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第 2 回総合計画審議会会議録 

 

日 時 平成 28 年 8 月 26 日（金） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 52 分 

場 所 市役所東庁舎 5 階大会議室 

出席者 会田征子委員，風見正三委員，小玉順子委員，佐々木裕子委員， 山家稔委員， 

氏家茂委員，安部文秋委員，佐々木俊一委員，松本信輔委員，小原文夫委員， 

鈴木眞子委員，小野則雄委員，太田孝委員，髙橋日出夫委員，髙橋喜一委員 

欠席者 高橋俊裕委員，鈴木淳也委員，中川幸夫委員，安倍優委員，近江徹廣委員， 

市出席者 伊藤市長，小田原副市長，伊藤総務部長，後藤政策推進監，佐々木総務部理事， 

    鹿野民生部長，加藤建設部長，門脇教育部長，中川水道部長，千葉病院経営管理部

長， 

事務局 金森市民協働推進部長，赤間政策課長，伊藤課長補佐，相澤係長，今野主査 

傍聴者 7 名（うち報道機関 1 名） 

内 容 下記記載のとおり。 

 

1 開 会 

 

2 市長あいさつ 

○市長：台風の進路が気になるところである。7 号，9 号のときも警戒本部会議を開き，避難

準備情報出し避難所も開設させていただいた。最近のたび重なる災害，昨年の 9.11 の豪雤

災害の教訓などもあり，早目早目の対応をさせていただいているが，10 号がこちらをにら

み始めているようで不安である。 

先ほどお昼に，30 日に山形市で開催予定の治水関係の会合が，台風に備えて延期と連絡が入

った。私もこれから小山市に向かうが，果たしてどうなるかと心配している。 

大変ことしは暑い夏であって，いまだに残暑が続いている。お天気が不順な状況であり，市

民としても，自治体をお預かりする者としても，心が休まる暇がない状況である。 

そういった中で 10 周年の取り組みをいろいろと進めさせていただいた。前にも申し上げたが，

10 年という節目であり，10 年を振り返る検証をしながら新たな 10 年の起点にしていきたい。

総合計画はまさにその指針であるため，きょうは皆様方に重点プロジェクト案と総合計画の第

1 次案をお示し，御議論いただくということになる。また，それらを受けて住民説明懇談会や

パブリックコメントの实施なども計画している。 

これらの総合計画や産業振興計画の指針づくりとあわせて，10 周年の記念事業も進めさせて

いただいている。合併した大崎市の存在もあるかもしれないが，マスコミの方々からの御協力

などもいただいている。今も 2，3 分おくれて参りましたのは，元 NHK の大幹部の方で，のど

自慢の实現にも労をとっていただいている方，10 周年に当たって，首都圏でふるさとの会を取

りまとめて，例えば第二市民構想の市民会議を開くとか，まとめて７万人を目標にした第二市

民を募集して，ふるさと納税をいっぱい送ろうとか，わくわくする会を立ち上げたいと御提案
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をいただいた。その NHK さんも先般，のど自慢を開くだけではなくて被災地に応援を送る意

味で，やっぺぇ体操というのをやっていただき，大崎特集をずっと続けていただいた。 

11 月 3 日に 10 周年の記念式典を行って，ここで市の花，市の木，市の鳥の紹介，市民歌の

紹介をさせていただく。風見会長のお口添えもいただいてつないでいただいた東北放送さんが

テレビ，ラジオで全面的に大崎市の 10 周年を応援しようということで，11 月 3 日は大崎から

テレビ，ラジオが放送され，特集番組もつくっていただいている。NHK さんにやっぺぇ体操で

盛り上げていただいたように，東北放送さんはラジオで 9 月 14 日から 11 月 2 日までおめでと

う誕生大崎 10 周年キャンペーンを展開していただくことになった。2 日ほど前に私も含めて各

町の代表の方々で，その収録をしてきたところである。20 秒キャンペーンとして，私がワンフ

レーズ御挨拶を申し上げて，各町代表の方々がそれぞれ一押しの町の宣伝をさせていただく形

で，TBC さんが 150 本までは責任を持って流す。それ以上流していただきたい場合は，市民で

も企業でもどなたでも 1 口 7 万円で 10 本放送しますとのことなので，委員の方々でも宝くじ

が当たって残っているからとか，お盆の小遣いが残っているから 7 万円出しますと，大崎市 10

周年を祝福する番組が流れるというシステムがある。先日，TBC の方々と打ち合わせをさせて

いただいた。11 月 3 日の企画や運営にも，東北放送の人材，ノウハウを全面的に応援させてく

ださいと申し入れをいただいたところである。もしお知り合いの方々，あるいは企業，団体で

御協賛をいただける方がいらっしゃいましたら，お口添えをいただきたい。 

8 月 14 日に鹿島台ニコニコ町会議という，最近のネットを使った企画で全国からたくさんの

方々が集まったり，また 8 月上旬に岩出山の中鉢美術館で 10 周年記念ということで，伝家の名

刀を展示する特別展を展開した。これも全国から刀剣ファン，刀剣女子など全国から若い方々

にたくさんおいでいただいた。 

役所でやる分野，实行委員会でやる分野，民間が冠をつけるつけないにかかわらず，あるい

は支援に予算を活用するしないにかかわらず，いろいろな形で 10 周年の事業にも御参加をいた

だき，10 周年の機運を高めていただいている。 

先般も大相撲大崎場所，250 人のお相撲さん，3,000 人の市民の方々でとり行わせていただい

た。 

この後，9 月 25 日のスコーレハウスでの開運なんでも鑑定団も，160 点の出展，294 人の観

覧希望者を今，交通整理をしているところである。 

11 月 3 日には式典を市民会館で行うわけだが，市の花，市の木，市の鳥，市民歌も選定が終

わったところである。 

きょうの審議会は，前回いろいろと御議論いただきましたことも含めて，重点プロジェクト

案，総合計画第 1 次案をお示しさせていただく。事務局からこの後，詳細説明をさせていただ

くが，10 年間の歩みを振り返り検証して，さらに進化させるもの，さらに追加，加えるものな

ども含めて，この 10 年の中で大崎市が置かれている立ち位置，あるいはミッション，役割も新

たになってきた。皆さんと一緒に新たな 10 年に向けての道筋をつくってまいりますので，皆様

方の会議での積極的な御参加，御提言，御指導を賜りますようにお願いを申し上げる。 
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3 会長あいさつ 

