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会 議 結 果 報 告 書 

令和２年１月１０日 

 

会議の名称 令和元年度 第２回 

東栄町総合戦略推進会議 

開催年月日 令和２年 1月９日（木） 

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：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、〃経営統括部田中慶太 

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：教育長佐々木尚也、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、〃企画政策係西森政智 

資 料  資料１、資料２ 

会議の概要  

＜議事の概要＞ 

あいさつ 

議事 

１ 第２期総合戦略案について 

 （１）第２期総合戦略案の説明 

第２期総合戦略案 （資料１） 

２ 委員からの意見 

 （１）第１回の委員意見の確認（資料２） 

 （２）その他 ※戦略案への意見 

３ 今後のスケジュール 

   

＜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２回総合戦略推進会議を開催します。開催に

あたりまして、副町長より、御挨拶申し上げます。 

（副町長） 

皆さんこんばんは。改めまして明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいた

します。 

令和２年になりまして１週間ということですが、今年も休みが長かったものですから、やっと

今週１週間経ちまして体が慣れてきたころかなと思っております。 

その中でこうして皆様夜分にもかかわらず委員の皆様にご出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

本日町長は東三河懇話会の新春懇談会が豊橋市でありまして、そちらの方に出席しているとい

うことで私が代わってあいさつをさせていただきます。 

総合戦略につきましては、１１月１日に第１回目の総合戦略推進会議を開かせていただきまし
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て、皆様に骨子案を示させていただき、５つの基本目標を示した中で皆さんから御意見を頂戴い

たしました。その後国、県の考え方、あるいは基本目標が示された中で、また皆さんからいただ

いた御意見を含めながら本日人口ビジョンとそれから総合戦略の案を示させていただきました。

内容につきましてはこの後事務局から説明をさせていただきますが、本日のこの案をもとにパブ

リックコメントをして、そしていよいよ中身のある総合戦略を作り、来年度からその実施に向け

ていきたいと思いますので、本日は皆さんからも戦略案につきまして御意見を賜りますよう、お

願いしまして、冒頭のあいさつとさせていただきます。 

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。 

まず議事の進行役でございますが、座長の愛知大学政策学部長の岩崎先生が事情により出席で

きないということになっております。そのため椙山女学園大学准教授の阿部先生に座長代理をお

願いしたいと思います。 

それではこれからの進行は阿部先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【議事１】 

（阿部委員） 

本日座長代理を務めさせていただきます阿部でございます。力不足の点も多々あると思います

ので、皆様の御助力を得て実りある会議にしていけたらと思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

それではさっそく次第に沿って、議事を進めるにあたり、本日の流れを確認させていただきま

す。 

まず初めに、第２期総合戦略案について、事務局から御説明いただきます。 

その後、議事の二つ目ですが、事務局より事前に皆様に御依頼があったかと思いますが、本日

御出席をいただいております委員の皆様から前回意見の掘り下げを行います。つまり前回いただ

いた御意見をより詳細に詰めていこう、御意見を聴取していこうということでございます。 

最後の議事では、今後のスケジュール等について、事務局より御説明をいただき、終了となり

ます。 

それで本日ですけれども最初事務局の御説明が大体３０分くらい、その後２１時ちょっと前ぐ

らいまでに皆さんで話を詰めていけたらなと思っております。 

では、さっそく議事に入りたいと思います。 

まず、議事の一つ目、第２期総合戦略案について、事務局より御説明をお願いいたします。 

（事務局） 

   振興課の佐々木です。よろしくお願いいたします。 

ではさっそく資料１をご覧ください。 

資料１は２つに分かれておりまして、表に東栄町人口ビジョン（案）と書かれたものともう一

つ、第２期東栄町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）と書かれた左側２か所をホッチキス止

めしているもの、この二つについて説明をさせていただきます。こちらは、前回の戦略骨子案を

もとに、委員の皆様からいただいた御意見を踏まえて作成したものです。 

  委員の皆さまには、事前に配布しておりますが、その後も修正をしております。 

 差し替えとなり大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 

 では早速、資料１について説明いたします。 

まず第２期東栄町人口ビジョン（案）の方から説明させていただきます。第２期総合戦略を策

定するにあたり人口ビジョンの見直しが必要です。人口ビジョンは総合戦略の裏付けとなること

から、この二つを提出させていただきました。 

まず１ページをご覧ください。 
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人口ビジョンの位置づけとして、国の人口ビジョンとの関係性や、町の総合戦略及び総合計画

の基礎となる点について記載しております。また、将来展望人口については、大きく町を取り巻

く環境に変化がないため、第１期を引き続き利用し、将来展望人口は２，２５０人を目指すこと

としています。なお、２，２５０人という数ですが、当初は２，１００人でした。これは第１期

では平成２２年国勢調査の数値を用いて計算しております。その後平成２７年の数値で再計算し

たところ、近年の移住定住の動きなどを受け、２，２５０人という目標数値になっています。 

２ページ下段からは、グラフを用いて、人口や世帯数、年齢構成割合、人口動態の推移を示し

たのち、５ページで将来展望人口について記載をしています。 

６ページの図表９や図表１０は第１期人口ビジョンにはありませんでしたが、今回追加してい

ます。少しデータは古いですが、町内でお金をとどめる力が弱く、町民の所得も低い様子がうか

がえるものになっています。 

７ページの図表１１からになりますが、前回同様、未婚率や合計特殊出生率の推移の他、出生

数と小学校入学者数を記載しています。図表１４では、出生数より、小学校入学時点の人数の方

が多い傾向にあることが分かり、入学前児童の転入が発生している点が明らかとなっています。 

９ページの図表１６や図表１７では、人の流れに直接影響のある道路網の変化や、町の経営資

源と密接に関係する公共施設の更新が必要な時期及び費用について記載しています。 

以上が人口ビジョンとなります。 

続いて、総合戦略の説明をします。 

まず、１ページ目の策定方針では、人口減少は続きますが、暮らしやすい町を次世代に繋いで

いくために、これまでの成果をいかし、東栄町の価値を追求した戦略的なまちづくりを行います。 

２ページ、３ページ目の意義や目的、国や県の総合戦略と整合性を図る必要があるため、国や

県の状況を整理しているものになっています。 

 次に４ページでは、SDGｓについて記載をしています。 

SDGｓとは、国連において、国際社会の普遍的な目標として掲げられた１７の持続可能な開発

を目指した目標です。日本も、中長期的に取り組む目標としており、国民一人一人が自分事とし

て捉えることが必要とされており、今回の戦略から加えております。 

 次に、５ページです。図表１８では第１期基本目標ごとの評価を記載しています。将来展望人

口２，２５０人に変更したことから、表中の２０４０年町人口における令和 1 年度目標値を修正

しています。 

また表の中ごろ、基本目標②の人の流れづくりにおける社会増減の数についてですが、基準値

や目標値は５カ年平均値を基準値としていますが、前回お示しした資料では平成３０年度実績値

について、単年度の数値を記載しておりましたので、基準値等と同じように 5 カ年の実績の平均

値に修正しております。 

最後に表の下にある基本目標④の結婚・出産・子育て支援体制づくりについては、将来展望人

口の変更に伴い、基準値と目標値も変更となっています。 

続いて、７ページでは、これまでの実績や外部有識者等による評価を踏まえ、「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」と「資源管理による持続可能なまちづくり」という二

つの基本方針により、「将来に渡って賑わいを保ち続けるまち」の実現を目指すことを記載して

おります。 

その際には、豊かな自然の中でゆとりある暮らしや、助け合い分かち合う文化が東栄町の魅力

であり、都市と異なる魅力や機能を伸ばすことで、日本全体の多様性や柔軟性に寄与することが

できる、としています。 

次に８ページ、９ページです。こちらでは３つの指標を掲げています。まず、２０４０年の人

口として２，２５０人を目指すこと、次に町民の所得を維持・向上させ、第２期戦略期間が終了

する２０２４年度までには県内最下位を脱出すること、最後に地価公示価格を維持させることを

目指しています。 

続いて１１ページです。こちらは、将来に渡って賑わいを保ち続けるまちの実現に向けた、具

体的な５つの基本目標を記載しております。 

まず基本目標の１つ目では「人の流れづくり 人が集う場所づくり」を行います。そして２つ

目に「まちの魅力づくり」ということで商業や産業が持続する、利益を生み出すための取組みを

行います。３つ目として「東栄らしい子育てができる住環境づくり」ということで、子どもをの

びのび育てられる環境を整備し、まちに人を増やします。４つ目として「まちの未来予想図づく
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り」です。町に暮らす人が町や自分の未来を想像できるよう情報を共有します。そして最後５つ

