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令和元年度 第 2 回庄内町振興審議会全体会 会議録 
 

１ 開催日時 令和 2年 2月 27 日（木）18時 30 分～20 時 30 分 

２ 開催場所 庄内町役場 西庁舎 第二会議室 

３ 出席委員 梅木均、髙橋聡、渡會正、吉田勝紀、田沢富雄、斉藤徹史、石井範子、加藤容、 

佐藤あゆ子、長南久良、佐藤正義 

４ 欠席委員 大滝正博、疋田一、海藤喜久男 

５ 事務局  企画情報課長、課長補佐兼企画調整係長、五十嵐主事 

                                                

 

１ 開  会  企画情報課長                          （18：30） 

 

２ 会長あいさつ 

   先週に引き続きまして委員の皆様から忌憚のない意見をいただきながら、協議を進めて参りたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

３ 協  議 

（４）今後のスケジュールについて 

【事務局】次回の審議会を３月４日の水曜日で設定しておりましたが、ご周知の通り新型コロナウィ 

ルスの関係で様々なイベントや集会を自粛する流れにある。政府としては２週間程度との

ことで、町としても対策本部は立ち上がっているが、少人数の会議については自粛するま

でに至っていない。３月中に何回か振興審議会を予定しているため、まずは来週の会議に

ついて開催するのか、それとも延期するか委員の皆様からのご意見を聞かせていただきた

い。 

【会 長】お話しいただいたとおり、総理からも大規模なイベントについては全国的に 2週間程度自

粛するよう要請が来ている。この審議会は全国的なイベントには当たらないが、皆様お忙

しい中で夜間にお集まりいただくことになるわけで、感染を予防するという点で開催につ

いて見合わせる必要があるかどうかを皆様にお諮りしたい。審議会で行わななければなら

ない議論については、16日の審議会でまとめることにはなりますが、事前に資料は送付し

て、FAX やメールで意見をお寄せいただき、それらを元にまとめていければと考えている。 

【委 員】ピークにはまだ達していないという状況ですが、社会的な動きも含めて会長と事務局に日

程の調整を一任したい。 

【委 員】集落の総会が控えており、総会は重要案件があるため開催する予定だが、例年行っていた

懇親会は行わない予定でいる。また、総会に出席する方についても、自身で感染予防対策

を講じてもらうこととしている。 

【委 員】3 月に入ると様々な集まりがあるため、現時点で 4 日は欠席する予定でいる。ほかの集ま

りについて開催するかどうかはまだ未定だが、会長と事務局に一任したい。 

【委 員】4日は別の会議が入っており、出席ができない。 

【会 長】それでは、皆様の健康が第一であり、出席できないという方もいらっしゃるようですので、

次回の振興審議会は16日としたい。16日に意見をおっしゃっていただいてもいいですし、
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事前に送付する資料に目を通して事務局に意見をお寄せいただいても結構ですのでよろ

しくお願いします。 

 

（１）各分科会の会長及び職務代理者について 

【総 務 分 科 会】会長 石井 範子  職務代理者 加藤 容 

【産業建設分科会】会長 髙橋 聡   職務代理者 大滝 正博 

【文教厚生分科会】会長 梅木 均   職務代理者 佐藤 あゆ子 

 

