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資 料  資料１、２、３ 

会議の概要  

＜議事の概要＞ 

１ あいさつ 

２ 趣旨説明 

３ 評価 

  テーマ「東栄町で育つ、育てる」 

  外部有識者：愛知大学 地域政策学部長 岩崎正弥教授 

 

＜協議・報告事項 詳細＞ 

【開会 19:00（あいさつ）】 

 

（事務局） 

これより、令和 2年度第 2回総合計画戦略会議を開催いたします。開催にあたりまして、町長

より挨拶申し上げます。 

 

（町長） 

皆さんこんばんは。本日はお忙しい中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。8 月に

行われました第 1回総合計画戦略会議では、暮らしを支えるためには各分野の連携による暮らし

のセーフティーネットの構築によって総合力で暮らしを支えることが必要である点などの助言

をいただいたところでございます。 

第２回目である今回のテーマは、「東栄で育つ、育てる」という将来に町を繋ぐための分野につ
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いて評価ご助言をいただきたいと思っております。 

東栄町の子供の数はこの 5 年間横ばいであります。また 14 歳以下の年少人口が人口全体に占め

る割合はわずかながら上昇傾向にあります。 

こうしたこれまでの成果を追い風にしながら未来に繋がるまちづくりを一層進めていきたい

と考えております。 

子供たちが育つ環境はもちろんですが、子供を育てやすい環境や仕組みを整えることによっ

て、未来を担う若い世代が安心して東栄町で暮らすことができる町を目指してまいりたいと思っ

ております。 

子育てに限らず、将来にわたって各分野を支える人材育成は、どの自治体にとっても大きな課

題だというふうに言われています。 

東栄町独自の仕組みや取り組みによってこの町で持てる力を十分に発揮できる人材を育てて

いくことができれば、その人材は町の将来に繋がる大きな資産となります。 

町の資産は与えてくるものではありません。町としては、自分たちが主体となって共に育ち育て

ていきたいというふうに考えております。 

昨日行われましたまちづくり座談会においては、住民、各種団体から約 30 名の方にご参加をい

ただきました。町の変化の共有を目的に、７つの分科会で意見交換をしていただきました。時代

に合ったまちづくりの必要性等が発表されましたので、今後着実にまちづくりにつながっていく

よう、現在策定を進めております第 6次総合計画の後期 5年間の計画にしっかり反映をさせてい

きたいと思っております。 

本日委員の皆様からいただくご指摘・ご助言は、計画の基礎となる大事なものであります。 

限られた時間でありますけれども、忌憚のないご意見、ご助言を賜りたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。 

 

【趣旨説明】 

（事務局） 

まず初めに、この総合計画戦略会議の趣旨および本日の進め方につきまして、事務局より説明

いたします。 

初めに、資料の説明をいたします。 

まず、お手元に配りました資料 1、Ａ3の横長のものをご覧ください。 

こちらは、それぞれの事業について、第 1次総合戦略の計画策定時の数値と比較をするため、

平成 28年度から令和元年度の実績数と目標値を並べてあります。また数値的な振り返りでなく、

目標に向かって今後どのように取り組んでいくかを内部で振り返り評価した内容を、一番右側の

枠に記載しています。 

この先の資料の細かい説明については時間の都合上割愛します。お時間のある時にご覧くださ

い。 
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続いて資料 2の説明です。こちらは 6月に委員の皆さんに配布した第 1回の総合計画後期計画

策定推進会議資料と同じものです。内容は、総合計画前期計画期間の進捗状況についてまとめた

もので、基本政策ごとの目標値と 2019年度の実績値を記載しております。 

具体的な実績の説明の前に、計画の体系をまず簡単に説明します。 

総合計画は、 

① 10年間の大きな目標や将来イメージを記載した基本構想 

② 基本構想に示すまちづくりに向けた分野ごとの方向性を示す基本計画 

③ 事業などの具体的な取り組みを記載した実施計画 

この３つから構成されています。 

資料の一番左側、黄色の部分が基本構想にあたります。 

将来イメージとして、「山の恵みを受け、共に築く彩りの里」をキャッチフレーズに掲げ、その

中で基本目標として７つのまちづくり目標を掲げているものです。 

薄い緑色の部分は、その基本構想の実現に向けて基本的な施策ごとに設定した目標値に対し振り

返りを行った内容になっています。こちらも時間がある時にご覧いただければと思います。 

次に資料 3の説明です。こちらは役場内での自己評価について、事業ごとの進捗状況を 5段階

で評価をした結果です。事業ごとの評価は、その事業目標値に対する事業実績が大きく上回って

いれば 5、上回っていれば 4、目標どおりであれば 3、下回っていれば 2、大きく下回っている場

合は 1、という基準になっています。全体で見ますと平均が 3.0 となっており、事業目標に対す

る進捗状況は目標どおりという結果になっております。 

もう一つＡ4 の横長の資料があるかと思いますが、こちらはこの後の質疑応答の中で使わせて

いただくものになります。 

ではこの会議の趣旨の説明をさせていただきます。この評価会議は、東栄町が行う政策や事業

の重要な指針となる「第 6次総合計画」と「まちひとしごと創生総合戦略」を実効性のあるもの

とするために、毎年度外部有識者による評価として実施してきております。 

今年度は総合計画後期計画を策定する年であり、これまで以上により総合的な評価を踏まえ策定

作業を進める必要があることから、評価を総合計画策定委員の皆様にお願いすることとし、今回

は 7名の委員の方に委嘱しています。 

評価の仕方ですが、この会議で行政が行った自己評価をもとに、総合計画や総合戦略が目指す

目標の観点から評価をしていただきます。個別の事業の評価や仕分けを行うものではありませ

ん。そうすることによって、これらの計画が目指す目標に向け、外部からの指摘により行政の自

己変革を促すことを目的としています。 

なお、例年この評価会議を有効なものとするため、テーマを絞って評価をいただいております。

先ほども申し上げましたが、今年度は総合計画後期計画を策定する年であり、これまでの前期計

画期間中のまちづくりを総合的に振り返り、今後のまちづくりに繋げる大切なポイントとなる年

です。今回の総合計画後期計画の策定については、暮らしの安心安全の整備、強化・再構築が大
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きなテーマになっています。そうしたことから、今年度のこの会議については暮らしに焦点を当

てています。先月行いました第 1回目では、「年を重ねても、東栄で暮らす」、そして本日の 2回

目では、「東栄で育つ、育てる」というテーマ設定をしております。 

なお評価いただきました内容につきましては、各担当課において今年度改定する総合計画の

他、各種計画および新年度予算へ反映するなど、今後の町政の運営に役立てていきます。 

 

（事務局） 

では、評価を実施してまいります。ただ今の説明のとおり、本日のテーマは「東栄で育つ、育

てる」です。本日の流れは、まず委員の皆さんから質問を頂き担当課から回答をする一問一答形

式で行います。その際、回答される方は課の名前と氏名を初めの１回のみ言っていただき回答を

お願いいたします。その後、委員の皆さまから気付いた点などについて評価や助言のコメントを

頂きます。最後に岩崎座長から総括評価を頂き終了となります。進行についても岩崎座長にお願

いします。では、早速ですがよろしくお願いいたします。 

 

【評価】 

（岩崎座長） 

それでは、よろしくお願いします。先月、１回目の評価を行いました。今、ご説明がありまし

たように、今回は２回目ということで、「東栄で育つ、育てる」ということをテーマにしておりま

すけれども、暮らし続けるという観点からいって、未来を背負う子どもたちあるいは若い世代が

今後も暮らし続けられる町なのかということを中心に質疑をさせていただきたいと思っていま

す。 

質問は今回も６項目に分けて順次質問をしていきたいと思います。保険医療、福祉、教育、仕

事、暮らし、それから基盤整備、この６項目です。まずは保険医療から始めたいと思います。私

は最初、委員の皆さんに振りますけれども、あとは項目の中で順次質問をしていただければと思

います。それでは保険医療ということで、まずは櫻井委員から質問をよろしくお願いいたします。 

 

（櫻井委員） 

豊川信用金庫の支店長、櫻井と申します。 

では、保険医療について質問１ということで、こちらから順次質問を行っていきたいと思いま

す。質問１、保険医療ということで開設に向けた進捗状況はどんな状況か質問させていただきた

いと思います。 

 

（住民福祉課 伊藤課長） 

住民福祉課長の伊藤太といいます。現在は、医療センターの基本設計の平面計画を検討してい

る状況であります。こちらの基本設計を終えましたら、実施設計に入っていく予定でおります。
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以上です。 

 

（櫻井委員） 

では、質問２ということで、保健福祉センターの開設時期はいつを予定していただいています

か。 

 

（伊藤課長） 

医療センターと同じく、令和４年の４月開設を目指しております。 

 

（岩崎座長） 

次に、和合委員お願いします。 

 

（和合委員） 

まちづくり座談会実行委員の和合です。 

質問３です。建設についてですが、保育園建設についてはプロポーザル方式が取り入れられた

と聞いていますが、今回の保健福祉センターを含む医療センターも、同様のプロポーザル方式が

取り入れられるのでしょうか。また、そもそもそのプロポーザル方式を取り入れた理由というか、

その方式とはどういうものなのかを端的に教えていただきたいです。 

 

（総務課加藤係長） 

総務課財政係の加藤と申します。 

総務課財政係で契約事務を行っておりますので、プロポーザル方式につきまして、簡単に説明

させてもらいたいと思います。プロポーザル方式と申しますけれども、企画提案というような意

味でございまして、委託者や建築物の設計者を選定する際に、複数の業者さんにその目的物に対

する企画を提案していただきます。その中から優れているもの、私どもの要求にマッチしている

もの、そういった業者さんを選定するという方式をプロポーザル方式と呼んでおります。 

 

