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第１回富士地区過疎地域自立促進計画策定会議録 

20150731(金)19:00～22:00 

於 富士支所２階 大会議室 

 

出席委員 

吉浦武德・亀川義秋・嘉村好範・杉山利則・山口博秀・岸川美紀子・藤田美穂子・ 

立石信也・山口澄雄・吉浦利清・馬場﨑直子・上原勝代・吉村 剛・門脇 恵 

欠席委員 

 吉浦 明 水田 強 

市役所出席者 

 松尾企画調整部長・眞﨑企画調整副部長兼行政管理課長・野田行政評価係長・嘉村主査 

江口森林整備係長・武久北部建設事務所副所長 

大野支所長・福島産業振興課長・原田保健福祉課長・田中環境係長・森生涯学習係長 

宗像地域振興係長・浦川主事 

支所長 

 開会 

 

部長挨拶 

 平成２３年度に東日本大震災があり、過疎計画が進められないため平成２４年に改正さ

れ、平成３３年まで延ばすことになった。市も平成２８年度からの五カ年計画を新たに作

ることになった。 

計画にのっていない事業は過疎債をもらえない。未確定のものもとりあえずのせる。幅

広にのせて、やるときに検討していく性格のものがあるとご理解いただきたい。 

ソフト事業も出来るようになったが、誰がするのか明確でないと実施しにくいと思う。

今後、富士地区の振興に寄与する計画となるようよろしくお願いします。 

 

職員自己紹介 

 

委嘱状交付 

 松尾部長・浦川主事が各委員に交付 

 

委員長選定 

 自薦他薦ないため、事務局案で承認 委員長 嘉村好範  

委員長の指名により 副委員長 藤田美穂子 

 

委員長挨拶 

 事務局から私をという指名で戸惑っていますが、審議会のときも藤田委員とさせていた

だいた。 

 部長から説明があったが、過疎債は、三瀬地区富士地区が対象の重要なものと思う。今
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後皆様方と一緒に富士町のことを考えていきたい。未熟なのでご希望に叶えるかわからな

いが皆様のご協力をいただいてつとめさせていただきたい。よろしくお願いします。 

 

資料説明 事務局 

 

議題（１）過疎地域自立促進計画概要及び策定について 

副部長説明（資料「過疎地域自立促進計画（H28～32）の策定について」） 

 人口が減ることで暮らす人の生活水準が下がり、生産の担い手が減り、維持が困難にな

る地域が過疎地域。計画にのったら有利な借金が出来る。１千万全額借金し、７百万が交

付税としてくるので、市負担は３割でいいという仕組み。個人が直接するものとか国営・

県営事業や創生基金だけの事業は対象外。３割は負担することになるので皆さんの十分な

議論をふまえ、市の財政をふまえて最終的な判断をしたい。 

 地元調整が済まないと、たとえば地権者の同意が取れないと、事業見送りもあるので、

すべて実施できるとは限らない。運営主体が決まらないときも実施時期が決まらないので

出来なくなる。 

 １０月中にはまとめていただき、庁内で１１月に最終案を取りまとめて、議会説明、県

との事前協議、パブリックコメントをふまえて３月の議会に議案として提出し、可決され

て成立する流れになっている。 

  

副部長説明（資料「辺地区域における施設整備について」） 

 それからもうひとつ資料を配っているが、過疎地域とは別に辺地法に該当する「上浦・

相尾」「上合瀬」「下関屋・日池」「葛尾」４地区の事業は、１千万の事業で８百万の交付金

がくる。２百万が市の負担で、過疎債よりも１割有利なので、条件に合致するので使うか

どうかは行政で判断して、皆様に報告する。別に辺地計画を作ることになるので、ご報告

させていただく。 

 

委員長 

 質問はありますか。 

 策定終了時点はどこか。 

副部長 

 委員の皆様にご審議いただくのは１０月末が目途。そのあと１、２回は場合によっては

あるかと思う。 

委員長 

 事業費の限度は無いのか。 

副部長 

 ソフト分のみ上限がある。計画が固まってきたら説明します。 

委員長 

 事業主体は個人でもいいのか。 

副部長 

 担当から説明させる。 

行政評価係長 

 市が整備するもの、それから農協・森林組合の事業に一部市が補助しているものも該当

する。単位自治会等で、例えば活性化について話し会う協議会等に市が補助を出している

ものも対象になる。 

ソフト事業の上限の話が副部長からあったが、ハードにあてるものとソフトにあてるも

のがあって、ソフトにあてる起債には富士三瀬に枠がある。 

吉浦武德委員 

 この場で追加提案できるのか。 

副部長 
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 市の提案をした後で、載っていないものをご提案いただき、載せる載せないをご審議い