（２）第２期庄内町まち・ひと・しごと創世総合戦略（案）について 

【事務局】前回会議で出た意見をまとめた答申書（案）を元に説明 

【会 長】事務局から説明いただいたように、前回の会議での議論を集約する形で、答申書（案）を

制作した。この内容は、まだたたき台の状態ですので、内容について不足しているものや

内容がおかしいものなどありましたら意見をいただきたい。今回の答申書（案）の（1）～

（6）の中で「しごとをつくる」が（1）と（2）で、「ひとをふやす」が（3）、（4）～（6）

が「若者のきぼうをかなえる」に該当する部分ですが、バランスが欠けてしまっているの

で、答申として 3つくらいずつにまとめることができればと思っている。前回の議論で出

ていないことについても皆様の意見を伺いたい。 

【委 員】前回の会議の際に伺った有識者会議についてはどうだったのか。 

【事務局】今の質問に対しての資料が事務室にありますので、担当が持ってまいります。その時間で

大変恐縮ではありますが、前回会議で出た、町の小児科誘致に関する話で、一部認識が誤

ったまま話した部分がありましたので、訂正いたします。小児科・産婦人科については今

後も町として要望していく事項ではありますが、エリアの中で県が調整を図っているとい

うのは、各医療機関の病棟の数であります。小児科や産婦人科の誘致については町として

も実際に動いているのですが、小児科に関しては、小児科自体の数が減っているのが現状

とのことです。鶴岡市でも小児科が 2つほど減るということで、医師会の集まりや小児科

の先生の会合などでも要望はしているのですが、なり手不足ということもあり開業する方

がいない。今後も要望は行っていくことになりますが、庄内全域の中で考えていかなけれ

ばならない問題として話に上がっているとのことです。町単独での誘致というのは難しい

状況にあり、これからの課題として取り組んでいかなければならない。 

     この意見については、昨年の総合計画の進捗状況についての答申内容にも含まれておりま

したので、3 月に審議していただく総合計画の進捗状況についての答申の中で記載させて

いただきたい。 

【会 長】今お話しいただきましたように、小児科、産婦人科についての議論は次回に行えればと思

います。 

【委 員】前回集まって審議した内容をもとに今回の答申書（案）を示していただいているが、この

くらいのスピード感で進めていくことになるのか。もう少し審議を重ねて進めていくこと

はできないのか。 

【事務局】前回と今回の審議の内容としては、第 2期庄内町まち・ひと・しごと創生総合戦略という、

新しい計画の策定に関して審議をいただいている。現行の戦略については 3月に開催する

会議の場で内容を含めて検証していただくことになる。また、本日資料としてお配りして
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いる答申書（案）については、確定したものではなくたたき台の段階であり、今回の会議

