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別 紙 

審議の概要 

１、開 会 

山本(輝)課長～こんばんは。夜分お疲れのところご出席いただき誠にありがとうございます。

初めに委員の皆様の出欠状況ですが、お仕事の関係等ご都合が悪いということで

30名の委員の中で12名欠席ということで連絡をいただいております。その他に２

名の方がお越しになっていませんが、定刻となりましたので、只今より第２回浦

幌町総合振興計画審議会を開催いたします。 

はじめに山岸会長からご挨拶いただきます。 

２、会長あいさつ 

山岸会長～こんばんは。夜分お疲れのところお集まりいただきまして誠にありがとうござ

います。例年に無く連日寒い日が続いております。そんな中、平昌オリンピックで

は熱い戦いが繰り広げられ、日本選手を初め、各選手の活躍に感動するとともに

勇気をいただいたところであります。まだまだ、オリンピックの興奮冷めやらな

いところでありますが、いつの日か浦幌町からオリンピック選手が選ばれ町民が

こぞって応援できる日が来ることを願っているところでございます。 

 さて、２月６日から９日まで各専門部会を開催してまいりました。専門部会で

は色々なご意見、ご質問をいただいたところでございますが、本日は全体会議と

なっておりますので、活発なご審議を賜りたいと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 簡単ではありますが開催にあたっての挨拶といたします。よろしくお願いいた

