄町に働く場所を提供していただくことが一

番だと思います。 

後は高齢者の方の住み良いまちづくりという点で、今うちの支店までタクシーで来られる方も

います。例えば無料チケットをあげたりとか、今いる人にも手厚く、新しく来る人にも手厚くで

きたら良いなと思います。拒否感があるかと思いますが少子高齢化によって外国人の方も労働者

として受け入れる体制も必要なのかなと思います。 

最後に金田局長もおっしゃられていましたが、金融機関としてできることには積極的に支援し

ていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

（岩崎委員） 

多岐にわたってありがとうございました。後藤さんはいかがでしょうか。 

（後藤委員） 

私は設楽町の者なのですが、東栄町のイメージとしてイベントが盛んで、人集めが上手なのか

なというイメージがあります。中身を聞いてみると色々な問題があると聞いていますが。そうい

った面でもっとアピールしていけばと思います。 

それと若者が一旦外に出てしまう。そしてそのまま帰ってこないということが現状なのです

が、それを食い止めるためにはやはり、働く場所を新しく作るというよりも東栄町でしか働けな

い場所を提供して、若者が町に魅力を持つようなことをやっていけたらなと思いました。 

最近東栄町に飲食店が開業して移住してくるという人達がおられます。こうした人たちは何が

魅力でこっちに来たのか、それをもっとアピールすればもっと人が来るのかなと思いました。 

（和合委員） 

基本目標３のところなのですが、東栄らしい子育てができる住環境づくりというふうに目標が

挙がっているのですが、住環境という言葉が適切なのでしょうか、賑やかな町にするのなら、子

どもがたくさんいることが必要だと思います。そう思った時に住環境という言葉で良いのかなと

思いました。 

（事務局） 

なぜ住環境という言葉を入れたかと言いますと、東栄らしい子育てができるといった中で、私

たちの中で都市との違い分析していった場合、広い土地、家が確保できるということが東栄町の

強みではないかというふうに思っております。その中でたくさんの子育て、子どもの数を育てる

ことができるということが一つの強みであるということで特色として住環境という言葉を入れ

ております。 

（和合委員） 

たくさんの子どもを持つ家庭がどれぐらいあるかと考えたときに確かにこれは良いと思いま

すが、１人でも連れてきたいなと思われる東栄町の中での子育てというのは環境が大事だと思い

ます。ただ住環境の住が必要なのかなと思います。たくさんの子どもを育てられるまちの実現の

たくさんの子どもというのは「子ども１人の家庭」がたくさんなのか、「たくさんの子どもの家

庭」を指すのでしょうか。 

（事務局） 

数としてのたくさんというところを考えております。それはなぜかというと出生数の向上とい

うのが施策目標としてあるので、それを実現するための仕組みとして書かせていただいたところ

ではありますが、例えば環境づくりというふうにしておいて、その中の具体的な施策として住環

境のことについて書かせてもらうことも可能です。 

（岩崎委員） 

この点はまた今後検討されていくと思います。それでは骨子の方、これは 1 章、2 章の 2 章構

成になっていまして基本目標１から５まであって、それぞれに基本的方向と具体的な次号の例と

いった建てつけになっています。もう少しこの中身に関してご意見がございましたらいただきた

いのですがいかがでしょうか。 

（西谷委員） 

目標３について、人によっては誤解される可能性もあるかなと思います。例えば不妊治療で苦

しんでおられる方もいるかと思いますので、書き方に工夫があると良いかなともいます。 
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それと目標５についてですが、これは阿部先生がおっしゃられた魅力のことと、割と現実的な

