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会 議 結 果 報 告 書 

令和２年３月２日 

会議結果の概要をとりまとめましたので報告します。 
 

会議の名称 令和元年度 第３回 

東栄町総合戦略推進会議 

開催年月日 令和２年２月２８日（金） 

開始終了時刻 午後７時００分～午後８時３０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、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 

〃  欠席：愛知大学地域政策学部学部長岩崎正弥、東栄町商工会会長村本敏美 

      豊川信用金庫経営統括部田中慶太、東栄町教育委員西谷まゆみ 

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１－１、１－２、資料２、資料３ 

会議の概要  

＜議事の概要＞ 

あいさつ 

議事 

１ 第２期人口ビジョン案・総合戦略案について 

 （１）第２期人口ビジョン案 

 （２）第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略案 

 

＜協議・報告事項 詳細＞ 

【開会 午後７：００（あいさつ）】 

（事務局） 

皆さんこんばんは。定刻となりましたので、これより令和元年度第３回総合戦略推進会議を開

催いたします。 

なお開催に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症対策のお願いということで、今回出席者

の方、傍聴者の方皆様方に飛沫感染防止のため、マスク着用をお願いしております。そのため会

議運営、進行中もマスク着用のままさせていただきたいと思いますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

それでは開催にあたりまして、町長より、御挨拶を申し上げます。 

（村上町長） 

改めまして皆さんこんばんは。 

本日はお忙しい中、またお仕事等でお疲れのところ、御出席賜りましてありがとうございます。 

今参事が話された通り、新型コロナウイルス感染症で大変な時期ではありますが、皆さんには

こうしてお集まりいただきました。 

我々町といたしましても対策会議を開きながら対応しておりますが、政府が発表された通り、

学校関係含めてそういった状況ではありますので、またその対応をしていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
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それで２回目を私は他の公務で欠席をしておりますので、本日は第３回ということで、最後で

はございますがよろしくお願いしたいと思います。 

東栄町はこれまで以上に暮らしやすい町として、次世代につないでいくために、今回「将来に

わたって賑わいを保ち続けるまち」の実現、という大きな方針として掲げました。この方針を実

現させるには、地域全体での方針の共有と、長期的な視点に立って様々な主体が考え、行動する、

息の長い取り組みが重要になります。 

当然一方で、社会が急速に変化していく中で、この方針を実現するためには、具体的な事業や

取り組みは社会変化に応じて常に柔軟な変化が求められます。その際、まちづくりに取り組むす

べての人のよりどころとなるのが、住民主体や資源管理意識に基づくまちづくりの考え方や、思

想、実現のための指標などを明確にした、今回の総合戦略であると思っております。 

そして、東栄町は来年度第６次総合計画の見直しを行う年になります。暮らしのセーフティネ

ットの再確認や見直しを行うことは、今回の総合戦略が目指す「将来にわたって賑わいを保ち続

けるまち」の実現を後押しする強力な地盤作りにつながると思っております。 

今回総合戦略推進会議もいよいよ３回目を迎えました。これまでの２回の議論を通じて作成し

た第２期人口ビジョン案、総合戦略案をパブリックコメントにかけさせていただいたところで

す。その御意見もいただきました。後ほど、事務局より説明させていただきます。 

本日はパブリックコメント等を反映した内容に修正したものを皆さんにお諮りして、完成に向

け最後の議論をしていただきますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

本日はどうも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。 

まず本日は岩崎委員、村本委員、西谷委員、田中委員が所用により欠席をしております。まず

議事の座長、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出

来ないということでございます。第２回推進会議に引き続き、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。 

それではここからは進行を座長代理の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（１）】 

（阿部委員） 

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。 

本日は推進会議の最終回となります。そのため、第２期の人口ビジョン案および総合戦略の最

終案について、それぞれ事務局から説明していただいた後、委員の皆さんから最終的な御意見な

どをいただきます。 

では早速議事に入りたいと思います。 

まず、議事の１つ目、第２期人口ビジョン案について、事務局より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。 

まず本日お配りをしております、右肩に資料１－１、１－２と書かれた資料をご覧ください。 

こちらは２月１６日まで行ったパブリックコメントを通じて集まった御意見などを、その対応

方法や、町の考え方をまとめたものです。第２期人口ビジョンおよび総合戦略の最終案に反映し

たものについては用紙の右側、対応方法の欄に具体的なその箇所を記載しております。このパブ

リックコメント等での意見を反映したもの、見直しを行ったものが資料２および資料３となって

おります。 

それではまず、資料２の第２期人口ビジョン案について御説明をいたします。 
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人口ビジョンでの位置づけや対象期間、第１期の方針を受け継ぐ考え方などは前回ご説明した

