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第 2 回新幹線駅まちづくりワークショップ議事録 

18：30～18：31 開会(三浦都市計画係長) 

これより、第２回新幹線駅まちづくりワークショップを開催致します。先

ず本日の予定ですが、前段 20 分ほどまちづくりに関する説明をし、その後

ワークショップを1時間半ほど、最後にまとめを10分ほどで、全体で2時

間ほど、8 時半を終了目処に進めてまいりますので、よろしくお願い致しま

す。 

あと本日、倶知安町と同じく新幹線駅が建設予定されている長万部町から

3 名の方が本町のワークショップの見学と言うことで見えられておりますの

で、是非、本町の町民パワーを見せてやってください！よろしくお願い致し

ます。 

18：31～18：43 前回のＷＳ全体総括（山下新幹線まちづくり推進室長） 

皆様、おつかれさまです。こんばんは。第２回目ワークショップと言うこ

とでお集まりいただき、ありがとうございます。私の方から手短に前回の結

果を踏まえた上での説明をさせて頂きます。 

■第２回ワークショップで、重視したい部分 

手元にあるレジメと同じものなのですが、第２回目ワークショップと言う

ことで、先ずワークショップ②という所なのですが、前回聞こえてきたのは、

時間が足りなくてアイデアを出す時間がなかったという話が多々ありまし

た。そのため、今回はそのアイデアをさらに出し合おうと言うことでこうい

う形で書いております。これは前回も提示したワークショップの資料なので

すが、赤く書いています「アイデアを発想」これを重点的に出していただき

たいと思っております。また、「問題点の収集」もまだ足りない部分があれば

どんどん出して頂きたいと思っていますので、よろしくお願い致します。 

■第１回ワークショップアンケートについて 

続いて、写真を見せる前に、前回アンケートを取りまして色々な意見を頂

きました。その出た意見に関して、事務局として意見を反映して行こうと言

うことで、口頭で説明させていただきます。 

先ず時間についてですが、いろいろな意見がありまして、長い、短い、丁

度よいと全部出ました。ただ、一番多かったのは短いと言う意見なものです

から今回は事前説明、私たちの説明はかなり短くなりますので、議論の時間

が増えると思いますので、その中で議論を出して頂きたいと思います。 

続きまして、運営についてなのですが、議論の方向性がぶれないようにチ

ェックしてくれと、暴走を止めてくれという話だと思いますが、基本的にワ

ークショップの場合は、議論がぶれるのも偶発性と言うことでそれもありと

考えています。予期せぬことが起こることで意外と予想も出来ないような秩

序が生まれると言うこともワークショップの醍醐味ですので、今のところ事

務局としてはもう少し静観してみたいなと、本当によっぽど道が外れた場合

は事務局で介入して行きたいと思いますが、まだもう少しみなさんで意見を

出してもらいたいなと言うのが事務局の本音でございます。 
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続きまして、発表の際に取りこぼした事を付け加える時間がほしい、これ