（和合委員） 

プロポーザル方式のメリットが分かりづらいので、保育園建設では３億円の予定が結果的には

５億円になったという話で、具体的なことは知らないので、そのようなうわさを聞いていますが、

このようなことはなぜ起こってきたのか教えていただけますか。 

 

（伊藤課長） 

最初に保健福祉センターを含む医療センターについては、既にプロポーザルによって設計業者

の選定を終えております。続きまして保育園建設については、当初の計画では設計業務費 1,868
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万 4,000円と建設費の４億円を予算計上しましたが、保育園の職員や保護者の意見、要望等を取

り入れた結果、保育園舎の面積が増加したことに加えて、屋外倉庫やトイレ、屋根付きの車寄せ、

駐車場の舗装面積増など外構工事分が増えたため、６月議会において 5,624 万 6,000 円を補正

し、さらに 10月の臨時議会で 1,525万円を補正しました。結果的には、保育園建設分が３億 8,016

万円、外構工事分が 9,126万円で、建設費の合計は４億 7,142万円となり、この建設費に先ほど

申し上げました設計業務費 1,868万 4,000円と設計監理費の 972万円を加えた総額は、４億 9,982

万 4,000円となりました。 

 

（櫻井委員） 

では、質問５に移りたいと思います。保健福祉センターとはどのような役割を担う場所ですか。 

 

（伊藤課長） 

これまでは、保健、医療、福祉、介護に関する機能が、役場や社会福祉協議会、子育て支援セ

ンターおよび医療センターなど、それぞれ別の場所、建物に分かれておりましたけれども、これ

を一つの施設に集約し、保健、医療、福祉、介護が連携することで、住民の負担をできるだけ軽

減しながら、幅広いサービスを効果的に発揮するための中核施設としての役割を担うことになり

ます。これが豊富とはいえないマンパワーや資源を最大限に活用できる形と考えております。 

 

（櫻井委員） 

では、次に質問させていただきます。保険福祉センターには、どういった人が配置される予定

でしょうか。お願いします。 

 

（伊藤課長） 

まず現在の、役場の住民福祉課のうち、児童、障害者、高齢者福祉など各種福祉を担当する者、

それに介護保険・介護予防を担当する者、保健師を初めとする保健衛生・保健予防を担当する者、

子育て支援センターを運営する者、あとは地域包括支援センターを含む社会福祉協議会の職員が

配置される予定です。 

 

（櫻井委員） 

続いて質問させていただきます。これまでなかった保健福祉センターを建設することで町での

子育てはどのように変わるのか、建設によって得られる効果はどこにあるのか、よろしくお願い

いたします。 

 

（伊藤課長） 

妊娠期から子育て期までの子育てに携わる方にとってはさまざまな対応が必要になってきま
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すが、医療や子育てに関する相談、乳幼児健診、乳幼児の予防接種、児童手当等に関する相談や

手続きが一体的にできるようになることが一番のメリットだと考えております。 

 

（和合委員） 

次に、保健福祉センターの建設に子育て世代への意見聴取はどのように行ってきたのですか。

この建設事業に子育て世代はどのような期待を寄せているのでしょうか。 

 

（伊藤課長） 

子育てサークルでは、基本設計の素案を示して意見ご要望を頂きました。また子育てサークル

の役員と町長、副町長、住民福祉課関係職員との間で先日意見交換を行いました。保育園、小学

校が近くなることから、幼少期から小学校まで町全体で包括的に見られることは子育ての上で大

きな安心感につながるなどの意見を頂きました。 

 また建物のハード面だけでなく、運営に関するソフト面について関係機関と協力し、さらに使

いやすく身のある施設にしていきたいという意見も頂いております。 

 

（和合委員） 

他にはどのような意見がありましたか。他にはありませんか。 

 

（伊藤課長） 

現在、子ども向けの図書が子育て支援センターにこにこ広場に設置されておりますけれども、

こうした図書が未就園児だけでなく保育園児も小学校も活用できるような仕組みによって、図書

を通じた世代間交流が可能な場所にしてほしいとのご意見も頂きました。現在、にこにこ広場に

ついては数少ない専門職が配置されていて、平日は閉館時間が午後３時となっていることから保

育園児等が来館することができません。しかし、保健福祉センターが開設されれば、このような

本の貸し出し等については保健福祉センターに配置されている職員、子育て支援センター以外の

職員が対応可能になります。こうした取り組みによって、保健福祉センターが子育て中の人や子

どもたちのよりどころになる点について共有することができたと考えております。 

 

（阿部委員） 

意見聴取をした場合であっても、全ての要望に応えることは現実的に難しいと思います。応え

られない要望等についても丁寧にご説明を行っていらっしゃるんでしょうか。もしご丁寧な説明

をなさっているとしたら、例えばどういう方法を取っているのか教えていただけますか。 

 

（伊藤課長） 

応えられない要望等については丁寧な説明を行っていくことを考えております。具体的には建
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物の規模を大幅に縮小すべきというようなご意見を頂いておりますけども、それに関して建物の

規模を大幅に縮小することによって、機能自体も一緒に見直し縮小しなければならなくなってし

まうというような説明も必要になってくるかと思っております。 

 

（櫻井委員） 

医療センターと併設することのメリットは何でしょうか。 

 

（伊藤課長） 

これまでは関係機関が別々の施設や場所でそれぞれ業務を行っているためスタッフが連携を

図るために時間を要していましたが、併設することによりさらにきめ細かな連携が可能になりま

す。保健師、看護師等少ない専門職の中で、保険、医療、福祉、介護が連携することで住民の負

担をできるだけ軽減しながら幅広いサービスを効果的に実施するための中核施設となることが

期待されます。 

 

（櫻井委員） 

以前から産科、婦人科、小児科は東栄町にはありませんけども、そうした科を受診する必要が

あるという町民はどうしているのでしょうか。 

 

（住民福祉課 松井保健師） 

住民福祉課の保健師をしております、松井と申します。 

近隣市町村にある医療機関さんを受診していらっしゃると聞いております。具体的には、新城

市さんとか浜松市さんのほうを受診されているというふうに聞いております。 

 

（櫻井委員） 

それらの産科、婦人科、小児科等、子育て世代にとって必要な専門的医療体制を東栄町単独で

整備することは今後も現実的ではないと思いますけれども、こうした医療の代替とまではいきま

せんが、この町で安心して子育てすることができるように工夫していることは何がありますか。 

 

（松井保健師） 

乳幼児等の予防接種は町内の医療機関に委託しておりまして、いつも同じ、同一の先生、お医

者さんに対応していただいております。急性疾患等でなければ予防接種のときに必ず診察をして

いただきますので、その機会も医師への相談の場として利用していただけるとありがたいとご紹

介させてもらっています。また、乳幼児健診を２カ月に１回東栄町では開催しておりまして、近

隣市にあります小児科専門医にお越しいただいて診察していただいております。こちらも気軽に

受けていただける相談の場として、保護者の方に利用していただいております。 
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他の隣市、新城市さんですが、助産所の助産師さんにもお越しいただいていて、母乳相談やベ

ビーマッサージを受ける教室を開催させてもらっています。乳幼児に対する皮膚のケアだけでな

く、母乳育児、他にも卒乳等について母親からのさまざまな相談に乗っていただけるなど、町内

をはじめ近隣の専門機関との連携体制を整えることで、安心して子育てをしていただけるような

環境を整えております。 

 

（後藤委員） 

東栄小学校の後藤です。昨年度、策定された人口ビジョンによれば、合計特殊出生率が５年周

期で上下動しています。原因は何でしょうか。 

 

（松井保健師） 

母数が少ないためだと考えております。 

 

（後藤委員） 

近年の出生者数は、どの程度で推移していますか。 

 

（松井保健師） 

平成 28 年は 15 名、平成 29 年は 10 名、平成 30 年で 16 名、令和元年で 15 名となっておりま

す。 

 

（後藤委員） 

これらから考えると、今後の子どもの数はどのように推移していく見通しでしょうか。 

 

（松井保健師） 

出生者数については、先ほどの回答のとおり、10 から 20 の間を上下している現状です。その

５年前になりますと、20名を超える年もあって、極めて緩やかではありますが減少傾向といえる

と思っております。しかし 14 歳以下の子ども全体の数としては、お子さんと一緒に家族で転入

される世帯が毎年必ずあって、子ども全体の数としては必ずしも減少傾向とまではいえないと感

じております。平成 28 年から令和２年４月１日現在の 14 歳以下の人口は、265 人前後を推移し

ておりまして、人口に占める割合では 7.9パーセントから 8.6パーセントに上昇しております。

また、第２期東栄町人口ビジョンに記載のあるとおり、平成 28 年度以降、小中学区の１学年の

平均児童数は 18 人前後で推移しており横ばい傾向にあります。これは子どものいる世帯の転入

が毎年複数世帯転入していることが原因であると考えております。 

 

（櫻井委員） 
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転入の原因には、どのようなものがありますか。分かる範囲で教えていただきたいと思います。 

 

（松井保健師） 

自然の中でのびのびと子育てをしたいという考えで東栄町を選んだというお話を、保護者の方

からお伺いすることがあります。また、子ども連れではなくて先にご夫婦で来られたというご家

族からは、自宅や自宅周囲の環境の良さ、古民家であるとか、ご自分でお家を改修できるという

ようなことが理由と伺ったこともあります。あとは保育園の待機児童がいないことも良さである

とお伺いしました。 

 

