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別記様式(第2条関係) 

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議会 会議録 

審議会等の

名 称 
平成２８年度 第１回 瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議会 

開 催 日 時 平成２８年９月７日（水曜日) 午後２時００分 から 午後３時３０分 

開 催 場 所 瑞穂市民センター １階 第４会議室 

議 題 

（１）委嘱状の交付 

（２）ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業について 

 （①構想について、②協議会・プロジェクトチームについて、③アンケー

ト・ヒアリング骨子について等） 

出 席 委 員 

欠 席 委 員 

＜出席委員＞ 

会長 岡村 明夫、会長職務代理 河野 秀明、荒深 友良、川治 勝之、 

近藤 真章、坂本 淳、佐野 蒔子、関谷 均、千葉 聡司、所 俊彦、 

藤井 忠直、光村 克己（武藤 行義氏の代理）、若山 美穂 

＜欠席委員＞ 

中村 俊実 

【オブザーバー】 

 岐阜県 都市政策課、都市整備課、公共交通課 

公開の可否 

(非公開理

由) 

 可 

傍 聴 人 数  ３人 

審議の概要 

 

開 会 
【司会】 

それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。委員の皆様には本日はご

多忙のなかご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

本日の司会をつとめさせていただきます。よろしくお願いします。 

次第（２）、瑞穂市長 棚橋よりあいさつを申し上げます。 
 

市長のあいさつ 

 
 （あいさつ後、事務局、業務受託者の紹介を行い、資料確認をした。） 

 

委嘱状交付 

【司会】 
続きまして、委嘱状の交付に移ります。 

 

 （市長より 委嘱状の交付を行った。） 
 
【司会】 
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 それでは続きまして、本日、オブザーバーとして岐阜県から参加をいただいております

ので、ご紹介させて頂きます。 

 

（オブザーバーの紹介を行った。） 

 

会長の選任及びあいさつ 
【司会】 

 続きまして、次第の会長の選任及びあいさつに入ります。 

 

【事務局】 

会長の選任につきましては、協議会設置要綱の第３条の４で委員の互選で決定すること

になっています。 

委員の皆様、立候補及び推薦はございますでしょうか？ 

 

（立候補及び推薦は無かった。） 

 

【事務局】 

協議会の円滑な進行のため、会長の選任につきましては、事務局案を提案させていただ

きたいと思います。 

事務局案として、本協議会の会長は、岡村委員が適任であると考えます。委員の皆様い

かがでしょうか。 

よろしければ、拍手をもって了解がえられたものといたします。 

 

～拍手～ 

【事務局】 

 皆様ご了解いただけたということで、本協議会の会長を岡村委員でお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 岡村でございます。あまりこのような席、本当は慣れてるんですけども。 

最初にここにも書いてあります、この市民憲章、これの制定委員会の委員長も私が務め

させていただいていましたので、でも慣れすぎてもあんまりいけないかなという思いでい

たんですけども、まあ会長をやれということですので、会長を務めさせていただきます。

先ほど棚橋市長からもお話ありましたように、ここはとてもいい街です。人口も少しずつ

増えてる。名古屋や岐阜羽島に近い。それから安全、安心。いろんなところが。それから

手前みそですけれども、大学を持ってる街である、というようなところもあります。ただ、

残念なことに、駅周辺がなかなか開発ができない。だから学生たちも穂積駅を利用、乗る

だけ、そういうふうになってしまってるので、何か穂積駅を、瑞穂市を、駅圏域を活発化

する構想はないかということで、われわれにどのくらいの期間が与えられているかわかり

ませんけども、精いっぱい頑張って、少しでもいいまちづくりに貢献していただきたいと

思います。浅学非才の会長でございますけども、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

 

【事務局】 

 続きまして、協議会設置要綱の第３条の６に基づき、会長の職務代理にあたる委員を会

長からご指名をお願いいたします。 

 

（会長から河野委員の指名があり、了承された。） 

 

【司会】 

ありがとうございました。 

それでは、ここからの議事進行は岡村会長にお任せをしたいと思います。 
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岡村会長、よろしくお願いいたします。 

 