します。 

３、町長あいさつ 

水澤町長～こんばんは。今、平昌オリンピックで日本人の活躍、特に北海道出身選手の活

躍が報道されておりますが、実は髙木姉妹のお父さんが浦幌町出身でございまし

て、おじいちゃんが浦幌町にいるということで、ふるさとが浦幌町。幕別町ばか

り注目されていますけど、浦幌町ももう少し注目されてもいいかなと思っている

ところでございます。それは別にいたしましても浦幌町総合振興計画審議会につ

いては大変お忙しい中、ご出席をくださいまして、また皆様にはこれまで各専門

部会におきまして精力的にご審議をいただきました事に、改めましてお礼と感謝

を申し上げます。 

今日は各専門部会開催結果、第３期まちづくり計画掲載事業の変更及び新規事

業についてご説明をさせていただき、全体的な審議をお願いする内容であります。 

平成30年度の浦幌町予算につきましては、２月21日に報道発表させていただき、

新聞にも載っているところでありますけれども、第３期まちづくり計画の重点プ

ロジェクトを中心に予算編成を行ったところでございます。平成30年度の一般会

計につきましては62億67,000千円。前年度当初比で6億6,900千円の減で、9.6％の

減、特別会計につきましては26億92,173千円、一般会計と合わせた合計は89億

59,173千円、前年度当初比765,047千円減で7.9％の減という予算を組ませていた



だきました。 

この３月５日から始まる第１回定例議会に上程することとしております。昨年

度の本町の一般会計につきましては、自主財源が22％、依存財源が78％となって

おりまして、一般会計歳入の53％を地方交付税が占めている状況でありますので、

限られた財源の中でより効率的、効果的な予算編成とともに予算執行をしていく

必要が益々強まっているものと考えているところであります。 

第３期まちづくり計画も後期計画に入り、10年計画の後期５ヵ年で見直しをさ

せていただきまして、皆さんにご審議をして頂いたところでありますけども、日

本全体が人口減少社会に陥っていく中で浦幌町についても人口減少が直近の課題

であります。特に人口問題についての取り組みをしていかなくてはならないと思

っているところでありまして、第３期まちづくり計画につきましては、委員の皆

様のお知恵をお借りして「浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、今

進めているところであります。子育て支援、また環境づくりを進めるなど引き続

き、政策を進めてまいりたいと思っておりまして、第３期まちづくり計画のテー

マであります、「みんなの知恵 世代を超えて創るまち」、これをしっかり進めてま

いりたいと考えておりますので、皆様にはお忙しい中、ご審議を賜りますことを

お願い申し上げながら簡単でありますけども、開催にあたってのご挨拶とさせて

いただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

４、審議事項 

（１）第３期浦幌町まちづくり計画掲載事業の変更及び新規事業について 

山本(輝)課長～本日の会議の流れについて説明させていただきます。本日は第１章から第６章

まで説明、質疑を行いまして最後に重点プロジェクトの説明と質疑を行いますの

でよろしくお願いします。また、資料１の基本計画施策別シートは部会で使った

物です。こちらは田村係長から、そして、今回ご案内と一緒に送付させていただ

きました、資料２の専門部会開催結果は小林課長補佐からご説明させていただき

ます。 

それでは第１章から説明をさせていただきます。 

事 務 局～第１章説明→質疑なし 

事 務 局～第２章説明→質疑なし 

事 務 局～第３章説明 

熊谷課長～32ページの６番「青少年健全育成事業」で「法務省から北海道を経由して交付

される委託費が当初から減額されると見込まれるため」とはどのようなところが

減額となるのかというご質問がありました。このご質問に関してですが、この委

託事業は、人権啓発活動地方委託事業といいまして、人権尊重の理念に関する正

しい理解と人権尊重思想の普及、高揚を図ることを目的にしており、法務省から

北海道を経由して浦幌町に委託されるものです。この事業の実施については市町

村の輪番により進めており、平成29年度は幕別町、平成30年度は浦幌町、平成31

年度は大樹町という順番になっております。この事業については第３期まちづく



り計画の後期基本計画を策定した平成27年度時点では１町村あたり100万円の委

託料で事業を実施すると北海道から説明がありましたので、計画書には100万円と

いう内容で掲載しておりましたが、平成30年度の事業実施にあたりましては、国

からの委託費が減額となっているため70万円ほどで計画を策定させていただきた

いと北海道から説明がありましたので、計画を減額としたものです。主な実施事

業の予定ですが、人権擁護に関わる講演会、また、人権尊重の啓発などを予定し

ております 

委 員～28ページの２番教育電話相談事業についてですが、この事業は電話料金という

ことで、基本料金ではないかと思うのですが、教育電話相談事業のための固定電

話の契約をわざわざしているのですか。 