（櫻井委員） 

東栄町の子育て世代は平均すると１世帯当たりの子どもの人数は何人程度でしょうか。 

 

（松井保健師） 

東栄町の現状を令和２年現在でお伝えしますと 18 歳未満の児童がいる世帯が 170 世帯、18歳

未満の児童数が 321 人となっていて、単純に計算しますと 18 歳未満の児童がいる世帯が全体の

11.8パーセント、平均児童数が１世帯当たり 1.88人となっております。平成 27年の国勢調査か

ら、全国と比較しますと国では世帯が 21.5 パーセントで平均児童数が 1.68 人、県の平成 27 年

の国勢調査から計算しますと、愛知県が 18歳未満の児童がいる世帯が 23.8パーセント、平均児

童数が 1.70 人となっております。子どものいる世帯数の割合は全国平均と比べ半分程度にとど

まっていますが、世帯当たりの平均児童数は全国平均を少し上回っております。その要因として

考えられるのが育てやすい環境ではないかと考えています。出産から子育てまでの個別性に合わ

せた支援をきめ細やかに行うことや顔の見える関係づくりを行ってきた結果であると考えてお

ります。 

 

（後藤委員） 

今お伺いした出産までの支援にはどのようなものがあるのでしょうか。他市町村との違いや東

栄町の独自性があれば教えていただきたいです。 

 

（松井保健師） 

昨年度より妊娠週数 32 週以降の妊婦さんを対象に妊婦訪問を開始しました。これまでの妊娠

経過の確認や出産するときのこと、産後のことなどについてご相談を受けたりお話をお伺いした

りする場になっております。また併せて子育て支援グッズをお渡ししております。他にも母子健

康手帳発行時の面談を全ての妊婦さんに個別で行わせていただいており、特に初めて出産される

初産婦さんには、子育て支援センターにこにこ広場でその面談を実施することで、出産された後、

産後に利用できる施設として紹介させていただいております。他にも出産準備金として母子健康



11 

 

手帳交付時に７万円、出生届け出時に３万円、合計 10 万円を妊婦お一人につき支給という制度

をさせていただいております。 

 

（後藤委員） 

子育て支援グッズとは、どのようなものでしょうか。 

 

（松井保健師） 

役場に届いた試供品のオムツや洗濯用の石鹸等の他、使い捨ての哺乳瓶などでございます。使

い捨て哺乳瓶は災害時等への備えにもなることから、こうした機会に配布して実際に使っていた

だけたらとご説明しております。 

 

（後藤委員） 

昨年度から新たに取り組んだ妊婦訪問等については、その反響のようなものはありますでしょ

うか。 

 

（松井保健師） 

お渡ししているグッズに対して、こんなにくれるのとか、ちょうど試してみたかったなどの声

を直接お伺いしております。また支援者側としては、産前にお会いできることで関係づくりのき

っかけになります。これまでの妊娠の経過や産後のことなど詳しくお話を伺うことができるので

支援のきっかけになり保健指導の対象とさせていただいております。 

 

（小林委員） 

時事通信の小林と申します。続いて質問は 23 個目になります。子育てに関してですが、全国

的には埼玉県の神川町で Zoom、オンライン会議システムを使った子育て相談、埼玉県志木市では

LINE を使った妊婦相談などの例があると聞いていますが、オンライン会議システムや SNS を使

った相談開始の予定、あるいは既にやっていらっしゃることはありますか。来庁相談ができない

方にしてみると、そういった対策があれば安心できるかと思うのですけれども、どうお考えでし

ょうか。 

 

（松井保健師） 

現在、保健師 LINEということで LINEのアカウントを開設させていただいて、子育て世代に向

けた情報発信や個別の相談等に応じさせていただいております。 

 

（小林委員） 

もう既に LINE を始めていらっしゃるということですが、利用実績や効果はどのような手応え
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でしょうか。 

 

（松井保健師） 

相談件数はあまりないのですが、予防接種に関することや乳幼児健診の日程のことなどご相談

を受けております。主にはやはりこちらからの情報発信となっておりまして、本年度は新型コロ

ナウイルスに関する情報提供や予防接種の喚起、あとは育児教室等のお知らせや参加申し込みの

受け付けなども円滑に行うことができており、保護者の方にとっても支援者側にとっても簡単に

情報共有ができるようになっております。 

 

（岩崎座長） 

ありがとうございました。他に委員の方から保健、医療に関してご質問ございますか。よろし

いですか。 

 保健福祉センターが新設されるということですけれども、これはいわゆるワンストップサービ

スということですよね。同じ場所でさまざまなサービスが受けられる。そういう意味では地域住

民にとっても非常にメリットが高い、利便性が高まることになると思います。それから専門スタ

ッフは十分な数ではないとおっしゃっていましたけれども、より効率的な支援が期待できると思

っております。ただ情報が十分に住民に行き渡らないと、新たな取り組みであるだけに不安を増

幅させかねないという懸念があると思います。ですから、住民に対しては、繰り返し情報提供を

する中で丁寧な説明をしていく必要があるかと思いました。 

 また、ご説明の中で子連れの転入者が毎年いる、あるいは以前アンケート調査の結果を知らせ

ていただきましたけれども、確か子育て環境への満足度が非常に高いのが東栄町の特徴だと。恐

らく、それは東栄町独自の取り組みにその原因があるのだろうと思いました。豊かな自然の中で

子育てをしたいというのは、必ずしも東栄町だけでなくてもいいわけですから、やはり特殊、東

栄的なといいましょうか、東栄独自の取り組みが一体どういう満足度をもたらしているのか、そ

のあたりのさらなる分析を通して今後のきめ細かな取り組みにつなげていただければと思いま

した。以上でございます。 

 それでは続いて２番目の項目で、今度は福祉に入りたいと思います。それでは福祉に関しては、

これも私から最初に振りますので、あとはどんどん順番に質問していただければと思います。金

田委員からよろしくお願いいたします。 

 

（金田委員） 

東栄郵便局長の金田です。 

 それでは、質問に移らせていただきます。保育園の１園化によって先生の１人当たりの対応は

人員的に余裕ができた、手厚くなったなど何か変化等はありましたか。 
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（住民福祉課 伊藤主事補） 

住民福祉課の伊藤嘉政です。 

職員の配置についてですが、園児１人当たりの配置基準が決まっておりますので１人当たりの

人数に大きな変化はありません。しかし園児数および職員数が増えたことによって、これまで複

式クラスだったのが学年ごとの単式での保育が可能になりました。１園化とは直接の関係はない

かと思っておりますが３歳未満児の数が年度途中でかなり増えています。今年だけでも０歳児入

園が４月時点では１名だったのですが現在は４名となっており今後も３名は入園希望がある状

況です。そのため保育にかかる人数が上昇する可能性があると考えています。以上です。 

 

（金田委員） 

今まで２園あったのが１園化したことで可能になったサービスにはどのようなものがありま

すか。 

 

（伊藤主事補） 

１園化したことで可能になったとは一概に言えないのですが、先ほども述べたように園児と職

員の人数が増えたので、単式クラス編成ができてより職員と近い密のある保育ができているのか

なと思っております。以上です。 

 

（金田委員） 

平日の延長保育は全体のうちどの程度の家庭が利用されていますか。 

 

（伊藤主事補） 

家庭によって頻度はそれぞれ異なるのですが、約半数が利用しています。 

 

（金田委員） 

延長保育を利用する家庭は、１園化によって増えたものなのですか。 

 

（伊藤主事補） 

１園化により延長保育時間が延びたので、より保護者が利用しやすい環境になったと考えてい

ます。利用者の増加についても一因となっていると考えています。 

 

（金田委員） 

それでは、延長保育の利用家庭が増えた要因は何だと考えられますか。 

 

（伊藤主事補） 
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フルタイムで働く家庭が増加傾向にあります。また母親の就業率が近年増加しているのも要因

の一つだと考えています。 

 

（金田委員） 

このサービスが増えたことに関して、保護者の方々はどのように反応していますか。 

 

（伊藤主事補） 

仕事が終わって、今までは急いで迎えに来ていたのですが、延長時間が延びたのでゆとりを持

って迎えに来ることができるという声も上がっています。 

 

（小林委員） 

０歳児の数が４月よりも途中で増えているというお話がありましたけれども、年度途中に入園

するということは、しょっちゅうあることなのでしょうか。また、年度途中入園する方は、どう

いうご家庭の方なのでしょうか。 

 

（伊藤主事補） 

年度途中での入園は、近年増えている印象があります。主に転入世帯と仕事復帰で年度途中入

園が多い傾向にあります。 

 

（小林委員） 

転入される方は、どのような方が多いのでしょうか。もともと東栄にゆかりがある方など、そ

のような方が多いのですか。 

 

（伊藤主事補） 

Ｉターンや母子家庭が近年では多いように思われます。 

 

（小林委員） 

Ｉターンとは、よそから入ってくるゆかりのない方という意味ですか。 

 

（伊藤主事補） 

はい、そうです。 

 

（小林委員） 

先ほど、保険医療のところでも伺いましたけれども、東栄町への転入の決め手というのか、家

庭それぞれの事情があるかとは思いますが、理由はどのようなものがあるのでしょうか。保育園
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に入園したときに、家族の方、保護者の方と話す機会があるかと思うのですけども、理由として

気付くようなことは何かありますか。 

 