【議題１】ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想について 
【会長】 

それでは、次第５の議題に入りたいと思います。 

本日は説明事項が３点あります。 

まず、事務局の方から、（１）JR穂積駅圏域拠点化構想について、（２）協議会の役割と

プロジェクトチームの設置について、（３）アンケート・ヒアリング骨子についての説明

をお願いいたします。 

 

（配布資料② ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想 業務概要 の説明） 

  

【会長】 

 ありがとうございました。大変多岐にわたる、広範囲にわたるご説明だったので、皆さ

ん方から質問、それからわからないところ、アドバイス、それから自分はこう考える、あ

るいはここんところはどうなってるんだというような質問を受けつけたいと思うんです

が、いかがでございましょうか。挙手をお願いいたします。何でもいいんで。 

 

【会長】 

 それでは会長ですけども、私からちょっと１つ確認っていうか、こうだよねっていうと

ころをちょっと言っておきたいんですけども、確認し合いたいっていうか、拠点化ってい

いますけど、何の拠点っていうところを、ちょっと私迷っていたんです。繁華街にしたく

ない、繁華街という意味での拠点、ここにいろんな店を作ってとか何とかっていうのは少

し違うと思う。瑞穂市の穂積駅は、今非常に不便。それから、私も週に３回か４回穂積駅

でタクシーに乗るんですけど、タクシーが出られない。お迎えの人の車でいっぱい。そう

いう不便もあります。それから、小腹がすいたな、ちょっと何か、食べれない。食べると

ころがない。それから、朝日大学の学生たちが濡れずにバス停まで行けない。これ昔はバ

ス等は駅の最寄にちゃんとつけて止まった。そういうのがいっぱいあります。で、最初の

一番大きな問題になりますけど、「何の拠点」っていう意味。私、瑞穂市のいいところっ

て、「安（アン）、近（キン）、環（カン）」だと思ってるんですよ。「安」ってのは安い、

土地代とか物価が安い、私、東京から、ごめんなさいね、ちょっと話長くなりますけど、

東京から来たときに、家借りるときに、生津に最初住んだんですけど、一軒家で、洋風に

言うと4LDKあったんですけど、こんなところ借りられませんよ、私、安サラリーマンです

からって言ったら、いや、５万円って。５万円、うそだろと。それがびっくりした。それ

から、大学の前の駐車場は４万円ですって言われた。ちょっと高いけどって言われた。４

万円は、月４万円だから普通、まあちょっと安いぐらいだよなって思ったら、いや、年額

ですって言われて、それもびっくりしたことがあった。だからそういう意味でのものの安

さとか何かってのはこのまま活かしていきたい。それが「安」。それから、「近」は、名古

屋に近いことがまず最大のメリットですよ。それから岐阜羽島まで車で２０分あれば行

く。そういう意味での「近」。それから「環」は環境、これはやっぱりこれ以上大事なこ

とはやっぱりないですよ。安全で安心ですよ。そういうようなところは活かしていきたい。

で、元に戻りますけど、これ拠点化構想、拠点って何の拠点っていうふうに理解したらい

いんでしょう。 

 

【事務局】 

 じゃあ、ちょっと拠点という、確かに言葉のイメージが大変とっつきづらいところがあ

るかと思うんですけども、事務局との打ち合わせでもありまして、われわれとしても１つ

考えているのは、例えばここを名古屋駅みたいな、もしくは岐阜駅みたいな大変、大きな

都市っていう感じになるかといえば、当然穂積駅はそうはならないし、そうであってはい

けないというふうに考えております。先ほどのご指摘の中にも、ご意見の中にもありまし

たけれども、やはりまずはここを利用される方がいかに便利で使いやすい駅であるべきか

といったところをしっかりと目指していく。その中の１つが食事ができたり、ちょっとし

た買い物ができたり、もしくは通勤通学の方が多いと、先ほどのデータの中で少しご紹介
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しなかったんですけれども、穂積駅の昼夜間率は大体80％ということで、実は千葉県の松

戸市っていう、大きな団地が一番最初にできた、もうまさにザ・ベッドタウンっていうと

ころがあるんですけども、実はそこの割合と同じなんですね。といったところであります

ので、じゃあそういった方々、今お子さんを持っていながら名古屋に通勤するといったと

きに、例えば駅前に、子どもを預けられるところがあればとても便利じゃないかとか、そ

ういった方々をしっかりと安全で安心な利便性の整った場所ということで使いやすくし

ていきたいというところが、１つ大きな目標ということで考えております。 

 