○風見会長：皆さんこんにちは。市長からもあったように，ちょうど大崎市が 10 周年を迎え

るということで，とても賑やかな気持ちで市がまとまりつつあると思っている。 

午前中に都市計画審議会があり，そのときにもお話ししたが，沖縄へ出張に行ったとき

に，那覇空港の待合室のテレビに大崎市ののど自慢が映って，出先で目の前に大崎市が来

るとは思わずに，大崎市からとても強いメッセージを受けているのだなと思った。全部は

見られなかったが，大崎の美しい風景が映ったりして，誇らしいなと思いながら飛行機を

待っていた。皆さんをあのような場で見ると本当に知名度というか，大崎の心というのが

あるのだなと真剣に考えていた。やはりふるさとを顧みるという意味では，のど自慢とい

うのはよく練られているなと思う。多彩な方が出演なされたようで，伊藤市長の人脈があ

って实現したのだと思う。 

  大相撲が大崎に来るというのはとてもすばらしい快挙で，大崎が東北の中で元気を出し

ていく，先頭になっているという心意気で，これからもやっていければと思っている。私

もその一員として 2008 年から都市計画審議会に就いて，中心市街地まちづくりを行い，総

合計画もずっとお受けしているが，大崎はよく一丸となって進んでいるなと，お世辞では

なく思っている。 

  きょうは部長級の方々がおいでになっていただいて，総合計画ですから都市計画だけに

とどまらず，農業も産業も全部まとめて調整するようにお願いしたのですが，総合計画は

皆さん一環となって，後で聞いていないとは言えないような，そういう場をつくるという

のはとても大事なので，皆さんで一緒の頭で考えてそれぞれの立場に持ち帰っていただき

たいと思う。総合計画は棚の上に上げてしまいがちな自治体が多い。きょうは市長もおい

でになっているので，お約束にしたいと思っているが，総合計画は本当に市のビジョン，

柱になっているので，しっかりと吟味してそれを实行計画にしていき，それをモニタリン

グしていくのが我々の役割でもある。それぞれの立場でぜひ厳しい目で，建設的な意見で

言っていただきたいと思っている。批判はだれでもできる。どう前に進めるか，いい意見

を，これだけの人数でやればできると思うので，市長もその心意気でやっていただきたい

と思う。 

  きょうは重点プロジェクトと総合計画の第 1 次案ということで，正直申し上げて中身を

ごらんいただいて，これだけ並んでいるとどこが争点なのかということもあると思うので，

重点プロジェクトをどう位置づけていくかが一番大きな議題だと思う。大崎市らしい総合

計画と考えたときにそれぞれがお気づきの点，特に各地域の個性，それぞれの分野で言え

ば課題がしっかり，地域特性を含めて，事務局にも私から厳しく申し上げている。大崎市

らしい総合計画をつくり实行するために我々に何ができるのか，議論していきたいと思う。

きょうも活発な御議論をよろしくお願いする。 

 

4 議 事 

  ・総合計画審議会条例第 7 条の規定により，風見会長を議長とし議事を進行。 

（１） 重点プロジェクト案について 
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（２） 総合計画（第 1 次案）について 

・事務局より重点プロジェクト案，総合計画（第 1 次案）について説明を行った。 

 

○風見会長：きょう審議いただきたいことは，大きくは重点プロジェクトと基本構想，基本

計画だが，重点プロジェクトで言うと参考資料 2 のビジョン，施策がわかりやすいと思う。

もしくは，資料 4 に基本計画レベルでの各施策が章ごとにのっているので見ながら進めた

いと思う。 

重点プロジェクトの中で東北新時代とブランド，自治と豊かさを大崎市としてテーマに

掲げていると思う。それに従って各章ができていると思う。 

これから御意見を伺うが，重点プロジェクトもしくは基本構想，基本計画で地域別，施

策別の見方があると思う。最後に述べていた市民意識調査の視点もあると思う。今後の住

民懇談会を含めた進め方もあると思う。それぞれ見やすいところ，御指摘しやすいところ

で結構なので，全般的な御意見または個別の御意見を述べていただき，共通課題を議論し

ていきたいと思う。 

○会田委員：基本計画案の地域で支える健康で元気なまちづくりの欄の实現に向けての主な

取り組みの項目，地域で運営する仕組みや地域社会福祉，地域ボランティア及びコーディ

ネーターの育成というところで，自然災害もそうだが，すべての面でボランティアの必要

性を感じている。实施計画ではこの部分の強調をお願いしたいと思う。コーディネーター

も 1 人でどのくらい地域が変わるのか，町が変わるのか，コーディネーターの育成につい

ても实施計画の中で，細かい部分で入れてほしいと思う。 

○風見会長：ボランティア，コーディネーターなど人材育成はとても大事である。施策の中

に書いてあるが，事務局としてそれぞれの委員の意見をまとめて，必要に応じてお答えい

ただきたいと思う。 

○小玉委員：地域の個性を生かす，生涯学習の充实に当たる青年教育の部分がどこにも入っ

ていない。青尐年でくくれない青年の育成は，県の事業でも大分前になくなっている。大

崎市でも余り見ないが，人材育成の根幹にかかわってくる部分だと思う。どうして抜け落

ちてしまったのか。入れるとすればどこに入ってくるのか，伺いたい。 

○門脇教育部長：青年教育の大切さは御指摘の通りである。公民館の歴代の位置づけを調べ

たら，公民館の中で青年教育がある日突然，重きが見直されて公民館事業から位置づけが

薄くなったところがあるようである。それを受けて県の計画も市の計画も青年教育につい

て，取り扱いが薄くなってしまったという気がする。その背景に我々世代の青年時代の活

動と，今の青年の環境がまるで切りかわってしまった関係で，青年教育に関する向かい方

が，行政としてすごく難しくなったというのがあるかもしれない。ただ，難しいからと言

って取り組まなくていいのかと言うと，決してそうではないと思っている。今後，どう位

置づけていくのかは，すごく難しいテーマであるなと思うが，取り扱うとすれば第 3 章第

2 節で取り扱うべきテーマであると思うので，その中身について宿題として持ち帰らせて

いただきたい。 

○佐々木委員：一番大きな問題が大崎 20 万都市で人口をふやしたいということに対してのア
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ンサーは，子育てで子どもをふやすしかないと思っているが，重点プロジェクトについて