とおりであり、変更はありません。また２ページ以降の東栄町の人口等の現状についても、大き

な変更はありません。一部追加や修正のあった点について、御説明をさせていただきます。 

なお、変更箇所は赤字で記載のうえ、黄色いマーカーを引いてあります。年の表記や、単純な

誤りを修正したものについては、説明を省略いたします。 

ではまず、５ページをご覧ください。図表７の「第２期の将来展望人口等の比較」というペー

ジを新たに追加しています。追加の理由は、将来展望人口の上方修正理由などについて、御意見

をいただいたため、将来展望人口の考え方をより分かりやすくするために追加をしているもので

す。 

まず初めに将来展望人口の積算とその考え方について、ご説明いたします。少しページは戻り

ますが、１ページ目をご覧ください。１ページの一番下に図表１としてその積算方法について、

書いてあります。積算については３つの要素があります。それは、この表のとおり、基準推計値、

合計特殊出生率の向上と移住定住施策の推進による一定数の人口の確保です。 

まず基準推計値については第１期、第２期ともに、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計

人口を参考にしています。第１期は平成２２年国勢調査の男女・年齢別人口を基準に、人口動態

率や移動率などの仮定値を当てはめて計算をしているものです。そして第２期は平成２７年度国

勢調査の確定値に置き換えて再計算をしているものです。 

２つ目の合計特殊出生率については第１期、第２期ともに令和１２年までは実績に基づき算出

した、１．５２～１．５４、令和１２年以降は国の目標基準である１．８に上昇させることを目

指しています。実際の合計特殊出生率は平成２７年には１．５９であり、令和１２年までの１．

５２～１．５４とほぼ同じ数値になっています。また国立社会保障・人口問題研究所の調査によ

れば、平成２２年の国勢調査時点よりも平成２７年国勢調査時点では、３０～４０歳代の出生率

の実績が上昇しているとの報告もあります。 

３つ目の移住定住施策については平成３０年度に転入超過になるなど、一定の成果が出てお

り、今後もますます力を入れて取り組むものです。 

こうした３つの点から、第１期と比較して、町を取り巻く状況に大きな変化がないため、第１

期の方針を引き継ぐこととしています。 

再び５ページの方にお戻りください。これまで説明をした考え方によって、第２期の将来展望

人口を算出したものが、この５ページの図表７になります。また参考として記載している図表８

は第１期のものです。それぞれグラフの青い点線が基準推計値を表しています。第１期は１，６

６６人の推計値だったものが、第２期には１，８１８人に上昇しています。オレンジ色の点線は、

合計特殊出生率を上昇させた場合の推計値です。第１期、第２期ともに青色の基準推計値からの

人口上昇は３０人程度になっています。そして合計特殊出生率の向上に加え、移住定住施策の推

進により、人口誘導を行った場合のグラフが、灰色の線になっております。これが将来展望人口

であり、第２期では２０４０年には人口２２５０人を目指す根拠になっているものです。 

次に７ページの説明に入ります。７ページの図表１１についてです。ここでは地域外からはい

ってくる所得よりも、地域外に流出している額が多い点について、説明を追加しています。 

次に１１ページをご覧ください。図表１９です。ここではグラフ掲載の意図や見方が分かりづ

らい、といった御意見をいただいております。このグラフは、平成２８年度に策定した「東栄町

公共施設管理計画」の中で、公共施設の維持管理負担が、今後の重要課題である点から作成をさ

れているものです。公共施設管理計画で対象としているすべての施設を更新した場合の費用負担

を示している、という点について欄外に説明を追加しています。 

人口ビジョン案の説明については以上になります。 

 

 

 

（阿部委員） 

 それではこの人口ビジョン案について、御意見がありましたら挙手をお願いいたします。 

＜質問等なし＞ 

特に質問などないようですので次に総合戦略案について事務局より説明をお願いします。 

 

【議事１（２）】 

（事務局） 
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 それでは資料３をお開きください。人口ビジョン案同様、変更箇所は赤字で記載のうえ、黄色

いマーカーを引いています。こちらも年の表記や、単純な記載誤りを修正したものについては説

明を省略しています。 

 まず８ページをご覧ください。ここでは将来の人口構成に関する記載やグラフ掲載の意図が分

かりづらいと御意見をいただいておりますので、修正をしているところです。 

現在は年齢ごとに大きくバラツキのある人口構成となっています。今後産業の持続や継続的な

地域運営による、持続可能なまちづくりを行うにあたっては、担い手の確保が必要です。年齢ご

とに大きな差のない年齢構成を目指すことで、持続可能な町にしたいという考え方から、分かり

やすく表現するために、修正をしているものです。 

また図表２、３については、表記を分かりやすく、表題のところを修正しています。なお、図

表３は町内に高校や大学がないことから、１８歳から２２歳の人口は一時的に減少するというこ

とは認識しながらも、あくまでもこのグラフでは年齢ごとに大きな差のない人口構成を想像する

ためのイメージ図である点を欄外に追加しています。 

 続いて１１ページです。基本目標①の表記について変更をしています。前回の案にありました、

整備するという表現が医療センター、福祉センター以外の既存施設も移転をさせるとの誤解を生

むという御意見をいただきました。既存施設については当面そのまま活用する予定であることか

ら「暮らしに必要な機能が集まる地区を、より利用しやすくします。」との表記に修正しました。

なお、１４、１５ページについても同様の理由で修正をしています。 

 次に１３ページです。ここでは分かりづらい表現、用語について、欄外に注釈を設け、その出

典とともに追記をしているものです。 

 次に１７ページをご覧ください。公共交通施策について、いくつか御意見をいただいておりま

すので、追記、修正等をしております。まず１つ目、グリーンスローモビリティ等の低速自動運

転の導入検討や、バスなどの位置情報の発信による利便性の向上に向けた検討については、国な

どでも急速に取り組みが進められています。こうした動きを的確に捉え、近隣の自治体と連携を

しながら、検討をしていくことが必要であることから、具体的に追記をしています。またその下

の新城市のバスとの連携については、高校への通学や通院など、暮らしを支える点や、観光客な

どの来町につながることから、今後の検討が必要であるため、追記をしているものです。 

 次に１９ページをご覧ください。まず１つ目といたしまして、町内の既存事業者を補完する企

業の誘致活動といったところですが、町内の既存事業者ですとか、企業の誘致活動の実施につい

て、パブリックコメントで御意見をいただいております。これらはこれまで第１期総合戦略でも

取り組ん出来たことであり、今後も引き続き取り組みを行うものです。そのため１９ページおよ

び２１ページに追記をしております。なお、企業誘致については取り組みは継続するものの、企

業誘致の主な対象である第二次産業を誘致する場合などは、東栄町では工場地帯に適した地域が

少ないこと、人口減少により、勤務する労働力が不足していることなどから、企業から指摘をさ

れ苦戦をしているところです。一方で東栄町では飲食店など新規の起業が続くなど、他の過疎地

の市町村には見られない特徴もあります。こうした東栄町の特徴を生かして、職を確保すること

を第２期総合戦略の特色としています。 

 次に中ほどの重要業績指標について追記した、「奥三河の観光に関する SNSフォロワー数」に

ついてです。SNS等の活用についてはパブリックコメントの他、これまでのこの会議でも御意見

をいただいております。この戦略を通じて作っていく消費の場や、公共交通の維持については、

一定数の利用者が必要だと思っております。利用者確保のため、外部人材を活用することで、町

民の利便性が維持されると考えており、域外顧客向けの取り組みも必要です。SNS等の活用はそ

うした人に向け、情報発信機能を担うとともに、その収益により活用団体の自立にもつながりま

す。こうした方法を活用しながら、民間が稼ぐまちづくりに取り組みたいという考え方から重要

業績指標を追記しています。 

 次に「町職員の兼業による地域貢献活動の試験的運用」です。こちらはパブリックコメントで

いただいた御意見にあり、活用によって地域の活性化につながる可能性があることから、追記を

しています。 

 次に「利益を生むイベントへの転換や実施の見直し」についてです。イベントの数や実施方法

についてもいくつか御意見をいただいているところです。またこれまでの外部有識者による評価

でも指摘をされている点ですので、今回追記をしております。 

 一番下の「商業や産業が生み出す利益指標の設定」については、稼ぐまちづくりに取り組む以



5 

 