目ですが、「暮らし続けられるまちづくり」ということで、時代の変化に応じたまちづくりをする

ため、まちづくり人材を育成します、というものになっています。 

続いて１２ページをご覧ください。こちらは国・県・東栄町の第１期と第２期の基本目標の関

係性を整理したものになっています。 

それでは座長、ここまでで質疑応答の時間を取っていただいてもよろしいですか？ 

（阿部委員） 

 ただ今の事務局からの御説明に対しまして何か御質問等がございましたら挙手をお願いいた

します。 

＜質問等なし＞ 

では事務局から何か補足等ありませんか？ 

＜補足等なし＞ 

思い付いたらで良いので委員の皆様また御質問等ございましたらお願いします。事務局のほうか

ら引き続き御説明をお願いします。 

（事務局） 

 一点修正がございましたので説明いたします。１２ページですけども第２期基本目標の表中の

戦略目標（１）「２０４０年人口 ２，３００人」になっていますが、正しくは２，２５０人の間

違いです。申し訳ございませんが訂正をお願いいたします。 

（村本委員） 

 私は事前に配布された資料をもとに自分の意見をまとめてきたのですが、総合戦略（案）の２

ページの中ごろに「東栄町では、国や県の方針と整合性を図りながら、将来人口展望を定め、目

指す町の姿を実現するため」とあるのですが、前にいただいた資料では「整合性を図りながら第

１期期間中の移住者が移住者を呼ぶ好循環等を追い風に～」とあったのにこの部分が無くなって

いるのはどうしてでしょうか？ 

（事務局） 

 戦略の意義というところに特化して書いた結果、文章が長くなってしまいまして、前後関係が

あやふやになるということで省かせていただいたというところがございます。 

（村本委員） 

 その中で移住者が移住者を呼ぶということも考えておるということでよろしいですか？ 

（事務局） 

 その点については当然含まれておるという発想ではあるのですが、評価として総合戦略（案）

６ページの表中②、③のところで「・移住定住について、民の動きが活発になっている」という

ふうに書かせていただいております。 

（村本委員） 

 それに関連して質問があるのですが、昨年の２月末の転入者が２１人おりました。それで７月

で１２人、８月で９人転出されており、ぴったり数が合うのですが、これは偶然だとは思うので

すが、転入理由、転出理由の精査というのは行政として行っているのでしょうか？ 

（事務局） 

 転入、転出については転入、転出の際に皆様に簡単なアンケートを答えていただいておりまし

て、その時に目的というものはお聞きするような形になります。ただ今ちょっと２月と７月、８

月のものを突き合わせたりなどどのような状況になっているかまでは分析を特にはしていませ

ん。ただし２月の段階でかなり転入があったということで、平成３０年度はわずかながら社会増

になっているということは分析済みでございます。ただそれらが地域支援課に聞いてみますとそ

れぞれ個別事情があって移動をされているということですので、例えば７月と８月の転出の数を

合計したら合ったというのは偶然の可能性が高いのではないのかなと思います。 

（阿部委員） 

 大変有意義な質問ありがとうございます。他にもそういったお気づきの点がございましたらご

遠慮なくお願いします。では事務局から説明を続けてください。 

（事務局） 

それでは１４ページをお開きください。 

１４ページの第２節から、具体的な基本方針ごとの説明に入っていきます。 

基本目標ごとに、基本的方向性、目的、具体的施策を明確にし、具体的施策では KPI と呼ばれる
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重要業績指標と具体的な事業の例を記載しております。なお、KPI や具体的な事業の例は、パブ

リックコメントやや各課からの提案などにより、充実を図っていく予定です。 

まずは、１４ページの基本目標１の「人の流れづくり・人が集う場所づくり」についてです。 

令和４年４月に、東栄医療センター・保健福祉センターが本郷地区に移転し、医療・教育・買

い物・金融機関、役場等、暮らしに必要な様々な機能が集積する地区が誕生します。人が集まる

場所に人の流れをつくり、消費する場所である「まちなかターミナル」の形成を目指して、具体

的施策を３つ記載しました。 

一つ目は、医療センター保健福祉センターの新設移転です。 

二つ目に、ついでに用が足せる地区の整備を住民や事業者と共に行う取り組みです。 

そして三つ目に、公共交通網の見直しを行い、まちなかと町内各地区や JR 飯田線東栄駅と結

び、集積した機能をより使いやすくすることを目指します。 

次に１７ページの基本目標２「まちの魅力づくり・民間が稼ぐまちづくり」です。そこでは町

が持続するためには、民間が利益を出せることが重要となる点を確認しています。 

具体的施策としては、１９ページのビューティーツーリズムのような、個々の事業者が持つ魅

力を消費者の求めるストーリーとしてまとめ、事業者が連携することで持続的に利益を出すこと

を目指します。 

二つ目として、賑わいの為に事業者を確保することを目的に、既存事業者の事業継続を支える

福祉のあり方や、多業や副業といった新たに事業を始める人への支援を行います。 

続いて２２ページの基本目標３「東栄らしい子育てができる住環境づくり」です。ここでは、

たくさんの子どもを育てられる町の実現を目指します。合計特殊出生率や出生数の向上を目的と

して、２３ページからの３つの具体的施策を記載しています。 

まず一つ目として、きめ細かな子育てや教育環境を引き続き整備し、働きながら安心して子育

てができるようにします。 

二つ目は、妊娠や出産に対する支援や、東栄町で暮らしながら子育てができる住環境の整備を

行います。 

三つ目として、子どもたちとともに町の現状を踏まえて未来を考える機会を作ります。 

次に２５ページの基本目標４の「まちの未来予想図づくり」では、町の未来を町に暮らす人と

ともに共有します。 

住み慣れたまちで安心して暮らし続けるために、集落点検を行いカルテにまとめ、また土地の

利活用が適切にできるよう境界や所有者の明確化に取り組みます。住民が少しずつ身の回りの暮

らしや地域に意識を向けることで、町の未来を共有し、みんなでまちづくりを進めていくことを

目指します。 

そして２７ページの基本目標５では、産業と暮らしの支えあいにより、「暮らし続けられる町

の実現」を目指します。社会の急速な変化に応じてまちづくりを振り返り、必要に応じた工夫や

改善をする視点を持つ必要があります。そのための人材育成に取り組みます。 

まず一つ目として、住民と行政が共に、暮らしに必要な地域経営資源を管理し、暮らしの持続

性を確保するため、公共施設のあり方の検討を行います。 

二つ目に、産業や商業の持続に欠かせない暮らしのセーフティネットを充実させます。そのた

め、事業を続けるために必要な介護の在り方の検討などを行います。 

このような５つの基本目標に取り組むことで、将来に渡って賑わいを保ち続ける町を実現しま

す。 

 説明は以上です。 

（事務局） 

 一点補足をさせていただきます。今読み上げました基本目標の中で、重要業績指標ですとか主

体といった部分が空欄になっているところがあります。こちらの方はパブコメまでには入力をし

ようと考えております。現在どのような数値にすべきかということを担当課と詰めておるという

ところがございますので、空欄になっているという点についてはご容赦ください。以上でござい

ます。 

（阿部委員） 

 ありがとうございました。それでは皆様の方から今の御説明に対して御質問、御意見等ござい

ましたら挙手にてお願いします。 

（小林委員） 
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 今の部分ではないのですが、いただいていた資料の１番、人口ビジョンの方の話でちょっと確

認をさせていただければと思います。 

 人口ビジョンの方の３ページ、図表３の人口推移と図表４の人口割合についてですが、これは

老齢人口が生産年齢人口を上回った、老齢人口が５割に迫っていると。この老齢人口というのは

６５歳以上の方ということでよろしいのでしょうか？ 

（事務局） 

 はい、その通りです。 

（小林委員） 

 それからそれぞれのグラフは大体が新しい所では平成３０年度までになっていますが、平成３

１年度の途中経過が分かるようであれば教えていただけないかなと思います。 

（事務局） 

 平成３１年度のデータということですが、出典などをご覧いただきますと、東栄町が持ってい

るデータというよりも、県の方で出している統計のデータを使っていますので、現時点では平成

３１年度のものというのは把握できていないという状況です。 

（小林委員） 

 分かりました。それから同じく５ページの図表８ですが、「・第２次産業が減少し、第１、第３

次産業は下げ止まっている。」ということですが、この下げ止まっている理由というのと、あとは

これが今後さらに落ちていく恐れがないかといった見通しが分かれば教えてください。 

（事務局） 

 そのあたりの詳細分析というのは間に合っていないというところではございますが、ある意味

第３次産業や第１次産業というところは、特に第３次産業に関しては保険・福祉・医療というと

ころで従事者の数が多いということがあります。急減するということは考えにくいのかなと考え

ています。ただし第１次産業に関して言いますと、ちょっとどのような経過になっていくのかと

いうところは少し不安視するようなところはあるような状況でございます。それぞれ色々な産業

が複合している部分もありまして、それぞれの事業別では担当課においてどのような事業承継を

行うか、あるいはどのような補助を打ったらいいのかという検討は進んでおります。当分の間は

第１次産業、第３次産業の方はこのまま推移していくのではないかなと考えております。 

（小林委員） 

 ありがとうございます。もう一点これは読めないので伺いたいのですが、同じく人口ビジョン

の６ページの図表９なのですが、東栄町にお金が残らないという主旨の表なのですが、このグラ

フに書いてある矢印の上に書いてある文字がかすれて分からないので教えていただきたいです。 

（事務局） 

 まず「分配（所得）」というところになりますが、こちら青い部分が地域の中からの収入になり

ます。赤い部分が町域外からの収入になります。「支出」の方も同じく青い部分が町内で支出され

た部分になります。支出の一番右側の白い部分、９６億円と書かれたものは、町域外への流出を

示しています。この図表の見方として、「分配（所得）」と書かれた部分のその他所得のところで

入ってきた部分も結局９６億円が外に出てってしまっているということを表しています。そうい

う意味ではその他所得をこの地域に留められず、要は町外の事業者が補助金を取っていっている

場合が多いのだろうということがここから推測されます。最終的に生産でどれだけ稼ぎ出せるの

かが最後の「生産（付加価値額）」という形になります。図表が見にくいという点についてはパブ

コメに諮る際にはもう少し図表を綺麗な形にして見やすいものに修正させていただきます。 

（小林委員） 

 あともう一つ、この下の図表１０なのですが、東栄町の町民所得が県内最下位ということなの

で、近隣の自治体を併記されていますけれども、それぞれが東栄より上回っている理由ですとか

そういったものはどのように分析されているのでしょうか？ 

（事務局） 

 東栄町に関して言いますと、豊根村と東栄町の部分に関して言いますと、なぜこういった違い

が出るのかは選ばれた人がたまたまそうであったのではないかと思います。これはもともと１０

０万円以上の所得のある人たちのデータを県内の市町村が集計してそれを県が取りまとめて公

表している資料になります。その中で１００万円以上の人を選んでいるということですので母数

が少ないという点が私たちのところでは当てはまります。そのため所得の高い人がいたりします

とそれにかなり引きずられるという部分があります。例えばその所得が高い人が退職をされて収
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入が下がったり、いなくなったりするとその影響を受けるということがありますので、例えば平