子育て支援がなぜ 5 番目に来ているのか。これはもっと上位にあるべきではないか。せめ

て高齢福祉よりは上位にあるべきだと考えているので，検討していただきたい。 

○風見会長：順番は微妙なところがあると思うが，どう位置づけているか，中身が問題であ

る。 

○山家委員：交流人口，定住人口 20 万都市が 10 年間ずっとうたわれてきたわけだが，どの

ような流れになっているのか，具体的な仕掛けづくりがどうなっているのか，实施計画で

示されると思うが，これまでと同じではいけない。1 年間に 0.5%など具体的なサインがあ

っていいと思う。 

  また，各地域でリーダーが育っていると言っても，どういう形で育っているのか具体性

がほしい。 

安心・安全の項目の通学路についても，年々道路事情が変わっている。通学路の見直し

が何年ごとにどのような形で行われているのか，ある程度わかるとよい。 

○事務局：まず初めに，章立ての節に関して，便宜上番号を振っているが，優劣の区別は考

えていない。すべて並列であるので御理解いただきたい。 

  20 万都市を形成する東北新時代への挑戦の項目だが，指標は今後どういった形でお示し

するか検討中のため，御提案があればぜひちょうだいしたいと考えている。 

  地域リーダーの育成は 10 年後の望ましい姿だが，行政も市民の方々もともに目指すべき

姿と位置づけている。それぞれの分野，地域でこういったリーダーがいてほしいとなると

思うが，行政は資料に記載されている主な取り組みを行います。市民の活動は行政と市民

が共同で行うかどうかという示し方なので，具体的にリーダーが育っているかということ

については，状況に応じて設定していくべきだと考えている。 

○風見会長：まさに市民協働の部門だと思うが，会田委員からあったボランティアやコーデ

ィネーター，各地域にどのような役割があるのかという計画，あるいは实行主体の整理を

したほうがいいと思う。環境基本計画などでは主体別の役割はきちんと書かれているので，

それを意識した上でそれぞれをどう育てていくのか，ぜひ考えていただきたいと思う。 

  先ほどの子育てについて優先順位はないということだが，順番は気になる。そのあたり

をどうとらえるかも含めて，しっかりと表現を考えていただきたいと思う。 

○氏家委員：細かいところでこの認識でいいのかと思う箇所はあったが，大きなところでは

第 1 次計画を 10 年間これまで实施して，業績，成果が明確になっているものもある。市民

の意識から見て，ほぼ達成できているものと，そうでないものも知ることができる。そこ

で，これから 10 年の計画は，やはり重点プロジェクトではないのかなという気がする。市

はプロジェクトチームを立ち上げてチームとして対応しているように思う。ただ，後の資

料にこの重点プロジェクトに関することが全くない。30 事業ある中で変わっている部分は

何カ所かあるが，これまでの第 1 次計画と項目が同じであるので，十分目的を達成したも

のとこれから重点的に力を入れていくものに振り分けをして，このプロジェクトと結びつ

けてはどうか。そうすると，例えば 30 項目のうち，大崎ブランドの確立と新産業について

は，これとこの事業が該当するので第 2 次計画では重点的に取り組みますとしたほうが，
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もっと明確になるのではないか。 

また，文章の一文が長いように感じる。一文は 34～37 文字，40 文字を超すと読みづら

いと思う。 

○風見会長：施策の評価と今後の計画に対する連動制，合理性の提唱は必要なので，今後検

証いただきたいと思う。 

文章等についてはそれぞれ推敲していただきたいと思う。 

○安部委員：満足度とニーズ結果の上位 3 つ，安定した就労，雇用の支援，産業振興，商工

業の支援等，自分たちでできていない部分を不満に感じ，ニーズとしている気がする。行

政がしなければいけない部分と各企業，個人の経営者がしなければいけないところのきち

んとした線引きと，ニーズに対しての就労や雇用支援が具体的にどうなのか，きちんとし

たヒアリングをしていただきたいと感じる。 

先日の水害でボランティアに他の県のメンバーにも入っていただいたが，指揮系統がう

まくまとまっていなかった。我々でできる部分と，だれに聞いたらいいかわからない部分

があった。危機管理体制の指揮系統の再確認と強化を常々行っていただけると，万が一の

有事の際，迅速に対応できるのではないかと思う。地域の自治組織の部分でもう尐し具体

性を持った計画としてもらいたい。 

○風見会長：自治組織については，重点プロジェクトでもあるので实効的なモニタリング，

企業でいう PDCA サイクルのように評価，フィードバックシステムが必要だと思うので，

ぜひ事務局でもしっかり書き留めていただきたいと思う。 

○佐々木委員：第 2 次計画の中での訪れたくなる観光の振興だが，市民意識調査の結果で地

域資源を生かした地域間交流，国内・国際交流の推進の項目で，10 年たつがなかなかお互

いの地域を知らない。点と点をつないで面にすることが，これからの魅力あふれる大崎市

に必要ではないかと思う。そのために市民一人一人はもちろん，我々や関係団体も努力し

なければならないと思う。 

地域を支える自治組織の躍進について，人材育成や担い手の育成という意見があったが，

三本木ボランティア友の会では，20 年前，10 年前と同じ顔ぶれである。青年が活躍できる

場，話し合う協働のまちづくりの場として，話し合う場づくりを市民レベル，行政レベル

で地域や市の課題をお互いに話し合って解決する方法を見出していくのがこれからの方向

性だと感じた。 

○風見会長：地域資源という観点で大崎は宝の都なので，宝は地域資源そのものなので人材

も含めて，地域資源の発掘とそれをどう活用して連携していくのか，それが人材育成につ

ながらないと結局は草の根になっていかないので，政策としてできることの範囲はあると

思うが，ぜひ地域資源と人材育成の観点で頑張っていただきたい。ぜひ，観光プロモーシ

ョンの中で，地域資源と人材育成を絡めるように尐し強化いただくといいかなと思った。 

○髙橋（喜）委員：全体的に見て，これまで 10 年間の第 1 次計画と余り変わらないが，時代

は大変変わっている实感がある。尐子高齢化が急速に進んできているので，その影響が非

常に出てきている。大崎市の中心部を見ると賑わいがあり，中心部と周辺地域との差が大

きくなってきているのではないかと感じる。若者がふえている中心部と子どもが非常に急
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速に減尐し，高齢者の多い周辺地域ではさまざまな分野においていろいろな形で影響して