上、その利益指標が必要であることから、まずは指標をどこにするのかの検討を始めることにつ

いて追記をしております。 

 次に２１ページをご覧ください。一番上の「小規模事業者の暮らしを支える介護等のあり方の

検討、仕組みづくり」については、分かりやすい表記にするために修正をしているものです。 

 次の「事業承継に必要な相談体制の整備」にある、ビジネスマッチング、中小企業診断士への

相談については、これまでこの会議の中において、豊川信用金庫の櫻井委員からご提案いただい

ておりましたので今回追記をしております。また既存事業者の事業継続の支援については先ほど

の説明のとおりです。 

続いて２２ページです。町民への職業紹介については、町民の５割が高齢者であり、多くが少

ない年金で生活しているという御意見のほか、これまでのこの会議での仕事の紹介の必要性など

の御意見をいただいております。東栄町では平成２９年１０月から、高齢者を含む町民で就労の

意思のある方には特定地方公共団体無料職業紹介事業により、職を斡旋し、働ける環境づくりを

行っていることから、具体的な事業の例として追記しました。 

また、多様な働き方や暮らし方を希望する人がいる中、東栄町ではこれまでの移住定住

施策の成果や課題を振り返り、政策の見直しや統合を行いました。令和２年度からは、東栄

町で暮らしたい、暮らし続けたいという思いに寄り添う移住定住施策として、「とうえい暮らし

のカラフルパッケージ」として取り組みをします。将来展望人口の確保に向けた目玉事業の

一つであることから、追記をしているものです。 

次に２３ページです。パブリックコメントの他、本日欠席の西谷委員から、暮らしの中に世

代間交流があることや、この地域の良さを活かした連携教育を町全体で進めることの重要

性を、御意見としていただいています。ここではそうした点を補強するため、追記をしている

ものです。 

次に２４ページです。「子育て家庭が必要とする新たな子育て支援策について既存事業

の見直しとあわせた検討」についてです。これは出生数を増やすための具体的な事業とし

て、子育てをする世帯への具体的な支援が必要ではないかとの御意見をいただきました。

出生数の向上に資するものとして、既存事業を含め今後検討が必要であることから追記を

しています。 

次に２８ページです。「住民、自主防災会、防災士等による防災資源や危険個所の確認

と共有」については、その結果を未来予想図に落とし込めるのではないかという御意見を受

け、基本目標４にも掲載をすることにしたものです。また、GIS については、分かりづらい用

語のため、欄外に脚注を設けています。 

続いて３０ページです。同じようにｓｏｃｉｅｔｙ５．０についても、新しい概念であるため、欄外

脚注で説明を追加しています。 

最後に３２ページです。「暮らしを支えるための商工会・郵便局・生協との連携協定の検

討及び活用」というところですが、本日欠席をされている村本委員から、移動販売事業の見

直しにあたっては、郵便局や生協などとの連携が必要ではないか、との御意見をいただい

ていることから、追記をしています。またこれまでこの会議を通して、郵便局の金田委員から

暮らしを支えるための連携について、ご提案もいただいていますので、具体的に記載を修

正したものです。 

また一番下のところですが、「将来にわたって」という目指す姿に掲げる以上、今ある環境

を自分たちの手で守るためのルールが必要ではないか、とのパブリックコメントをいただきま
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した。戦略的なセーフティネットを構築し、暮らし続けられるまちづくりには欠かせないという