【会長】 

 そうですね、住んでる人が勤めに行っても、それから近くで働いていても、それから子

どもを育てるにしても何にしても、安心して住める場所、つまりそれが拠点だと。 

 

【事務局】 

 そうです。 

 

【会長】 

 このへんを拠点にするんだっていうことですよね。 

 

【事務局】 

 そして、この拠点が形成されることによって、瑞穂市全体が生活しやすくなったり、そ

ういったことで今後も人口が増え続ける、もしくは定着し続ける街になっていくというこ

とを目指していければというふうに考えております。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。皆さま方、ほかに。何でも結構です。 

 質問だけじゃなくてもいい、意見でも何でもいいですよ。何かございませんか。ざっと

1回だけ説明聞いただけじゃ、なかなかわからないっていう部分もあるかもしれませんけ

ども。それから、例えば、屋外に大きな駐車場欲しいよねっていうような、そういう希望

でもいいんですよ。とにかく、何でもとにかくこの場で話を出していただけると次に進み

やすいっていうふうに考えますので。 

 

【Ａ委員】 

 すみません、よろしいですか。 

 Ａですけど、思いつきでものを言っちゃいけないかもしれませんが、常にちょっと思っ

てることがあって、その駅利用者と、それから実際住んでる住民とを分けて考える必要も

あると思うんですね。駅周辺に住んでるわれわれとしては、駅に入ってくる車ってのは非

常に邪魔になるんですよね。われわれ診療医も、うちの患者さんも出ていけない。診療に

行くのがしんどい。それだけ、基本的に入ってきてもらいたくないんです、逆に言うとね。

だけども駅を利用しようと思って入ってみえる方は、駅を利用することが自分たちの利便

性につながっているから、穂積駅を使ってる。それが、いわゆる本巣、揖斐郡とか、樹脂

の関係の方も穂積駅。いうことで、今たくさん利用されてるのは、実際のこの現実に住ん

でる方たちが利用されてるわけでない方も多いんですね。そのへんのことを考えないと、

入ってこられる方が使いやすい、使いやすいってどんどん進めていくと、住んでる人間が

より住みにくくなる。道路も拡張もされないまま、車だけが増え、で、歩く人も増える。

それで、駅周辺でも、駐車場が、駅に近くになくて、３００メートル、５００メートルも

離れたところにあると。そこから歩かれる。これまた交通集中、邪魔になる、お互いに。

車でも邪魔になるし、歩行者も邪魔になる。そういうことも考慮しながら、先ほど駅を利

用される方の利便性ということをおっしゃられたし、それから駅周辺に住む人間の利便性

ということもおっしゃられたんですけども、まずわれわれから言うと、やっぱり住む人間

がまず住みやすい地域にしていただかないと、極端なこと言えば、例えば揖斐川町からこ

こまで走ってきてみえる方の利便性ばっかりを考えてもらうと、余計にわれわれは不便に

なる。それで両方並び立たせるためにどうするかということをここで検討していただきた

いというふうに思って発言させて頂きました。 
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【会長】 

 ありがとうございました。確かにおっしゃるとおりで、あのへん、今のままで駅の南側

北側両方利用しようとしたら多分全然だめだと思います。 

 

【Ａ委員】 

 駅の南側よりも駅の北側のほうがひどいんですよね。 

 

【会長】 

 そうですね。あの北側は本当に身動きが取れない。Ａ委員がおっしゃたように、住んで

る人の利点、それから、さっきも言われましたように、駅まで車で来てそこからっていう

人が結構いる。そういうところで、公共交通機関ないじゃないですか。そういうのが全部

この拠点化構想のところで考えていって、１つずつ解決していかないと、片方だけよくて

もだめなんで、今の意見は大変ご貴重な意見だと思います。 

 