は事務局のミスでしたね。こういう時間を今回から持ちますのでよろしくお

願いします。 

あと、図面が使われなかった。確かに図面は用意したのですが、あまり使

われていないと、この図面に関しては倶知安の地理を意識した意図で作られ

たものでして、まだ具体的にアイデアを出している途中なものですから、な

かなか倶知安町の地理を意識した、ニセコも含めた感じで意識したワークシ

ョップになっていないのが現状です。今後は、より地理を意識した形で、第

３回目以降はその観点からワークショップを進めて行きたいと考えていま

す。 

続いて、時間を把握し易い体系を作ってほしい。これは、時間の流れが解

からないと言う話もあったものですからこれは了解でございます。そこで今

回は節目の時間に、まめに声かけをしようと思っていますのでよろしくお願

いします。 

あとグループ内での役割分担、これもちょっと時間がかかっているので、

なるべく早く決めてほしいと言う意見がありましたので、この点はうちのワ

ークショップの中に役場職員が入っていますので、そちらの方でイニシアチ

ブを取って役割分担を迅速に決めて行きたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

それとあと若者、よそ者をコーディネートしてほしいと言う意見がありま

した。これはうちの事務局も考えていたことでして、これは平成 25 年以降

進めますのでその中での課題とさせてください。今回は長万部町の方も来て

いただいているということですので、様々な立場の方々と連携を図って行き

たいと思います。 

その他、つまらない、めんどくさいと言った雰囲気作りはあっては困るの

で頼みますと言った話がありましたので、今回は雰囲気作りの一貫でこの様

な形で音楽を掛けております。趣味が合うかどうかは解からないんですが、

邪魔にならない程度の音楽に限定したつもりです。もし何かみなさんのリク

エストとかがあれば、あまりビートが利いていない様な曲であれば受け付け

ますので、なにかあれば教えてください。 

あと、キーワードを事前に知らせてほしいと言うことで、まあ、まっさら

な中でのワークショップだったので、なかなか議論が進まなかったと言う意

見がありましたので、今回お配りした手元の資料の中に、ある程度まちづく

りで関係してくるキーワードを載せましたのでそれを見ながら議論をしてい

ただければなと思います。 

■他の街の新幹線・・・・軽井沢駅（長野県）・・・・ 

先月、私たち役場の方で視察に行ってきました。場所は長野県の軽井沢駅

と新潟県の越後湯沢駅と言うことで、見て来ました。その写真をお見せしま

す。今日の議論の参考になればなと思います。先ず、軽井沢。これ軽井沢の

写真ですが、軽井沢町の人口がいま２万人います。新幹線開業前は1.5 万人

と言うことで、今の倶知安とほぼ同じ人口と言うことで規模が似ているとい
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うことで、似たような町と言うことで視察に行って参りました。新幹線に関

しては、倶知安は高架構造で走るのですが、軽井沢の新幹線は地べたを走っ

ておりまして、交差する道路が上をまたぐ構造となっております。ですので、

町のあり方はちょっと違うのですが、参考になる部分が多々ありましたので、

その辺を説明して行きたいと思います。写真の新幹線ですが、武田信玄なの

かと思いますが、こういうデザインを載せてローカル性を意識したデザイン

を作っております。 

これは軽井沢駅の全景でして、新幹線が地べたを走っているものですから

それをまたぐための自由通路、右上にあるのですが、歩行者が駅の南北を渡

り歩ける様な自由通路が整備されております。右下にあるのが、駅前広場の

緑地スペースと言うことで、駅前の広場なのですが、かなり大きい、ほぼ街

区公園のようなスペースを取っておりまして、これをシンボルのひとつとし

て軽井沢は考えているようです。 

続きまして、これは駅舎全景です。駅前道路、左下にレンタサイクルがあ

ったのですが、実はこのレンタサイクルと言うのが、かなり多くありました。

ライバルがしのぎを削っているような状況で、これも倶知安町としては参考

になる部分なのかなと思われます。送迎バスも載っております。続きまして、

駐輪場、バス停留所、これは駅前広場の横に設置されておりました。 

■他の街の新幹線・・・・越後湯沢駅（新潟県）・・・・ 

続きまして、新潟県の方に移動しまして、越後湯沢駅と言う所を見て来て

おります。越後湯沢駅に関しては、実は町の近くに高速道路のインターチェ

ンジがあり、かつ、スキー場が複数あります。こう言う所が今後の倶知安町

のまちづくりと似ている部分なのかなと思います。高速道路と新幹線駅が非

常に近くて、上手に交通連携を取っている状況でした。そして駅裏に温泉街

の商店街がありまして、うちと同じように住民参加でまちづくりを進めてい

ると聞いております。写真に戻りますと、新幹線ですが、私も初めて乗った

のですが、この新幹線が２階構造と言うことで、１階と２階がありまして、

容量が倍になるメリットがあるようで、なかなか景色も良く見えました。そ

して、おみやげ店ですが、駅舎の中にあります。かなりの面積を占めており、

品数は充実しておりかなり繁盛している状況でした。右下には、駅舎内にプ

リンスホテルの案内所がありましたが、ちょっと開いていなかったので状況

が解かりませんが、この様な形で観光サービスを進めている模様です。 

続きまして、これ駅舎の中ですが、やはり新潟県らしく、利き酒店を駅舎

内に用意していまして、観光客に振舞っている模様です。そして、駅前広場、

これはごく普通の駅前広場なのですが、やはり豪雪の町と言うことで、庇を

付けて、雨、雪から観光客を防げるような形で整備しております。 

続きまして、興味深いものとして、周辺市町村対象駐車場ということで、

広域観光駐車場の写真を載せております。これは何かと言いますと、湯沢町

民は別の駐車場を使うのですが、湯沢町以外の市町村がもし新幹線を利用す

るために駐車場を使いたいと言った場合、この様に広域観光駐車場というこ

とで、「すみ分け」を図っております。この駐車場を整備するためには、お金
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を出し合わなければならないのですが、これら周辺の市町村がお金を出し合