（伊藤主事補） 

転入する理由として、田舎で子育てをしたい、空き家を活用したいとさまざまだと感じていま

す。一例ですが、保育園、小学校、放課後児童クラブが近くにあり朝、夕方の延長保育も充実し

ていることから、子どもを預けながら安心して働くことができる環境が整っており、東栄町への

転入を決める要因となったと話を聞いています。こうしたエピソードから、保護者が働くことや

働きながら子育てをすることを支える体制が充実していることは暮らす場所を選択する上で重

要だと実感しています。 

 

（金田委員） 

１園化によって充実してきたということですが、園児にはどのような変化が表れていますか。 

 

（伊藤主事補） 

友達が増えたことで遊びの輪が広がったと聞いています。また複式クラスから単式クラスにな

ったことにより、学齢に応じた適切な保育が可能になったことは、園児たちの成長にいい影響を

もたらしていると考えています。 

 

（小林委員） 

１園化、保育園が一つにまとまったということで、多分効率化という問題もあったかと思うの

ですけれども、運営するための費用などは何か変化がありましたか。 

 

（住民福祉課 夏目係長） 

住民福祉課社会福祉係の夏目といいます。 

人件費や工事に関わる金額を差し引いたものを運営費として比較すると、２園であった平成 30

年度と１園化した令和元年度を比較して 172万 8,671円減っております。 

 

（小林委員） 

今、お話があったのは人件費という意味ではないのでしょうか。 

 

（夏目係長） 

人件費については、先ほど伊藤からお伝えしたのですが、基準に基づく配置がありまして園児

の状況に応じた配置を行っております。０歳児と低年齢での保育が必要になる場合や障害等園児

の特性に応じた対応するためにはより多くの保育士が必要になるため単純に比較することがで
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きないと思っております。 

 

（小林委員） 

分かりました。 

小学校や放課後児童クラブが近くにあって、今後も保健福祉センターも医療センターの近くに

新設されるということですが、それぞれの機関が連携することで現状抱える課題の解決になりそ

うな点はありますか。そういった点があれば教えてください。 

 

（夏目係長） 

令和元年度に子育て世帯に向けて行ったアンケート調査によれば、病児保育のニーズが平成 26

年度では１割だったものが令和元年度では４割に増えております。こうしたきめ細かいサービス

を実施するためには保育園だけでは対応しきれません。今後は保健福祉センター等の関係機関と

連携し、対応できる方法を探っていきたいと考えております。また、継続して保育士等の専門職

の確保はなくてはならないと考えております。以上です。 

 

（岩崎座長） 

どうもありがとうございました。その他、今は１園化ということで、さまざまなご質問があり

ましたけれども、他に何か委員の方からありますか。よろしいですか。 

 

（伊藤主事補） 

先ほどの、金田委員からの質問の２です。可能になったサービスにはどのようなものがあるか

詳しく説明させていただきます。平日の延長保育の時間が延びたことと土曜日の自由保育の時間

が延びたことが挙げられます。そのことで親が余裕を持って預けることができるようになりまし

た。具体的には、平日の朝、保育時間の延長として以前は７時半から８時半でしたが、７時から

保育できるようになりました。また平日の夕方については午後５時半が午後７時まで保育時間が

延長されました。土曜の自由保育については８時半から 12 時の午前中のみでしたが、午後４時

半まで延長することが可能になりました。以上です。 

 

（岩崎座長） 

ありがとうございました。今の補足説明によっても、１園化でサービス内容が充実したと。そ

のことは園児にとっても、それから保護者にとってもプラスの影響が出ていると。安心して子育

てができる環境が整いつつあるという印象を受けました。保育環境の充実が先ほどもお話に出て

いた転入者増につながっていると理解をしたわけです。 

町の第２期人口ビジョンが令和２年、今年の３月に策定されました。その内容を見てみますと、

2040年の子ども人口すなわち 14歳以下の子どもの人数ですけれども、2015年の国勢調査での人
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口が 279 人だったのですが、ほぼ同数の 263 人の確保を目指しています。今から 20 年後に、現

在とあまり変わらない水準で 14 歳以下の子どもの人口を確保していると。これは第１期の人口

ビジョンは確か 259人だったと思います。すると若干数名ということですけれども、この間の実

績を踏まえて上方修正した形になっていると私は理解しています。ともあれ、この人口減少下の

中で、20年後に現在とほぼ同じ値の数字を保つ、確保するということは、一層きめ細かな子育て

支援サービスの充実が求められていると思います。保育士をはじめとする専門職員の確保、実は

私の娘も保育士の資格を持っているのですが、保育士をしていません。そういう状況が多々ござ

います。ですから、保育士の確保それだけではなくて、園を運営するための事務職員の確保も重

要になってきます。また、当然ながらそのための財源確保は必須です。こうした仕組みを整備す

ることで、子育て、子どもを育てたい町、東栄を推進していく必要があると改めて思いました。 

 それでは、以上で２番目の項目は終わりにして、続いて３番目の項目として教育に移りたいと

思います。では、こちらは金田委員からお願いいたします。 

 

（金田委員） 

ここ近年の異常気象や天災等によって飯田線がよくストップするようなことがあります。地域

連携教育の観点から、高校通学等について飯田線ストップ時の対応策等を検討していますか。例

えば、佐久間高校へ通う子どもたちに、東栄、佐久間間のバスなどの臨時便等を考えているかと

いうことはどうでしょうか。 

 

（教育課 栗嶋課長） 

教育課長の栗嶋と申します。 

地域連携教育ということで、これまで高校生に対して飯田線が止まったときの対応などは検討

しておりません。むしろこういうことは、高校生に限らず利用者全体を対象とした公共交通とい

う観点から検討すべきではないかと思います。 

 

（和合委員） 

教育の面で、東栄町の特色のある教育方針とはどういうことか教えていただけますか。 

 

（栗嶋課長） 

東栄町の特色ある教育方針としまして、天地人教育というものがあります。この天地人教育で

すが、ふるさと東栄を大切にして、人間性豊かな人づくりを目指す教育のことを、天地人教育と

いうことで進めております。 

 

（和合委員） 

では、連携教育について端的に教えていただけますか。 
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（栗嶋課長） 

連携教育ですが、保小中連携教育ということで今進めておりますが、東栄町の子どもを一貫し

た理念の下で育てる体制のことです。平成 31 年に二つの保育園が統合して一つになりました。

これによって保育園が１園、小学校が１校、中学校が１校の体制になりましたので、これを機会

にそれぞれ保育・教育の指針や目標に整合性を持たせて、一貫した理念のもとで育てる体制をつ

くったところであります。 

 

（和合委員） 

では、連携教育の担い手は誰を想定しているのでしょうか。 

 

（栗嶋課長） 

子どもの発達段階に応じて具体的な目標を町民全体で共有して、保育園や学校はもちろんです

が、家庭や地域でも積極的に子どもに接するまちづくりを目指すということで、全員で子育てを

サポートしていこうというものでございます。 

 

（和合委員） 

連携教育推進計画の中では、町は子どもたちをどのような大人に育ってくれたらいいというこ

とを目指しているのでしょうか。 

 

（栗嶋課長） 

連携教育推進計画ですが、保育園を卒園するとき、小学校３年生が終わったとき、小学校を卒

業するとき、中学校を卒業するとき、こういう節目でこういう自分を目指そう、もしくはこうい

う人と接しようというテーマ、それぞれ目標を設定しまして、保育園、小学校、中学校、家庭、

地域などみんなで子どもを育てていこうという計画であります。 

 

（和合委員） 

連携教育推進計画を策定する際、子どもや若い世代への聞き取りなどは行ったのでしょうか。

また、そうしたことを共に考える機会はあるのでしょうか。あれば、どのような機会に誰が関わ

っているのか教えていただけますか。 

 

（栗嶋課長） 

子どもや若い世代への直接的な聞き取りは行っておりませんけれども、立案者の経験や推進計

画案を学校長、保育園長、教育委員の先生方にも協議していただきました。その中で子どもたち

や保護者のご意見や思いを間接的に聞き取っております。 
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今後はコミュニティスクールの導入を検討することとしておりまして、これが導入されれば、

さまざまな立場の方々のご意見を反映した学校運営や教育方針ができるものと思います。 

 

（和合委員） 

初めて聞く名前ですけれども、コミュニティスクールとはどういうものですか。 

 

（栗嶋課長） 

コミュニティスクールですが、学校、家庭、地域が力を合わせて一体的な学校運営に取り組む

仕組みの学校運営協議会制度を導入した学校のことで、東栄町としてはコミュニティスクールの

導入に向けて検討を始めたところでございます。 

 

（和合委員） 

では、子どもたちが心健やかに成長するためには、家庭教育の在り方が大変重要だと思います

が、いかがでしょうか。 

 

（栗嶋課長） 

家庭教育の重要性は認識しておりますが、ただ、家庭それぞれの事情がございますので、一律

に家庭教育の在り方を設定することは、いい面もあるかもしれませんが弊害もあると考えており

ます。保小中連携教育で設定する目指す姿に向けて、それぞれの家庭が学校や地域や各団体と関

わりながらそれぞれの家庭のスタイルに合わせながら子どもを育てていくことが望ましいので

はないかと思います。 

 

（阿部委員） 

では、私の方からは ICT利活用についてお尋ねさせてください。近年新学習指導要領が改訂さ

れ、情報活用能力が言語能力などと同様に学習の基盤となる資質能力と位置付けられ、ICT活用、

ICT 教育を文科省が強力に推進しています。また今回のコロナ禍でリモート会議やテレワーク、

オンライン授業など ICT活用が格段に進展しました。これは空間的距離を無視できる範囲が広が

ったということで、東栄町のような中山間部の町にとっては朗報でチャンスでもあると思いま

す。そのような中、次世代を担う東栄町の子どもたちが ICTで後れを取るのは非常にもったいな

いと思っております。現時点で結構ですが、町の ICT教育に関する取り組みや今後の計画があり

ましたら、ぜひ教えてください。お願いします。 

 