考え方から、具体的な事業の例として「暮らしや地域を守る環境保全条例の制定」を追記し

ております。 

説明は以上です。 

（事務局） 

 事務局の方から補足をさせていただきます。２１ページをご覧ください。具体的な事業の

例として「小規模事業者の暮らしを支える介護等のあり方の検討、仕組みづくり」という点に

関しましては、こっちの来年度総合計画のところで、特に介護福祉というのは重点的に議論

をして参る予定です。そこの中でこうした仕組みについて検討していきたいと考えておりま

すので補足をさせていただきます。 

 後二点ございまして、次の２２ページをご覧ください。「「東栄町で暮らしたい」という思いに

寄り添う移住定住施策（とうえい暮らしのカラフルパッケージ）」というものでございます。こち

らの方ですが、東栄町の中では移住定住の動きに関して言いますと、Ｉターンというものに

関しては極めて良好に推移している部分があるかと思います。 

そして現在移住定住の状況を見ておりますと、Ｕターンの方も徐々に現れているというと

ころがございます。 

そして我々としては最終的にはさらに流出防止というものも行わなければならないというこ

とで、Ｉターンが来て賑わいを作り出してＵターンの人を呼び込み、さらに大きくして流出防

止をしていきたいというような考え方がございます。そのような考え方を後押しするような形に

現在３月議会の方でいろいろ助成金ですとか仕組みを用意しておりまして、それを移住なり

流出する人向けにそれぞれ施策をまとめたものを「とうえい暮らしのカラフルパッケージ」と

名付けて現在挙げております。そういう内容のものがこちらになります。 

そして最後でございますが、２４ページをご覧ください。「子育て家庭が必要とする新たな

子育て支援策について既存事業の見直しとあわせた検討」ということで、こちらも子育て支

援策ということになりますので、具体的な細かな内容につきましては来年度の総合計画の中

で検討して参る予定ではありますが、現在でも出産祝金というものがございます。その祝金

というものの他にも祝金ではありませんが、節目節目での何らかの町から提示をしていただ

く方々、そしてこの地域で子どもを産んでいただく方々にお祝いというものが具体的な形と

して分かるような仕組みづくりというものを今後検討して参りたいということでここで載せさて

いただいております。私の方からの補足は以上になります。 

（阿部委員） 

 それでは、多岐にわたりまして難しかったかもしれませんが、この総合戦略案について御

意見がありましたらどこからでも結構ですので、挙手でお願いします。いかがでしょうか？ 

 もしくは御質問、それから事務局への補足説明のお願いなどありましたらどうぞご自由に

お述べください。 

 なければ座長の方から恐縮ですが、一点事務局に質問をしてみたいところがあります。第

２期東栄町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）の方の３０ページなのですが、『基本目標５

暮らし続けられるまちづくり』のところで、「まちづくり人材の育成」という表現が目的にありま

す。まちづくり人材というのはなかなか一般の用語ではないと思いますが、そこを説明する

言葉がちょっと足りないかなという印象がありまして、具体的にどのようなイメージなのか、も

う少し言葉を足していただけますでしょうか？ちょっとご説明いただけますか？まちづくり人
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材というのはどういうことなのでしょうか？ 

（事務局） 

 それでは回答させていただきます。まちづくり人材という書き方をしてしまっておりますが、

まちづくりの担い手と俗によく言われるものでございます。私どもの町では少子高齢化が進

んでいる中で、実際問題まちづくりの担い手というものも減りつつあるということです。ある意

味まちづくりを行っていく中では絶対数というものも必要になってくる中で、既存の仕組みで

は数が確保出来ない部分もございます。そうした中で、例えば組織を変えていくのか、ある

いは外から人を呼び込むのか、そして既存の担い手というものをさらに効率なり、あるいは

いろいろな考え方を柔軟にすることで、いろいろと担うことが出来るようにするのか、というよ

うなところの考え方が込みという形でまちづくり人材と書かせていただきましたので、そういっ

た点につきまして、今御指摘いただきましたので、説明を追記していくような形に対応させ

ていただきたいと思います。 

（阿部委員） 

 はい。そのように追記していただければ大変助かります。ありがとうござます。ほか皆様い

かがでしょうか？何か分かりにくい言葉や説明がもう少し欲しいというところがありましたらぜ

ひ、最終案に向けて皆様の御指摘が、より実り豊かな案に結実すると思いますので、どうか

ご遠慮なくどんなことでも良いので、お聞かせください。 

（小林委員） 

 事務局の方に質問で恐縮ですが、総合戦略案の３２ページにあります、「町職員の兼業に

よる地域貢献活動の試験的運用」ということでありますが、これは現時点で何かこういったこ

とが出来たら良いのではないだろうかという案は役場内でも出てきているものなのでしょう

か？お聞かせください。 

（事務局） 

 その点についてご回答いたします。こちらにつきましては、主体の方に観光まちづくり協

会と町と入っております。現在検討中ではございますが、ｎａｏｒｉ、私ども東栄町で産出される

セリサイトを活かした手作りコスメ体験メニューを提供しておりますが、それをｎａｏｒｉ事業とい

うふうに呼んでおります。そちらのｎａｏｒｉ事業の講師がなかなか不足しておるという部分もご

ざいます。一方でｎａｏｒｉ事業というのは地域おこし協力隊のものが、この東栄町を活性化さ

せるために始めたという経緯もございます。そのため役場職員、特に若手の職員ですがこう

いった人たちが、ｎａｏｒｉの講師の手伝いなどをするような形によって、町おこしを行っていく

という考え方に触れる１つのきっかけにもなるのではないかなと。そして国の方からも田舎に

おける地域の重要な担い手として、やはり役場職員というものに期待する面もあるという後

押しもありますので、私どもとしては１つ、職員の兼業を認めていく中の１つとして、まずは役

場が現在提供しているｎａｏｒｉの体験講師の補助を行う者として活用出来ないかということを

検討しております。そのことについて、具体的に書いても良かったのですが、今回具体的な

事業名を書くというよりは、目的を書いておいた方が、事業をやることが目的化することにな

ってしまうので、目的、内容を書こうという形に変更していますのでこのような曖昧な形にな

っておりますが、具体的にはｎａｏｒｉの体験講師を想定しております。以上です。 

 

 

（阿部委員） 

 他の方はいかがでしょうか？今日予定していた時刻よりだいぶ早く進行しております。時

節柄マスク着用でありましてそれほど多い人数ではありませんが集まっておりますので、特

にないということであれば大分スケジュールが早くなりますが、閉じることも考えております。

そのような感じで事務局もよろしいでしょうか？早すぎますか？ 

（事務局） 
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 もしよろしければお一人ずつ御意見をいただければ。 