成２７年、２６年度で東栄町も順調に伸びているというところがあります。例えば平成２４、２

５年でガクッと落ちているのは東栄、豊根ともに落ちていますので、何らかの社会的要因もある

のかなと思っておりますが、ただ一方で新城市というものは所得がその時は伸びているので、こ

のあたりの分析比較というところはあまり詳しくできていないということが正直なところでご

ざいます。ただし東栄町がなぜ最下位であるのかということに関して言いますと、高齢化率がま

ず高いということで高齢者の所得も入ってまいります。そうなりますと年金を貰って収入を得て

いる方となりますと年金を加算した状態での所得の貰い方になりますので、所得が低くなってい

くのだろうということと、農業生産者もいたりするということで低いのではないのかなというふ

うに町の状況についてはそのような分析をしているところでございます。 

（小林委員） 

 ありがとうございました。 

（阿部委員） 

 他に質問はございませんか？ 

それでは座長の方からの質問で恐縮なのですが、東栄町人口ビジョン（案）についてですが、

１０ページの図表１７「将来の施設・設備更新費用」についてですけども、建て替えが青で示さ

れていますが、これは今あるものを廃止するということを考えずに今あるものをすべて建て替え

た場合の試算と考えてよろしいのでしょうか？ 

（事務局） 

そのとおりでございます。 

（阿部委員） 

 廃止ということは町全体の施設計画の見直しというのは今後お考えになるのですよね？ 

（事務局） 

 公共施設管理計画を来年度策定をしていって、その中で見直していくという予定でおります。

その中には当然廃止や設備更新を延命するという形で集中しないようなことを検討してまいり

ます。 

（阿部委員） 

 大変良かったです。この４０年間の総額の３２８．４億円というのはかなりパンチのきいた数

字が出ておりましたので、このままいくと大変なお金がかかるので、やはり廃止、それから延命

ということを考えていかなければいけないですよということを言うために、この資料を出される

というのは大変有効かなと思います。 

 そのほか御質問等ございませんか？また思い付いた時で結構ですので挙手をお願いします。で

は引き続き事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

 それでは資料２をご覧ください。 

こちらの資料ですが、第１回会議で委員の皆様からいただいた御意見を戦略に反映させるた

め、今回詳しく意見をお聞きしたいと考えております。そこでこの資料ですが、一番左にいただ

いた御意見を、戦略案の５つの基本目標ごとに仕分けをしています。そのうえで、それぞれの話

をより詳しくお聞きするため、資料の右側に「委員に確認したいこと」として質問をまとめてあ

ります。 

この「委員に確認したいこと」では、まずは前回ご発言いただいた委員にお聞きしたのちに、

その項目に関連しそうな内容について、他の委員にもお聞きしたいことが書かれています。 

説明は以上です。 

 

 

【議事２】 

（阿部委員） 

ありがとうございます。それでは①人の流れづくりというところから委員の御意見を聞いてい

きたいと思います。まずはこの項目での質問の意図について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

（事務局） 

 それでは１つ目のところです。前回公共交通を活用した賑わいの確保だとか、生活に必要な利
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便性の向上といった点で御意見をいただいております。事務局としては賑わいとは何か、住民は

買い物に車ではなく、公共交通をしてくれるだろうか、三遠南信自動車道の鳳来峡 IC の接続が

もたらす町への影響は何か、といった点をお聞きし、戦略が正しく機能するかを検証していただ

きたいと思っております。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。まずこの基本目標①につきましては、今から１０分ぐらいを目標にご

議論いただければと思います。進行が悪くて現在予定よりも２、３分遅れていますけれども申し

訳ございません。前回和合委員から交通手段を活かしながら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が１か所にまとまってできていれば、１つの賑やかな

場所づくりになるというような町の賑わいになる店舗等をバス循環エリアに誘致することが必

要という御意見をいただきました。 

和合委員にお聞きしますが、中心地域の賑わいを町に暮らす人たちは活用してくれるのでしょ

うか？和合委員もう少しこの話をしていただけないでしょうか？町の人たちが、中心部の賑わい

を十分活用していけるだろうかという質問です。 

（和合委員） 

 活用するかどうかというところはまだ何とも言えないのですが、そういう環境を作ることか

ら、何か見えるものがあるのかなと思いました。そしてそれを使おうというふうに呼びかけてい

く声が、必要かなと思いました。 

（阿部委員） 

 今シナリオにはなくて恐縮なのですが、今そういう町の人たちがなんとなく集まってくる場所

というのはありますか？ 

（和合委員） 

 衣料品屋さんだとか、本郷に小学校があった時はまた違ったのですが、やはり町外に出ていっ

て買うことができないお年寄りの方たちは衣料品店とかスーパーとか、そういうところが多い、

賑わっているなと思うところはそういうところです。 

（阿部委員） 

 では町外に出ていけない高齢者の方々が喜ぶようなものを集積するとなんとなく皆さん集ま

ってらっしゃる可能性があるとお考えでしょうか？ 

（和合委員） 

 私はおいでん家に行っていて、おいでん家を利用している方たちの声を聞くとそういう感じか

なと思っておりました。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。おいでん家に来てくださる方は場所が欲しい方だと思うので、大変貴

重な御意見ありがとうございました。 

 では今町民側の御意見でしたけれども、町の賑わいを事業者が望んでいるのか、もし望んでい

るのであれば、どのように賑わいを生んで活用するのか、またそこでの商工会の役割は何か、事

業者側の視点で村本委員から御意見をいただけますでしょうか？ 

（村本委員） 

 町内の事業者というか、結構使っていただけるのは食料品とか衣料品が多いのですが、町内に

は１軒しかありません。それで商工会では町で委託されたオニスターくんという移動販売車で町

内を回っているのですが、やはり利用されるお年寄りや一人暮らしなどの方たちはそれだけでは

なくて、今和合委員おいでん家の話をされましたが、そういうところに来ている人たちは、やは

りショッピングをしなくても、お店に行って見て回りたいという希望が結構あります。ですので

おいでん家の支援員の方たちには御足労をかけるかと思いますが、希望者を町内の衣料品店や食

料品店に案内して３０分～１時間程度のショッピングができるように商工会としても事業者と

話をしているのですが、商工会だけではできないものですから、おいでん家の支援員の皆さんも

もし協力していただけるのであればそういうところに行っていただけると良いなと思っており

ます。 

 それでこの前の資料を見て、町内を回っている事業者が利益を出していないとありますが、な

ぜ出していないかというと、これは２人で回っていて、これを１人で運転から販売までできるよ

うになれば１人分の経費が減るのですから、その分利益に回せるかなと思っておりますし、今は

県や町の補助を受けてやっておりますが、事業者の企業努力も大切ですし、皆さんが町内の食料
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品店へ食料品を購入していただくということも大切なことかなと思っております。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。やる気のある事業者には商工会としても応援をしてくれるし、おいで