（栗嶋課長） 

ICTの関係ですけども、今、国の GIGAクール構想に基づいて、いろいろ東栄町としても事業を

進めている途中です。まず、ICTで一番大切なのが通信環境の整備だと思いますが、今は小学校、
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中学校ともに校内 LANの中身については１ギガ対応ということになっております。ただ、インタ

ーネット接続の事業者、この辺は北設情報ネットワークなのですが、この電送速度が 100メガ BPS

ということで、超高速ということではありませんけれども、少しずつ改善に向けて検討がなされ

ていると聞いております。 

教育プログラムについてですが、今、東栄町として実際に ICT教育プログラムがあるわけでは

ありません。今後 ICT教育を進めながら、各自治体の事例等も参考にさせていただきながら検討

していきたいと考えております。 

 

（阿部委員） 

高速インターネット回線は命綱になります。ですからぜひここは、デジタル庁もできるそうで

すから、町としても国レベルそれから県レベルにも強く訴えかけていって、インフラ整備をぜひ

頑張っていただきたいと思います。未来を担う子どもやテレワークをする親が入ってくれば人口

減少にとっては大きなストッパーになると思いますので、インフラの部分で後れを取らないよう

に、ぜひ町一丸となって整備をよろしくお願いいたします。 

 

（岩崎座長） 

ありがとうございました。教育分野で他にご質問ございますか。よろしいですか。 

教育分野でも新たな挑戦が始まっていることを、改めて痛感いたしました。天地人教育はかなり

有名で、私も豊橋に住んでいますけれども、私の学生の修士論文で以前取り上げたことがあるぐ

らい有名なものだと認識しています。その意味では、教育というものがやはり東栄町の一つの誇

れる宝物だと私は思っています。人口減少の中で学校の統廃合という非常にネガティブな話題で

はありますけれども、しかしそれを逆手にとって保小中連携教育という形で明文化して、町全体

で子どもを育てようという試みは素晴らしいと改めて感じました。 

東栄町の規模は、いわゆる過疎といわれるわけですけれども、こういう言葉があります。過度

なまばらではなくて、適度なまばらという意味で、「適疎」という言葉があるのですが、こうした

連携推進教育においては、東栄町の規模というのは過疎ではなくて適疎なんではないかと感じた

次第です。 

また、コミュニティスクールを導入する計画があるというお話でしたが学校は地域のへそで

す。だからこそ地域が子どもたちを育てるのだという宣言というか、そういう意思表示を強く感

じました。子育て支援から教育へと、まさに人づくりの町東栄という目標に向けて、さらに一層

取り組みを進めていただきたいと思いました。 

では、以上で教育を終わりにしまして、続きまして４番目の項目に移りたいと思います。仕事

を支えるということで、若干話題が変わっていきますけれども、よろしくお願いいたします。そ

れでは、また金田委員からご質問をお願いいたします。 

 



21 

 

（金田委員） 

それでは、ご質問させていただきます。事業支援を受けたものの、その後の事業展開はどのよ

うになっているのでしょうか。簡単に言いますと、生業（なりわい）として成り立っているのか、

補助金頼みの事業となっていないかということはどうでしょうか。 

 

（経済課 夏目課長） 

経済課の夏目です。 

事業支援としては、起業の補助金というものがあります。これは起業時に借りたお金の５分の

１、100万円を上限として補助するものです。これは平成 28年から４人の対象者がいます。現状

は、新型コロナウイルス感染症の影響で皆さん苦戦を強いられているのですが、全て事業を継続

しています。以上です。 

 

（金田委員） 

補助金制度以外に、事業者が自立するための支援にはどのようなものがあるでしょうか。 

 

（夏目課長） 

起業のための研修は、商工会が今現在行っています。また先ほど申し上げたように起業をする

際にはお金を借りられるですが、この場合に事業の計画について商工会と日本政策金融公庫から

の指導、助言や審査があります。従って、起業が確実にできるよう多方面から支援している状況

です。 

 

（金田委員） 

働く場がなければ暮らしていくことができませんが、移住者はどこで働いているのか、また働

く場をどこでどのように確保しているか教えてください。 

 

（夏目課長） 

東栄町から通えるところで働いているのですが、自分で就職先を見つけてくる方そういった移

住者もいらっしゃいます。移住相談の際に、就業についてもわれわれが相談に乗っています。東

栄町は特定地方公共団体無料職業紹介事業というのを行えるように労働局から許可を得ていま

す。町内の事業者から求人情報を確認したり就業者先の紹介を新城のハローワークと連携して行

ったりしています。その中から就業先を選んだり、それから町内の人の紹介によって就業された

りする方もいます。 

 

（金田委員） 

移住者から働く場について相談された場合は、誰がどのように対応していくかということも教
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えていただきたいです。 

 

（地域支援課 尾崎係長） 

地域支援課の尾崎です。 

先ほど、夏目課長がお話ししましたように、町やハローワーク、さらには地域の方などによる

紹介というケースがあります。地域支援課としては、暮らし方、働き方の選択肢が広がるように

遠距離通勤者に対して補助を出す移住者通勤補助金の説明をしております。 

 

（小林委員） 

今、制度としてどうなっているのかあまり詳しく把握していないのですが、町に必要な起業に

つながる地域おこし協力隊事業は町としても続けていくべきだろうと思っています。例えば、新

しく起業される方が既に町の中で業態としてあるようなもの、いってしまうとライバル的なもの

を立ち上げるようなときは技術教育や地元の方からの支援、人付き合いの紹介や販路開拓など、

そういったフォローの体制はどのような感じになっているのでしょうか。 

 

（尾崎係長） 

地域おこし協力隊は、平成 25 年から制度を導入して募集や雇用の仕方、町民の皆さんのご理

解や試行錯誤を重ねてきました。現在は同業者があるないというよりも町の課題に対して人が足

りないという部分に協力隊の制度を活用しております。また、そこに人を募集することで隊員の

任期期間が終わった後でも協力隊の隊員が東栄町で暮らしていけるだけのビジネスかどうかと

いうところも募集に関しては重要なポイントだと考えています。人付き合いについては、卒業後

町民として暮らしていけるように、任期期間中に必要に応じてサポートを行っております。 

 

（岩崎座長） 

仕事を支えるということで質問がございましたが、他にはよろしいですか。 

それでは、座長のコメントというわけではないですけれども、先回も、まちづくり基本条例の精

神である協働の大切さについて強調いたしました。この仕事を支えるという分野も行政と地域の

人々が協働して取り組むべき課題だと思われます。今の質疑の中で就業や起業という言葉が出て

きましたけれども、こういう分野だとまだ継業ということがあると言われますね。継業とは業を

継ぐという意味ですが、第三者の事業承継という意味です。就業、起業、継業と、そういったさ

まざまな仕事をいかに組み合わせていくのか。一つの仕事だけで経済を成り立たせるのは難しい

可能性がありますので、やはり、こういう農山村においては組み合わせ仕事といったらいいので

しょうか。いろいろ小さな経済を組み合わせていくという仕組みがあると、例えば移住の方にと

っても非常に使いやすいのではないかと思っております。そうした仕組みづくりも含めて今後は

この分野を一層充実させなければならないと改めて感じました。ありがとうございました。 
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それでは、続いて５番目に移りたいと思います。地域での暮らし、住まいでございます。それで

は、こちらは小林委員から、ご質問をお願いいたします。 

 

（小林委員） 

新しく住民の方が住まわれる場所にもなるかもしれませんが、町営の住宅等も町としてお持ち

かと思います。町営住宅の現状のロケーション、立地の良さだとか入居率、維持費の推移、そう

いったところのこれまでの動きを教えていただきたいと思います。また、もともとある木造建築

物の耐震補助への申請状況は、どのようになっていますか。 

 

（事業課 原田課長） 

事業課長の原田と申します。 

町営住宅につきましては 109戸を管理しています。設置箇所につきましては本郷、下田、中設

楽、三輪地区などとなりまして、比較的中心部に存在します。資料の説明として、入居戸数が 93

戸で入居率は 85 パーセントとなっていますけれども、老朽化により募集や入居を行ってない戸

数が 11戸あります。それで、入居可能な住宅の入居率としては 95パーセントとなります。 

維持費としては入居前に整備する費用や故障に対応した費用として、基本的に年間 500万円をめ

どにしていますが、故障等状況により上下します。その他に老朽化した住宅の長寿命化を図るた

めに社会資本整備事業、これは国の補助事業のメニューですが、その事業により外壁等を改修し

ています。また平成 30年度において老朽化した平屋住宅を廃止して、さらに平成 31年、令和元

年に除却しています。 

それから、木造耐震診断については、昭和 56年以前の木造住宅が対象となります。平成 14年

度から制度が始まりまして、始まった当時は申請件数が多数ありましたけれども、最近は年間１

件にとどまっています。実施しない理由と考えられるのは、高齢化により実施する必要がないと

思われる方が多いのかと思います。また調査するために家を片付けるのが面倒くさいとか、実施

しても耐震基準に満たないと分かっているので行わないということもあります。 

診断を行うと耐震基準を満たすことが要件で改修の補助金を受けられますけれども、本町にお

いては家が大きいために、改修するよりは新築するほうが安価になる場合がありまして補助制度

を利用したのは２名のみです。診断においては無料で受けられるため、町民を危険から守る観点

からこれまで以上に制度を宣伝していきたいと思います。以上です。 

 