ただければ。 

山口澄雄委員 

 温泉地活性化計画があるが２８年度までと思う。それ以降のこんなことやってほしいと

いうのは、こっちの過疎計画にシフトすることになるのか。 

副部長 

 平成２８年度までとすると、平成２７年度中にこのあとどうするという話があろうが、

今回の過疎計画にはそっちに載っているからこっちに載せないというものではない。必要

な事業としてまとめていただいたら、尊重して最終的に市で載せる載せないを考える。制

約を考えずに何を必要か考えていただきたい。 

 

議題（２）市提案事業説明 

行政評価係長説明（資料「事業計画（平成２８年度～平成３２年度）：市提案分」） 

 公共的団体というくくりの施設整備に市が補助を出しているのもハードに入っている。

ソフトはハード事業以外。先ほどの団体や法人がしている事業に市が補助を出しているも

の。 

「事業主体」は市・団体など、どこが行うかを記載している。「新規」とは今回の過疎計

画ではじめてするもの。新規と書かれていないものは現行の過疎計画から引継ぎのもの。

事業は５５本あるので、区切りのいいところでご質問いただく形でよろしいか。 

委員 

 了承 

 

行政評価係長 

事業１～５説明 

吉浦利清委員 

 過疎計画の本来の計画書は私共に見せてもらえないのか。これは添付資料。 

副部長 

 具体的な事業から先に進めさせていただきたいのでご説明させていただいている。本来、

とおっしゃった変遷・人口見通しとか文章が入ったものは、計画全体を作った後で作って

確認いただくが、その前に何をするかが一番のポイントなので、具体的な事業の審議を優

先させていただいた。 

吉浦利清委員 

 ５つの事業を説明された。計画書の中にその説明内容がある。それに基づいて産業の振

興・基盤整備・農業・林業という取り上げ方で文章にあがり、それを貫いたのがこの事業

費の表。本来なら計画書を先に出されるのが筋ではないかと思う。 

副部長 

 大項目中項目小項目と整理されたものになるが、まずもって自立促進施策区分は県の策

定方針とすり合わせた組み立てで、庁内案として取りまとめた。この前段に来る前振り文

章表現は当然意識した上で、事業計画は参考資料といったご指摘はもっともだが、住民の

皆様にはこの方が見えやすいと思ったのでこういった進め方をした。 

吉浦利清委員 

 立派な計画があがっているが、市はどういう哲学をもって計画を作るのか、基本的なも

のが無くてダイレクトに事業計画に行くと、それが見えないから質問させてもらった。 

委員長 

 市の提案として説明いただいているので、後もって我々の提案のときにお願いする。 

 

行政評価係長 

 事業７～１９説明 

山口澄雄委員 



- 4 - 

 

 温泉源の掘削について、湧出量が落ちている。古湯の湧出量そのものが右肩下がり。掘

削事業は是非のせていただきたい。強い要望です。 

 交流拠点は富士小跡地のことで、何回も会議をし、副市長にもプレゼンをした。詰めの

段階なので、市にも是非お願いしたい。反対というのではなくて、強く踏み出していただ

きたいという要望です。 

吉浦利清委員 

 泉源開発は喜ばしい。懸念は下小副川のあるところに温泉の給湯がなされた。そこは保

養所として給湯を受けているというが、その機能はない。看板は上げているが個人で使っ

ているのでは。そもそも保養所を作ってから給湯すべきだと思う。どう思うか。 

委員長 

 今回の内容と違うので。 

吉浦利清委員 

 実態をわかっていただきたい。質問は取り下げます。 

吉村剛委員 

 バイオマスは、温泉施設など使う方をセットで考えないと。やまびこ交流館は温泉とは

別か。作るなら使うモデルを市が作らないと難しい。作るのはどんどん作るが、どこで消

費するのかを総合的に考えて推進してほしい。 

 看板整備や観光案内書の事業で富士三瀬と分けているが、観光に富士三瀬はない。全体

的に統一してすべき。糸島エリアに対して一緒。富士と三瀬に分ける新しい要素は増えな

い。一緒にアピールすることを検討いただきたい。 

副部長 

 観光のことはおっしゃるとおり、市外県外の人の流れに富士三瀬はない。宿泊につなげ

るにこしたことはないが、富士に関係あるという視点で説明するが、どういう繋がりがあ

ったほうがいいか、実施のときには考えて進める。 

門脇恵委員 

 吉村さんの話につながるが、木質バイオマスの他に温泉給湯設備が入っているが、温度

の調節をするものか。 

産業振興課長 

 温度調節は各旅館でしているので想定していない。今の設備を維持していく事業。 

門脇恵委員 

 温度調節をするなら使えると思ったが、バイオマスを使った給湯も考えるべき。使うと

ころを考えるべき。 

委員長 

 使うところということで、事業の目的ということでご検討いただきたい。 

 