においても様々な意見を頂戴して正式な答申書にまとめていきたいと考えている。非常に

タイトな日程となってしまっているが、皆様から忌憚のない意見をお寄せいただきたい。 

【委 員】参考までに、前回の振興審議会でどのような答申をしているのか教えていただきたい。 

【事務局】本日配布している資料の中で、第二次総合計画に関するものと、現行の総合戦略に関する

昨年度の振興審議会でいただいた答申内容を記載しているものがあるので、参照いただき

たい。配布しているものは昨年度の答申に対しての各担当課からの回答が記載されている

ものであり、昨年度の答申内容に対しての現状となる。立川総合支所庁舎については具体

的なところまで煮詰まっていないため、現状を踏まえて参考資料として配布させていただ

きたい。 

【会 長】昨年度の答申内容というのは、今年の 3月に計画期間を終える現行の総合戦略の進捗状況

に対する答申となっている。今回審議していただいくのは、4 月からの新しい総合戦略に

ついて、事務局の素案に対するコメントや意見を集約して方向性などを見ていただきたい。 

【委 員】第 2期の総合戦略は 4月から作成するのか。 

【事務局】作成自体は今年度中に行なう必要があり、昨年度からひな形を作っていた。パブリックコ

メントも行いながら、最終的な形で審議会の場で審議していただき、答申をいただきたい。 

【会 長】資料の中の答申書（案）に記載している事項は、前回の会議で出た意見をつなぎ合わせた

だけの内容になっているので、ほかにも意見がありましたらご発言いただきたい。 

【委 員】今回の資料の中に PDCA を回していくという記載があるが、前回の議論の中で課題となっ

ていた事項をまとめたものなどがないと検討が難しく、継続的な取り組みにつなげていく

ことができない。これまでの事業の中で、実際に実施したが成果が出ていないものなども、

次期戦略には改善して掲載することになると思うが、新任でもあるため、昨年度までの課

題に対する意見が出せない状況にある。 

【会 長】昨年度の内容というのは、総合戦略の進捗状況ということでまとめているのでしょうか。 

【事務局】現在集約中ですので、来週皆様にお渡ししたい。 

【委 員】5 ページ目の答申（案）ですが、次期総合戦略では基本目標を 4 項目あげているが答申書

（案）では順番が異なっているため、揃えたほうがいいのではないか。 

また「住みたい町」という表現について、今問題となっているのは若い人が出て行ってし

まうということなので「住み続けたい町」という表現にしてはどうか。 

あわせて、きょう学生と話しているときに「郷土愛」というワードが出てきた。自分が住

んでいる町に愛着があるということをどのように育むのかがポイントになってくるのか

と思うので、若い人たちが地元に愛着を持って住み続けていきたいという思いをどのよう

に抱かせるのかが課題となっていくのではないか。 

【会 長】地元への愛着を育むための政策が必要ということですね。 

【委 員】一つの例として、小学生から高校生までの 100～300 人程度のサークルがあり、定期的に活

動を行って「このサークルがあるから地元に残りたい」という考えにつながっていくとい

うことだった。子供たちにの活動やスポーツを通した活動などそういったことを盛り込む

ことで、郷土愛の醸成につながっていかないだろうか。 

【会 長】人を増やすことにつながるということでよろしいでしょうか。 

【委 員】そうですね。人を減らさない、定着させるという方向になると思います。 
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 【会 長】ほかにいかがでしょうか。 

【事務局】先ほどの前回策定時に開催した有識者会議で出た意見について回答いたします。有識者会

議では構成員を「まち」「ひと」「しごと」「きぼう」の 4つの部会に分けそれぞれにテーマ

を設けて開催している。会議の中では、「町が空家を借り上げてシェアハウスを作る」「子

育て支援の一環として給食費を安くする」「楯山公園に 10 月桜を植えて年 2回花見ができ

る名所にする」といった事業提案のパーツとなるようなアイデアから、「空家・空地・空き

店舗対策による中心市街地の活性化」といった実際の事業提案に至るまで様々な意見が寄

せられている。これらの提案の中から事業担当課との調整を経て実際の事業につながって

いる。 

【委 員】メンバーはどのような構成だったのか。 

【事務局】企業の方、消防団の団長の方、銀行の方、大学の方など様々であった。 

【委 員】前回の戦略の中で「ハウス団地構想」というものが掲載されている。農家に話はしてみる

のだが、若い人たちがいない状況でなかなか進んでいない。山形市では成功している例も

ある。酒田市のように大学があれば話は変わるかもしれないが、庄内町ではなかなか難し

い。 

     （2）の本町の特徴・強みを生かした農林業・観光業の関係人口の創出について、町でやっ

ている「日本一おいしい米コンテスト」で入賞すると全国的に評価される。過去に庄内町

のお米が入賞したときは引き合いがすごかった。そういった場で就農の PR をするといっ

たことも必要なのではないか。イベントを通して PR をするということも含めて進めてい

ただきたい。 

【会 長】農業人口を持続的に増やして、新しい農業の受け皿となる人材を確保して聞くことが必要

だということと、ブランド力のあるお米をアピールしながら農業の PR を進めていくとい

うことでした。町の基幹産業である農業や林業をしっかりと生かしていく必要があるとい

うことですね。 

     ほかにいかがでしょうか 

【委 員】前回の会議の時に子育て支援のことを話したのですが、答申書（案）の（4）にある「町民

のライフイベント」という言葉の意味が分からない。同じく（4）のほかの内容も文面から

はわかりにくい。また、（5）のにある「インセンティブ」の意味が分からない（6）の「労

働力不足と若者の移住という課題を解消し」というのはどういうことを意味するのかわか

らない。 

【会 長】（4）の所から説明しますと前回の議論の中で、結婚や子育てについて環境づくりが大切と

いう話があった。それについて、町民の皆さんが結婚するのも自由、結婚しないのも自由

であり、価値観が多様化している。結婚、子育てをしたいという人にはそのような環境づ

くりを進めていく必要がある中で、そうでない人に対しても押し付けるようなことはせず、

寄り添っていく必要があるということです。ご指摘いただいた通り、もう少しわかりやす

い文章に変えたいと思います。（5）の「インセンティブ」は誘因であったり、誘いといっ

た意味になる。 

【事務局】前回の議論の中で、介護職の話になった際に出たもので、給料が低いことがネックとなり、

働き手がいないので、給料を上乗せするような施策を行うことで、働き手を確保するとと

もに若い方が魅力に感じて働いてくれるのではないかという意見が出ている。そのような
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ことから答申書（案）に記載している。 