ん家とも連携を考えてくださるということですね？そういった時に集積って場所が指定されて

いると良いのかなと。場所が集積していこうと皆さんで合意を取って足並みをそろえていくと一

つストーリーとしては良いのかなと個人的な印象を持ちました。 

 では同じく町の賑わいについて、町の産業を支えるとしてどのように捉えているのかを、櫻井

委員、後藤委員にお尋ねしたいと思います。まず最初に櫻井委員、お願いできますでしょうか？

ちょっと漠然とした質問で恐縮ですけども、今賑わいのある場所を町の中に作っていくのはどう

だろうかという戦略が出ているわけですが、ニーズはあるということが和合委員からいただきま

して、そのニーズを汲み取る、支援する商工会としてもできるかもしれないと。それでお店等を

誘致するときにお金を借りる金融機関として何か支援していただける可能性というのは金融機

関からの目で見て、何かこの賑わいづくりにご助力いただける部分はあるのでしょうか？質問を

シンプルにしますと、賑わいってあったら良い、あったら機能すると思われますか？ 

（櫻井委員） 

 今村本委員も言われたみたいに、やはり中々東栄町の人口の約半数が６５歳以上、多分８０か

ら８５歳以上になると東栄町の人口の２５％が恐らくそれぐらいの割合を占めると思うのです

が、やはりそこまでになると中々足の不自由な方など、出かけることも難しいお客様も多々お見

えになるかと思うのですが、やはり昔ながらで言うと、スーパーの横のところにテーブルに皆お

年寄りが集まってペチャクチャ喋るとか、昔ながらのそういった賑わいはあった方が確かにお年

寄りの話す機会も増えてきて、町全体も家にずっといて食事の時だけ買い物に来てまた家の中で

食べるというよりも、皆さんが外に出るようにしていただければ、町全体の雰囲気的にもイメー

ジ的にも良いと思いますので、確かにそういった一点集中ではないですが、そういったエリアを

設けて、住民の方に集まる場所というのは提供していった方が良いのかなと思います。ただ、そ

れに関してはやはり足の不自由な方が高齢者には多い中でそういった方たちには町の支援を得

ながら、バス等で１時間に１回というような形で協力を得ながらやっていただいた方が、町の活

性化というかお年寄りも色々な形で情報を得るし、賑わいの町になるのではないかなと思いまし

た。当然そういったものには商売ですと儲けがないといけませんので、そういったものに関して

はそういう御相談があれば事業計画などをいただきながら当然うちとしても地元発信の企業に

対しては当然できる部分できない部分はありますが、積極的にご支援させていただきたいという

気持ちで取り組んでいますので、もしそういったお話があれば、一度お店の方に来ていただけれ

ば、協力できないにしても何かアドバイスや方向性は出せると思いますので、事業者の方には遠

慮なく来ていただければなと思っています。以上です。 

（阿部委員） 

 大変前向きな御意見ありがとうございました。今御発言の中で、情報を得るというところに私

すごく感銘を受けまして、賑わいと言うとなんとなくムードの話になりそうですけれども、現実

的にこの情報を得る場、情報交換の場というのも非常に重要だなと気づくことができました。あ

りがとうございました。 

 では続きまして、後藤委員からも御意見頂戴できますか？ 

（後藤委員） 

 私も櫻井委員と同じで、バスの循環で賑わう場所を作るということは、当然金融機関、商店な

ど色々なところが賑わってくると思いますので、その時にお客様どうしが農協ですと、待合スペ

ースにバスを待って集まってくることで普段出てこれない、車を持って来れる方はいいのです

が、ずっと若い人がいないと出てこれない人たちにはすごい良いことだと思いますし、またうち

らからしても声をかけたりして元気づけたりだとか、さっき情報提供したりとか、賑わいやそう

いった環境づくりはできると思いますので、そうするとまた町も盛り上がっていくのかなと考え

ております。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。出てきてもらう交通を用意するということで大分違ってくるというの

かなと今伺っていて思いました。ありがとうございます。 

 ではその他の意見、いかがですか？なければ今日は話すことがいっぱいありますので、先に進

みますが、また思い付きましたら戻ることもできますので、まず先に進ませていただきます。 
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 次に２つ目の質問に入ります。前回金田委員から車を持っていないお年寄りについて、食材を

買えるお店が少なくなっているので移動手段を考えた取組みが必要という御意見をいただいて

います。買い物するための移動手段とは具体的にどのようなものでしょうか？事務局は金田委員

からなにか意見を聞いていますか？ 

（事務局） 

 はい、金田委員から御意見いただきました。公共交通がまず使いやすくなるということが必要

ではないかという意見ともう一つそれと併せて別の動きなのですが、郵便局と例えば連携をした

買い物支援ですとか、そういったところで何かしらフォローができないかということを言われて

いました。これは豊根村で実際に「おつかいポンタ便」で事前に予約をしていただいてそれを郵

便局の方が自宅まで運ぶといった取り組みが郵便局との連携でできれば、そういったところへの

支援もできるのではないかという御意見をいただきました。 

（阿部委員） 

 豊根村の「おつかいポンタ便」というのは豊根村オリジナルなのでしょうか？ 

（事務局） 

 豊根村と郵便局の方で連携をしているということで県内では豊根村でしかやっていないとい

うところです。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。では同じく交通についてですが、前回村本委員から三遠南信自動車道

が整備され都市部への交通のアクセスが良くなった点を外へアピールすると良いという御意見

をいただきました。アクセス性が良くなって、町の変化をどのように捉えていますか？良い面と

良くない面、今後への期待と不安の両面があると思いますが、もう少し具体的に御意見をお願い

できますでしょうか？ 

（村本委員） 

 三遠南信自動車道ができることによって、東栄町にもたらす良い影響はとうえい温泉等で話を

聞いてみますと浜松方面からのお客さんがかなり増えたと。交通の便が良くなって浜松市の中心

部からも１時間少しで来れるみたいでアクセスが良くなって良いのですが、一方東栄町から浜松

や豊橋へ行くのも行きやすいというわけで、商工業者にとって特に若い世代の人たちは浜松なり

豊橋に１時間で行けてしまうので食料品なりなんなりの買い出しに行ってしまい、町内の事業者

の売上には貢献していないというか、そういうものが不安というか悪影響ではないのですが、そ

のような感じで受け取っております。 

（阿部委員） 

 町外に出やすくなることのマイナスというわけではないですが、お金が町内に落ちないことを

どうしていくか考えていかないといけないのかなと思います。では急ぎます。基本目標②の魅力

づくりに参ります。事務局から質問項目の説明をしてください。 

（事務局） 

 基本目標②では基本目標①で整備した人が留まる地区の中身を魅力的にして、その地区を使っ

て地域全体が潤うことを目指しています。そこで「人が集まり、消費するため」の魅力づくりに

ついて、詳しくお聞きしたいと考えました。 

また、イベントなどについて、第 1 期総合戦略の外部有識者評価でも指摘をいただいているとお

り、目的や受益者の明確化や見直しの必要性が問われているものです。イベントの捉え方を整理

し、「暮らし続けるために稼げるまち」を目指す方向性と連動させる必要があるため、御意見をい

ただきたいと考えました。 

（阿部委員） 

 前回私から魅力づくりは町内でまず発掘、そして情報共有、それから情報公開の３つが大切で

ある点や役割分担の継続することが大切である点、個性的な景観づくりが必要な点を発言してお

ります。また小林委員からは情報発信については媒体の使い分けや戦略的に情報提供する必要が

ある点御意見をいただいております。小林委員の考える戦略的な情報提供とは何か、もし事例な

どがあれば教えていただけますか？ 

（小林委員） 

 これは前回もお話しさせていただいたかと思いますが、取材する側からしますと取り上げるも

のは所属する団体、会社によって属性が違いますので、例えば朝日新聞ですとか全国紙であれば、

全国に配信したとして全国の他の地域の方が関心を持って見てくれるものを取り上げますし、一
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方で東愛知新聞さんですとか地元紙ですと東三河管内、広くても愛知県内が関心が持ちそうなネ

タを探してきますのでそういった所が違ってくるのかなと思います。例えば町としてこのことに

ついては全国から人を呼びたいんだと考えるのであれば、全国紙が取り上げるような味付け、お

化粧が必要になりますし、地元の人たちに知ってほしいのであれば広報誌であるとかチラシを撒

くという形でも十分だと思います。そういった違いになってきます。それから後は最近ですと必

ずしも新聞など既存のメディアを使う必要もなくなってきていますので、そこは SNS やインタ

ーネットを使ったメディアは実際にハンドリング、使う人間のやり方によって如何様にも化ける

ものではあるので、例えば店が SNSをやる、あるいは町が SNS をやる、そういったことでお金

をかけずに広報することもできるかなと思います。ただそのためにはやはりまず多くの方に見て

いただける素地づくりということが必要なので、Facebook ですとか、Twitter であればフォロー

してくる人数、見てる人数をいかに最初の段階で確保しておくこと、後は町のイベントですとか

PR したいことをどれだけ他の人に話したくなるか、伝えたくなるか、そういったことを意識し

てやる必要があるかなと思っています。最近ですと豊橋駅前にクリスマスのマーケット（※とよ

はしクリスマスマーケット２０１９）が行われましたけれども、あれなんかはクリスマスマーケ

ットの写真を皆さん携帯で撮ってもらって、それを Twitter 等に掲載したことを見せるとクジが

引けるといった、目の前に人参がぶら下がっているようなことが行われていたり、悪い意味でな

く良い意味でやっていますので、そういった仕掛けというのをなるべくお金をかけず考えていく

必要があるのかなと思います。以上です。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。ターゲットと媒体の整理をすることですとか、フォロワーの確保とか