って、この駐車場を整備していると言う非常に珍しい駐車場を見かけており

ます。そして左下ですが、新幹線、これ高架が左手なのですが、かなりの高

さの高架構造となっております。おそらく倶知安町に新幹線が来た場合、そ

れなりの高さの高架の駅が出来ると思いますので、この様なイメージなのか

なと思われます。地べたに走っているのは、在来線です。在来線は地べた、

新幹線は高架ということで、このように高低差が生まれるような町づくりに

なっています。倶知安町に関しては、在来線はまだどうするかと言うのは今

後決めて行く中で、この様な形態もあり得ると言うことで一つ想像してみて

ください。 

続きまして、この高架の下に関してはどう利用しているかと言うと、やは

り駐車場というのが多くて、他の商業形態は見受けられませんでした。様々

なアイデアがあるとは思うのですが、湯沢町としては、このような状況でし

た。以上でございます。 

今日は第２回ワークショップということで、みなさまと様々な議論を出し

合ってですね、またいろんな議論を熟成させていただきたいと思います。ど

うもありがとうございます。 

18：44～18：49 前回感想と本日の期待等（北海道工業大学 濱谷先生） 

■１回目を終えて見えてきたこと 

どうも、おばんでございます。 

今日は2回目と言うことで、私どもから1回目を終えて見えてきた事と言

ってちょっとパワーポイントを作ってきました。 

先ず 1 番目は、非常にいい方程式だと思っています。「招く、働く、イコ

ール 住む」と言う。これはチーム1から出てきた非常にいいコンセプトだ

と思っているのです。 

チーム 2 からは、「しっかりした田舎なまち」 ここがポイントだと思い

ます。田舎なまちという書き方がポイントですね。こう言うコンセプトが出

て来ました。 

チーム3からは、「倶知安らしさを生かした町」という非常にシンプルな、

申し訳ないのですが、どこの町でも出てくるようなコンセプトなのですが、

こう言うものが出て来ました。 

これらを、今日はもっともっと発展した将来の倶知安町の具体的なイメー

ジまでですね、話し合って貰おうと言うのが今日のワークショップの趣旨か

と言う風に僕なりに考えています。 

■グループ１のキーワード（考える視点） 

それで、グループ1のキーワード、考える視点を3点ばかりを整理して見

ました。グループ1のみなさま、ちょっと耳を澄まして聴いて下されば幸い

です。 

1 つには、「招く」と言うターゲットは 1 つではないと言うことをちょっ

と頭に入れてワークショップをして見て下さい。 

2 つ目は、「働く人」と言うのは地元だけではないと言うことも頭に入れな
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がらちょっと考えて見て下さい。 