【会 長】前回の会議録の 6ページに記載があるようです。答申書については、ご指摘いただいた通

り、わかりやすい文章に修正していきたいと思います。 

【委 員】第 2期の総合戦略ということでは、現在の総合戦略の中から継続するべきもの、外すべき

もの、新規に追加するべきものを見極めて素案を作られているようでしたので、（案）で示

されている方向で進めていいのではないかと思います。ただ、答申の中で、前回の会議の

場でも意見が出ていましたが、生産年齢人口の考え方について 15～65 ということで設定

しているのですが、現在の 15歳を生産年齢人口としていいのか、また 64 歳までが生産年

齢人口というところにも無理を感じてしまう。70 歳を意識しないと駄目なのではないか。

町独自として 18 歳～70 歳に焦点を当てるような施策も進めていかないと、ズレが生じて

くるのではないか。 

     また、細かいところはよくわからないが、人口の自然増減、社会増減を考えていく中で、

外国人労働者についてどのような考えを持っているのか。状況によっては、どんどん受け

入れていく必要があるのではないかと思っている。各産業で外国から来られている労働者

がおり、国の政策もあって今後増えていくのではないか。そう考えると、外国からのお嫁

さんといった考えも出てくる。これまでと視点を変えた形で取り組んでいくことも時代に

合わせて必要になるのではないか。 

【会 長】生産年齢人口については、就労者の世代を現実に近い 18 歳～70 歳くらいにすることも念

頭に置いて進めたほうがいいのではないかということでした。次に外国人労働者について

ですがこれは昨年も意見が出たような記憶があります。 

【委 員】町としての国際関係のことは国際交流協会に一任しているのか、町としても留学生や労働

者をひとまとめにしてどのように関係を持っていくか考えがあるのかという疑問で終わ

っていた。 

【会 長】その時に、外国人労働者の受け入れの話になり、医療体制であったり通訳であったりとい

うところを話して終わっていましたね。 

【事務局】資料の 2ページ目にも記載があるようです。 

【委 員】労働者に関しては、町でというよりも町内の企業が研修生制度を利用して多くの人数を入

れているというようでした。研修生として来ている人の中で、知り合いになった人が何人

かいるが、結構ハードなスケジュールで働いていて、留学生なのですが自由がないそうな

ので、出会いはほとんど無いと思います。 

【事務局】改正入管法が昨年 4月から変わった。 

【委 員】特定技能という新たな在留資格をもらえるようになったようだが、使いづらいところがあ

る。今のところは技能実習生としての受け入れとなるのでは。 

【委 員】会社としては研修生として研修させていたほうが、実際に人を雇うよりも経費がかからな

いので受け入れている場合もあるのではないか。 

【委 員】庄内町の農家でも実習は可能なのか。 

【委 員】技能実習として受け入れることができる。ただ、あまり庄内町にはなじめないかもしれな

い 

【委 員】製造業では受け入れているところがいくつかあるようです。 

【委 員】入国する際は簡単に入れるのだが、技能実習は 2 年経過すると帰国しなければならない。
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ただ、これからの時代はそういった外国人との交流も大事になってくると思うので、そう