魅力あるコンテンツ作りというものが今お話にあったかと思います。 

それから私の方も補足をしないといけなくて、私の話も小林委員の御意見とほぼ同じですが少

し補足するとするならば、発掘に必要な視点は何か、というところですけども、町内の皆さんか

ら見ると当たり前のことでも、町外の人間から見るとすごく面白いということがあります。だか

ら町外にどれぐらい東栄町のコアなファン、例えば私なんかはその最たるものだと思うのです

が、こういった町外のコアなファンを確保して、町内と町外の目の両方で発掘していく仕掛けを

作れたらいいなと思います。 

次にイベントについてです。この項目はすべての委員の皆さんに質問をさせていただきます。

そもそもイベントは何なのか、イベントとはどうあるべきなのか、という点についてお尋ねしま

す。いかがでしょうか？例えば東栄フェスティバルとか星空おんがく祭ですとか、町が主体とな

っているイベントがあるかと思うのですがイベントと町の活性化という点について、どう機能し

たらいいか。イベントについて、ご自由に意見をお聞かせください。 

（田中委員） 

 今お話を聞かせていただいて、これは魅力づくりに限らず、基本目標の①から⑤の全てに言え

ることではあるのですが、魅力というのは町から見たものなのか、外から見たものなのか、また

はそれを合わせたもの、それによってそのイベントが、そのターゲットに向けたものなのかとい

うことだと思うのですが、色々な地方でイベントがあると思いますが、町民も、外から来た人も

喜ばれるようなイベントをして内外からのもので活性化を図るものが良いのかなと思ったりし

ます。ですので町内での魅力の発掘、町内の方が魅力と感じるもの、町外の方も魅力的だと感じ

るもの、そういった両方の魅力を持ったイベントというものが、町内も町外も活性化してくるの

かなと思います。 

（阿部委員） 

 イベントと言えば山本委員。ぜひいかがでしょうか？ 

（山本委員） 

 星空おんがく祭の方に４、５年関わらせていただいておりますが、イベントとは何かというこ

となのですが、私の中では東栄町をアピールしてイベント以外でも東栄町に来てもらうことをず

っとコンセプトとして委員に関わっているので、イベントとは何かと聞かれたら、東栄町を知っ

てもらってイベント以外に来てもらって、東栄町にお金を落としてもらうというのが最大のポイ

ントで、また実行委員を育てて将来色々なことをやっていくということもありますけれども、私

としては東栄町にお金を落としてもらうというのが一番のイベントだと思います。 

（阿部委員） 

 東栄町というものを知ってもらって、さらにお金を落としてもらって、もっと言えば移住に繋
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がったりすると良いということですね。他に皆さんぜひ御意見ありましたらお願いします。教育

委員のまゆみ委員もお願いします。 

（西谷委員） 

 町内のイベントも各種ありますが、それぞれ近年色々工夫をされていて、経費削減ですとか目

的に沿って PR の場にするですとか色々な工夫をされていると思います。それで今後取捨選択し

ていって続けていくもの、縮小していくもの、色々あると思いますが、やはり町内の人が喜んで、

「こんなに人が来てくれて嬉しい」だとか「お金が落ちて嬉しい」とか「交流人口が増えて嬉し

い」とか町内の人が喜ぶことが一番大切だと思います。「外の人に優しすぎる東栄町」というとこ

ろもございますので、例えば他所だと駐車場代を取ったり、東栄マラソンの参加費を取ったりと

か、そういう優しすぎる感じもあるので、そういったところで工夫していければ、さらに町民も

喜ぶ、満足のいくものになるのではないかなと思います。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。おっしゃる通りだなと思います。その他イベントに関して御意見いた

だけませんか？では先に進めさせていただきます。 

 続いて基本目標③の子育てについてです。では事務局から質問の意図について説明してくださ

い。 

（事務局） 

 前回、「東栄らしい子育て環境」というキーワードをいただきました。そこを少し掘り下げるこ

とで、他の地域とは異なる魅力的な子育て環境として、戦略に位置付けていきたいと思っていま

す。 

 また、未婚率の上昇対策と、出生数の維持については、なかなか具体的な方法が見つからない

ため、委員の皆さんから助言をいただきたいと考えています。 

（阿部委員） 

 では前回西谷委員から保育園、小、中学校の連携による東栄らしい子育て環境の PR の必要性

や和合委員からは町の子育て方針について、町外で暮らすご自身のお孫さんにアピールしたいと

いうような御意見をいただきました。まず保育園、小、中学校とはどういうものなのか。まず事

務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

 教育委員会に確認をしております。まず連携教育ですが、０歳から１５歳、中学校を卒業する

までの子どもの教育に家庭、保育園、学校、保護者、地域等が力を合わせて取り組むための計画

です。現在はその計画を作るために関係者に意見を聞きながら目標設定をしている段階だという

ことです。これは第６次総合計画の基本計画に基づく行動計画にあたるそうです。作る目的とし

ては家庭や保育園様々なところがそれぞれ教育的役割を持っておりますので、そういうものを活

かして、一貫した理念で東栄町の子どもを育てるということが目的になっているとのことです。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。ここからの審議は２０時２０分を目処にご議論いただきます。事務局

からの情報提供を踏まえ、和合委員、東栄らしい子育て環境とはどういうものだと思われます

か？ 

（和合委員） 

 東栄らしいということで東栄町に魅力を感じることは何かということを前に聞いたことがあ

って、この山の中の自然の良さは確かに言われましたが、それは日本のどこでもあると。でもま

ず行きたいと思った人が、東栄町だった。 

それで何が一番良かったんですかと聞いたら、「人」だと言われました。東栄町らしい子育てと

いって「人」と言われたときに、その東栄町の「人」ってどういうことですかと聞いたら、本当

に他人の子なのに自分の子のように、他所のおじいちゃんなんだけど自分の親のようにというよ

うな目線で見てくれることなんだと言われました。だから東栄町全体が一つの家族というか家庭

というかそういうものを感じました。なのでそういうまちづくり、さっきも言われましたように

スーパーの隅で話して情報交換、そういう何でもないようなことですけども繋がっていく、その

場が東栄町全体で繋がり、そして「どこどこのだれだれ」で通じるのが東栄町なので、そういう

ところからの声を聞いた時に東栄町全体が家族のような家庭のような温かいイメージがあると

いう話を聞いて、すごく住んでいる者として嬉しかったので、それが「東栄町らしい」のかなと

いうふうに受け止めています。 
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（阿部委員） 

 ありがとうございます。西谷委員はいかがでしょうか？ 

（西谷委員） 

 まず、このお正月に豊橋市に住んでいる６０代の女性の方にイベントでお会いした時に、それ

は動物園のイベントで普段どおりしていたのですが、今豊橋市でも見知らぬ子どもに声をかけな

い風潮があると聞いてびっくりしたのですが、よく他所の子は𠮟れないということはあったので

すが、子どもに話しかけると何か問題が起こった時に、親が出て来たり、親が何か言って来たり、

そういうことがあると聞いてすごくびっくりして「豊橋でもか」と思いました。やはり田舎の良

さというか日本の良さというか、よく「災害が起きても自分は良いから他所の人に」とかそうい

う日本で守られてきた地域や人の繋がりの良さというのは東栄町のすごく良いところだと思い

ますし、もう一つ子育て世代の都会のお母さんから聞いたことですけども名古屋市や春日井市で

も、子どもがいないので広い範囲が通学圏内になって、だから余計に子どもが遊ぶ家庭が見えな

い、どこで遊べば良いのか、誰と遊べば良いのかが分からない、希薄なものと聞いていたので、

やはり東栄町というのは一園、一小、一中になっても全体がじわじわ把握できていく規模なので、

とても分かりやすくて、お付き合いもしやすい地域だと思い、そういうところも子育て環境とし

てもプラスの魅力だと感じています。それから習い事で近隣市町村からたくさん、ちょっと遠い

ところですけど東栄町へ習いに見えている方が多いのでこういった地域の力とかが魅力に感じ

ています。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。私も外から見ていて東栄町の人の魅力をすごく感じていまして、花祭

という精神的な支柱があることで、家族的なつながり、上下のつながりがあってすごく素敵だと

思うので、人口が少ないことを逆手に取る、家族的なつながりが町内にありますというのを強調

されることは良いのかなと思います。 

 では未婚率の上昇対策や出生数維持の具体的な方法への助言について、委員のみなさんいかが

でしょうかってシナリオには書いてありますが、これは日本中が苦労していることですので、皆

さん気楽に御意見をお聞かせください。村本委員どうぞ。 

（村本委員） 

 子育てとか言っていましたけれども、子どもがいなければ子育てもできないわけで。子育てを

するということは新しい命が生まれてこなければ、子育ても進んでいかない。 

東栄町も以前は出産の奨励金もあったのですが、東栄町の財政状況を考えずに言うと、１子生

まれたら１００万、２子生まれたら２００万、３子生まれたら３００万というような、産んでい

ただいた方への補助ということをやっていけば、若いお母さん方への一助になるかと思います。

自分の孫もこの前生まれて設楽町ですけども、何もなかったので、そういう補助も大切だと思い

ます。 

（阿部委員） 

 フランスだと家族手当というものがありまして、移民の方がたくさん子どもを産んでいるの

は、産めば産むほど儲かるというシステムが社会にあるからで、これは日本の財政状況では難し

く、それは子ども一人産めば１，０００万貰えるのではあればバンバン産むと思いますが、そう

いうわけにもいかないので、ですのでそれ以外の何かいい案ありませんか？和合委員どうぞ。 

（和合委員） 

 私が思っているのは、今の学校の授業の中に道徳教育というものがあると思いますが、それが

前は１週間に１回という頻度であったかと思いますが、今現在はどうですか？ 

（教育長） 

 小学校１年生から中学校３年生まで週１回道徳の時間は教科になって授業があります。 

（和合委員） 

 それが前はあまりなかった時代があったと思います。今そういうものが本当に重要だと思う

し、もう一つ子どもも大事なのですが、親の子育て、最初の子どもを産んだ時って本当に分から

なくて、それを支援できるお年寄りがいっぱいいるので、さっき言われました人材を保健師だけ

ではなくて、子どもを持った近所のお母さんたちが手伝いに行くなど、子どもが産まれた家庭に

協力できる体制をとっているような流れづくりがあったらもっと住みやすいかなと思います。そ

うなると産むのも怖くないし、たくさん産んでも預かってあげるよという感じが取っていけた

ら、そうしたら母親がパニックにならなくて済むと思います。だからこれがすごく重要かなと。
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それが母親教育、父親教育というような教材を持ってきて、メンタル面をケアして、行動面もケ