鈴木次長～教育電話相談につきましては、１台を配置してありまして、個別契約しており

ます。その予算として６万円みているということになっております。 

委 員～他にある電話で対応する事はできないのでしょうか。 

鈴木次長～話の内容によっては、かなりプライベートなものがあり、事務所の中では話す

のが難しい内容のものもあります。それで、固定電話と子機を設置しており、通

常はその子機を持ち別室に行ってお話しを聞くという対応をとっておりますの

で、事務所の通常の電話でお話をすることは難しいため、別に固定電話を設置し

ております。 

委 員～子機を使い、他の部屋で電話できるなら、固定の契約をする必要性はないので

はないかなと思いますが。 

鈴木次長～毎年、電話番号の載った名刺程の大きさの印刷物を各学校に配り、「この電話に

かけてください」ということで、電話を別にして直接かけてもらうようご案内を

しているので、別に電話を設置させていただいております。 

委 員～経費削減の意味でも１年間に１件、また４件程度であれば、そこに固定電話を

ひかなくても、対応が出来るのかなと思うのですけど、浦幌町は財源も厳しい状

況だと思うので削減できるところはしていったらいいのではないかと思います。 

鈴木次長～経費節減ということでお話はありましたけど、教育相談電話に生徒が電話をか

けやすい、「別の電話だよ」という事を知って頂く為の対応でございましたので、

経費節減という部分も確かにあると思いますが、相談しやすい環境をつくるとい

うことで、別の電話を設置していることも子供達に知らせるという意味合いと、

この電話が鳴ったら相談ということが分かる様にしており、すぐ対応できるよう

にしている部分もありますのでご理解いただきたいと思います。 

委 員～28ページの施策の成果指標の３番地元産品を取り入れた給食の実施回数、平成

21年度27回、平成26年度39回、平成28年度30回とありますけど、年によって利用

回数が違うので、これは目標値が定められているのかと、カウントの仕方を教え

ていただきたいと思います。例えば、１つの食材を使ったら１とカウントするの

か、使われたメニューを１とカウントするのか。 

鈴木次長～浦幌の食材を使ったメニューの回数をカウントしていると認識しています。改

めて確認してから、お答えします。 



（回答：浦幌の食材使用のメニューを提供した日数をカウントしています。） 

委 員～28ページ６番の「生きる力」を育む特色ある教育活動支援事業について、１校

に15万円とありますが、学校によって授業内容が違うものなのかどうなのかと、

内容によっては生徒数が全く違うなかで１校15万円という金額がいいのかどうな

のか疑問に思いましたので、教えてください。 

鈴木次長～この補助金に関しては児童生徒数の大小に関わらず１校あたり15万円というこ

とにさせていただいております。内容としてはメニューを設定しており、それぞ

れの学校で選ぶ事になっておりまして、選んだ事業に対し事業計画を出してもら

い補助金を出すという事になっております。 

教 育 長～生きる力という事で「知・徳・体」を総合して生きる力といっております。具体

的に言うと例えば英語教育これから大事になっていきますが外国語活動とか英語

科、それから道徳やコンピュータを使った学習など今日的な課題に対して視察に

行っていただき、先進地域でそういった事例を見て学校に持ち帰り先生方に広め

る金額になっています。 

委 員～先生方の研修費代ということですね。 

（訂正：主に、学校が購入した教材（ドリル・学習ノート等）、書籍、備品（実験

用具等）、消耗品費等を補助支援しております。研修旅費は、学校教育事情調査事

業として、道内及び道外研修した教職員に対して補助しております。） 

委 員～29ページの９番浦幌スタイル推進事業で地域への愛着を育む事業とあります

が、「しゃっこいフェス」とか「うらモンゴー」は、こちらに入るのでしょうか。 

山本(輝)課長～「うらモンゴー」は小中一貫コミュニティスクールの事業となっています。「し

ゃっこいフェス」は、うらほろスタイル推進事業の中の子どもの想い実現事業に

入ります。これは浦幌中学校３年生から提案のあった事業とか、小学生の太陽へ

の手紙事業とか、こういった町に提案のあった事業の中から、子どもの想い実現

事業として毎月１回ワークショップで行なっております。「しゃっこいフェス」に

つきましても何か冬のイベントが無いかということで子供達から提案がありまし

て、それに基づいて実施しているところです。 

事 務 局～第４章説明 

小川課長～３項目について説明させていただきます。資料１の38ページ、資料２開催結果

の５ページに修正内容が書いてありますので、そちらもあわせてご覧願いたいと

思います。まず、施策別シートの38ページの８番老朽化対策事業について説明さ

せていただきます。修正の内容につきましては、事業費79,000千円から100,000千

円、道路補修延長1,952ｍを2,712ｍと訂正をさせていただきました。この理由に

ついてですが、老朽化対策事業は社会資本整備総合交付金という国の交付金を使

う事業により進めてまいりました。進めていた道路は、「町道厚内上厚内線」国道

38号線から厚内市街地への幹線道路について舗装の修繕工事をやっておりまし