きている感が否めない。これをどのように進めていくか，もっと基本計画に入れることが

できないものかと思う。やはり大崎市という一体感，一体性のもとに事業を進めざるを得

ないわけだが，難しいところにあると思う。しかし，市民にとって，どこに住んでいても

同じ豊かさと幸せを感じ得る計画を考えていかなければならないのかなという思いを改め

てしている。ぜひ，計画の中だけでなく，事業の推進等に生かしていければいいという思

いである。 

○風見会長：尐子高齢化，福祉の問題についてもう一度事務局で見直していただきたい。今

おっしゃった地域格差，全国的に高齢化しているが高齢者の人口は町の成り立ちで変わっ

ていくし，いずれ全体で受けとめなければならない問題である。 

ノーマライゼーションとよく言うが，高齢者が楽しく生きられればみんな心地よく生き

られるはずなので，そのようなところも含めてどんなメッセージをうたっていくのか，も

う一度事務局のほうでチェックしていただきたいと思う。 

○小原委員： 基本構想が 1 章から 6 章まであって，基本計画という流れになっている。重点

プロジェクトについてもどれが上でどれが下という話ではなく，どれも大切なもので平行

なんだろうと思っている。 

ただ，基本計画の中で今回，改めて字句が変わってきているが，東北新時代への挑戦と

いうのがまちづくりをやっていく中で見えない。真の豊かさ实感都市の实現とはどういう

ふうなことなのかということを含めて，重点プロジェクトと基本構想，基本計画の流れの

中でここが中心になっているので，非常に大事だとは思う。だがどういうふうなビジョン，

軸なのかわからないので提案ができない。 

10 年の計画の流れで 10 周年記念事業のまちづくりであるとか，地域でいろいろなこと

に予算をつけるので頑張ってくださいという話があるが，それ自体も今年度に入ってから

の構想のように思う。結局，5 年後，15 年後，20 年後，何をするか，どうするかという提

案になっているはずである。10 周年記念で何かをしたいのなら，2，3 年前に提案をすべき

じゃないかと感じる。そういった中で基本計画が生きる，道が開けるというように感じら

れる紙面にできないかと感じる。 

○風見会長：総合計画というのは一番長期的なものなので，事務局としてはこれから住民懇

談会，説明も含めて全体，市が合併してから 10 年の成り立ちとこれからの 10 年というの

をこの時点で調整していただいて，10 年先のビジョンをこの段階で一生懸命議論して住民

への説明に入っていただくようにお願いする。 

○鈴木委員： 協働のまちづくりということで自治組織をずっとやっているが，ぜひ实現させ

たいことがあった。それが实現できている部分と違っている部分があるだろうが，一市民

としてはよく見えていない。市民意識調査は年齢などすべてを網羅して，対象としたもの

なのだろうか。だれを対象にして答えを出しているのかがすごく疑問である。 

  運転免許を持っていない市民として，どこに行くにも公共交通である電車，バスに頼ら

なくてはならない。ぜひ，10 年後ではなく，できることを 2 年後，3 年後に实現していた

だけるように考えていただきたいと思う。  
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○事務局：市民意識調査だが，昨年の 5 月 6 月に住民基本台帳から無作為に，15 歳以上 5,000

人を対象にして調査をした。回収率は 37.6%であり，順位は資料のとおりである。1 つだ

け申し上げると，最後に総合的な大崎市の満足度を評価する項目があるが，満足，やや満

足と回答していただいた方が 46.1%。やや不満，不満との回答が 40.1%ということであっ

た。この調査は 2 年ごとに行っており，その前が平成 25 年になるが，同じような問いをし

たところ，満足，やや満足が 44.3%であった。ですから，前回より平成 27 年度のほうが微

増，わずかに高いということになる。やや不満，不満だという方が 41.2%，こちらは平成

27 年度のほうがわずかに下がっているという形である。 

○風見会長： サンプリングとかどういう方々を対象にしているのかという質問があったと思

うが，それについてはいかがか。 

○事務局：15 歳以上 5,000 人ということで地域別に分けまして，古川地域でありますと中心

部とそうでない地域に分けております。地域ごとには人口比率で割りましてサンプリング

をしているところでございます。当然，回収率はおのおの変わってくるが，万遍なく人口

比率からとっています。 

○風見会長： いろいろなサンプリング方法があるが，基本的に無作為抽出である程度サンプ

リングして各階層に分けます。そのあたりも明記していただきたいと思う。 

先ほどの小原委員と鈴木委員は同じ一つの点があるかと思う。政策決定に対して市民が

どうかかわるべきであるかということについて，どういう方法があるかということだと思

う。これはまちづくりから言うと，両方に責任がある。やはり，行政としてただ広報して

いるからいいということではなくて，住民のほうも見ていなかったからいいということで

もない。お互いが協働の意識のもとで透明性を獲得していくことが大事なので，まずは情

報参加とか市民参加などだが，より市民参画なり政策決定に関与するか，審議会は一つの

そういう公的な場である。ですから，皆さんは代表なので，地域とつなげていかなくては

ならない。同様に市民に対してはワークショップやいろいろなイベントを行うこともして

いかなくてはならないし，人材育成の中で草の根的にボランティアや，こういった人を地

域の中でつないでいかなくてはならない。これはある程度は行政ですが，市民の責任もあ

る。幾ら頑張ったって市民が立ち上がらなくては行政というのは無力である。ですから，

ぜひこの場でお約束いただきたいのは，それぞれのところに立ち返っていただいてそれぞ

れの意識を高めていただきたい。今までのように陳情でというのではなくて，住民からも

しくは地域からの提案に対して受けこたえていかなきゃいけない覚悟はできていますので，

ぜひどんどん提案していただきたい。この場に関係部長もお呼びしているのは，答えられ

ないことがないようにお願いして，市長，副市長，皆さん覚悟の上で座っていただいてい

ると思うので，ぜひこの場で解決できることは解決していく方法でやりたいと思うのでよ

ろしくお願いしたい。 

この総合計画を本当に实効性にあるものにすれば我々が変わるし，同じようにペーパー

だけつくる計画の会議の会長を私は受けたくないので，真剣に持ち帰っていただいて前に

進めるように頑張っていただきたいと思う。頑張りましょう。そういう意味で，事務局も

しっかりしていただきたいと思う。質問が出たら，きょう答えられなければ次回答えると
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いうことで，よろしくお願いする。 