（小林委員） 

これまでの質疑応答にも絡むのですが、さまざまな分野において若い世代向けの支度に力を入

れていらっしゃるなという印象があります。先ほどもお聞きした部分とかぶりますが、東栄町の

転入希望の話で移住支度などでの今後の見通しというか、先行きを教えてください。 
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（尾崎係長） 

移住定住施策としまして、本年度より地域支援課の補助メニューを暮らし続けられる町という

切り口でパッケージ化して、四つの補助メニューを「暮らしのカラフルパッケージ」という総称

にしました。これは、移住定住施策を移住者のためではなくて、この町に暮らす人のために要綱

を改正し新規メニューとして制度化したものです。こうすることによって、町の目指すべき姿を

町民やこれから移住してくる方に説明して、共に暮らしをつくっていくことを目指しておりま

す。 

 

（後藤委員） 

先日ゲストハウス danonのオーナーの方と話す機会があったのですが、そのような行政以外の

方たちが町の玄関口的な役割をしていて、人が人を呼ぶ流れができているというふうに思ったの

ですけれども、本当にそういうことも新しいまちづくりにとって大きな力だと感じました。こう

した人や活動に対して行政と連携しているのか、行政側からの働き掛けや支援、連携、関わりな

どがあるのか、あればどのようなものか教えていただきたいと思います。 

 

（尾崎係長） 

今、おっしゃっていただいたゲストハウス danon を例に挙げさせていただきます。danon のオ

ーナーは、最初は平成 24年度の愛知県事業「あいちの山里で暮らそう 80日間チャレンジ」とい

う事業で東栄町を知り、その後、地域おこし協力隊として２年間東栄町で活動している中でゲス

トハウスの開業という目標ができました。そして、その目標に向けて２年間、奥三河地域雇用創

造協議会に所属してゲストハウス経営のノウハウを学び、平成 29 年４月に独立しました。ゲス

トハウスはこれまでに東栄町になかったビジネスですが、今では町への入り口、いわゆる関係人

口創出の場を担っている場所だと考えます。 

そして、こうした事例などを通じて次なる行政の役割を考えた結果生まれたのが移住ソムリエ

制度です。行政だけで移住者を受け入れるのではなく、人口が減り共に暮らしを作っていくのは

町民です。移住ソムリエ制度を設けることで、そのような思いを共有して、町の中に多様な入り

口があることで移住者を受け入れるということが自分事となることを期待しております。以上で

す。 

 

（岩崎座長） 

どうもありがとうございました。最後にご説明がございました danonの事例は、まさに行政が仕

掛けを作って、その後、行政を離れて動きが広がっていくと、その成功事例だと思います。この

前の項目の、仕事を支える分野とも重なりますけれども、行政と地域の協働がやはり重要になっ

ていきますが、その在り方は非常に幅広いです。行政主導であったり住民主導であったり、その

間にいろいろな形があります。そういう幅広い協働の仕方があるわけですけれども、今後はこう
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した動きがこの移住定住という分野においてもさらに加速化することが期待できるなと感じま

した。 

それでは最後になります。６番目の項目ですけれども、町の持続性を支える基盤整備に関して

質疑をしたいと思います。では、こちらも、また金田委員から口火を切っていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

（金田委員） 

それでは質問させていただきます。主要幹線道路の早期開通について、今現在、分かっている

範囲で開通時期などを教えてください。 

 

（原田課長） 

現在進められている主要幹線道路の整備については、三遠南信自動車道と国道 473号線の月バ

イパスとなると思いますけども、三遠南信自動車道につきましては、平成 24 年に鳳来峡インタ

ーから浜松いなさジャンクション、また平成 31 年３月に佐久間川合インターから東栄インター

が開通しましたけれども、どちらも寸前にしか公表していない状況です。これは特にトンネル掘

削につきましてはいろいろな予想外のことが起こり得るために、間違った情報を出さないためで

す。 

東栄インターから鳳来峡インターの整備については四つのトンネルが予定されておりますが、

一番長い３号トンネルは貫通しております。１号、２号は実施中で、これから海老島のところの

４号トンネルが進められていきます。ただ、まだ貫通や開通時期はまだ分かっておりません。そ

れから、月バイパスについては用地事務が終了して本年度から工事に取り掛かっていきます。こ

れもメインはトンネルとなるため、分かりませんけども、つい先日、地元説明会がありまして事

業期間 10年を目指すとは言っておりました。以上です。 

 

（後藤委員） 

私も三遠南信のおかげで出張等の時間がだいぶ短くなって恩恵にあずかっておりますけれど

も、主要幹線道路の開通に伴い、どのような変化がこの町にもたらされていると考えていますか。 

 

（原田課長） 

先ほど申し上げましたように、三遠南信自動車道や月バイパスの整備におきまして、道路整備

を行う際にはコンセプトや効果を掲げて始めます。道路整備により目指す効果としましては、地

域間の所要時間短縮により地域医療における救急搬送時間の短縮や医療サービス、産業、観光や

伝統芸能、文化などといったさまざまな分野の連携や活性化を支援して観光人口等の増加が期待

されます。また緊急輸送道路としての防災面での役割も担っています。以上です。 
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（和合委員） 

保育園ですが、今、１園化によって使わなくなった保育園があります。一つ、御殿のほうは保

育園に上がる前の子どもたちを集めて使用していると聞いていますけれども。あと下川と本郷

は、どのような形で使うか決まっているでしょうか。 

 

（加藤係長） 

総務課の加藤です。旧本郷保育園、旧下川保育園ともに、今後の利用計画、活用方法につきま

しては決まっておりません。 

 

（和合委員） 

町にいろいろ使わなくなった施設の管理費や費用負担が発生してくると思うのですが、そうし

たものが将来まで積み残されることは、次世代を担う子どもたちへの負の遺産になると思いま

す。使わなくなった施設の処分は考えていらっしゃるか、それともその他にこういう使い方をし

ようという方針はあるのでしょうか。 

 

（加藤係長） 

そういった保育園もあるのですが、町が所有している庁舎を初めとした公共施設については、

本年度、公共施設等総合管理計画の個別施設計画の策定を完了して、その策定内容に基づき町の

総合計画の実施計画に事業を位置付け、必要な施設の保全と不要と判断された施設の閉鎖や処分

を行っていきます。先ほど出た使われなくなった保育園についてもこの個別施設計画の対象とな

っていまして、今後の利用の可能性や掛かる費用、コストから総合的に判断し、その判断によっ

て必要な手だてを今後は講じていく予定となっております。以上です。 

 

（阿部委員） 

ただ今ありました、公共施設の管理計画に記載する施設は幾つぐらいおありでしょうか。 

 

（加藤係長） 

対象となっている施設の数ですが、全体で 141施設です。このうち分類でいいますと集会施設

の数が最も多くて、うち 41施設を占めております。 

 

（阿部委員） 

数が多くてびっくりしました。こういった施設の将来をどうするかは、どのように判断してい

くのでしょうか。評価段階や基準となるようなものはお持ちでしょうか。 

 

（加藤係長） 
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個別施設計画については、その施設に対する評価を３段階に分けて判断していきます。まず第

１次評価では、建築年数、建築してどれぐらいたっているか、または年間に施設に掛かる費用、

コストなど、そういった客観的な数字を基に私ども総務課でまず評価を行います。その次に、そ

のデータを基に第２次評価という段階に移っていくわけですけれども、これについては、各施設

を管理している東栄町役場中の各課の担当者を中心に、その施設に対する必然性、有効性、代替

性、この三つのポイントでそれぞれ評価を行っていきます。他の法律等により設置が義務付けら

れている施設なのか。その施設にはどれぐらい人が来て、どれぐらい使っているかといった利用

状況はどうか。代わりが利かないのか。他の施設へ転用して、他の施設に一緒に統合して転用が

利くのか、利かない施設なのか、そういった数字では測れない点を評価に盛り込んで、各担当者

に評価してもらっております。 

最後の第３次評価ですが、行ってきました１次評価と２次評価の結果を踏まえて、町長と町上

層部による政策的な判断、評価を行います。この３次評価まで完了して最終評価となり、施設の

個別施設計画というものがまとめられる格好になります。以上です。 

 

（阿部委員） 

今ご説明いただいたような評価方法が定まっているのは大変いいことだと思います。ただ付け

加えて言うと、喫緊の対応が必要なのか、若干の猶予期間があるのか、施設の維持管理には除却

も含め財政的な裏付けも必要と思いますので、５年、10年スパンの時間軸も視野に入れてご検討

いただけるとより良いかと思います。また、今お示しくださった定量的な評価に乗らない、地域

住民の思い入れのようなものがある施設については、どのようにお考えでしょうか。 

 

（加藤係長） 

例えば、先ほど１番数が多いと言った集会施設については、実際に町民や地元の生活に密着し

た施設に捉えます。こういった施設につきましては、実際にそこを利用する町民の意見なしに、

私どものほうで一方的に判断することはなかなかできません。また判断する、結果を導き出すに

当たっては、時間、期間をしっかりかけて合意形成をしていくことが必要です。ただスケジュー

ルとして、本年度中に個別施設計画を策定しなければならないという状況になっているため、今

回の計画で利用者の方の全ての意見を反映させることは難しいかもしれませんけども、本計画に

つきましては一定期間ごとに見直しというものも予定しておりますし、合意形成の状況によって

は中途改正も厭わずに、それに合わせて合意形成を行っていく予定でおります。以上です。 

 