アする。一番メンタル面が不安になると思うので、そこをケアできる方法を見つけていけたらい

いかなと思います。 

（阿部委員） 

 やたら子育て支援が手厚いと、働く女にとってはありがたいことで、テレワークのような、ネ

ットを使ってどこでも働くことができる、テレワークができるタイプの女性に対してものすごく

支援が手厚いということを思い切り打ち出していくことで、そういう女性を誘致できるようにな

ったらすごく素敵だと思います。たくさんいるシニアの方の見守りの中で、子育てができるとい

うのも大変楽なのかなと思います。魅力を感じました。私も子どもがいますので大変分かります。

ありがとうございました。 

 その他、なにか思い付かれたことございませんか？お金さえあれば村本委員のようなこともぜ

ひ実現したいのですが、町がたくさん稼げる町になったあかつきにはぜひ打ち出してほしいで

す。小林委員どうぞ。 

（小林委員） 

 私も目下苦労していることなので、子どもが産まれる、産まれないというのは子作りの問題で

もありますので、道徳教育もそうですし、私も小さい頃は保健体育を教わるというと、男の子が

女の子をからかったり、その逆もあったりということで授業として成立しなかった記憶があるの

ですが、そこをきっちりと、どうしたら子どもが産まれるのか、子どもが産まれたら親はどうす

るべきなのか、いついつ頃までならば子供が産まれやすいのか、いつから産まれにくくなるのか、

といったことをきちんと知識として最初から植え付けていくということも大事なのだろうなと

思います。それと道徳教育であるとかが合わさることによって、男女の体の違いなども踏まえた

思いやり、家族間の思いやり、町民間の思いやりというものにも繋がっていくのではないかと思

いましたので、教育の部分で小さい頃からきっちりと色々なものを教えることで将来に向けての

種まきができるのではないかなと思いました。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。魅力的な人格教育というものが、東栄町が先進的というか、あるいは

東栄町に住んでいるだけでみんな英語ペラペラになるとか、分かりやすい教育の特徴があるとア

ピール力があるかもしれません。いじめがゼロの町とかでも良いでしょうし、そういうものを教

育現場の皆様で積極的に考えてくれたらなと思います。 

 次に、小中学生にうちに町の将来を考える機会があるとよい、という意見については私が行っ

たことだと思うのですが、事務局の方から情報提供をまたよろしくお願いします。 

（事務局） 

 小中学校におけるまちづくりについて考える時間ですけれども、教育委員会からは、夏休みや

冬休みを含めて現行でもカリキュラムや行事予定が詰まっているという状況があるそうです。学

校が間に立って募集をかけて、希望者が参加する形であれば実施が可能かもしれない点を教えて

いただきました。あと今年度、中学生が町の将来を考え、中学校の文化祭でそれを発表したとい

う取り組みもありました。こうした取り組みの一部に町の情報提供などを入れることも一つの方

法として可能ではという意見でした。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。言い出しっぺが私ですので、ちょっと補足をさせていただきますと、

現行のカリキュラムに入れるのは大変難しいということは理解ができます。学校を経由して募集

をかけて希望者が参加する形であれば参加可能であるということで前向きに考えてくださった

ことに感謝いたします。先ほど資料の方にも SDGｓのことが書いてありましたが、例えば SDG

ｓみたいな先端的なことを絡めながら、中学校の文化祭で発表をするといったときに例えば大学

側として支援をする。そうすることで東栄町の教育というのは先端的、あんな山奥というと失礼

ですが、あんな山奥でも教育のレベルが先端的ですよというのが、外に向けてアピールできると

また町のイメージアップになるのではないかなと思いました。ぜひ大学、うちに限らず大学とし

ても若い世代に支援したいと思っている先生方たくさんおられますので、お声がけいただければ

活用していただけるようにしてください。ここに大学がないのなら外で組めばいいだけですので

ぜひ大学の活用をお考えください。 

 では４つ目の基本目標、未来予想図についてです。事務局から説明をお願いします。 
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（事務局） 

 まちの未来予想図をみんなで共有することにより、ともにまちづくりを行い、こうした積み重

ねによって土地の価値を上げたいというふうに考えています。その中で、前回いただいた個性的

な景観づくりという御提案は、町に暮らす人が気軽に参加できる魅力づくりにも繋がると考えて

います。しかし、具体的な手法などが思いつかなかったため質問をさせていただきたいと思いま

した。 

（阿部委員） 

 前回のお金をかけずに個性的な景観づくりをしたらどうかというのは私が申し上げたことか

と思いますが、常設的な町並み整備は時間がかかるので、手間をかけずに作ることができるイン

スタ映えする景色、例えば通り１本に任意の町並みに暖簾でデコレーションする、例えばベネッ

セが頑張っている瀬戸内海の直島の暖簾プロジェクトであるとか、あまり上手くいっているとは

言い難いのですが、有松でも有松絞の暖簾を掛けている例があります。それからホタルのさんぽ

道が大変成功してめでたいのですが、そのさんぽ道に四季折々の景色づくり、寒い時期ならロウ

ソクを灯すであるとかアサガオ、のき山学校の壁面にプロジェクションマッピングをやるとか、

とにかく「うちこんなことやってるよ」と町の人が誇りに思えること、それを見てまた町外の人

が惹きつけられるような、お金をかけずにできるものでもう少しインスタントなもの、パーマネ

ントではなくてインスタントであったりテンポラリーであったりするものを考えてみるのはど

うかという御提案でした。 

 もし他の委員の皆さんもそういったものを思い付いたらぜひ、教えてくれませんか？がっちり

作るとお金がかかるので、ぱっと短期的にやれるものですごく「こんなのがあったら東栄町すご

いね」となるような。小林委員いかがですか？ 

（小林委員） 

 偶然そんなメガヒットが落ちているとは思えないですけど、多分町の住民の方からすると当た

り前の風景になってしまって何も発見できないこともあると思うのですが、やはり期待すべきは

外からポッと、ふらっと来るような人の目線じゃないかなと個人的には思います。例えば能登半

島の海岸に岩が出ているのですが、それを見る人が見たらゴジラみたいだということでゴジラ岩

なんて名前が付いてその後観光スポットになったという話もありますけど、あれも多分見慣れた

人はゴジラとも何とも思わずに過ごしているところを誰かが「あ、ゴジラじゃないか」と言い始

めて、みんながそのつもりで見たらゴジラに見えるようになったという話だと思いますので、さ

っきのＳＮＳの話とも繋がると思うのですが、なるべく普段町に籍を置いていないような方で知

り合い、味方をいかに作るかといったところと、あとはその人たちに何かしら「こんなことやっ

ています。」とか知らせてあげて町内の人ではない感性で見つけてもらうというのが一番楽であ

りお金もかからないのかなと。かつ、今ＳＮＳという武器がございますので、それをアピールし

たければ彼らが、言い方が乱暴ですけども勝手にやってくれるかもしれない。あとは町の人はそ

の流れに乗るというのが、やりやすいやり方なのかなと思います。 

（阿部委員） 

 大変効率のいい方法ですね。個人的には小学生あたりがすごい隠し玉を持っていないかなとい

う気がするのですが、もし機会がありましたら小学生、中学生の若い方にもぜひ、保育園児がす

ごいのを持っているとすごい楽しいのですけどね。では最後の基本目標⑤の暮らし続けられるま

ちに入りたいと思います。事務局説明をお願いします。 

（事務局） 

 基本目標⑤では、前回いただいた御意見の中で、既存の取り組みに対する指摘や、官民の連携

による新たな取り組み方の提案について、改善や実現にむけてさらに具体的にお話を聞きたいと

思いました。 

（阿部委員） 

 ここでは、２０時４５分を目途にご議論いただきます。 

前回、移動販売について、いくつか御意見をいただきました。実際に移動販売に関わり、利用

者には買い物が自力でできる人とできない人が混在している点や、買い物という行動そのものが

介護予防となる点に関する指摘を山本委員からいただいていました。 

また、小林委員からは、町の入り口まで運んできてもらう、他の店で預かってもらう、そしてそ

こまで取りに来てもらう手段の提案や、宅配のための人員確保が難しい点、購入する高齢者側の

外出を抑制する結果になる点等御指摘いただきました。 
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お二人の指摘からは、利用者のターゲットが絞り切れていない点について、指摘されているよう