○小野委員： 基本計画の誇りある農業の振興が，競争力のある農業の振興に変わっている。

私は誇りある農業の振興はすばらしい言葉であると思う。農業に携わっている人もこの言

葉で，自分が農業をやっているポリシーに自信を持てるし，誇りも持てる，そういうもの

だと思う。ところが TPP が出てきてから，マスコミが毎日のように競争力と訴えている。

余りにもシンプルな表現である。農業というのは多様なのだ。稲作だけじゃない，養豚や

畜産をやっている方々，野菜をつくっている方々，あるいは特殊な栽培方法をしている方々，

多様である。みんな誇りを持ってやっている。それを題目から除いて競争力という単純な

表現をしていいのだろうかと感じた。 

施策の背景の中で農地中間管理機構を活用した農地の集積は今の農政の流れであるし，

当然荒廃した農地を復活させる，水田を集約させる担い手を育成していくことはこれから

必要である。ただ，今回の文章では集落ぐるみという文章が抜けている。今の現状，10 年

後を考えた場合に集落ぐるみがなくなって，農業に携わっている人だけで農業環境を整え

ていけるか，用排水路等の整備，農道の整備，これらは集落ぐるみである。これを忘れて

いるのではないか。大事なことなのでもう一度考え直してほしいと思う。 

○風見会長： TPP も含めて国際競争力を高めるのは国策としては重要かもしれないが，農

業は地域で支える産業なので，地域の風景とか産業を守るための農業であるべきだと思う。

そう考えると，先ほどの観光も，地域資源を生かしていくための仕組みをつくらないとあ

る意味競争力にはならないわけで，抵抗力と言えるかもしれない。市場が動く中で，グロ

ーバルな社会の中で生き残る地域というのは，地域産業を大事にしているということであ

る。大崎市もそこを目指していると思うが，それについて何かあるか。 

○事務局：今の御指摘はごもっともだとお聞きしていた。今回，重点プロジェクトの仮称に

しているのは，産業振興計画と並列で策定しているためである。まだ，産業振興計画も決

定ではないので，この部分を担当に申し伝え再検討させたいと考えている。今の競争力が

あるということと，第 1 次計画では誇りあるということで，たぶん誇りという言葉の中に

は競争力も入るのかなという感じをしている。 

  用排水や農道の整備については集落ぐるみだということですので，そういった文言が入

るかどうかも含めてお伝えしたいと思う。 

○風見会長： 競争力があるというのは語弊があるかと思うし，地域の誇りというのはとても

いい表現だと思う。地域の方が地元の農業に誇りを持つということが一番大事だと思う。

そういう意味で，総合計画はとても大事であり，すべての計画の中心なので，総合計画を

書きかえていくことは，それ以外の施策の計画を変えるという意味である。まだ間に合う。

ここを変えるとこれから 10 年が変わってしまいますから，我々はとても大事な会の一員で

ある。我々にも行政にも責任があるが，それぞれともに实現していければと思う。 

○髙橋（日）委員：時間と労力を費やしてせっかくつくった計画を棚に上げる，俗にいう絵

に描いたもちにならないために，市民と一緒になって事業を進めていくのが一番必要だと

思う。そのために住民説明会のとき，一人でも多くの人にこの計画を理解してもらう方法

をまず探るべきである。そうでないと，幾ら説明しても，これは行政がやることだと市民
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の意識が固まってしまい，協力できない。勝手にやってくれという意識になると，この計

画が实行できない部分が結構あるので，その点について今後検討していただきたいと思う。 

以前いただいた資料の基本構想に改革・挑戦という項目が市政運営の理念としてのって

いる。その一番下に持続可能な地域社会の实現への挑戦とあるが，鳴子温泉地域など限界

集落に達している地域もある。ある地域では，10 年後に今 40 人ほどいる人口が，10 人ま

で減ってしまう。そうなると，町内会活動どころか生活することすら難しくなってくる状

況になっている。10 年後の希望として持続可能な地域社会への实現となると，相当乖離し

てくるのではないかと思う。言葉の表現ではあると思うが，今後見直ししながら課題に取

り組んでいただきたいと思う。 

鳴子まちづくり協議会の今年度事業計画として，市が提唱しているモデル事業を導入し

て，10 月から事業をスタートする予定である。その中には，先ほどの会田委員のコーディ

ネーターの育成も含めて，实際に活動しようとしているが，いろいろな課題がたくさんあ

る。それらを一斉にスタートすることは不可能なので，一つ一つ着实に实行できるものか

ら实施したいと考えている。 

その第一に，鳴子温泉地域には買い物難民が大勢いる。高齢者の買い物難民だけでなく，

若者たちの買い物する場がなくなっている。鳴子温泉地域は観光に従事する人々が約７割

いる。その人々は夜 7 時，8 時まで旅館などで働くわけだが，そのころにはもう店が閉ま

っている。そのため買い物は，仕事終わりに近くの岩出山地域に行くわけで，買い物難民

は高齢者だけでなく若い人々にもたくさんいる。どういうサービスを提供すれば買い物難

民が救われるかということについても，コーディネーターを交えて事業を進めていきたい

と考えている。 

○風見会長：地域の实情も含めてとてもいい意見をいただいたと思う。鳴子については，先

進的なこれからの課題を迎えているので，その意見を含めて事務局はつくっていただきた

いと思う。 

絵にかいたもちにするにはもったいない時間なので，我々がつくったものを实現するた

めに，つくった後に管理しなきゃいけない。そういう意味では我々の発言がしっかり反映

されるのか，もっと言えばその背後にある各関係機関や学識関係者は最先端分野から，地

域の方々は地域の声をぜひ入れていただきたいと思う。 

住民懇談会だけでなく，コーディネーター，ファシリテーター，いろいろな方々を動員

しながら地域とともにつくっていかないといけない。一緒につくったものは愛せますから，

なるべく我々がつくりましたというのではなく，今だったら間に合いますので地域の方を

巻き込んでいただいて，一緒につくった計画だからやろうということじゃないとうまくい

かない。ということで，地域のまちづくり協議会の方々にはこの会に入っていただいてい

るので，課題は多いと思うが，ぜひ一歩でも前進するように，一歩前進するとともに総合

計画は 10 年先を考えなければなりませんので，御尽力いただければと思う。 

  限界集落の話も含めて，それでもどう豊かに暮らせるかということを考えなければなら

ない。ぜひ，事務局には宿題としてよろしくお願いする。 

○太田委員：この 10 年ということを考えると，膨大な施策の中で，変化を含めて考えていか
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なければならない。小玉委員から出た青年教育について話があった。10 年前にまちづくり