（阿部委員） 

合意形成はどこの自治体やマンションの管理でも非常に難しいもので、それだけのマンパワー

をこの大きいとはいえない町役場で人員を割くのは難しいのかなと思います。外部の専門家をう

まく使いこなすこともお考えになるとよろしいかと思います。町民の方々との情報共有も、外部
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に任せるところは任せてもいいのかもしれません。 

私の専門はフランスの住宅問題ですが、フランスでは住民とのコミュニケーションをすごく大

事にします。でないと日本と違ってすぐに暴れてしまうので、そこはすごく力を入れるところで

すが、外部の広告代理店を挟んだりもします。最初、私はそれがよく分からなかったのですが、

やっぱりフランスも行政はお金がなくて大変なのでそういう工夫をしています。だから、全部が

全部役場の中でやれないところもあると思いますので、地域計画や施設の維持管理をご専門とす

る大学教員やコンサルにご相談されることもご検討されたらいいかなと思います。うまく外部の

人を使いこなしていただいて、しかも安くて有能な人がいるといいなと思うのですけれども、こ

れだけ言っておいて私は地域計画の専門家ではありませんが専門家はたくさん知っております

ので、ご紹介はできると思います。大学教員というのは社会貢献も仕事の一つですから、そのよ

うなうまい人を見つけてより良くなるようにみんなでやっていけたらと思います。頑張ってくだ

さい。以上です。 

 

（岩崎座長） 

ありがとうございました。今、阿部委員からありましたように、この公共施設の管理は本当に

避けて通れない問題です。より専門的な判断が必要になる場合がありますので、ぜひ外部の専門

家の協力を仰ぐことをお考えいただければと思います。それから基盤整備ということは、町の将

来像を見据える上で極めて重要です。ですから、住民に分かるように、いわゆる見える化をして

いく必要があるかと思われます。その点を最後に補足させていただきたいと思います。 

 

（岩崎座長） 

それでは以上で、用意してある６つの項目に従った質疑応答を終えましたけれども、最後に各

委員から、これまでの質疑応答を通して気付いた点などをコメントしていただければと思いま

す。櫻井委員、和合委員、後藤委員、金田委員、小林委員、阿部委員の順番で、簡単にコメント

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（櫻井委員） 

分かりやすく回答いただきましてありがとうございました。気付いた点ですが、保育園と小学

校でしょうか。生徒の人数はほとんど変わらないとお聞きしたのですけれども、実は、去年の４

月に大学を卒業される方の家に訪問させていただいたときに、ほとんど当人の方はお見えになら

なくて、ご両親との面談だったのですけれども、大半の人が、ほとんどの方が大学所在地で就職

されるということをお聞きしました。 

保育園や小学校といった入り口の部分は、人数確保はできているかと思うのですけれども、出

口のところで、これから東栄町を担っていく若い方が外に流出するような印象を受けましたの

で、なんとか働く場というか、そういう環境を整えていただけると、大学でこちらに戻っていた
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だけるのかなと感じました。 

特に今、回っていまして、生産労働者の高齢化と、先ほど先生も言っていただきましたけれど

も、仕事柄、事業承継の相談を受けることも多く、やはりこの代でやめるという方も多いので、

そういったフォローも含めて働く場を入れていただければと思います。 

あとは事業計画です。確か 10 年の計画ということでお聞きしましたが、今回コロナ禍により

かなり財政もいろいろな形で使われたと思います。こういう時代なので昔の１年が今の１カ月、

２カ月というスピードでかなり変わっていくと思います。限られた人数の中でなるべく深くやっ

ていただくためにはもう少しこれを絞ってやってもいいのかなと感じました。素晴らしい案ばか

りなのですが、限られた人数の中でスピーディーにやるには、こういう時代に財政もしかりなの

ですが、少し絞ってやっていただいてもいいのかなという感じを受けましたので、よろしくお願

いいたします。以上です。 

 

（和合委員） 

二つあります。福祉の観点の保育園のことで質問させていただいたときにプロポーザルという

方式のメリットについて話してくださった中で、よく話を聞くということがありましたけれど

も、今回もきっとしっかり話を聞いていただいたことと思います。しかし、期日が設定された中

での聞き取りだったようで、工事に取り掛かってからが短い期間だったことからの問題もあった

ように思いました。今回の保健センターのほうはよく話が納得できる段階に終わって、工事期間

がどのぐらいかかるのかも見込んで、終わりから追うのではなくて、話をしてさらにそこでまた

必要な工事期間を持ってスタートできるような、そういう取り組みにしていただけたらいいなと

思います。 

もう一つ、教育のほうで質問させていただきました。その点において、昨日座談会で、学校と

いうか、子育て中のお父さんやお母さんたちと交わる時間を持ちました。そこで集まった方々が、

いろいろ悩みも抱えながら一生懸命子育てをして、本当に一生懸命の姿を見せていただきまし

た。昨日、本当によかったと思うのは、話し合いをするところから、皆さんの意見の中でどうい

うふうにしたらいいのかというのもちょっと見えたりして、最終的には、やはり子供を育てると

いうことは、みんなどの人も一生懸命でした。そこで出た答えが、やはり学校と家庭と地域が連

携して育てていくことが大事かなという内容でしたので、やはり何回もそのような親のコミュニ

ケーションの場を持っていけるようにしてもらえたらいいかなと思って、コミュニティスクール

ですか、あれにとても期待をかけております。以上です。 

 

（後藤委員） 

今は小学校のほうにおります。最近も 10月１日に転入生が１人、それから見学者も先日１人、

また本年度中に１人というか、１組見学に来るということで、子育てしやすい町として移住して

くる人がいるというのを、本当に実感しているところです。 
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先ほどの座長さんのお言葉にもありましたけれども、逆手に取ってというような言葉が印象に残

りましたが、統合についてネガティブだったんだけれども、もう今１校になってというところで

全てが一つになって自分も参加する中で、ダイレクトにまちづくりや町とつながることがしやす

くなっているとすごく感じています。保、小、中の連携もそうですし、今まで自分が設楽町など

の学校で勤めていたときはここまで町とダイレクトにつながっているという実感は持てなかっ

たのでそれは本当に逆手に取ってチャンスなのかなと思います。 

ただ、学校というところは本当に閉鎖的と言ってはなんですが、視野も狭くて、自分がこのよう

な立場を頂いてこうして関わるまでは知らないことがたくさんありました。学校側からは、町と

つながるとか地域とつながるということでいろいろな授業を組むのですけれども、それは学校か

ら見たものの見方で、もっと町のほうから、こういうことが今問題になっているということを中

学校なら中学校のレベルでそれから小学校なら小学校のレベルでつながっていける可能性があ

るとこの会に出て感じました。 

なので、このように子供を育てることもですが、住民の中の一人、これから住民になっていく

子供としてその役割も担っていけたらいいし、子供もやりがいがあると思います。調べ学習のよ

うなものがあるのですが、実際はやはりうまくつながっていないし、職員も町のことを知らない

ので調べることが目的のようになってしまっています。それが本当に町につながり町の役に立つ

となれば子供の達成感も違うと思います。ただ、そこは、教員が自分たちの力でやっていくには

ちょっと壁があるので、またうまくつながっていけるといいなと思いました。 

danon の人と話をしたときに印象に残ったのが、最終的になぜ東栄町に残ろうと決めたのかと

いったときに、やはり人とのつながりだったということで、ここに本当に住みたいと思ったとい

う話を聞きました。今現在も窓口として、いろいろな体験で、地域の事業というか個人の人たち

とつながって、よそから来た人が体験をして帰っていくような活動もされていると伺いました。

先ほども言ったスピード感と、新しいことがどんどん入ってきている、知らないところでどんど

んつながっているというのをすごく実感したので、その辺りも行政との連携でうまく活かしてい

けるといいなと感じました。すみません、分かりにくい話になりました。 

 

（金田委員） 

この質問事項や、いろいろと最初の質問をたくさんさせてもらったのですが、この町で暮らし

ていくには、やはり人が、マンパワーがないと生きていけないところだと思います。先ほどの、

地域と暮らす、住まいの中で、移住、定住施策の関係で、移住者のためでなくこの町に暮らす人

のために要綱改正と書いてあります。やはり、来る人は移住者のために何をしてくれるかという

ことをすごく訴えますし、移住されてきた人と少し話すとよくそのようなニュアンスを感じま

す。しかし、元々いる人も住民なのでやはりこの町で一緒に共存共栄、皆さんで一緒に暮らして

いけるようにということを改正してもらったのはすごくいいことだなと思いました。 

その中で目線は、やはり未来のある子供たちが一番住みよいということ、福祉にしても、教育
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にしても、親としては一家で引っ越してくるならそういうところがやはり決め手になるのかなと

思います。子供目線で一番子育て世代や若者が定住できるような福祉を充実させていってもらう

ことがこれからもっと重要になってくるのかなと思います。 

そういった中では仕事もなければ、子供だけというわけにもいきませんので、主要幹線道路を

きちんと早期開通してもらって、いろいろな方面にも東栄町を起点として仕事を求めていけるよ

うな形にしていただければもっと住みよい町になっていくのかなと思いました。簡単であります

が以上です。 

 