（阿部委員） 

 では恐れ入ります。全体に対しまして、御一方ずつ御意見を頂戴出来ればと思います。

今御発言いただいた直後で恐縮ですが、小林委員からよろしいですか？全体に関して振り

返っていただいて、もしくは小さい場所でも結構ですが、御一方ずつ伺いたいと思います。 

（小林委員） 

 全体というよりまた個別のところの質問になりますが、気になったこととして、「暮らしを支え

るための商工会・郵便局・生協との連携協定の検討及び活用」ということで事例が挙がって

いて、確かこれは記憶違いでしたら申し訳ないのですが、買い物が不自由な高齢の方に対

して宅配などを行うといったような話が含まれていたかと思います。 

実は少し前に豊根村の「おつかいポンタ便」の取材を個人的にしまして、必ずしも上手く

いっていないという話を聞きまして、私が聞いた限りですと、事情としては元々少ないながら

も残っている商店が独自に宅配をしていた。その中で新しく出てきた事業が上手いこと折り

合っていないというようなことを聞いていまして、実際に上手く動いていないということも聞い

ているので、後は地域によって本当に求められているものは何か、直接届けることなのか、

そうじゃないのかを見極める必要があると思うので、単に他所の真似をするのではなくて、

地域が宅配が良いのか、買いに来てもらいやすい体制にするのが良いのか、そもそも事業

者に支援をして自身でやってもらうのが良いのか、というあたりはきちんと東栄町としての向

いている方向というのを確認したうえでやられた方が良いのではないかなと思いました。以

上です。 

（阿部委員） 

 はい、ありがとうございます。本当におっしゃる通りだと思います。続きまして金田委員お

願い出来ますでしょうか。 

（金田委員） 

 私も３２ページの直接関わりのあるところになりますが、豊根村の件は私も豊根村の局長

から聞いて、既存の業者さんと競合するような事態が起こってはいけないということは重々

聞いておりますので、そこらへんは上手くやらないと既存の業者を潰すようなことをしてはい

けないと、お互い win-win の関係になるようにやっていかなきゃいけないという中で難しいと

ころもあると思います。 

その中で僕としては泰阜村と豊根村の件を提案させてもらったいきさつは、会社として動

くとなるとなかなか規模も大きいものですから、新しいことを始めると言うとどうしても動きが遅

くなる、これはやっても良いものなのかということと、後法律も絡ん出来たりする部分があるも

のですから、今既存でやっているものならば、例えば真似事でも始めるのであればハード

ルは低くなると思うので、まずは真似事として東栄町として一番何が合っているかということ

を上手く話し合っていければ、導入の方もスムーズにいくのかなという点で提案をさせてい

ただきました。 

その中で今後いろいろとあると思うのですが、僕も勉強不足で申し訳ないのですが、行政

空白地と言いますか、東栄町で言うと支所がない状態で行政空白地域の皆さんに、証明書

の発行業務など、支所を置くわけではないですが、そういったことを郵便局として委託しても

らえれば、行政事務の方を行える状態になってきたので、もし良ければ、そういったことを事

務局の人にまた検討をお願いしたいと思いますし、会社の売り込みになって申し訳ないの

ですが、そういったことを一度ご提案させてもらって、お話の場に挙げていただきたいなとい

うことをお願いしたいと思います。以上です。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。既存のモデルを勉強して、そのモデルの中から東栄町の実情に合

わせて行政空白地域の行政手続きなどを委託業務として請け負うとかそういったことを事務
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局と話し合っていくということですよね。ありがとうございました。 

（和合委員） 

 先回山本委員から、オニスター号の移動販売に関わっていて、いろいろな要望があったと

いう話があって、その後会議が終わってから「私たちのところはこうよ」という話をしました。そ

れはどういうことかというと、移動販売車の荷物を降ろしたり、上げたりがすごい時間がかか

ると言われて、「私たちが来たときは私たちで手伝うよ」という話をしたりして、民間の業者さ

んが来たときは運転手 1人だけで来ています。そういうものを見たときに、今オニスター号は

2 人で運営しているのですが、それは 1 人より 2 人の方が良いと思いますが、そういう細か

いところに経費を削るところがあるのではないかなということを山本委員と話をした後で思わ

されました。 

なのでこれが、経営的に難しいと出てきているということですが、東栄町の人たちは助け

合いというものがすごい、普通に出来るので、そういう助け合いの精神で、1人で運転してい

たら、「お願いね」といった助け合いという形でやっていけたら半分の人員で済むのではな

いかなということを思ったりしました。それが商工会の人、郵便局の人とかって協働でやって

いけたら、何か違う道が、今オニスター号が立ち寄る場所を削ろうとしています。それはコス

トがかかるから、出来るだけ削って主要なところに集まってもらうような方向になっています

が、実際それを削られてしまうと、そこまで来ることが出来ない人たちがいて、今の現状があ

るので、それを削るのではなくてもっと違う、利便性のあるやり方を、コストを落とすのであれ

ば 2 人で動くのではなくて 1 人で動いてその場所場所で手伝ってもらうような形が、取れて

いけたら良いのではないかなと思いました。 

（阿部委員） 

 住民の真のニーズに寄り添う形でサービスするのだけれども、コストがかからないやり方も

皆で協力して模索していくべきだという御意見ですね。そういう話し合いをする場は行政が

主導するのだと思うのですが、出来ることを要望したいということですね。ありがとうございま

す。 

 では順番戻りまして、豊川信用金庫の櫻井委員、よろしくお願いします。 

（櫻井委員） 

 先ほど総合戦略案とビジョン案については特に、これで良いと思います。 

全体の感想になりますけれども、ここまでハードの面というか指針が出たので、一番問題

なのは、どれだけ住民の気持ちが、同じ温度差になってくれるのかなということが一番問題

だと思います。方向性はこういう形で示しているのですから住民の方々が、どれだけ今言わ

れたみたいに気持ちを持っていただければ、今のオニスター号でも協力するよ、とか本来

はそこが一番問題ではないのかなと僕は思います。 

本来は住民の方々が、同じことを思ってもらって同じ気持ちを持ってもらえれば、これだ

け素晴らしいものがあるのですから、これからどのような形でアナウンスしていくのかというの

が一番問題なのかなと思いました。 

やっぱり他の会議にも僕は参加させていただいていますが、出席していただいた方のほ

とんどは興味ないよと、回覧板の様に横に流していくようにやっていくだけで、この辺が違っ

たところの会議でもそういった認識を持っていただけるのか、これだけ素晴らしいものが出

来上がっていますので、何とか住民の方にも意識をもっていただければ、いろいろなこと

が、不可能が可能になったり、今のコストの面で言うと協力していただけるということであれ

ば、皆さんボランティアではないですけれども、上手くいくのではないかなと。そこが一番キ

モになってくるのではないかなというのが、正直自分の感想で、今豊川信用金庫として一支

店としての意見としては、今後もこういった事業の中で、ここにも書かせていただきました

が、事業を始める方の支援や今既存で事業をやっている方のビジネスマッチングを書かせ

ていただきましたけれども、そういったところには惜しまず支援をしていきたいと思っていま
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すし、今うちとしてはどれだけ東栄町を知っていただけるか、知っていただくために何が出