た。この事業が直近になり、事業採択基準の変更が通達されまして、厚内上厚内

線の工事が簡易舗装という区分に該当しておりましたが、交付金事業の対象には

ならないということで、平成30年事業において除外されてしまった経過がござい



ます。この基準見直しに伴い地方財政措置として交付金事業からは除外されたの

ですが、公共施設等適正管理推進事業債という、別にお金を借り入れて事業を行

うという適用枠が拡充されました。そういった簡易舗装は町の単独において起債

を借り入れて整備するという方針が示されたわけでございます。そのことによっ

て、交付金事業、国の補助事業の計画にとらわれる事もなく整備を進められると

いう事で、町としても判断をいたしまして、より早い整備を促進するために事業

費を79,000千円から100,000千円に拡充するとともに、予定では平成31年度事業の

完了を目指して、今進めているところでございます。 

次に39ページ９番相川川西線について説明いたします。変更の内容は資料２の

５ページに記載していますので併せてご覧ください。この事業につきましては、

先ほど説明した老朽化対策事業の交付金事業で行なうと直近までは要望しており

ました。その要望枠79,000千円のうち48,000千円という事業費を要望していたわ

けなのですが、その分につきましては同一自治体内の他の路線に振替えて事業を

行うことができるという方針が示されました。町では市街地も含め、いくつかの

路線を整備していますが、特に相川川西線の進捗が遅れているところを踏まえて、

記載してある事業費188,000千円に先ほどの除外されてしまった交付金対象要求

額48,000千円を足して236,000千円という事業費に増額させていただきました。そ

れに伴いまして事業内容も改良延長、舗装延長ともに1,050ｍと予定しておりまし

たが、1,280ｍに事業計画の変更ということで今回訂正させていただきたいと思い

ます。以上が道路２項目に対する修正の内容でございます。 

続きまして、44ページ２番、併せて資料２の９ページをご覧願います。本町に

おきましては地籍調査事業を着々と進めてきたわけですが、先の国の補正予算に

より本町の地籍調査事業に対する予算配分について通達がございました。その額

が今回、平成30年度に予定していた事業内容に対する予算配分がされた経過がご

ざいます。44ページに記載されている「字常豊の一部」という地区と「字福山及び

字炭山、字常豊の一部地区」、事業面積5.88ｋｍにつきましては今、申し上げた補

正予算という予算配分によりまして、３月の定例会において補正予算を上程させ

ていただくことになっています。その事業費を用いまして、平成29年度予算とし

て執行することになったことがひとつ、あわせて、平成30年度の要望というのが、

ここに記載している事業費で要望を継続しております。 

 つきましては、この事業費に対する事業を確定していかなくてはならないわけ

ですけど、新たな地区に段階を進めまして、訂正後の地区としては「字常室、字円

山及び字常豊の一部」、事業面積としては4.45㎢という新たな別の地区に地籍調査

を着手していくことで、事業計画上なっておりますのでそのことに訂正をさせて

いただきたいと思います。 

事 務 局～第６章説明 

事 務 局～重点プロジェクト説明 

山本(浩)課長～51ページ１番出産祝金についての説明をさせていただきます。平成30年度の変

更理由といたしましては、算出方法の変更と出生見込み数の減少の２つのことに



ついて記載しております。そちらの内容につきまして、まず１つ目の出生見込み

数の減少についてご説明いたします。平成26年度までの出生数は年間30人台の人

数になっていましたので計画では40人の見込みで予算を確保していました。しか

し、平成27年度は27人、平成28年度は23人、平成29度年は25人の出生数となって

しまい、30人を割りこんでいる状態となっております。そのため平成30年度以降

に関しては、出産祝金を30人分の確保としたところであります。次に算出方法に

ついてですが、平成23年から平成27年の前期計画ではお一人あたり５万円を一括

で支払うという方法で行なっておりましたが、平成28年度以降の後期計画につき

ましては、出産祝金の増額ということで見直しをしたところでございます。また、

支払い方法に関しましても見直しを行なったところであります。平成30年度の当

初の欄をご覧いただきたいと思います。第１子が10万円×15人、第２子が20万円

×14人、第３子が30万円×９人、第４子が50万円×１人、第５子以降は100万円×

１人分で年間40人のお子さんが産まれてトータル8,500千円の予算を計上してま

いりました。当時は単年度で一括して支払うという方法をとっていました。次に

平成30年度の予算要求額をご覧ください。支払い方法を単年度で一括して支払う

のではなく、産まれたときの初年度に10万円を支払い、第２子以降につきまして

は、翌年度に２回目としてお支払いするという形に支払い方法を変更させていた

だきました。第１回目というのは平成30年度に産まれる子どもが30人と想定して

修正しております。第２子にも第３子にも産まれた年には10万円をお支払いする

という内容であります。２回目というのは昨年度に産まれた第２子以降に対して