に感じます。そのあたりは役場ではどのように捉えていますか？事務局お願いします。 

（事務局） 

 担当の経済課から聞いている状況です。移動販売事業の当初の目的は、町内事業者の事業継続

のために買い物客を増やして利益を出すことでした。そのためターゲットを広くとらえ事業を進

めて来たということです。しかし、実際には事業者の負担増等により利益につながっていない点

が明らかとなってきております。また合わせて、御指摘いただいたとおり、介護予防を含めた福

祉の観点からすると手厚いサービスが日常生活能力の低下につながるのではないかという点に

ついても、役場の中でも指摘があるところです。今後は、本来の目的である事業継続を念頭に、

今後のターゲットや事業の見直しの検討が必要だと考えている、ということでした。 

（阿部委員） 

 事務局の今の回答を受けて山本委員小林委員からの助言はございますでしょうか？ 

（山本委員） 

 実際に私は移動販売をお手伝いしているのですが、今週行った移動販売では三輪の駅前に行き

まして、ここは駅の中には椅子があるのですが、移動販売をするところには椅子がありません。

皆さん立って待ってらしたのですが、気分が悪くなった方がいて、結局目眩もして、そのあと倒

れたので救急車を呼びました。その時にその方は喋れなかったので、集まった方々にその人の持

病とか現状、先週まではどういう生活をしていたのか質問したら、そこはコミュニティがとても

良かったところでしたので、その本人の近所の方々がその人を良く知っていたのと、年末年始に

ご家族が来てた、来てないということもとてもよく分かりました。なので移動販売で皆さんが集

まってきているところでコミュニティが生まれている、いろいろ情報交換をしていて、年末年始

は２週間移動販売に行っていなかったのですが、情報は交換できていたので、移動販売をしなが

ら「あ、こういうことも担っているのだな」と一つ学びました。 

そしてその気を失った方も意識が戻りましたのでどうして今日ここに来たのかいろいろ聞き

ましたら、家に食べ物がなくて、どうしても今日買わないと食べるものがなかったと聞きました。

ご家族の方が遠くにいるという話を周りの方には聞いたのですが、そういう状況があったんだな

と思いました。その方のご自宅は移動販売のところまで遠かったです。 

そのあと年明けには移動販売の場所が変わったので、新たな場所に行きました。そうしたらか

なりご高齢で玄関先までご夫婦で出てこれない家のところにも伺わせていただいたのですけど、

こういった方が移動販売を待っている、玄関から先は坂道になっているし、足は四点歩行の歩行

器とご主人はほぼ耳が聞こえませんでした。そういった状況があるところがあれば、おいでん家

のほうにも私たち行かせていただいて、そちらはまだおいでん家に来れるという状況ですので、

そこまでの環境の人はいないので、実際お手伝いさせていただいて、今移動販売が始まった理由

を聞いたら、事業者の事業を維持していくということと、前半の①人の流れづくりのところでも

意見をいただいて、自分の中でもいろいろ思ったのですが、おいでん家でできているコミュニテ

ィの方、支援員の方とかいろいろサポートしてお店の方に行ってもらってなんとか買い物してい

ただいて、隣に保育園、小学校あるのでそこで子どもたちの顔を柵越しといえども見たら少しは

元気になるのかなと思いました。 

なので本当に困っているところに移動販売が行って、本当に食べ物以外のものも結局なくて必

死の思いで買っているのが現実だったので、そういった方にもう少し援助ができるようなルート

にして、もう少し内容を変えていっても良いのかなと私はまだ関わって数か月ではありますがす

ごく感じました。 

なので少し検討をしてそうしたら事業者も利益が上がると思います。やはりその人たちは食べ

物以外のものが本当になくて懐中電灯の電池がなくて使えなくて夜トイレに行けないとかそう

いった話をされていて、移動販売では電池も売っています。 

あと２人で行っていますけれども１人ではとてもできないです。２人で行ってもとても時間が

かかりますし、皆さんゆっくりお買い物をされたいので、そんなに急いでできないので、２人で

やっていますが、土日は休みなので週５でやっているのですが、もし移動販売がやれる人が現実

いれば、土日も行ってもう少しフォローできるのかなと、予定の時間は実際にはどんなに急いで

もとても行けないです。皆さん困っているのを、移動販売に関わって初めて知ったので検討でき

る内容だと思うし、利益も生まれるだろうし、持続も私はもう少し煮詰めていけば上手くいくと

思いました。プライベートのことも少し話してしまいましたが、実際そのようなことで、移動販
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売は販売以外のこともしているのだなと思いました。 

（阿部委員） 

 大変リアルなお話が伺えて、貴重なお話しだったと思います。そういった方たちは現金をどの

ように準備されるのでしょうか？ 

（山本委員） 

 そこは私もすごい気になって聞かせてもらったのですが、家族が来たときに、下ろしに行った

とか、東栄町は今回プレミアム商品券を交換できた人とできなかった人ですごい差があって、そ

こも質問したら、おいでん家に来ていただいたとか、役場に行かないと手に入らないのですが、

役場に行けないから手に入らないというようないろいろな意見がありました。お金を下ろしに行

けた人は家族やご近所付き合いが上手く助け合っているというのが現実でした。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。こういった過疎地域の高齢者の生活を支えることの難しさがすごいよ

く分かりました。移動販売の話を伺いましてそのあり方など他の委員の皆さんの御意見もぜひお

伺いしたいのですが。村本委員いかがですか？ 

（村本委員） 

 冒頭でも話をしましたが、事業者の利益が上がっていないというのは事実です。それから山本

委員から２人でなければという意見をいただきましたけれども、セブンイレブンが鳳来町の方に

来ています。農協のコープも新城エリアを回っています。それも１人です。売り方とか、そうい

う面もあると思いますが、拠点ごとに例えばそういうものをお手伝いしていただける方がいれ

ば、１人でもできるのですが、なかなか特定の曜日、時間に１５分から２０分だけ手伝ってくれ

というのもやる気のある人なら良いのですが、そういう人が現れないと無理です。やはりこうい

うのは広く呼び掛けて、やがて自分のところもそういうふうになると思えば、できるんじゃない

かと思いました。 

（阿部委員） 

 移動販売を支援する体制というのも考える必要がありそうですね。大変貴重な御意見ありがと

うございました。 

 では次の仕事についてです。前回西谷委員から、子育て環境の PR を行う際に仕事の紹介する

ことの必要性について御意見をいただきました。西谷委員、まずは町に仕事はないのか、どのよ

うな仕事が必要なのかを教えてください。 

（西谷委員） 

 教えるような立場でもありませんけども、とにかく私どもが３０年前に東栄町にお世話になっ

たころは、町の人からは役場との業しか仕事がないよということは聞きました。そして様子を見

ているとそれが分かるような気がしました。今は親御さんから受け継ぐ事業がある方は割と戻っ

てきているなという感想は持っています。こういう時代になったのと、移住者の方もすごく生き

生きしたというか、オリジナリティのある方がたくさん入ってみえているので、可能性がないっ

て誰も決められないと思いますし、こちらでもお仕事が成り立てば良いなと思います。それと１

つの種類じゃなくてもいろいろなお仕事を掛け持って暮らされている暮らし方というのも増え

てきたなというのは思っています。だから何がないとかそういうことははっきりとは言えないの

ですが、違う視点になるかもしれませんが、このところ町側からも子どもたち、例えば卒業式の

時や成人式の時にまた東栄町に戻ってきてください、町を担ってくださいということが堂々と言

われることにもなってきましたので、親の世代もおじいちゃんおばあちゃんの世代はきっと「帰

ってきても仕事はないでな」とそれで済ませてきたという方が多かったのではないかなと思うの

ですが、今はもちろん外の仕事場で活躍していっていただければ良いのですが、町の担ってきた

ものとしては帰ってきてほしいというのは言い続けた方が良いのかなと思います。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。前回後藤委員からは東栄町でしかできない仕事の提供や移住者の体験

談を伝えることによって、若い人の流出抑制や新たな移住者に繋がるのではないかとの御提案を

いただいております。後藤委員にお聞きします。移住者の体験談を伝えることはどのような効果

があるのでしょうか？具体的な例があれば教えてください。 

（後藤委員） 

 私も意見として考えてはいませんでしたが、自分が移住者がたくさんいるということを知らな

かったものですから、移住ソムリエやネットで拝見しまして、こういう方たちがいるのだなと知
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ったものですから、こういう活動をしているのだともっとアピールしていってもらえると良いか

なと思います。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。櫻井委員からは事業承継のための中小企業診断士の紹介やビジネスマ