来るのか、やはり豊橋信用金庫の豊橋、豊川の支店とは全く違ったエリアですので、独特の

特色がある支店ですので、東栄町を知っていただけるために何をしたらいいのかなというの

も、今うちの支店でも模索しながら、何とかいろいろな方に東栄町を知っていただけるいい

方法がないかなというのは正直模索中ですし、それにあたっては当然支店から上がっても

本部、本店で却下されるというのもあるものですから、それは重々踏まえた中で例えば東栄

町の「美」を追求したところを挙げていただいて、うちの方の担当、地域貢献課というものが

ありますので、そちらの方から例えばＪＴＢさんに持っていっていただいて、ＪＴＢさんでツアー

を組んでいただくとか、そういうことも今はちょっと頭の中では構想しているのですが、それも

ＪＴＢさんが収支が合わないとやってくれないことですし、何人集まらないとダメだということも

あるのですが、例えばそういう形で東栄町を知っていただいて、ツアーを組んでいただい

て、ここの良さを見ていただくというのも支店としての議論としては今挙がっている最中です

ので、何とかうちの支店としては東栄町のために何かしたいなという気持ちでいますので、

また逆に何かありましたら、気軽に声を掛けていただければ、出来ることと出来ないことは当

然ありますが、やっていきたいなということと、前の戦略会議とはちょっと違うところの会議で

は、議題に出たのが、1人で住んでみえるお年寄りに若い息子さんが年に 1回とか、2回帰

ってくると。その帰って来たときに今の住民の方とコミュニケーションが取れると、何か案が出

るのではないかなという意見が出ました。年に 2 回とか 3 回家の掃除に来るだとか、親の様

子を見に来るといったときに、現時点で住んでおられる方との会合を役場とか中心でやって

いただいて、そうすればもしかしたら戻ってくるかもしれないとか、何で帰ってこないのかとか

直接の意見が聞けるので、そういった場を設けていただけるのも嬉しいのではないかなと違

った会議で話がありましたので、もし良ければ参考にしていただければと嬉しいなと思いま

す。 

（阿部委員） 

 ありがとうございます。せっかく良い案が出来たので、これを町民がちゃんと共有出来るよ

うな働きかけが重要であるということ、それから豊川信用金庫としてはビジネスマッチングな

ど、事業承継に必要な体制の整備をこの２１ページにありますが、こういったところで御協力

をくださるといったお話をいただいておりますので、それもちゃんと町民の皆さんに伝わっ

て、豊川信用金庫の助けを得て実際にものが前に動いていくということが実現されるよう、そ

の第一歩にこの案がなるように、情報共有が大事だということですね。ありがとうございまし

た。 

 では後藤委員、よろしくお願いします。 

（後藤委員） 

 総合戦略案の１４ページにある、人が賑わう場所づくりということで前から見ておったので

すが、中心に住民の方々がやって来る、これは巡回バスというのはイメージが分かりやすい

のですが、予約バスというものが今後高齢化が進んでいく中で利用したいという方が増える

と思うのですが、これだけ見た感じだと、タクシー代わりに使われるものなのか、どのような頻

度でこれから活用していくのかなと思いましたので、今のところどのような考えで進めている

のか教えていただきたいです。 

 

（事務局） 

 予約バスについてですが、現在は目的地から目的地という形になっています。そういう意

味で例えば病院に行って家に帰る、ということは出来るのですが、例えば病院に行って帰る

ときに例えば薬局に寄るとか、買い物したいというところの対応が出来ないという仕組みにな

っています。ただ私どものまだちょっと今後の検討材料ではあるのですが、例えば１５分なり

の時間を決めて１か所だけ立ち寄りを認めるとか、ということをやれば、例えば発着地点を
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上手く工夫することによって、例えば買い物した重い荷物を持たずにそのまますぐバスに乗

って家に帰ると、あるいは病院と薬局は連携をしておりますので、東栄町の場合は病院の

方から処方箋が薬局の方へ送られていくようになっていますので、例えば病院を出てその

まま薬局に寄って薬を貰ってそのまま帰るということが出来るようになっていく、そうなると高

齢者の方の免許返納にもつながるのではないのかなと思い、今現在公共交通になりますと

様々な法規制ですとか、あるいは運転手の確保も課題に挙がっておりますので、そのあたり

が何とかクリアして先ほど申し上げたことが出来ないかを現在事務的には検討しているとこ

ろでございまして、そうすることによってかなり利便性は向上出来て、循環路線と合わせるこ

とによって上手く流れていくのではないかと、そのようなことを考えております。以上でござい

ます。 

（後藤委員） 

 これから決めていく話ではあると思いますが、予約する人は１人からでも大丈夫なのか、と

いう話も今後出て来るかと思いますが、それも今後決めていくことですよね？ 

（事務局） 

 予約バスは１人からでも現在もＯＫという形になっております。要は路線のところを使って

いただくということでお 1 人からの利用でも対応するという形にはなっておりますので、その

点は今でも対応可能です。 

（阿部委員） 

 どうもありがとうございます。では山本委員、お願いします。 

（山本委員） 

 移動販売の方に関わらせてもらっているのですが、この総合戦略推進会議の方に参加さ

せていただいて、移動販売のことも地域の皆さんがかなり注目してくださっていることも分か

りましたし、和合委員はおいでん家にも関わってもらっているので、移動販売が始まって今

4 年ぐらいだと思うのですが、ルートのこととか、４年前とは地域の方の高齢化も当然進んで

いて、皆さんの体調の具合も変わってきているので、ルート変更とか、おいでん家の方の意

見を聞いたりとか、もう少し地域の方とルートを考えるということも４年経っているので改めて

移動販売の事をみんなで考えてみるのも良いかなと思います。多分始めた時とは状況が変

わってきていると思いますので、そこは今回の総合戦略でも力を入れてくれているようです

ので、一度検討してほしいなと思います。 

 後この総合戦略案の２９ページのところに書いてあるのですが、私が住んでいる上粟代地

区で、区の方と地域住民、社会福祉の方と協力してこういった会を開催しました。とても良か

ったです。とても地域のことが分かりました。なのでこの会を他の地域でも、もしやれるならば

やっていただいて、こういう会を年に何回かやっていったときに、櫻井委員が言われた、年

に１、２回しか帰ってこない遠くに住んでいる方もこういう会にちょっと顔を出す、１時間から１

時間半程度の会なので、一度来ていただくとより、地区に親を置いて暮らしている方にも理

解してもらえるし、想いもその時に伝えてもらえればフォロー出来るというか、上粟代地区で

はいろいろ数字を出したり地図に書いたり、いろいろ話し合った結果、まだ地区住民が１０

年後を迎えてもそんなに人口が減らないよね、と言う結論になりました。なのでそういった場

に出てもらえると良いかなと思いました。 

 後イベントの方にも関わらせていただいているのですが、星空おんがく祭に特に関わらせ

ていただいていまして、本当に東栄町の事を知っていただきたいという思いでやっています

ので、そういったところに櫻井委員も東栄町の事を知っていただきたいという思いを言って

いただいているので、星空おんがく祭の会議にも一度顔を出していただけたらなと、お忙し

い方ばかりだと思いますがこういったメンバーも会議にちょっと出ていただけるとより良いイ

ベントに出来るのかなと思いました。 

（阿部委員） 
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 ありがとうございました。冒頭におっしゃった４年経つと皆さん年を取っていくのですが、４