行政評価係長 

 事業２０～２８説明 

吉浦利清委員 

 有害鳥獣で、実態としてメッシュはその場しのぎ。福岡佐賀長崎の広域駆除の計画を立

てているので、県境を越えた広域駆除を大々的にしていかないと、メッシュは風景を壊す

ばかりで根本的解決ではない。突っ込んだ計画を上げていただきたい。これは過疎計画か

ら外れていますかね。 

産業振興課長 

 猪対策は市単独でしているのもあるが、佐賀市神埼市吉野ヶ里町の佐賀北部広域で取り

組んでいる事業もある。広域の新たな取り組みを協議していきたい。 

山口澄雄委員 

 過疎をどれだけ食い止めるかが基本スタンスだと思う。私共は空家空地空き店舗のプロ

ジェクトチームを立ち上げた。５件ほど商売されている方からオファーがある。ここに来

る前も空き家を見せてくれというので案内した。３人くらいは住みたいという人もいる。 
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 これはどういうことか。道路が良い景観になったと商売している人が判断している。住

みよいまちづくりをしないと、古湯は４百人を切って 36.5％の高齢化率になっている。そ

ういった視点で、小学校跡地の問題とか考えていただきたい。 

 空家空地の行政の手立てを考えてほしい。空家バンクは入ってくる人に手立てが無い。

若い人は賃金が安い。借家に入る障害になっている。イタリア料理する人がいて、ここで

野菜を自作して料理を出したいと言う。農業の休耕地に対する支援、入ってくる人に対す

る支援、そういうもの考えていただきたい。 

副部長 

 地域活力の向上といいましたが、それにつながるものを提案いただいた。空家対策など

地方創生として全国の自治体があの手この手で知恵を絞っている。ご指摘いただいたのは

持ち帰って、今後の施策に活用したい。この会議の中でも肉付けして具体的な事業にする

のも可能と思う。貴重なご意見をまとめていただければ反映させていくことは可能かと思

うので、審議を深めてください。 

委員長 

 委員の方々で考えていただくことになると思います。 

 ２０番の事業はこれまでのつなぎか。 

産業振興課長 

 従前からあった協議会の、富士と三瀬の負担金を計上しています。 

委員長 

 新たにではないのですね。 

吉村剛委員 

 個人的にずっと思っていたが、中山間地の農地管理が難しい。機械化利用組合を作った

り、航空写真で作業したりしているが、ICT というかパソコンを使って管理できないのかと

思う。複雑になってきているので、簡単に管理できるソフトができないのか。農地の管理

をうまくする方法はないか。 

委員長 

 ソフト事業の中に、集落的なものが入っていない。もうすこし委員会でも考えて、将来

の農地をどうもっていくか、一緒になって考えてもらいたい。 

吉村剛委員 

 田んぼにタブレットを持って行って使うとか、佐賀モデルができないかと思う。 

委員長 

 良い案があれば考えてください。 

 

行政評価係長 

 事業３０～３８説明。 

 質疑なし 

 

行政評価係長 

 事業３９～５２説明。 

委員長 

 道路林道は自治会長の意見が入っているのか。 

北部建設事務所副所長 

 平成２４年度に意向調査をして平成２５年～２９年度に整備する事業として計画してい

る。この事業としてすすめると伝えているが、それ以外にも現場上必要という路線も含め

ている。 

 橋梁は、長寿命化事業の一部とお考えください。 

 