ッチングを現在実施されているなど御意見をいただきましたが、豊川信用金庫さんが東栄町でビ

ジネスマッチングをする場合、どのような内容が考えられるのでしょうか？具体的な実績や見込

みなどあれば差し支えない範囲で教えてください。 

（櫻井委員） 

 事業承継ということを冒頭に入れさせていただきましたけども、こちらに来て約１年になりま

すが、やはり先ほど冒頭で言われた資料１の５ページの中の「産業３分類就業者数の推移」、ここ

にも第２次産業が減少し、とあって、また移動販売も最初のコンセプトは事業承継というか事業

継続ということで、本当にこれは重たい問題だと私自身捉えていまして、これで当然事業が縮小

すると、財政も縮小していきますし、逆に若い方々がほとんど前にご説明させていただいたので

すが、働くところがないので結局外に出ていく、これはすごい大きな問題と捉えています。なの

で働く場所が減るということは当然若い子たちが大学の所在地のところに就職して、こちらに戻

ってくることはない、それで当然企業が縮小していけば、町に落ちる金も少なくなっていく、と

いうことは町の財政もだんだん厳しくなっていくということで、私自身はここのところはすごく

大きなポイントだと捉えています。 

やはり実際のお客様のところに行っても、いろいろな問題があるのですが、当然不景気になっ

て仕方なく廃業にするよというところもあるのですが、やはり息子さんが継いでくれないという

か、そういうところが実際体験談として聞いていますので、そこのところを何とか、持ち株とか

の問題もありますがそういうところを何とかクリアして、なかなか私自身もそこまでのノウハウ

がありませんので、他の国の補助金でやっている仕組みがありますので、そういったところを使

って、今実際に１件入っていただいて、５回無料でやっていただいていますので、ある会社はそ

れで事業承継の方を進んでいる状況です。後ビジネスマッチングについてはまた田中の方からご

説明があるかと思いますけども、インターネットを通じたグローバルの中で東栄町という狭いと

いうと失礼ですが、全国的にこれは信用金庫、都市部も含めて連携させてもらってその中でパソ

コンの中の入力で、こういう仕事をしたいとかという形でそこにやっていただくと、そこの会員

がヒットしてやっていただけることを、ビッグアドバンスという形にはなるのですが、そういっ

たところのプラットフォームをうちの方でも積極的にやっていきたいなということで、去年の１

１月からそういうものをさせていただいていますが、ちょっと有料にはなるのですが、その中で、

それ以外に例えば弁護士とかいろいろなものを作りたいとか、あとは災害にあった時に会社の方

で安否確認をしていただくとか、そういういろいろなシステムを付属させていただいている。そ

ういうものも提供させていただいて、幅広い分野で、ここは土木関係が多いのですが、そこに限

らずいろいろな視野で見ていただいて企業が活性化していただければ、しいては東栄町も潤いま

すし、そういう形で協力できたらなと思っています。 

（田中委員） 

 補足させていただきますと、事業承継と言いますとこういった人口の減少がある中で、具体的

にあるのは創業、あとは事業承継です。創業というのは東栄町に呼び込む、活性化させる。でも

活性化させる以上に事業承継が上手くいかずにその事業がなくなってしまう、人口が減少してし

まう、要は出の方を止めるという２つが必要だと思います。ここにあるのは事業承継になるので

すが、私どもとしては創業と事業承継に力を入れていまして、特に事業承継に関しては、やはり

奥三河という地域においては高年齢化が進んでいる、そこで次の世代が町内であれば良いのです

が、他からも人を連れて来て、継続してもらう。そういったものがどんどん活性化していくと、

私ども地元の信用金庫の中で、地元と一心同体という立場でありますので、東栄町が活性化する

ことが、私たちの意義でもあるところから、そういったところにも力を入れております。事業承

継というのは先ほどの御説明にもありましたが、いろいろな選択があります。自分の身内の方か

ら自分の事業承継先を探す場合、いらっしゃらない場合は会社内、更にいらっしゃらない場合は

M&A という形もありますし、また他から募ってきてその企業をやっていただくなどいろいろな

パターンがあります。そういったものの前裁きを無料のところの範囲の中でやっていただいて、

それ以上の専門分野になればまた専門家を入れてきた中で支援していくということをやってお

ります。 
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（阿部委員） 

 豊川信金がそういったサービスを持っていることを町内の皆さんはご存知なのでしょうか？

そこまでいろいろメニューを用意してくださっていることを他の委員の皆さんご存知でした？ 

（櫻井委員） 

 基本的には私が企業を回らせていただいて、回った中で若手３０から４０ぐらいの人が若社長

が見えないところに関しては、こちらの方からそういった御提案をさせていただいている段階

で、店にはパンフレットは置いてありますが、私の周りの範囲の中での提案になっていますので、

多分ほとんどの企業でないところは知らないと思いますし、今は２０代、３０代でやられている

方、そこからはまた違った話になってきますので、そういう方に関しては今言ったビジネスマッ

チングとか、あといろいろな大学と提携していただいて商品開発をしていただいて、逆にそうい

った部分に関しては今日は田中の方が来ていますけども本部の方で積極的に担当の方が支店で

はそういった担当の部署がないものですから、こちらの支店の方から依頼させてもらえれば今回

でもそうでけれどもこういう形で時間を取っていただいて来ていただけるということですので、

もし何かそういったことがあれば、自分の方から担当部、本部の方になりますが、各種セクショ

ンがありますので、そちらの方から来ていただいてまたそこからの伝手というかそういったいろ

いろな先生を紹介できますので、また何かありましたら、言っていただければと思います。 

（阿部委員） 

 今日後ろで聞いてくださっている皆様も今日良いお話が聞けたかと思いますので、ぜひご活用

ください。では最後の質問です。前回金田委員から住民福祉について、民と官の連携によって住

民福祉の向上を目指せないかという御提案をいただきました。事務局から金田委員へ具体的な連

携のイメージを聞いていますでしょうか？ 

（事務局） 

 確認しております。金田委員からは、長野県泰阜村で行っている郵便局と役場の連携協定をイ

メージしているとお聞きしております。役場の窓口機能の一部を郵便局窓口が担うことで、郵便

局の近隣住民にとっては、郵便局に行くついでに役場の用事が足せるなど暮らしが便利になるの

ではないか、ということでした。まずは泰阜村などの事例を研究して、東栄町にあった仕組みづ

くりを検討していくことから始めるのがよいのでは、という御意見でした。 

（阿部委員） 

 それぞれの委員の方も皆さんの立場で考えられる連携があればご提案ください。住民福祉につ

いて、民と官の連携ということで皆さんのお立場から考えられるものがあればぜひ。特に内容で

すので、最後に全体を通して御意見等あればぜひお願いします。残りの時間もわずかになるので、

ここは補足しておいた方がということがあれば限られた時間で手短になりますが御意見いただ

けると幸いです。 

（田中委員） 

 ビジネスマッチングのことで一点補足です。ビジネスマッチングというのはウェブ上でいろい

ろな日本全国の金融機関のお客様の事業者の方を繋ぐということをやっています。その中で例え

ば事例ですけども、岐阜市の場合ですけども岐阜市を盛り上げるためにイベントのアイデアを募

集しますよということを１万社近く企業がいるのですが、そういった方が出したりとか、あとは

事業者でこういったものを取り扱っているのですけど何かビジネスとして一緒にやりません

か？というのを発信することができますし、その発信を見た方が、逆におたくでこういうことを

こちらでやりませんか？ということをやっていくことがビジネスマッチングになります。そうい

ったことを今うちの方でもやっています。それを月額３０００円からでやっていまして宣伝広告

費としてすごく少額という中で深いことをやっていますので、そういったことも今後町としても

皆さんの事業の方とも一緒にやっていけたらなと思います。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。その他皆様の方からこの表の中でも良いのですけど①から⑤の補足し

ていただける意見等ありましたらぜひ。特にないようですので、これまでの議論を通して副町長

様からコメントをお願いしたいと思います。 

（副町長） 

 失礼します。今日は始まりましてから２時間、１回目の推進会議でいただいた意見、本日出さ

せていただきました人口ビジョン、あるいは総合戦略案につきまして、皆様には貴重な御意見を

いただきましてありがとうございました。今回の２期目となります総合戦略につきましては、説
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明の中にもありましたように、将来にわたって賑わいのある、保ち続けるまちというのを東栄町

が目指す姿として掲げさせていただいております。これに向けて今回５つの基本目標を掲げさせ

ていただきました。今日はそのそれぞれの基本目標について掘り下げていただいて、皆さんに御

意見やあるいは御提案をいただきました。今後は本日のこの会議を踏まえましてパブリックコメ

ントを行い、最終案をまとめていきたいと思いますので、また皆さんからはいろいろまた御意見

ありましたらぜひ御頂戴したいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日はありがとうご

ざいました。 

（阿部委員） 

 ありがとうございました。 

続きまして、議事の 3 つ目、事務局から今後のスケジュールについて、説明をお願いいたしま

す。 

【議題３】 

（事務局） 

 資料はありません。口頭で説明させていただきます。今後ですが、本日いただきました御意見

を踏まえまして、こちらの総合戦略案、人口ビジョン案の修正を行います。そして１月の中旬か

ら約１か月間にかけてパブリックコメントを一般の方に向けて意見募集を諮っていきます。そし

て２月下旬ぐらいまでにそれを修正しまして、２月２８日に行う第３回の推進会議でまた提出を

させていただきたいと思います。そこでお諮りをして完成という形になっていきます。 

 先ほど本日の御意見をもとに修正をするとお伝えしましたが、パブリックコメントを出す際に

にはまた委員の皆さんに配布、郵送させていただいて内容を確認いただきたいというふうに思っ

ております。以上です。 

（阿部委員） 

 以上を持ちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了となりましたので、事務局にお

返しします。私の仕切りが悪く、予定時間を超過してしまい申し訳ございませんでした。また委

員の皆様におかれましては大変熱心に御意見を述べていただいて、御尽力いただきましたこと感

謝申し上げます。では事務局にお返しいたします。 

（事務局） 

 阿部先生どうもありがとうございました。また、委員の皆様方、長時間にわたり熱心にご議論

いただきありがとうございました。 

それでは、以上を持ちまして第２回総合戦略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】 

 

 