０歳が４４歳になるのと、８０歳が８４歳になるのはやはり違うわけで、そういう最前線で住民に

接せられている方の貴重な意見だと思います。人口ビジョンで数字として人口が出ますけ

れども、リアルなところで７０から７４歳の話と８０から８４歳の話、９０から９４歳の話というのは

現実的にかなり差があると思うので、リアルな視点を人口ビジョン案であるとか、こういった戦

略案の中に意識として持ち込めると良いかなと思いながら伺いました。ありがとうございまし

た。 

 では和合委員いかがでしょうか？ 

（和合委員） 

 全体の内容については私からは総合的なので、特にどういうふうに、というのは、一所懸

命に考えて作られたものなので、その一つ一つについては希望的に見させていただいてい

るといった内容です。 

人口ビジョンというのもこうやって出すんだなといった形で、まだ分からない、本当に増え

ていくのかなという不安を感じながら聞いていました。 

後は交通の面で賑わう場所づくり、この交通機関においての動きというのは話を聞いた

時にすごい嬉しいなという気持ちがしたのは、私は山の方にいるのですが、足がない人が

たくさんいて、バスが回ってくるところにおいでん家の車で各家庭から呼んできてあげると、

そこに待っていればバスを利用して、まちなかへ行って１時間ぐらいふらっとすると、そうす

るとまた次の巡回のバスに乗って、おいでん家に来て、おいでん家に来てくれたらおいでん

家で小さな車で家まで帰れるルートが取れるんだよと聞いた時に、賑わいのあるところに連

れていけるというのが、すごいおばあちゃんたちを活性化させるし、また本当に車のなくなっ

ているおばあちゃんたちをまちなかに連れていける経路ができたということにおいては、す

ごい嬉しいなという気持ちになれた構想でした。 

もう１つ、さっき言われた、まちづくりの担い手については、今日もですが、おいでん家の

方で来てる人たちに、本当に地域の中にしか目線が行かない。おいでん家に来てもらっ

て、そこで関わって健康のためにいろいろやったりするのですが、それが本当にまだ小さな

枠組みの中なので、保育園児を持ったお母さんと話をしたときに、保育園の方に出向いて

いって折り紙なんか折って関わることを通して「どこどこのだれだれちゃんの子だよ」とか言う

と結構通じ合う。そうするとまた１か月とかに１回とか私たちの中には計画的にはその期間は

考えていませんが、何回か接点を持つことによって「保育園の運動会に行ってみない？」と

なると保育園の運動会が賑わう、保育園の園児たちからまた希望的な、明るいものをもらっ

て「どこどこのだれだれ」がその地域からもうちょっと広い範囲になる、そしてその子たちが小

学校に行った。「小学校の運動会に行ってみない？」ということで、また今度広がりのあると

ころに顔を出していけると。そのようにしてちょっとした関わりからどんどん意識を広く広くに

持っていってあげれたら、自分だけの殻の中に閉じこもるのではなくて自分は寂しいだと

か、自分だけ誰も看てくれないという意識ににはならないのではないかなっていう話をしまし

て、そうしたらそのおばちゃんたちが良いよと言ってくれて、折り紙でこれくらいなら簡単に

やって作れるよという話が出て来月はそれをスケジュールの中に入れようねなんて話をし

て、本当に意識を小さな枠組み、地域だけではなくて東栄町というところまで意識を持って

いきたいなというのがあります。 

そうすることで、小さな子とお年寄りが関わる場、その関わりの中でお母さんじゃないおじ

いちゃんおばあちゃんから、何かを掴み取る子どもたち、これは本当にこの東栄町は小さい

町なので「どこどこのだれだれちゃん」って言うと「ああ、あのおばちゃんに出会ったのね」

「あのおばちゃんと仕事を一緒にやってた」と、そういう感覚になって、東栄町が本当につな

がっていく、そして共有できる町になっていくではないかなと。 

本当に話し合いが出来ない。さっき話があった下粟代のような会をもっとやって、そして
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今私たちが、お年寄りと子どもたちをつなぐ立場の人間が、もっと情報をもらって、もっと知