いった支援も必要。 

【事務局】町内に住んでいる外国人の方は 3 月末で 108 人程度だったものが 12 月末で 130 人程度に

増えているとの情報がある。そのうち外国人労働者の方がどのくらいいるのかというとこ

ろまではわからないが、庄内町に住む外国人の方が増えているという事実はある。 

【委 員】鶴岡の出羽商工会では、管理団体を作って外国人の技能実習生の方々が、地元に企業をマ

ッチングするなど、交流の促進を行っている。 

【委 員】今後の働き手不足解消としてもそうだが、自然減が進行している中で、結婚相手としても

意識して進めていく必要があるのではないか。個人的には日本人が…、などと言っている

ような時代ではなくなっているので、積極的に受け入れて、開かれた窓口にしておく必要

がある。そういった視点は第 2次総合計画に必要なのかもしれない。 

【委 員】（1）には観光のために地元の宿泊者数を増加させるといった表現があるが、その前に観光

資源をきちんと発掘する必要がある。来てもらわなければ宿泊もできない。なので、文章

中に「観光資源を発掘し」といった文言を追加してはどうか。 

（2）についてターゲットを絞って情報発信とあるが、情報発信するだけなのか。本町の特

徴や強みを見つけることも大事なのではないか。なので、本町の特徴・強みについて「積

極的にピックアップし」といった文言を追加してはどうか。 

（5）の内容だと、若者の定着を図るために効果的なのは、学生奨学金返還支援制度だけと

いうとらえ方ができてしまう。もっと広く施策を講じて、定着させるべきなので、学生奨

学金返還支援制度「など」という表現にしておくべきではないか。 

あまりにも狭い範囲の文章になっているように感じる。 

【会 長】今いただいた意見を踏まえて修正を加えていきたいと思います。 

【委 員】前回欠席したので、議事録を見ながら話を聞いている状況だが、先ほど意見があったよう 

に、答申の言い回しを修正できればいいのではないかと思う。 

 【委 員】狙いとしては「住みたいまち」になるということが望ましいのだが、もう少し具体的に、 

文章もわかりやすい答申にしたほうがいいのではないか。 

【委 員】答申にもっと具体性を持たせたほうがいいし、分野が偏っている。宿泊数を増やすのはい

いが、宿泊してもらうための観光資源もしっかりしておかないとダメなのではないか。例

えば都会の方が雪を見たくて来た時に、北月山荘がやっていないのではどうしようもない。 

全国的に住みたい町や、若者の移住などいかに人を外から呼ぶのかに力を入れているのは

わかるが、もともと住んでいる学生の町民が、高校卒業後にこの地に住もうと思ったり、

大学を出た後に庄内に戻ろうと思ってもらえるような施策も必要。 

「若者のきぼうをかなえる」という表現についても「若者にこうしてほしい」と上からも

のを言っているような気がしてしまう。 

 【委 員】先日、立川地域の幼少中の先生方と話をする機会があり、教育の面で子供たちが地元に残

れるようなことってやっていますかと聞いてみたところ、立川地域では非常に熱心に活動

をしているようであった。 

現状を守るということで、高齢者福祉の面もしっかりと守って行かないと住民の理解を得

られにくいのではないか。 

【会 長】今のご意見は「安心な住みやすいまちづくり」の部分と思いますが、いかがでしょうか。 
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【委 員】直接的なものではありませんが、認知症サポーター養成事業や、住民主体の通いの場の構