支払う分でございまして、前年に産まれたお子様が第２子であれば、前年10万円

お支払いしているので残りの10万円をお支払いする。そして同様に第３子20万円

と書いているのは、総額では30万円を支払うので、それも昨年度に10万円をお支

払いしておりますので残りの20万円を支払うというような形で第２子から第５子

までは前年に出生した実績に合わせた人数で算定した値で対応しています。最後

になりますが、産まれた年は第１回目として記載しておりまして、第２子目から

は翌年に残りの分を支払う形として第２回目というのが表記されております。ご

理解いただきたいと思います。 

委 員～出産祝金のことなのですが、これを変えた理由を教えて下さい。 

山本(浩)課長～後期計画になったとき委員の皆様から意見をいただきまして、１度に支払った

場合に次の年に転勤とか転出される方がいるものですから１年間様子を見るよう

な形で、複数年度で贈呈したほうがいいのではということで変更したところでご

ざいます。 

委 員～転出された方には最初の10万円は払うけど、次の年に転勤になると、払わない

ということですよね。 

山本(浩)課長～はい。そのとおりです。 

委 員～今のところいないかもしれませんが、例えば４人目、５人目を産んだ家庭が転

勤族でしたら、２年目にお支払いするとなると、３年目にいなくなったとしても

お支払いするという解釈でよろしいですか。 



山本(浩)課長～はい。そのとおりです。第２子目以降は、次の年に残りを支払って終わりです

ので、３年目はありません。 

委 員～３年目に転勤しても、全額支払うという解釈でよいということですね。例えば

５人目だと100万円になるので、３年目に転勤をしてしまったら、浦幌町にメリ

ットが感じられないのではないかと思うのですが。 

山本(浩)課長～浦幌町で出産されて、３年目に転勤された場合ということであれば、１年目に

10万円、第２子以降であれば、翌年に残りをお支払いするということになります。

また、一人お子さんがいる家庭が転入されて、浦幌で二人目を産んだ場合、本人

にとっては二人目でも、浦幌で産まれた子が一人目となりますので、10万円のお

支払いで終わりということになります。 

副 町 長～補足になりますが、第１子、第２子の定義といいますか、対象は、浦幌町であく

までも産まれた方が、第１子、第２子というカウントになります。例えば、違う町

でお一人産まれていて、本町に来て二人目がお産まれになっても、あくまで浦幌

町で産まれた方としているため、第１子となります。浦幌町に１年以上住んでい

ただいてということになります。第５子の産まれた方であれば５年以上の居住と

なりますので、そのような形で居住して頂いた場合に贈呈するものです。 

委 員～受け取って、３年目に転勤した場合には、やはりメリットが感じられないと思

うので、10年かけて10万円ずつ出してもいいのではないかと思いました。 

副 町 長～今おっしゃったように色々な意見があると思います。浦幌町の子育て支援とい

う中では、色々考えてきましたが、あくまで１年以上住んでいただければ浦幌町

民ということでお祝いを贈呈したい。本当は長く居ていただくのが１番ですが、

１年以上でお祝金ということでご理解いただきたいと思います。 

町 長～心配しているのは５人産んですぐ転勤されると100万円を支払うのに町財政が

大変厳しい中で問題なのではないかという事ですよね。５人目を産んでいただい

たということは当然浦幌町に長く住んでいただいたということで100万円をお支

払いさせていただくのですが、私どもが考えているのは、決してお金で産んでい

ただくということではなく、この出産祝金は産んだお母様にもそうですが、要す

るにその子どもを育てていくのにこのお金をどう使っていくのかということを是

非家族で考えて欲しい、単なるお祝金ではなくて、町としてはその子どもを育て

るために家族で話し合うきっかけづくりの一つであってほしいという願いも含

め、出産祝金を贈呈させていただいております。 

委 員～私も子どもを産ませていただいて、町長が直接、お祝金を持ってきてくださり

とてもありがたいなと思っています。町長が直接持ってきてくれるのがとても嬉

しいし、とても素敵だなと思います。ありがとうございます。 

委 員～54ページの５番で1,200万円ほど予算が上乗せされているのは、協力隊員の増員

が理由という事で、当初よりも３人と大幅な増員だと思いますが、増員された理

由と人選について教えていただきたいと思います。 

山本(輝)課長～地域おこし協力隊につきましては、本町では平成25年度からうらほろスタイル

の事業を推進するために、雇用の関係とか、地域の愛着を育む事業に取り組む内



容で募集してきました。現在、うらほろスタイルの関係の隊員が４名と酪農支援

の隊員１名で５名います。その内、今年度は酪農に関する隊員が３年間の任期を

終え、その他４名のうち１名が次年度の５月いっぱいで退任するということで、

そういった出入りも含めトータル８名になるのですけど、新人が５名加わる事に

なります。この新人はうらほろスタイルを担当する隊員が２名、先ほども説明の

あった常室ラボ運営事業の関係で、こちらに２名の隊員を配置します。もう１人