識を広げて、どういう意識で、どういう志で、どういう行動を起こしていったら大事なのかとい

うことを掴み取っていくことが、この町の底辺の中の力になるのかなと。 

ここに出てきて思ったのが、郵便局の局長さんや櫻井委員が言われた、お年寄りの人か

ら見ると、郵便局はちょっと固く入るところ、豊川信用金庫は一歩踏み込みにくい所という感

覚です。例えば「この前郵便局に行ったときにこんなことを言われたんだよ？」とか話を持っ

ていくと身近になる。壁がなくなる。硬かった壁がちょっと柔らかくなる、そうすると出会っても

何か身近に感じる。そういう人間関係づくりが、町を和やかにしていくのではないかなと思う

ので、やっぱりもっともっと出会って、もっともっと共有して、もっともっと知恵を出す。そういう

形が取れたらなって思います。以上です。 

（阿部委員） 

 今の御意見も大変豊かな御意見で、ある意味東栄町の人口が１００万人じゃない、そうい

うところを逆に３０００人ぐらいの人口だからこそ出来る、住民の顔が見えるまちづくりであると

か、そして交通のことは大変高く評価していただいて、遠く離れた集落におられる高齢者の

皆さんの孤独感というのが、町の中心部の賑わいのあるところに出て来る足が出来たという

ことで高い評価をいただきましたが、さらに御意見でいただいたのが、機会。場所だけでな

くて機会、例えば折り紙をしに行く機会ですとか、それから豊川信用金庫さんや郵便局さん

に話を聞く機会。人と人が出会い情報交換できる機会というのも場と合わせて考えていきた

いという御意見だと理解しました。 

 東栄町の人口規模というものを逆に活かせるような、まちづくりのやり方というものを意識し

ていけたら良いのかなと思いました。 

 一通り皆さんから御意見を伺いましたが、他の方の意見をお聞きになって補足したいとこ

ろなどございましたらぜひ、挙手でお願いします。 

（小林委員） 

 今の櫻井委員、山本委員、和合委員の話を聞いてて、後は最初にこの会議に出させてい

ただいた当初にお話を聞いた時に、東栄町は規模的にも結構顔が見える町だよと話があ

り、先ほどの御三方の話を聞くと、多分目指すところは恐らく、感じ方は人それぞれだと思う

ので一概には言えないと思うのですが、適度な個人情報のダダ漏れが必要なのではない

かなと思いまして、最近ですとやっぱり悪さをする人間もいっぱいいますので、個人情報保

護というものにものすごく神経質になっている部分があるかと思うのですが、櫻井委員がお

っしゃるように、例えば年老いた両親の面倒を見に、たまに帰ってくる息子がいるっていうこ

とを周りが知っているだけでも、対応としては変わってくるのかなと思いますし、この人は過

去にこういう仕事をしていた、あるいは家族構成はこうだっていうことが分かることで、良い意

味でのお節介が出来る部分があると思いますので、結構個人情報保護条例みたいなもの

が各市町村で出来上がっていると思いますが、もし町として１つの企画と言うのか、約束事

ができるとするならば、他所と比べて若干緩い状態にして、「うちはこの通りオープンな町な

んですよ」ということでやっていけると良いのかなという気がちょっとしました。 

 もちろん新しく移住してくる方ですとか、中には「そんなダダ漏れだったら嫌だよ」と言う方

がいるかもしれませんし、そこは良い匙加減のところを探すよりほかないのかなとは思うので

すが、ある程度オープンにすることが入ってくる条件だよというのも１つの良い情報の選別

になるのかなと。 

 後お互いにある程度「この人はこんな人だ」ということが、濃く分かっている人と緩くつなが

っていると、例えば「こういう問題で困ったときにどうすれば良い？」という相談を隣の人にし

たら、「それだったら、あの人はかつてこういうことをやっていたらしいから、相談してみたら

いいんじゃない？」とつながっていくことが出来るようになれば、杓子定規にある程度固めて

も、そこを補助するような役割の人が次から次へと出て来る、後は担い手不足等の解消にも
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つながってくるのかなという気がしました。すいません、ちょっとまとまっていませんが。 

（阿部委員） 

 いえ、ありがとうございました。個人情報ダダ漏れ、大事ですよね。あまり線を引いて「誰に

も言いません」と言うと個々が孤立していくので、良い塩梅でつながれる、つながってお互

いを見知ることができる、温かい町ですよ、東栄は。というような町民の皆様が合意されてい

れば、またそれをポジティブなイメージとともに発信出来たら、それを好きな人が集まってく

れば、やはり人間というのは１人では生きてはいけないものですから、そういう方向性という

ものを打ち出していくこと、というのもありだと思って伺っておりました。ありがとうございます。

他はいかがでしょうか？ 

 特にないということでしたら、本日いただいた意見を持ちまして事務局で最終案に反映さ

せ、第２期人口ビジョン、総合戦略にまとめるということでよろしいでしょうか？ 

＜異議なし＞ 

 はい、ありがとうございます。それでは以上を持ちまして、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、事務局にお返しいたします。 

（事務局） 

取り回しをしていただきました阿部先生、ありがとうございました。また、委員の皆様、長時

間にわたり御検討のほど、ありがとうございました。 

先ほど座長代理の御意見にもありましたように、本日いただいた御意見の中で、反映す

べきものについては加筆をさせていただくような形で事務局の方で最終案を取りまとめまし

て、第２期人口ビジョン及び総合戦略を完成させたいと思っております。完成した案につい

ては皆様方の方にお届けさせていただくことになるかと思います。 

それでは町長の方から一言いただきたいと思います。 

（村上町長） 

 ありがとうございました。産官学それぞれの分野で関わっていただきまして、３回の会議を

していただきまして最終案をまとめさせていただきたいと思います。今お話をいただいた通

りであります。先ほどの中で参事からお話した通り、今回のまち・ひと・しごと創生総合戦略

につきましては具体的な事業を第１期の時は入れておりましたが、今回は内容を重視して

おる状況です。ですからこれで令和２年度から６年度までのいわゆる町の基本方針と、５つ

の目標に向かって、今後それぞれを肉付けしながら、またそれぞれの事業を展開していき

たいと思っております。 

それから今年も開かせていただきました、まちづくり座談会も町の皆さんにお集まりいた

だきながら、その中で私も一番最初にあります、人の流れづくりのところの町のイメージ図で

はありますが、「まちなかターミナル」の話もさせていただきました。こういったことを含めて、

皆様方から御意見をいただきながら、それぞれの目標に向かって、また例えば令和２年度

もそうですが既に東栄町も予算を発表させていただきました。１つ１つその状況に向かいな

がら、また事業も確実に進められるような方向に向かってそれぞれの皆様方の意見をいた

だきながら創生総合戦略を進めていきたいと思っております。 

それから先ほど冒頭でもお話させていただいた通り、東栄町の１０年計画であります、第６

次総合計画もちょうど中間期に差し掛かって、次の５か年計画を来年度策定することになり

ますので、またその折にもそれぞれの皆様方にも御意見等賜りながら第６次総合計画の後

期計画の方を進めて参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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これをもってまた、３月中に原案をまとめたいと思いますので、よろしくお願いします。 

本日はどうもありがとうございました。 

（事務局） 

それでは、以上を持ちまして第３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８：３０】 

 

 