3 つ目ですが、「住む人」は、永住あるいは若者とは限らないと言うような

事も、ちょっと頭の中に入れて議論して見て下さい。 

■グループ２のキーワード（考える視点） 

次です。グループ2のキーワード、考える視点です。3つ同じく整理して

見ました。すべてを都市化、便利なまちにすることではない。これもちょっ

と頭の中に入れて考えて見て下さい。すべてを便利にする事ではない。 

2 つ目ですけれども、これ大事です。まちの経営意識を持った、育てるま

ちづくりと言う事をちょっと意識して見て下さい。 

最後に3つ目ですけれども、○○で○○な○○都市をみんなの総力、ここ

にあてはまるような事がみなさんの中から出てくると、より具体的なイメー

ジが議論できるのではないのかなと思っています。 

■グループ３のキーワード（考える視点） 

さて、グループ３のキーワードを考える視点です。 

1 つ目、7 つキーワードが出て来ました。非常にですね、都市整備さんが

きれいに精査してありますね。グループ３から7つのキーワードが生まれて

います。このキーワードから膨らむイメージを考えて見て下さい。1 回やっ

たグループ３の方は、解かっていると思いますけど、7 ついいキーワードが

出て来ています。それを大事にして下さい。 

それから2つ目、○○らしさを生かした実例をメンバーの中で知っている

方がいたら意見を出して見て下さい。そういうなんとからしさ、なんとか町

らしさ、なんとかのらしさを一貫して実例を知っている人、もし必要であれ

ば、私がネゴシエーターをして今回はワークショップのテーブルに入って行

こうと思います。 

3 つ目が、時間をかけて作るらしさもあると言う事を考えて下さい。今あ

るものであって、まだ時間があります。20 数年あります。ちょっと早まる

と思いますけど。時間をかけて作るらしさの存在、らしさと言うのは、作る

ものもあると言う事を考えながら、今日は議論して見て下さい。 

最後ですけれど、今夜も楽しく、かつ、しつこく、粘り強く、熱く、私が

もっと愛したい町は、私が、私たちが育てると言う気持ちで。新幹線は夢も

希望も人もお金も運びます。かつ、我慢することも運んできます。この視点

は絶対忘れないで下さい。我慢する事もあると言う事を。1 回目から出てい

ましたけれど、今日は、私のメッセージはこう言うメッセージで終わります。

ご清聴ありがとうございました。がんばりましょう。 

18：49～19：00 前回テーブル総括（㈱都市整備コンサルタント上野） 

みなさん、こんばんは。都市整備の上野です。今、浜谷先生がポイントを

全部言われましたので、チョット私なりに考えてきたものがありますが、必

要なくなりました。それでもせっかくですので多少お話したいと思います。 

第 1回のテーマは、皆さん相当悩まれたと思います。多少観念的なテーマだ

ったものですから、相当苦労されたと思います 

新幹線が実現した場合の倶知安町の都市のイメージですとか、それを「ま
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ちづくりの柱」としてまとめさせてもらいました。 

事前に配布された報告の③というところに、各テーブルのまとめたものを

Ａ4 判でまとめてあります。私なりに感じた事は、浜谷先生と重複するかも

しれませんが、第1グループが言っていた事と言うのは、新幹線が実現して

創造できる事について、観光客や近隣町村から来る人は増えるけど、住む人

が増えるわけではない。それから倶知安町民が外へ行く機会がものすごく増

える、ですから入ってくる人も増えるけど出て行く人（ちょっと変な言い方

ですが）も増える、要するに流動人口が駅及び駅周辺に増加する、これが主

たる論点だったのかなと思います。それを説明するため、いろんな形で提案

して頂いたのですが、最終的に提案概要で、先ほど浜谷先生がおっしゃった

「招くと働くを結びつけ、住むを充実する」と、そういう言うところに、私

は最初に今日のテーマはこういう事で、こういう事を最後成果としてまとめ

てくださいと言いました。それは、キャッチフレーズと言う形でテーブル名

になったのですけれど、それと、こちらが言った訳ではないのですけれど、

各々のテーブルがキャッチフレーズにプラスして、何とかかんとか、何とか

かんとかという事を書いてありました。私はやっぱりたいしたものだと思い

ました。要するに、事前配布された③報告の冊子を見ると、キャッチフレー

ズがあって、その下に必ず第 1 グループですと、「招くと働くを結びつけ、

住むを充実する」というサブタイトル的なものが各グループみんなについて

います。これが偶然かどうかわかりませんが、まちづくりを業としている方

から見ると、まあ、良く皆さん計画を作る時に、理念は何んだとか、基本方

針はなんだとか、基本目標はなんだとか、言葉にすると解りづらいですが、

そういう言葉で結構積み重ねて行くんですね。３つのグループのキャッチフ

レーズの下に書いてあるものが、見事に、まとめている時にビックリしたん

ですけれど、例えばグループ1の「招くと働くを結びつけ、住むを充実する」

というのは基本方針にあたります。で、第 2 グループのキャッチフレーズ、

「来たくなる、住みたくなる倶知安」、この下に、発表の時に最後に宮武さん

がおっしゃった、さらにしっかりした田舎を目指すんだ、これが私どもの概

念でいくと、将来都市像です。札幌になる訳ではない、だけども、田舎では

あるけどしっかりした田舎になる、というこれは、将来都市像に括られると

考えています。 

そして、3 グループ目の中島君が発表してくれた「倶知安らしさがあふれ

るまち」、これ先ほど浜谷先生が 7 つのフレーズを大事にして頂きたい、と

言いました。これも、サブタイトルとして「さまざまな可能性、倶知安らし

さを活かしたまちづくり」これはもう、計画論的には基本目標にあたります。

将来都市像、基本目標、基本方針というふうに、偶然かもしれません、私ど

もが要求した訳でもないのですが、そういう風に全体のまとまりとして整理

されました。 

あと、第2グループでは、特徴的な事は、新幹線がハブになるという事で

す。ハブとは「人の移動や物の流通を円滑に進める機能」という言い方をさ

れています。ですから飛行場のハブ空港とは、そこが人の移動を円滑にする、
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ポイントになる機能を有しているという事ですネ。それを活かした交通ネッ