行政評価係長 

 事業５３～７３説明 
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吉浦利清委員 

 ５３番の事業があるが、富士はダムの振興計画で公共下水道・合併浄化槽・農村集落排

水で１００％のはず。それ以外に出ているのか。 

行政評価係長 

 千二百万、五年間あげているが、富士はそのうちの１５０万程度。上下水道局の実績は

年に２基程度新設という算定。単独浄化槽や汲み取りを合併浄化槽に変える事業。 

吉浦利清委員 

 つなぎこみをしないで個人的に合併浄化槽で対応するというものか。 

北部建設事務所副所長 

 ３地区に分かれて汚水処理をしている。市営浄化槽については浄化槽を設置、単独のと

ころは市営浄化槽にしてもらいたいので、年間２件として計上している。 

門脇恵委員 

 教育と福祉が少ない。五年の長期計画です。８５歳が９０歳になる。人口分布を考える

と５年後はかなり苦労すると思う。買い物などどうするのか、そこをもう少し盛り込むべ

きと思う。 

 プールや空調も必要だが、あって当然の部分で、すてきなプールを作ったからその学校

に入れたいという親はいない。何か特別な、地場の無農薬の安全安心な給食とか理由があ

れば移住もありうるが、この計画では年齢を重ねた方も子育ての方も生活していくのが難

しいのではと思う。 

副部長 

 本庁と支所とやりとりをしたり、地元意向調査をして庁内で計上した。福祉対策はおっ

しゃるとおりと思って聞いていた。人口減少を食い止めるのが一つの目的。観光地をめぐ

って帰るだけではなくて、ここで子育てをしようとか、里山の自然に触れて子どもたちに

安全安心な食を提供するとか、そういったソフト的なものはこの会議で審議していただき、

我々も行政として持ち帰って担当部署に繋げたいと思っている。計画に載せられるのか検

討させていただきたい。 

委員長 

 三瀬は２回して、地域の意見を集めたとも聞いたが、今度のやり方はどのように考えて

いるのか。 

支所長 

 期限が限られているので１０月までに４回乃至５回程度を想定しています。住民の意見

を行政としてあげているのではなく、行政の提案をあげさせていただいた。委員のご意見

ご提案と、地域に戻られてからはそのご提案ご意見をいただけたらありがたいと思う。 

委員長 

 提案は、この会議の中でいいというが、提案内容を行政に出すのは文章なのか、この会

議の中で出すのか。 

支所長 

 決まりがあるわけではないので、関係部署、支所でかまいませんのでご相談いただけれ

ば、ある程度支所で対応させていただきます。 

委員長 

 前もって支所にするのか。 

支所長 

 ご提案があれば、その時点でご相談いただければ。 

山口澄雄委員 

 富士支所のあるべき姿は、支所は支所としてあるべき姿をイメージすべき。地域の人と

一緒になって行政はこういうサポートが出来る。それが地域との共同体。そこのスタンス

を踏まえていただかないと、全て私たちの責任になる。支所は支所としてあるべき意見を

出すべき。私たちは私たちの意見をだす。私たちも空家空き店舗や自治会の内部改革にも

手を突っ込んでいる。批判はあるが避けられない。サポートを支所としてどうやっていく
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のか議論しないと意味が無い。 

副部長 

 今回、私共の進め方は、地元のご意見も踏まえて、支所や本庁が集めて、施策区分に県

の基準に合わせて、支所と一緒にたたき台として作ったものをお示しした。 

 地域の活力が低下しているのを、何とかして押し戻そうとするのは行政だけでは出来な

い。皆様からの提案をいろいろやりとりさせていただいて事業にしていくのが策定会議の

プロセス。この町に住んでいる方、いろんな取り組みをされているのを披瀝いただいた。

住んでいらっしゃる方々から、何が足りないのか行政にこれは是非協力して作れ、という

のをこの場でやり取りさせていただいて、計画に載せる考え方で、行政からとか地域だけ

とか考えているのではない。キャッチボールさせていただいて考えていきたい。 

委員長 

 行政から提案がありました。また吉村委員とか、やりたいのがあると思う。それを提案

していいのか。 

副部長 

 地域に持ち帰って意見要望等をくみ上げていただくのもあろうかと思っている。それを

ペーパーかなにかにまとめていただいて、支所に提出してもらい、整理をしたうえで支所

は本庁所管課につないで、逆に所管課から実施できるのかと質問したり具体的に説明いた

だきたいとかキャッチボールをするのを２回目、３回目でするのもあるかと思う。そのあ

たりの具体的な勧め方は、あらためて支所と委員長のほうで話し合う場を持っていただけ

ればと思う。 

委員長 

 わかりました。 

 他に何かありませんか。無いようでしたら今日の議事について終了します。 

 

２１：２４ 

 