（小林委員） 

時事通信社の豊橋支局長をしています、小林と申します。昨年５月に転勤で豊橋に来まして、

東三河の８市町村の取材をさせていただいています。東栄町にも、こう言うと失礼なのですが、

意外とネタを頂いていまして、取材を何件かこなさせていただいています。その中でお話をお聞

きして、新しいことをやっていらっしゃる方というのは、やはり地域で聞いていますと、20代か

ら、いいところ 40代かなという感じのイメージがあります。私などもそうですが、私は今 40代

の半ばですが、いい加減ちょっと新しいことをやるのがしんどくなった、そんな年齢に差し掛か

っています。 

この間、ネットで Zoom の会議をしましたが、最初は面倒くさいなと思って、ボタンを押すの

もちょっとおっくうだったのですが、いざ始めてみたら、意外とこんなに簡単なんだなと、思い

のほか楽しくなってしまいました。最初にやるのが結構度胸が要るんだけれども、始めてみると

意外とすんなり進むということがあって、それに気付きやすいのは結構若い世代なんだろうなと

いう気がちょっとしています。 

今日の話をいろいろと通してお聞きしていてなんとなく自分の中で１本線が通ったような気

がしたのですが、説明するのが苦手なのでうまいこと説明できるかちょっと分からないです。 

まず、町で生まれたお子さん、育ったお子さんが居着くかどうかというのは、やはりその町でど

れだけいい記憶が残るかというのを支援してあげることだろうと思っています。それで、その子

供を連れてくるのは親の世代であって、その辺りは世代的には、やはり 20代後半、30代、40代

ぐらいのところが一番厚い層になってくると思います。結局そういった子供を連れてくる世代と

いうのは、新しいことをやるぎりぎりの世代、私なんかの感覚で言うと 40 代ぐらいが限界にな

ってくるのかなと思います。 

そういった方々が入ってきて、新しく物事を起こしてくれれば、例えば仮に起業して店をやっ

てくれる、サービスを開始してくれるということになると、やはり元々いらっしゃる住民の方に

とっても生活上の便がよくなってきます。そういう意味でのいい循環をつくるためにちょっと気

をもまないといけないというのは、やはり若い世代に対してなのかなという気がしますし、そう

いった世代が来やすい環境をつくるのは、やはり町に元々暮らしていらっしゃる大先輩方のよう

な感じがしています。その辺りを、若い世代と大ベテランの世代の方々がうまいこと手を取り合
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っていかれるような関係を築いていただきたいなと思います。 

そして、役場の皆さん方には、計画もそうでしょうし、実際の相対しての住民の方との対応も

やはり大きな町のイメージになってくると思いますので、その辺りを皆さんで手を取り合ってう

まいこと回していっていただきたいなと、漠然と思いました。以上です。 

 

（阿部委員） 

この会議に参加させていただいて、毎度よく頑張っていらっしゃるな、いい芽がいっぱいある

なと思います。皆さまのお取り組みはいいものがたくさんあって、もっと誇っていただいてもい

いのかなと思います。そのいいなと思う芽をこれからもっと伸ばしていただくために、今回２点、

ちょっと強く言わせていただきます。 

まず１点目が、ネット環境で絶対に後れを取らないでいただきたい、むしろ前のめりでやって

いただきたいということです。今やっていらっしゃることをもっと生かすためには、やはりネッ

ト環境、インフラがしっかりしていないと生きてきません。だから、これはなんとしても頑張っ

てください。 

２点目です。今日ご説明があった数字の中で、世帯当たりの平均児童数のお話を数字で挙げて

いただきました。全国平均に比べて東栄町がちょっと高いというのは、子育てがしやすいことの、

明らかなというほど強くないかもしれませんが、でも子育てがしやすいから子供が全国平均に比

べてちょっと多い。こういう説得力のある東栄町の優位性が分かる数字を積極的に集めていただ

きたいです。そういう数字をもって、例えば移住を考えている人にご説明すると、ぜひ仲間に入

れてくださいと言われるような数字、数字って分かりやすいですよね。子育てしやすいと言うの

ではなくて、わが町では世帯数当たりの児童数が全国平均よりも多いと言ったほうが、やはり強

いですよね。だから、いろいろな数字がありますけれども、ただ数字を漫然と集めるのではなく

て、説得力のある数字、自分たちが目指す方向をきちんと確認することができる数字、そのよう

なものを意識して集めていただいて、転入で人口が増えれば、雇用や商業のニーズというのは自

動的に出てきますので、いいふうにまた循環してくると思います。ですから数字の活用というこ

とを今後より一層意識していただけるといいかなと思いました。ありがとうございました。 

 

（岩崎座長） 

それでは、最後に座長の総括コメントということなのですが、個別具体的なコメントは各委員

の皆さんから出されましたので、私からはざっくりとした話を、最後に少しだけしたいと思いま

す。 

戦後の日本経済と地域の関係を見ていくと、大体 20 年おきに、いわゆる地方の時代がやって

きたということが分かります。1970年代、それから 90年代、2010年代、20年おきにいわゆる地

方の時代、もちろん実感としては感じられないかもしれませんけれども、一般的にはそういうこ

とがいわれています。 
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では 2020年代はどうでしょうか。今年 2020年ですけれども、そのサイクルでいくと、今年は

オリンピックとパラリンピックがあって、さらに 2027 年にはリニアが開通する、これはいわゆ

る都市の時代、東京の時代で、地方はそこからまた埋没してしまうと予想されていたのです。い

たというふうに私は過去形で述べましたけれども、これはもしかしたら現在進行中で、やはり東

京一極集中、一部陰りが見えているとはいえ、やはり大勢、トレンドとしてはその傾向は続いて

います。 

その一方で、やはり地方の時代というのが続いているような気もするのです。まして今日、ウ

ィズコロナからポストコロナへ、さらにはライフシフトと一時いわれていまして、政府も人生 100

年時代なんていうことを言って、盛んに推奨しています。 

今までは、18歳や 22歳までで教育を終えたらその後は働く、60歳、65歳で定年して、その後は

引退生活、リタイアしてセカンドライフを送る、このような単線的な人生の流れだったのですけ

れども、今はそうではなく、働きながら学び、学びながら遊ぶというようなマルチステージとい

うことが結構いわれています。 

私はそういう新しい 21 世紀のライフスタイルを考えたときに、やはりそこと、この東栄、東

栄だけに限らないと思いますけれども、農山村の在り方をリンクさせていく必要があると思うの

です。東栄は第６次総合計画で、私はこれをすごくいい言葉だなと思っているのですが、「幸せを

実感できる最先端の田舎」ということを強調しています。これはまさしく人づくりと関わってい

くと思っています。広い意味での教育というのは未来への投資です。これは学校エリートを育成

するということではなくて、幸せを実感できる最先端の田舎が育てる人間力といったらいいでし

ょうか、陳腐な言葉ですけれども、まさにそういうところに視線を合わせていく必要があるのだ

ろうと思っています。 

先ほど、阿部委員が ICTのことをお話になりました。私もまさにそうだと思います。いわゆる

スマート化に対してもはや背を向けることはできません。でも、AIに使われる人間がこれからか

なり出てくるでしょう。AI に使われるのではなくて、AI を使う人間にならないといけないわけ

です。でもそれは技術力だけの問題ではないと思います。つまり人間力という部分、やはりそこ

がないと AIに使われてしまいます。 

その人間力ということを考えたときに、まさに東栄の規模というのは、人間力を育てる上で非

常に優位性があるのではないかという気がしています。ですから、子育ての部分と併せて教育に

非常に力を入れていく、それが今後の東栄をつくっていくんだろうということを改めて感じた次

第です。ぜひ、幸せを実感できる最先端の田舎、これは掛け声だけで終わるのではなくて、その

ためのハード、ソフトの基盤整備を今後も行っていただきたいと改めて強く思った次第です。 

それでは、以上で予定していた質疑応答、コメントは終わりたいと思います。ほぼ時間も予定し

ていたとおりになりました。それでは、ここでまた事務局にお渡ししたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 
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（事務局） 

ありがとうございました。本日予定しておりました内容は以上となります。本日頂きました助

言等につきましては、今後の改善に生かしてまいりたいと思います。それでは最後に副町長から

あいさつを申し上げます。 

 

（副町長） 

副町長の伊藤です。本日は本当に遅くまで熱心に議論していただきましてありがとうございま

した。本日は東栄町で育つ、育てるというテーマで、委員の皆さまには未来を担う若者が育ち、

暮らし続けるかに視点を置いて、６つの項目でそれぞれにご質問を頂きながら、その中でさまざ

まなご助言も頂きましてありがとうございました。 

先月の第１回が高齢者を対象として、本日は若い世代がどうしたら安心して暮らし続けるかと

いうことを、それぞれ違う視点で評価を頂いたと思っております。私たちが今までやってきまし

た施策、町、皆でやってきた施策、あるいは現在進行形の施策もございますが、それぞれについ

て評価を頂いていると感じております。その中で改めて、最後のコメントの中にも幾つかありま

したが、課題や問題点等も見えてきたのではないかと感じております。 

今回の６次総合計画の後期計画については、暮らしの安全、安心を整備するということがテー

マとなっております。今後、全ての世代が暮らし続けるまちづくりを実現するには、どういった

視点で、どういったことをやっていかなければいけないのかを頭に入れながら、これから、本年

度もあと残り半分となってきましたが、後期計画の策定に向けて取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

ちょうど時間もぴったり９時ということで、すごく時間配分よく終われたかなと思っておりま

す。先回も申しましたが、やはり本当に今日のこの２時間は、有意義な時間であったと感じてお

ります。委員の皆さまも、長時間にわたりましてありがとうございました。また、職員の皆さん

もお疲れさまでした。 

先ほども言いましたが、本日は大変、有意義な時間になったと思います。本当にどうもありが

とうございました。以上であいさつとさせていただきます。 

 

（事務局） 

それでは岩崎座長を始め、委員の皆さま、大変ありがとうございました。以上をもちまして本

日の総合計画戦略会議を終了といたします。本日は大変ありがとうございました。 

 

【閉会 21：00】 

 