協議会ができた。10 年たってどうなったか検証中だが，田尻地域に限っては，まちづくり

協議会の立ち位置，存在意義が尐しずつ市民の間で認識されてきて，まちづくり協議会に

頼れば何とかできるという道筋ができてきたと感じている。まちづくり協議会の構成員に

もそういう意識が強くなってきたと感じている。その中で一つ具体例として，青年教育が

ある。青年の定義は難しいが，大体 20 代から 40 代を青年と考えると，田尻のジャンボ肉

祭りというメーンイベントがあるが，前夜祭をやりたいという若い人たちからの声があっ

た。しかし，やりたいのだがお金がないということで，まちづくり協議会が対象の大崎市

10 周年記念事業として，100 万円まで出しますという企画があって，それを使えないかと

いう話をしていた。青年たちが中心になってぜひ使わせてくださいと要請があった。ぜひ，

使ってくださいと前夜祭をやった。彼らは達成感を持って期待にこたえたので評価してい

るが，来年以降どうなるのだろうかと思う。田尻地域の青年層をまとめて大きなことをや

って，持続性のあるまちづくりという意識がある人たちが，まちづくりの中心になってい

く。田尻の後継者の育成のようになっているが，それを支えるだけの青年という視点がこ

こにはないと思う。3 章に一言入っていればすばらしい計画になるのではないかと思う。 

私は公共交通にもかかわっているが，団塊の世代であと 10 年もすると後期高齢者になる。

そうした中で，免許証を持っている人たちが返納したくてもできない。不安もあるし，制

度的にも簡単に返納できないというのもある。公共交通の一つの取り組みの中に，免許を

返納しやすい仕組みを考えていくべきだと思う。例として，秋田県では，駐在所で返納で

きるようにしたところ，随分返納数が伸びた。ただ，それを裏づけるだけの公共交通がし

っかりしていないと，重大な事故を起こしてからやっと返納ということになりかねない。

安心・安全の中でこれも一つ入るのではないかと思う。これから 10 年は公共交通にとって

重要な時期だと思う。免許を手放したくてもなかなか手放せない事情がある。買い物難民

の話があったが，車がないと生きていけない。これからはそのことを踏まえた対策を，ぜ

ひ取り入れていくべきではないかと思う。 

○風見会長： 先ほどの限界集落の買い物難民の話は，重大な交通事故を起こして免許証を放

さざるを得ないという事態はとても不幸なことで，例の自立的生活の話もコンパクトシテ

ィということで，コンパクトシティというのは各市街地の主要施設を集約し，それぞれの

地域が個性豊かな生活の質を上げる，そんな地域をつくっていくということである。ただ

地域間ネットワークがないとできないだろうということになる。デマンドなのか，タクシ

ーの業界とバスでつば競り合いになっているが，やはりデマンドバスあるいはコミュニテ

ィバスなど，政策的に市全体がそろっているわけですから，抜本的な対策を練るとか，そ

れをすることによって 10 年後，高齢者でもこの町なら住めるということになると思う。で

すから，今の指摘はぜひ解決しなくてはならないと思う。高齢者の方がいいということは，

元気な人はもっといいわけですから，ちゃんとウォーカブルタウンとかコンパクトシティ

など歩けて，生活もできて，移動もできるというのを，総合計画レベルで各分野でやって

いただいて，総合計画として考えてみてください。 

まちづくり協議会は究極的に，地域の自治が最後のとりでである。まちづくり協議会が
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認識されていくということが浸透するのであれば，これが一番いいと思う。まちづくり協

議会でまちづくり計画をつくるくらいの時代になってくれればいいと思うので，各地域の

代表者の皆様にはそれぞれの中で，一番いい幸せな暮らしは何か突き詰めていただいて，

それを持ち寄って施策を練るための議論ができればと思う。 

○松本副会長：10 年後，私が生きているかわからないし，部長さんたちもほとんどいなくな

るでしょう。ですから，残された総合計画が，後の方が使いやすいようにしなければなら

ない。そういうことで皆さんからたくさんの意見が出ているのだと思う。改めてメンバー

を見ると，一番若い方は 10 年後 50 歳です。もう尐し審議会でもバラエティーに富んだ形

でやっていかないと，だめだと思うし，やるのは若者です。若者の意見をよく聞かないと，

40 代，50 代の方の意見がこれに乗らないとだめなのだと考えていた。 

  資料 2 で，大きな経済効果を实感できない状況にあるとある。こんなことが 10 年後に見

えたらどうするのか。これを変えるための計画のはずである。ここは絶対に変えてくださ

い。前向きな夢のある文章でないといけないのではないか。 

  行政の財政改革，経営改善策があるが，査定で削られましたではいけない。査定で削る

ことが財政改革，経営改善策ではないのです。民間では 3%でも 5%でも将来のための投資

をしている。今いろいろとある行事には必ずお金がかかるが，行政がお金を出す気がない。

市のほうも収入をふやす段取りをしていかないと，交付金は減る。先行投資で 10 億ずつだ

と 10 年で 100 億です。100 億をむだにしてはだめですが，投資した 100 億は固定資産税

が上がったり，市民の給料が上がったりと必ず返ってくるはずです。産業経済部の予算も

納めているほうへの還元率が非常に低い。これでは大崎市の元気がなくなるのではないか。

ですから将来に向けて，町の商工業者が頑張れる形をつくっていかなければならないので

はないかと思う。この中に文章はあるが，将来に対する投資計画という言葉をぜひ入れて

いただきたいと思う。 

  弱者の交通の問題では，町の中心部は古川ですが，バスセンターを七日町あたりに考え

ていただければと思う。皆さんがそこを中心にしてあちらこちらに行かれる形になるのか

なと思う。道路もいろいろと進んでいるが，全体的な大きな計画を立てていただきたいと

思う。 

  また，50%ほどある森林，何の木が多いのかそれによって対策が変わってくると思う。

開発がうたわれているが，利用方法がバイオとして燃やすのか，製材として使えるものな

のか，土地の開発の計画についても将来に備えた早いアクションが必要だと思う。これも

この中にあるようなないような感じであるので，のせていただきたいと思う。 

  道の駅等書いてあるが，関係するところではまちの駅というのがある。これもうたうべ

きだと思う。また，音楽が聞こえるという文章があるが，どこで何の音楽なのかもう尐し

具体的に，動き出すことが必要だろうと感じる。 

産学官とあるが，前は失敗したが，ぜひ土地を豊かにするために計画的に大学誘致のこ

とも考えていただきたい。大学を誘致する気がないところに来ますか。誘致をしたいとい

う言葉を入れることが大事だと思う。意志は市民の中にもあると思う。ですから，大学誘

致という言葉を入れていただきたい。 
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○風見会長：個別のことについては事務局のほうで整理，お答えいただきたいと思う。特に，