トワークですとか、観光を中心としたまちづくりを進め、定住人口を増やす 

とい事でした。 

グループ3で言いますと、直接こうは言ってはいないのですけれど、私ど

もはこういう風に感じました。新幹線の最大の恩恵はまず町民自身にある。

だから、町民自身が楽しくなるような、学び楽しめるメニューづくりや街並

みと言う事、そして観光ではおもてなしと言う意識が大事という事を強く感

じました。 

そういうような事で相当雑駁ですが、まとめております。この辺も、最終、

随時議論が煮詰まってきたら、それと次回以降を踏まえ、いろいろ整理整頓

して行きたいと思います。 

今日のＷＳの進め方と言う事でチョット説明させていただきます。タイム

テーブルに沿って、今6時50分、実質的なテーブル作業は7時からです。

最初にやる事は、前回と同じ役割分担、5 分と書いてありますがあまり時間

をかけないで行ってください。持ち回りでやる事は前回も伝えてあります。

その次にやる作業としては、テーブルの上に簡単なＹＥＳ・ＮＯクイズ、第

1 回の議論を踏まえたＹＥＳ・ＮＯクイズ、簡単なクイズですので、これも

時間をかけないで行ってください。考えて答えるものではありません。司会

者の方、倶知安の未来を考えるクイズ、人口はどうなる、もしくは街なみは

どうなる、交通はどうなる、観光はどうなる、これをせいぜい5分位でアン

ケートをしていただきます。その結果を横目に見ながら、議論を進めていく

事になります。それが終わってからきょうのメインの作業に入ります。 

テーブルの上のシートに、前回いろいろ提案頂いた事を「まちづくりの柱」

ですとか、「それを実現するには」と整理し、事前に今日は網掛けの部分を議

論しますよという、Ａ3ものが配布されていると思います。それについて 

具体的に作業していただきます。司会者の方は、まちづくりの柱ごとに色分

してありますので、留意して作業を進めてください。 

書き込みの時間、内容について前回のものと重複してもちろん、かまいま

せん。前回は具体的な提案を求めていた訳ではありません。都市像をイメー

ジするために必要だと思われる事を皆さん、提案をして頂きました。今日は

もっと深化して、突き詰めてお書き願いたいと思います。 

貼りつけタイムは前回の2倍ほど取っています。補足の言葉を加えながら

貼って行って頂きたいと思います。それと今日は、5 分間、浜谷先生チョッ

ト来てタイムを設けました。困った事なり、聞いておきたい事があれば、5

分間各グループ必要だと思いましたら、司会者の方は事務局の方に言ってお

呼び頂きたいと思います。それと、休憩をしている時に前回もお配りしまし

た、今日のＷＳについての感想や意見なりを記入し、帰り際に出して頂きた

いと思います。それ以外につきましては、私が順次テーブルを回ってどの様

に作業をすればよいのか、浜谷先生を呼んで聞くのもよし、私が巡回した時

に説明してまいります。と言う事で、7 時になりましたので、皆さん椅子を

持って、各テーブルへ移動してください。 
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19：00～20：00 グループ作業（省略） 