この土地はここが所有していて、悪いものが入ってこないようにじゃないですが、そういった

色々なものが入ってくるかと思うのですが、この目標５に盛り込みたいことは何なのでしょう

か。 

（事務局） 

未来予想図とは何かということかと思います。具体的に考えているのは国土利用法に基づく市

町村計画というようなものを最終目標にしております。これはある程度土地をゾーニングしてい

ってどのように活用していくというところを考えていく、例えば水源涵養地域であるという形で

開発行為を行わないようにしたり、商業地域ということで容積率などを緩和したり都市計画法に

基づく都市計画に近いものになります。ただしこれは私権制限を伴うものになります。そこは役

場主導でやるのではなくて、集落カルテを作っていく中で住民たちの中で町の方向性について話

し合っていただいて、その結果と役場として考えていることを情報提供しながら、一緒に作って

いいのかなと考えております。 

例えば基本目標１～４を可視化したものが未来予想図として考えております。 

（岩崎委員） 

他はいかがでしょうか。 

（阿部委員） 

未来予想図ということに関しまして、是非小学生、中学生を巻き込んで欲しいなと思います。

豊川信金の支店長もおっしゃっていましたが、大学生で一旦外に出てしまうと外で就職してしま

って戻ってこない。なので小中学生のうちに将来の町について考えることで、自分の将来の計画

の中にこの町の未来というのを重ね合わせてくれるといいのかなと思います。 

子どもは町の財産ですので、巻き込んでいけるような仕組みもお考えいただければと思いま

す。 

（岩崎委員） 

ありがとうございました。その他はいかがでしょうか。 

（小林委員） 

阿部先生の御意見に同感です。新城市では子ども議会という取組をやっていて、小さな頃から

まちづくりに積極的に関わることをやっています。実際にその中から市議会議員になった方も出

たりとかあるので、小さい頃からまちづくりに関わる思い出があれば、一旦外に出てしまっても、

その思い出は消えることはないのでいずれ戻ってくる、気になって帰ってくるというきっかけづ

くりにはなると思います。 

それと報道機関としてアドバイスですが、イベントの周知やこの骨子を対外的にアピールする

際にどちらにアピールしたいかということを明確にした方が良いだろうと思います。例えば私が

所属している会社であれば全国規模でやっている報道機関であるので単純に全国に広く知らし

めたいのであれば私たちのようなところを使えばいいと思いますし、ただ周辺地域に知らせたい

のであればいわゆる地元新聞社に積極的に流していった方がいいと思います。直接伝えたいので

あれば、SNS を使ってなど、効率的に考えて動かれた方が良いかなと思います。 

後記者クラブについても周辺であれば新城市に記者クラブがありますが果たしてそちらに伝

えるのが正しいのか、豊根村なんかは直接豊橋の記者クラブに資料を直接送ったりしています。

そういったことを上手く使っていった方が良いかなと思います。 

（岩崎委員） 

ありがとうございました。今たくさんの御意見をいただきましたが、そろそろ時間となりまし

たのであと 1 人ほどどうでしょうか。 

（櫻井委員） 

 財政力指数について質問させてください。これは１を超えると交付金が貰いづらくなるんです

よね？愛知県５４市町村で一番下が東栄町で２番目が設楽町で３番目が豊根村というイメージ

で新城市が０．６ぐらい、豊川市が０．８ぐらいで豊橋が０．９５だったかと思います。それで

この計算式はどういうものなのでしょうか？収入から支出を割っても０．１９にならないので気

になってしまって、すいません。 

（副町長） 

基本的には収入から支出を割る、で合っていますが、交付税を算定する時には例えば学校であ

るとか、道路であるとか、人がその地域で運営していくために必要なお金というものがあります。
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それを単位は人口や面積など色々ありますが、それを全国一律で算出して、それを東栄町の規模

に当てはめて、東栄町として運営を維持していくためにはいくらお金が必要になるかが使うお金

の算定方法になります。そして現在、東栄町としていくらお金を集める力があるのか、要は税金

だとかを入る方のお金、国から入るお金もありますが、そういったものを要は入るお金として、

使うお金で割ったものが０．１９になります。つまり０．１９というのは自分のところでできる

お金、力が２０％弱ということで、残り８割は国からお金をいただいてやっているということに

なります。 

（櫻井委員） 

ありがとうございました。 

（岩崎委員） 

それでは時間になりましたので、私の方から２点リクエストがございます。 

１つ目はせっかくまちづくり基本条例が出来ましたのでそれを第１章のどこかに盛り込んで、

なので基本方針①、②があるんだというようなものが必要なのかなと思いました。 

２つ目は基本目標１～５まで５点あります。すべてが並列しているというわけではなくて、先

ほどお話がありましたように基本目標１～４を基本目標５が覆うような形になっているという

ことで、もう少しそれが分かるようなポンチ絵のようなものがあると互いの関係が分かって、よ

り骨子としていいものができるのではないかなと感じました。 

たくさんの意見が出ましたのでそれを改めて検討していただくように事務局に要望をさせて

いただきたいと思います。 

それでは本日は承認というところまでやるということですので今骨子案として出していただ

いているものを再検討の必要があるところもありますが、そこは改めて検討していただくとし

て、事務局案を承認してもよろしいか挙手していただければと思います。事務局案を承認してい

ただける方挙手をお願いできますでしょうか。 

（全員挙手） 

ありがとうございます。全員挙手していただいたことでこの方向で承認ということですので、

改めて洗練された形で進めていただければと思います。 

それでは議事の３つ目に移りたいと思います。これは今後のスケジュールということですが、

事務局の方から説明をお願いします。 

【議題３】 

（事務局） 

資料３をご覧ください。第２期総合戦略の策定に向けた今後のスケジュールについて説明しま

す。一番上の段、１１月１日は今夜、第１回総合戦略推進会議ということで開かれているもので

す。そして関連することとして、１１月１２日に第２回の行政評価、総合計画戦略会議というも

のを行っておりまして、昨年度のまちづくりの取組みについて外部有識者、岩崎先生になるので

すが、評価をいただくという会議があります。そして１２月の上旬になりますが、今回の会議を

踏まえまして第２回の総合戦略推進会議ということでここでは総合戦略の案を提出させていた

だきまして皆さんにご検討いただきたいと思っております。そして住民ワークショップとして１

２月頃に行いたいというふうに今の段階では考えております。そしてその次ですが１月中旬から

２月中旬にかけまして総合戦略の案に関する意見募集、パブリックコメントを行いたいと思いま

す。そして同じく１月ごろになりますが、東栄町まちづくり座談会ということを実施し、２月の

下旬ぐらいに第３回の総合戦略推進会議を行いまして、最終案の検討をこの場でしていただきた

いと思います。そういった場でいただいた修正を加えまして、３月には戦略を策定し公表をする

というスケジュールで進めていきたいと思っております。事前のお知らせで第２回、第３回の会

議について日程調整をさせていただくとお知らせさせていただいておりますので、今日調整表を

お持ちの方は会議が終わった後、こちらまでいただければと思います。以上です。 

（岩崎委員） 

どうもありがとうございました。以上で本日の議事３件すべて終わりました。座長の役割はここ

までということで事務局に最後お返ししたいと思います。 

（事務局） 

岩崎先生ありがとうございました。また委員の皆様も長時間にわたりありがとうございました。

本日いただきました御意見や御助言を踏まえて次回の総合戦略推進会議ではパブコメで諮る戦

略案をご審議いただきますので、よろしくお願いします。また先ほどのスケジュールでもご説明
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しましたが１２日火曜日には平成３０年度のまちづくり事業について振り返る第２回総合計画

戦略会議を夜の７時からこの会議室で開催いたします。傍聴も可能ですので、ぜひご参加くださ

れば幸いでございます。それでは以上を持ちまして第１回総合戦略推進会議を終了いたします。

本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 

【閉会 午後 9:00】 

 

 