松本副会長のほうからおっしゃっていただいた，次世代につなげるプランになっていない

と全く意味がないので，ぜひもっと若手をどうやって計画に参画していくかということに

ついて，事務局のほうでお考えいただければと思う。 

  投資が集まる町という言い方をよくするが，投資をいただけるような町にならないと産

業，経済というのは成立しないので，ここに投資したら返ってくる町になっていないとい

けないというのは基本であり，それは経済的なものだけでなく，豊かさや幸福を实感する

町だと思う。そのためには生業がないとだめだということは，第一にあると思う。ぜひ，

若手の方により意見を言っていただいて，一緒に担っていく関係性を築ければと思う。 

  ここで議論を終了したいと思う。 

もし，何か思いついたことがあれば，どしどし事務局のほうに送っていただければと思

う。それを踏まえて，宿題で次回回答をいただこうと思うので，ぜひ事務局のほうにお送

り願いたい。 

○事務局：大変ありがとうございました。御意見，御提案を聞いていると，個別，具体の話，

全体の方向性にかかわる話という部分があった。できる，できないという部分は当然ある

が，整理の考え方としては，個別，具体の御提案については实施計画のほうで検討してい

く。全体的な考え方は総合計画の構想あるいは，基本計画のほうに盛り込めるものは盛り

込んでいくという整理をしていきたいと考えている。いろいろな御意見をちょうだいして

いる際に，今後市民懇談会のほうにも入っていく。事務局としてもここは詳しく説明をし

たほうがいいところ，あるいは事務局が説明しないで提案を受けることで，進めていって

いいものもあるかと感じたので，事務局でもう尐し検討しながら，市民懇談会にも臨ませ

ていただきたいと考えている。 

○市長： いろいろとありがとうございました。 

個別，具体的には内容を検討させていただくが，いろいろな御意見をいただいた中で，

若者目線や若者を育てていく視点は当然である。10 年という共通のお話があったように，

この 10 年間を見ればゴールを意識するということからすると，次の時代につないでいく若

者視点や若者の参画がさらに必要性を感じて，今後のいろいろな活動，懇談の中で，若者

との交流を進めて意見を反映していきたいと思っている。 

民間投資も含めて，行政の財政投資ももちろんだが，民間から投資したくなるようなま

ちづくりや計画の視点というものを，あるいはお互いのまちづくり競争の時代でもあるの

で，外から見てこの町に来てみたい，住んでみたいと魅力を感じるような視点もこの計画

の中に盛り込んでいきたいと思う。 

先ほど開会の際に申し上げたが，きょう首都圏大崎の方々が来られて，東京でもこうい

う会合を開いて大崎に対するいろいろな提案をしたいというお話をいただいた。ふるさと

に対する思い入れというものがある。そういう方々の目線も含めて，総合計画がここに住

んでいる方々，あるいは次の時代を担っていただく方，あるいは民間や遠くから大崎を見

ていただいている方々にとっても魅力あるようなまちづくりに，計画できるような形でい

ろいろな具体的な意見を聴取する過程の中で，御提言いただく機会をぜひつくっていきた
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いと思う。本日はありがとうございました。 

○風見会長： それでは，事務局にはぜひ御議論いただいて，関係部局長の方々にもおいでい

ただいておりましたので，ありがとうございました。ぜひ，各部局のほうで实現するため

に一丸となっていただければと思う。議事についてはここまでですが，活発な御議論あり

がとうございました。 

○事務局：本日欠席の高橋俊裕委員から御意見をちょうだいしているので，御紹介申し上げ

る。 

○高橋（俊）委員：（事務局代読）母と子に優しい大崎市はどうだろうか。女性ができる仕事，

職場の開発，あるいは女性の技能啓発講座ということで女性にターゲットを絞った，大崎

市の取り組みとしてはいいのではないか。 

  高齢者が楽しい大崎市，高齢になっても世の中で役立っていることが实感できる仕組み

をつくっていってはどうか。 

  新農業都市大崎ということで食こそが生活の根幹，大崎市の産業としてはどうか。農業

の６次産業化についても，原材料供給型から商品供給型へ変換してはどうか。 

  温泉だけが売りでない観光として，総合リゾート地区として鳴子を位置づけてはどうか。

折角の総合計画なので大崎市らしさを視点に検討してはどうか。 

○風見会長：欠席の場合はコメントをいただいて共有する。一回一回が貴重な会なので，総

合計画は市の骨格となる一番の上位の計画なので，ここで語られたことが实行されていく

ということを固く約束しながら，次回に向けて地域の实情，専門的な意見を出していただ

いて会議にお持ちよりいただければと思う。 

 

（３）その他 

  ・事務局より次回会議日程について下記のとおり提案し，了承をいただいた。 

   ○次回会議日程   

日 時  平成 28 年 10 月 21 日（金） 午後 1 時 30 分～ 

    場 所  市役所東庁舎 5 階大会議室 

 

○風見会長：住民懇談会など，これから地域の方に理解を深めていただかなくてはならない。

この審議会での皆さんのお立場として広めていただきたいと思う。引き続きよろしくお願

いする。 

非常に重要な集中審議ができたと思う。皆さんは地域の代表なので，まず意見をしっか

りいただいて事務局と意思疎通を図りながら，いい計画をつくっていきたいと思う。 

○髙橋（日）委員： 住民説明会やパブリックコメントの予定を確認したい。 

○事務局：住民説明懇談会，パブリックコメントの实施予定としては，日程は 10 月 22 日，

23 日，30 日となっている。資料のとおり 7 地域での開催を考えている。3 部構成で行いた

く，ことしは市ではいろいろな計画を策定しており，1 部では総合計画の関係，2 部では産

業振興計画の関係，3 部では行財政改革大綱の見直しとなっている。また，市民病院から

新公立病院の改革プランの概要の御説明を申し上げたいと考えている。 
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パブリックコメントは，10 月に行いたいと考えている。 