築などが KPI を設定して取り組むこととしている。他にも関連事業として KPI は設定せず

に記載しているものもある。KPI がないからといって事業を行わないわけではなく、通常

通り業務を行いながら、新たな施策として KPI を設定して取り組むことも考えられる。KPI

が設定されているものが少ないからといって手薄になるというわけでないので、ご理解い

ただきたい。 

 【委 員】（2）に「本町の特徴・強み」とあるが、具体的に何が特徴でなにが強みなのか前文である

程度出して（3）につながるようすると明確になっていいのではないか。だが、特徴や強み

が何なのかと言われるとなかなか出てこない。なるべく庄内町の特徴を出していくような

ものがあればいいと思う。 

 【会 長】もっともな意見かと思います。庄内町を一言で現すような言葉って何があるでしょうか。 

 【委 員】簡単なようで難しいですね。 

 【会 長】前回の会議でも少し話が出たのですが、昨年の 7月に町民アンケートを行ったところ、幸

福感を感じる最も多い理由が「自然の豊かさ」だった。その後に家族関係、自然保護と続

いている。なので、特徴としたら自然環境を活かしたものになるのかもしれない。 

 【委 員】豊かな自然と言われても、今の子供たちはあまり外で遊んでいない。 

 【事務局】自然が豊かだからこそ水が綺麗で、その水で育つ農産物などは特徴なのかなと思います。 

 【会 長】あとは月山登山など自然を生かした観光もありますね。特徴の一つとして自然環境を上げ

たいと思いますが、ご異議ある方はいらっしゃいますか。 

 【委 員】都会に住んでいる人の「雪」や「田んぼ」のイメージと、町に住んでいる人のイメージは

全く違う。都会の方にとってはロマンチックなもので、町歩きなどを一緒にすると、トン

ビが飛んでいるだけで感動して写真を撮ったり、田んぼのあぜ道にある石の橋を渡るだけ

でも歓声が上がる。ただ自然を守るのではなく、そういったものも守りながら愛でること

が必要だと思う。町歩きについても駅が起点となっているため、産業や商工分野がメイン

になってしまう。せっかく自然豊かな田園タウンと言っているのに、山のほうになかなか

お客さんを連れていけない。自然の豊かさを売りにするのであればそこにも力を入れてい

かなければならない。観光においても田園風景は大切にするべきで、カントリーエレベー

ターの上に案内したことがあったが。皆さん感動されていた。楽しく農業することが観光

につながるようなものになればいい。 

 【会 長】ありがとうございます。それでは今ご指摘いただいたことを踏まえて、内容を修正してい

きたいと思います。現時点で簡易的に申し上げますと（1）については、「観光資源を発掘

する」というようなニュアンスの言葉を入れたいと思います。（2）では本町の特徴と強み

の例として「自然の豊かさ」といった内容を入れて、ターゲットを絞ってという部分を修

正し、特徴や強みを「積極的に発掘する」といった表現を取り入れる。（3）では「全国的

に住みたい町」ではなく「住み続けたい町」に修正する。（4）は日本語がわかりにくいと

いうご指摘をいただきましたので、もう少しわかりやすい表現に修正する。（5）は「イン

センティブ」をわかりやすくすることと、地元定着を図るための方法として奨学金返還支

援制度は一例に過ぎないため、様々な施策のうちの一つであるような表現に修正する。 

それ以外にも、全体的に外から人を呼び込むような取り組みが多いわけだが、それだけで

はなく、現在住んでいる大人も楽しく住んでいて住み続けたい町となるようなまちづくり
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を進めるべきではないかという趣旨の内容を追加すること。 

現行戦略の課題など次期戦略にあたって PDCA サイクルを回していくためにも積み残しが

ないのかをしっかりと確認するべき。 

地元への定着を図るということで小中高校生等が地元に対する愛着を深めるための施策

を展開してみてはどうか。 

「しごとをつくる」に関連して、生産年齢人口を 18 歳～70 歳といった現状に合わせ、そ

れに応じた施策を展開してはどうか。 

「くらしをまもる」高齢者や障害を持った方に対する福祉を守ることで、住民の生活を守

ることになるのではないかといった発言がありました。 

     それ以外にも文面上の指摘として、上部の記載順の調整や、全体的に内容を具体的にとい

った指摘もありました。 

     ほかに何かご意見がある方はいますか。 

【委 員】住み続けたい町について、行政視察で様々な地域を見てきたが、極端に言えばスーパーの

2 階に住まいがあればいい。コンビニもないようなところに住宅を作っても若者は魅力を

感じないと思う。 

【会 長】若者を呼ぶにもコンビニやスーパーなど生活上の便利さを確保しないとなかなか進まない

ということですね。 

【委 員】八幡スポーツ公園は立派なサッカー場とソフトボール場があり、かなりの数のお客さんが

来ている。しかし、駐車場が少なく使いづらかったり、宿泊施設がないので鶴岡酒田に泊

まるといった状況になっている。スポーツが観光につながるかは分からないが、旅行者だ

けでなく、子供のスポーツ大会などで訪れた人達を後押しするような施策があればいいか

なと思う。予算の関係もあるので仕方ないとは思うのだが、せっかくのいい施設なのに中

途半端な施設が多く、駐車場などを含めもう少し整備をすることで、もっと多くの人が訪

れるようになる。子供の全国大会などが開催された際に、どうやって庄内町でお金を使っ

てもらうかといった戦略があってもいいのではないか。 

【会 長】スポーツだけでなく響ホールもうまく活用できそうですね。 

【委 員】せっかくいい施設なんですが、コンサートの前や帰りにお茶を飲むところなどがない。音

楽だけを聴くだけではなく、開演前から開演後までを庄内町で過ごせるようなものがあれ

ばいいのではないか。 

【会 長】それでは、今日は皆様から非常に多くの意見をいただき充実した議論を進めることができ

たと思います。取りまとめを行い、答申書を作成したいと思います。その際、会議録等も

見ながらこれまでの議論を反映させるような形で作成を行いますので、答申書については

私と事務局に一任いただけないでしょうか。次回分の資料送付の際に答申書も同封いたし

ますので、ご確認いただいたうえで、ご意見があるようでしたら事務局に連絡をお願いし

たいのですがよろしいでしょうか。 

【委 員】（会長と事務局に一任で異議なし） 
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（３）第２次庄内町総合計画進捗状況について 

【事務局】資料 2 に基づき説明 

 ※3/4 に使用する予定であったが、会議が延期となり、ほかにも取りまとめ中の資料があるため、 

来週中にまとめて送付する旨を説明 

 

４ その他 

 【委 員】3月 16 日はどのような協議を行うのか。 

 【事務局】3月は「総合計画の進行管理」と「まち・ひと・しごと創生事業の効果検証」となる。 

      16 日の会議の前に FAX やメールでご意見をいただき、意見を集約したものを会議の場で出

せればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

５ 閉 会 会長                           （20:30） 