が林業の担い手ということで、今までは酪農の支援に１人いたのですが、新年度

からは林業の関係に担い手対策も含めながら、１名配置する予定です。元々、地

域おこし協力隊につきましては浦幌以外の大都市などから隊員が来て、実際に浦

幌に住んで、うらほろスタイルの関係とか常室ラボとか、事業を行う人と面接、

研修を行って進めていくという流れになっています。新年度につきましてもホー

ムページで隊員を募集している状況になります。 

委 員～このプログラムは総務省の管轄だと思うのですけど、僕の聞いた限りでは３年

の任期の間で町に溶け込んで、そこで定住し、起業をできる人材を育成したいと

いうのが大前提ですが、実際、本町で平成25年から任期を満了された方で定住し

て起業された隊員というのはいらっしゃるのですか。 

山本(輝)課長～平成25年度に２人女性の方が隊員になり、「しゃっこいフェス」とか色々なイベ

ントに取り組んでいただきましたが、その方々は浦幌では起業をすることはでき

なくて、他町村に移住されてしまいました。期間中は雇用の関係とかに積極的に

関わっていただきました。その他には結婚とかで浦幌町から転出された方もいま

す。今いる隊員の中で言いますと、新聞等でも報道されています、森健太君とい

う隊員がハマナスのブランド事業でハマナス化粧品の会社を起して、現在はあと

１年、隊員としての任期がありますので、うらほろスタイルの雇用の関係に携わ

ることとしており、本人も会社を起しましたので浦幌町に残って、仕事を続ける

ということになります。また、酪農支援の方は、いきなり自分で酪農家というの

は難しいので、この３年間の中でペルパー事業の仕事をして、最後の１年は上浦

幌の農家で最終的に実習しています。起業は難しい状況ではありますが、引き続

き浦幌町に残って酪農の関係の仕事に就くと聞いているところでございます。 

委 員～協力隊員の人達についてよく知っているのですけど、本当に若くて性格のいい

人なのですけど、よく地域を変えるのは、「よそ者」、「若者」、「バカ者」と言われ

ていて、全然バカではなく賢くていい人達で、僕の友達だった方は陸別で地域お

こし協力隊を卒業して起業し、プロデュース関係の仕事をしている人間がいるの

ですけど、日本で一番寒いといわれている陸別で無暖房生活をしているという本

当にばか者なのですが、そういうとんでもない人材を浦幌町にも１人くらい連れ

て来てもいいのではないかなと思います。勝手な要望ですけど、人選の基準が今

ある事業を満遍なく、上手い事回してくれる人間を選ぶとどうしても普通の単な

る賢い人間が来ちゃうのかなと思うので、とんでもない経歴のあるような人が来

てくれる様なしかけとかあっても、８人いたら１人くらいとんでもない人が来て

も面白いのかなと感じました。 



委 員～移住体験住宅の利用状況を教えてもらいたいと思います。 

山本(輝)課長～平成28年度でいきますと南町の住宅に関しましては、年間197日間、12組23人の

方に使っていただきました。また、光南の方も東側と西側があるのですが、東側

は44日間使っていただき３組７人、西側が105日間使っていただいて、２組４名と

いうことで、光南のほうは３ヶ月とか比較的長い期間使える形になっていますの

で、人数のわりに日数が多い状況になっております。 

委 員～移住体験住宅を利用された方で、その後、ふるさと納税を5,000円以上すると１

ヶ月間無料で利用できるという制度を使って来られたりしている方がいるような

のですが、浦幌に来ていただけているということは気に入っていただけているの

かなと思ったのですけど、利用が多いのであればふるさと納税をしていただいた

人に１ヶ月間という期間は長いのではないかなと思い、無料体験の期間をもう少

し短くして多くの方に体験してもらったほうがいいのではないかなと思いまし

た。 

山本(輝)課長～夏場とか比較的に気候が温暖なときにはたくさんの方に利用していただいてい

るのですが、冬期間の利用は減るということで、ふるさと納税をしていただいて、

１万円以上の寄付の方に対して冬期間使っていただいております。その中でいき

ますと、納税をしていただいて冬期間来ていただいた方が平成28年度の実績でい

くと２組いらっしゃいます。だいたい平成26年度から平成28年度まで年間２組に

利用いただいています。併せて、ふるさと納税に関しては、移住体験住宅だけで

はなくて、留真温泉のコテージの利用もしていただければということで１万円以

上寄付された方にはそういったところもどうですかと確認しているところでござ

います。 

山岸会長～(１)浦幌町第３期まちづくり計画掲載事業の変更並びに新規事業について、ご

承認いただき決定させていただきます。続きまして、その他について説明お願い

します。 

５、その他 

山本(輝)課長～総合振興審議会委員の任期が平成28年６月１日から今年の５月31日までとなっ

ております。任期中の会議はこの全体会議が最後となります。今年の６月以降に

つきましては、基本的には現在の委員の皆様に引き続きお願いしたいと考えてい

るところですけど、改めてまたご連絡申し上げたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

会議録の公開期日 平成３２年 ３月３１日まで 

 