○髙橋（日）委員： 懇談会の市民への周知方法はどういう方法を考えているか。 

○事務局：市の広報とウエブサイト，またまちづくり協議会のほうへも告知したいと考えて

いる。区長さん方につきましても幅広く周知を図っていきたいと考えている。 

○小玉委員：パブリックコメントは 1，2，3，それぞれの内容が出てくるのだろうか。これ

を若い人たちにも一緒に考えろと言ったときに，見ただけで自分たちの話ではないなと思

ってしまうのではないかと思う。 

話し合う協働のまちづくり文化祭というイベントを毎年やっているが，中学生も高校生

も交えた話し合いをしている。そうやって大人たちが真剣に話し合っていることを見せて

いくというのをここ 2 年ほどやっている。総合計画は子どもたちにとって非常に難しい問

題に見えるが，その子たちが 10 年後に社会人として社会に出ていることを考えれば，その

ときに会に出た子たちは自分たちの計画がここまで来たと实感があるはず。若者をただ単

に入れると，言葉では簡単に言うが，尐し優しさがないかなと思う。パブリックコメント

もホームページに出して終わり，広報紙に出して終わりという形ではなくて，例えばパブ

リックコメントをみんなで話し合うワールドカフェという手法とか，そういう形でそれぞ

れのところで広く声を集めるという話し合いの手法でできないかと提案したい。 

○風見会長：今のワールドカフェについては，各地区にはこういう説明会，懇談会方式はあ

るかもしれないが，全市を対象にしたワールドカフェ企画，できればよいと思う。 

○事務局：パブリックコメントについても市民参加手法の一つであり，その市民参加手法が

他にどういったものがあるか，事務局で検討したいと思う。 

  なお，中学生，高校生を対象にしたまちづくりなどについては，総合戦略のほうで一応

データとしてはあるので，そういったものは活用するが，なかなか中学生あたりで総合計

画について御意見といっても難しいと思うので，例えば中学生を対象にするのだったら，

10 年後どういった大崎市になったらうれしいですかとか，そういった形での話し合いで検

討したいと思う。 

○髙橋（日）委員：この懇談会をいろんな会場でやっているのを見ているが，ほとんど人が

集まらない。難しいから集まらないというよりも関心がないから集まらないということも

あるし，知らないから集まらないということもある。 

議会の説明会を地域で行っているが，人をたくさん集めなければならないときがあって，

区長さん方に直接お願いをして 30 人以上集めたこともある。具体的に動かないと，ただ広

報して区長さんにお願いして終わりでは，なかなか人は集まってくれない。難しい問題で

はあるがそこにいた，あるいは聞いたという事实が大事なので，やはり人が集まらないこ

とには意味がない。できるかどうかは集まってみないとわからないが，集まるといろいろ

と意見が出てくる。きっかけがないので来ないというのが多い。 

○氏家委員：先ほど，総合計画は小学生，中学生には難しいのではないかというような話が

事務局の方からあったが，認識が違うと思う。教育委員会主催で小学生サミットを年に 1

回，中学生サミットを年 2 回開催しているが，昨年度の小学生サミットでは，小学生の子

どもたちから大崎市の観光立国について，3 つほど提案があった。テーマの与え方によっ
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て，小学生も中学生も本気になって大崎市のことを考えることができる。ぜひ，そういう

手だてをやっていただきたい。ただ先ほど御意見があったように，このような文面で出さ

れても小学生，中学生はなかなか読み取ることができないので，いろいろと工夫していた

だければ，相当な力になるのではないかと思う。本年度も予定しているので参加していた

だきたいと思う。 

○会田委員：まちづくり推進課の方が中学校に行ってまちづくりについてお話をすると，自

分たちも参加しようという意識が物すごくて，地域のお祭りの踊りに 60 人ほど参加し，出

店も出した。やはり子どもたちは，どのように参加していいかわからないという部分もか

なりあり，行政と連携して出前講座などを各学校とも連携して行っていただきたい。それ

によって，かなりの子どもたちがボランティアをするようになるので，子どもが成長して

いく段階の中で，まちづくりに自分たちがどうかかわっていくのかという第一歩になると

思う。まちづくり推進課の方々が，出前講座などもっと学校関係に行くことで広がるので

はないかと实感している。 

○風見会長：私も今お話しいただいた委員の意見と全く同意見です。子どもたちがわからな

いということは絶対にない。子ども地球サミットなどすばらしい議論をしている。下手す

ると国連環境会議よりもすごい。理科でも各小中学校の子たちは今の知識としてリアルに

持っているのに，社会に訴える場所がない。地球サミットのときにセヴァン鈴木が名スピ

ーチをしたように，やはり子どもたちが意見を言えるというのをわからないのはまずいと

思う。それについてはやはり正していただいて，子どもたちにわかるように，解読したも

のをぜひつくりましょう。次世代という意味は子どもたちなので，どういうふうにやるか

は次回まで尐し考えていただいて，若い世代へのワールドカフェ，出前講座，あと子ども

サミットでもいいし，そういうものでぜひ前向きにしっかりとやっていただきたいと思う。

つくっているときが一番大事なので，参加いただいて，子どもたちがこれで自分たちの意

見がまちづくりに参加，反映するのであれば，みんな町に新しく住もうとも思うし，まず

町に対してやっぱりロイヤリティーとか誇りを持ってくれると思うので，ここはすごく大

事なところだと思う。 

  ちょっと厳しいことを申し上げるが，どうこれを広げていくかということが一番大事な

ので，そのつもりで皆さんも地元なり自分の部署に持ち帰っていただきたい。もちろん，

集まっていただくために呼びかけて回るのだが，仕組みとしていろいろな人に多様な参加

の方式をぜひつくっていただきたいと思う。 

  今後どのように進めるかということについてはぜひ御議論いただいて，いいものをつく

り，みんなに広めて，きょうも一緒につくっていくという議論が出ました。事務局のほう

としては大変だと思うが，10 年先の計画をつくらなければならないので，ぜひよいものに

して，広く市民の方とつくっていきたいと思う。 

  それでは，改めて議事を終了にしたいと思う。ありがとうございました。 

○松本副会長：大変ご苦労様でした。 

次回までにいろいろと大変膨大な資料が来るかと思うが，ぜひ皆様から御自分の意見を

この場に出していただきたいと思う。10 年間使う計画なので，よろしくお願いする。 
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5 閉 会 

 

以 上 