20：00～20：07 休憩・移動 

20：07～20：33 グループ発表（別添シート） 

20：33～20：37 本日のまとめ（北海道工業大学 濱谷先生） 

みなさん、お疲れ様でした。率直な感想は、すごいなと思いました。前回

と比べますと、今日の3チームは、だんだん時間軸の考え方とか組織作りと

か、それから啓蒙活動とか、いろいろと変わって行かなければならないとい

う考え方、視点が随所に出て来たような気がします。ですから、１回目のワ

ークショップと2回目のワークショップでかなりの差が出て来ています。い

い意味で成長しているワークショップになってくると思って、私自身、もの

すごく手ごたえを感じています。 

逆に言えば、手ごたえを感じた上に今日のコメントに非常に悩んでいまし

た。たくさんメモも取りましたけれど、いったいどのような切り口で総評し

ていいのかまだ頭が整理されていませんけれど、基本的に言いますと、この

ワークショップ、3回で終わります。ですから、あと年明け3回目で一応今

年度の終了を向えますけれども、強いて言うならば、先ほど言ったように、

今できる事、あるいは 5 年後できる事、10 年後できる事、15 年後できる

事、20 年後になるなど、その辺の時間の考え方をもう少し頭の中に入れて

整理していくと、もっと広がりのある考え方になってくる気がします。5年、

10年、15年、20年そういう話が1つと、それから先ほど前回キーワード

を言いました。実際的にやっている町などにアイデアがたくさんあります。

ですからこのアイデアを別としてやっている、成功している、失敗している

はあるかも知れませんけれど、その実例をコンサルさんがやるのか役場のみ

なさんがやるのか、僕の研究生がやるのかいろいろ協議しなければいけませ

んが、その実例も、例えば湯沢の写真を見せましたけども、あの裏側に隠れ

ている実際的にやっている事とか、そういう事をこの場で、次年度の課題と

なるかも知れませんけれど、提供するようなワークショップになればもっと

もっと議論が沸騰するような気がします。 

それで1つ思ったのは、先ほど子供というお話がありました。僕は実際、

1 回目に今生まれた子供が二十歳、大学生になる頃やっと新幹線の駅ができ

て開通する話をしました。その辺の考え方をもう一度整理すると、私のアイ

デアレベルですけれども、町民のみなさんが、子供をちゃんとそういう意識

を持ってこの町づくりに参加させて行くための素地の作り方の一つとして、

今日は最後にアイデアを提供して終わりたいと思います。 

実は、札幌の琴似という町あるいは麻生町という商店街とちょっとかかわ

っているのですが、いま子供たちに自分たちの商店街、自分たちの麻生エリ

ア、琴似エリアが将来どうあるべきかと言う「夢アイデアコンテスト」、よう

するに絵を書かせているのです。それは、5年後の絵、10年後の絵という、

そういう時間軸を考えた絵を書かせています。それにプラスアルファ、思い

つきで申し訳ないのですが、いま幼稚園、保育所の子供がこの町にも何人か

何十人かいると思います。幼稚園の時代に書いた絵、小学校3年生までに書
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いた絵、6年生までに書いた絵、中学校3年生までに書いた絵、高校3年生

までに書いた絵、大学 4 年生までに書いた絵、この軸で、ずぅーっとこの

20 年間の「夢アイデアコンテスト」を続けることによって、この町の子供

たちはずぅーっとその成長記録の中で、自分の夢を絵や言葉で表現する、そ

ういう流れが生まれる。と言う事は、この町に大きな愛着を持った子供たち

がずぅーっとこの町のことを考えて行く。さらに、これには裏があります。

幼稚園、小学校低学年、高学年、中学校、高校、大学、六期連続してグラン

プリを決めましょうよ。最後までずぅーっと通して絵を出してくれた子供た

ちに賞品としてＪＲ新幹線一週間乗り放題券をさしあげるとか。この町に愛

着を持った子供たちがこの町に残って、一緒にまちづくりをしてくれること

を願って、僕の総評を終わらさせてもらいます。ありがとうございました。 

20：37～20：38 次回の案内(三浦都市計画係長) 

第三回目なのですが、年明け、２月末に「雪トピアフェスティバル」があ

るものですから、そちらに手をさかれる方も多いと言う事で、それが終わっ

てから、今年度最後のワークショップを行いたいと思っています。 

20：38～20：39 閉会（山下新幹線まちづくり推進室長） 

みなさま、今日は本当にお疲れ様でした。長い間ありがとうございます。 

みなさまの闊達な意見を聞かせて貰いまして、非常にすばらしいなと思った

反面、ちょっと胸が重苦しくなった思いがありました。なぜかと言いますと、

私は事務局であり、行政という立場もありますので、いろんな斬新な意見も

出た中で、やはり厳しいなと言う意見もありますし、これできるかなと言う

リアルに頭の中で考えてしまう部分がありました。これは正直な私の思いな

のですが、これをうまくフィードバックさせて、役場の政策にどう転換して

いくかと言う事を来年議論して行きたいと思います。この辺の話は、来年度

詳しく行政も関わり、協力体制をとって、一緒に頑張って行きたいと思うの

でよろしくお願い致します。 

本日はありがとうございました。 

 
 