支所長 

 長時間にわたり慎重にご審議いただきありがとうございました。 

 ６番のその他の項目ですが、９月１０月は日程も定かでないと思うが、次回の日程だけ

でも決定いただけると助かります。 

 委員長と新しいご提案をまとめるやり方を協議させていただきたい。盆あけてから第２

回はどうか。 

 委員長に相談しながら決定するということでよろしいか。 

 

岸川美紀子委員 

 アイディアを出し合う会議を、本庁のいない場を一回設けてもらえないか。率直な意見

を話し合いたい。 

吉村剛委員 

 市長は北部山間にどんなイメージ持っているのか。代理で来ている人でもその理念を言

わないと、政治家は理想の絵を出して叩き台にしなければと思う。 

吉浦利清委員 

 三瀬のアンケートのような手立ては富士ではしないのだろう？今後のやり方としては自

治会に示してもらったほうがいい。私は民生児童委員に投げかけたい。意見が出たらこの

場に持ってきたい。今のところこういう計画だがこのほかにもいいアイディアは無いです

かと。 

 我々が地元に戻っても意見を集める手立てがない。自治会長ならできるが。 

山口博秀委員 

 各代表が集まっているので、それから支所長と話をしてから本庁を入れた方がロスが無

い。今日始めて意見を受けたので、下部に意見を聞かないといけない。 
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吉浦武徳委員 

 ８月１１日に自治会をするが、この資料を渡せるか。渡せるなら議題としてあげてくれ。

９月の自治会で意見をまた聞く。 

吉村剛委員 

 各種団体からあげるのは逆ではないか。理念があっての事業であるべき。各種団体から

上げていって通りましたというのは理念が無い。 

副部長 

 知恵を出しながら、福岡日帰り圏内とか、中山間地農業とか、ふれあい祭りとか、地域

ポテンシャルをより一層磨き上げていただくというのは、市長も福岡からなんとかして観

光客を取り入れると考えている。まちひとしごと総合戦略は全国的な動きだが、人口右肩

下がりのスピードをなんとか下げる策をこれまでしてきたが、一朝一夕で成果が出るもの

ではないが、やらないと悪くなる。引き続きやっていくほかに新規のこともやって地域力

を上げる。町のグランドデザインは地域の方にたたき台を作っていただき、そこに市とし

て支援したい。 

 市としていろいろ地域振興策をしてきたが、すぐに成果が出ない。６次産品とか客の取

り込みとか地域特性があり、磨けばもっと光る資源を持っていると思う。互いにいろんな

知恵を出していきながらグランドデザイン、言い方を変えると過疎計画という形に仕上げ

たいと思っている。 

 行政から一方的にこうしてはどうですかばかりではできないと思っている。 

山口澄雄委員 

 私は支所で全部やれと言っていない。私たちはやる上で、支所もビジョン持てと言って

いる。誤解しないでください。 

部長 

 個別の事業の説明で、提案は無いかと個々の事業の話になってしまった。まちづくり全

体をどう考えていくかの横軸を通さないといけない。理念をどう入れていくのか考える。

農業とかの横軸を通さないと全体が見えないと感じた。温泉のまちづくりとかこの計画の

中でポイントとしたいテーマを絞って、その中でこの事業があると考えていってまちづく

りの方向性も示していけるかなと思う。 

 今後の進め方を十分お示しできなくて申し訳ない。委員長とも相談させてもらいどうい

ったテーマでどういった議論をすべきか、その前に支所と話すなど、そのあたりを考えさ

せてほしい。 

委員長 

 １１日に自治会があるので提起して、委員は各種団体に下ろしてもらいたい。新たな意

見を積み上げる場を作ってほしい。住みよい町づくり、今後どうするのかが一番重要な問

題と思う。１１日には自治会に下ろしてもらいたい。 

吉浦武徳委員 

 １１日に、１時間ばかりポイントだけ説明してくれんか。 

委員長 

 事業を言ってもわからんので、過疎債でこういうことができる、何か提案ないかと言っ

てほしい。 

部長 

 私共で調整して対応したい。 

吉浦武德委員 

 ９月８日に再度自治会で吸い上げる。 

支所長 

 岸川委員と山口委員からの、こちらだけの会合を持ちたいというご提案はどうか。 

門脇恵委員 

 町の未来像がこのメンバーでも統一していないので、未来像を考えた上で夫々の団体に

下ろしたほうが良いのでは。過疎債があります、いろんな事業ができます、意見を行って
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くださいでは吸い上げにくいのかなと思う。 

委員長 

 住民がどう捉えるかが重要になってくる。委員さんが団体に下ろして、団体の未来をど

う捉えるかも必要と思う。自治会に下ろしても、あがってくるのは稀と思う。ここにいる

委員さんは団体の長などなので、持ち場で見つめてもらうのも重要と思う。 

 ８月１１日と、後のはまだ未定なので後もって決定していく。２回目は盆過ぎに全員集

まっていただきたい。それでよろしいか。 

門脇恵委員 

 全員とはどこまでの全員か。 

委員長 

 定例の会議は今おそろいの皆さんが出席するのか。 

支所長 

 そのつもりですが、岸川委員さん山口委員さんから支所と委員だけというご提案があり

ましたので、その点を先ほどお伺いさせていただいた。 

吉浦利清委員 

 岸川さん、２回目は支所と我々だけでするね。 

委員長 

 例えばどういう内容でこのメンバーだけでするか。言いたい放題言って、議題を煮詰め

るということですか。 

岸川美紀子委員 

 それをふまえて、自分たちはこう思っていますと役所にいう。どこまで役所がサポート

できるのかとか。 

吉村剛委員 

 計画はもうあって、期限が決まっている。民間の村おこし団体みたいに議論して、さあ

何しようかというのとは別ではないか。この委員会は、行政がはっきりたたき台を出して

いるので。アイディアはアイディアでそれを自分たちでどう事業に組み立てるか、時間も

ないし、そういう技術も無いので、行政はプロなのでそういう部分は出してもらわないと

どうにもならないと思う。自分たちで計画書作れ、みたいになってしまう。 

岸川美紀子委員 

 それはそれで、加えてこういうのも取り入れてもらいたいとか意見が無いかなと。 

吉村剛委員 

 それは夫々の仲間内ですればいい。 

吉浦（利）委員も言われたが、今後どう考えていくかの文章は出してもらわないと事業

計画だけだと見えてこない。 

委員長 

 それと、委員さんの中から別の事業があるのかというのも出さないといけない。この事

業だけじゃないわけですよ。 

岸川美紀子委員 

 それを話し合うために、支所と話し合ったらどうですか。 

委員長 

 それを２回目ですればいいね。 

岸川美紀子委員 

 まだ間に合うんでしょ。 

吉村剛委員 

 いろんな人達の情報知りたい。 

吉浦利清委員 

 諮問回答で終わるか、その中に、少し考えてみてくれと入れるか。 

馬場﨑直子委員 

他に何かありますか、と市が求めているが、みんなで話し合ってという時間が無いわけ



- 10 - 

 

でしょ。 

吉村剛委員 

アイディアはいろいろあるが、予算の上でまちづくりをどう考えているのかわからない。

考えがほしい。 

吉浦利清委員 

 出さないといけない。実効性のあるものにしないと。 

門脇恵委員 

 今回通らなかったとしても、言わなかったら次回は無いので、今の事業も５年前１０年

前に出た話が実現化されていると思う。タイムラグがあっても本当に必要なものなら残し

ていかないといけないし、やらないといけないことがあると思う。皆さん本当にこれでい

いのか、教育も福祉もまったく触れられていないこの状態で本当にいいのでしょうか。今

回この五カ年計画に入らなかったとしても、少しでも町の中から意見が出たら、反映させ

てくれますよね。 

部長 

 これは過疎債事業なのでこれしかお示しできないが、教育全体の事業はもっと広い。こ

こにあるのは過疎債にのせる事業。エアコンも、当たり前と思われるかもしれないが、こ

れまでなかったものを付ける事業。これだけで全部考えるのは難しいところがあると思う。

おっしゃるように、ベースがないと考えにくいのでしたら、ごもっともですので、次回に

そこを押さえながら作っていかないといけない。 

地域の活性化を２年３年かかってじっくり考える部分と、これは過疎債をいかに使うか

の事業で、短期間に考える計画の部分とは区分けが必要と思う。 

立石信也委員 

 委員長と事務局とで次の進め方を打ち合わせて決めてもらいたい。 

部長 

 ８月１１日の自治会長会議は、うちの誰かが出席する。 

今後の進め方は、委員長と相談して、２回目は盆明けを目途に開催を計画させてもらい

たい。 

 

委員一同了承 

 

支所長 

 事務連絡 

 以上をもちまして第１回の策定会議を閉会します。長時間にわたりありがとうございま

した。 

 

２２：００ 終了 

 