【Ａ委員】 

 もう１つ言わせていただきますと、多分瑞穂市内から駅まで来られる方ならいいんです

が、循環バスとかそういう利用も考えれられるんですけども、実際は本巣市だとか大野町

だとか揖斐川町だとかの方たちの交通手段はバスでは考えられないんですね。やはり駅ま

で車で来るということになると、そのあたり、大きな駐車場作ってそこから何かするのか、

もうちょっとこの駅周辺に入る道路を何とかするのか、南北の、今のマンポ（※事務局註

 駅の線路の下を抜けるトンネル道路）を何とか２車線にできないのかとか、いろんなも

のが出てくると思うんですけど、現実問題として相当に金のかかる話ばっかりですので、

そういうのをなくして至急にやろうと思えば、先ほど言われたような、駅のにぎわいとい

うことですね、そこだけストライクすると、そっちのほうがおざなりになるんじゃない

かっていう気がして仕方がないんで、予算化ということも考えないと将来的には。 

 

【会長】 

 そうですね、確かに。だから、箱物を作って駅のところだけやろうとすると、岐阜に負

けない、大垣に負けないとかっていうことは、目的が変わっちゃうんで合わないですよね。

で、ここの写真にも載ってますけど、この何十年も前から言ってるんです、先ほど挙がり

ました、南北に抜けるこのトンネル、これすれ違えないんですよ、車。だからこれ、非常

に不便。こんなの工事でこれ広げるのは簡単だと思うんですけど、瑞穂市だけではできな

いっていうようなことを一度言われました。それから、Ａ委員からも出ましたけど、駅の

北側は狭い。私も昨日の夜、東京から帰ってきて降りてちょっと雨模様だったんでタク

シー乗って、で、やっと乗れたら出られない。お迎えの車が二重、三重にこう待っちゃっ

てて出られないんですよ。だからそういう不便さもある。だけど、穂積駅の乗降客は多い、

降りる人は大変多いですよ、今利用者が。だからそれだけ便利なとこなんですよ。で、さっ

きの調査だと、車でここまで来てって人が多いんで、それから迎えに来る人たちも、お父

さん、お母さんがお嬢さんや息子さんを迎えに来るのがずっと多いんですけど、待ってる

わけですよ、延々と、動かずに。そういうのもいろいろあって、だからそういうの全部い

ろんなことを解決して、文字どおりこの穂積駅からいろんなことができるようにっていう

ことをやるのがこの会議。だから今言ったような意見、こうやってくれないと、これ困っ

てるよっていうのをどんどん出して、言っていただいて、で、場合によってはJR東海、場

合によっては警察のほうにお願いしなくちゃできないこともいっぱいあると思いますの

で、ここでは何でも言い合いましょうよ。できないことはできませんし、それから予算の

制限も上限も絶対あるわけですから、予算上できないこともある。だけど、ここでは老若

男女、全員そろっていらっしゃる。いろんな意見があってしかるべきだと思うので。何か

ほかに。何でもいいですよ、ご意見。 

 

【Ｂ委員】 

 いいですか。 
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【会長】 

 はい、どうぞ。 

 

【Ｂ委員】 

 身近に住んでいますんで。この現状はそのままなんですね。これが今の穂積駅の状況だ

というふうにご認識いただいたほうがいいんかなと思います。これですので、結局こうな

るのは、車が移動できないっていうのは、要は道路が非常に入り組んでて、なかなか出て

いかない。で、地方からどんどん来ていただくのはいいんですけども、それをスムーズに

することを考えてかないと、とても今の状況ではパンパンの状況ですね。確かに駐車場は

いっぱいあります。それで通勤される方はそれは非常にスムーズにいってると思うんです

よね。やっぱり迎えの車とか、それからタクシーさんとか、ここらへんの周辺が非常に狭

いもんですから何ともしようがない。先ほど言われましたように、大変、駅北の住民の方

は怒ってみえます。そういうような状態ですし、私も仕事の関係で通るんですけども、私

も怒ったことあるんですけども、とにかく並んじゃって、要は通行止めの状態というのが

実態ですので、まず道路網をきちっと整備するということをやってほしいなと。そうする

と、おのずからバスの乗り入れもできてくるし、歩行者の安全も確保できるというふうに

なるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、道路網をしっかりやってほしい。また、今の

マンポの部分、まあ昔からあれですけども、子どもたちの通学路ですので、あそこを何と

かしてほしいなと。 

 

【会長】 

 あれ危ないですよね。 

 

【Ｂ委員】 

 ええ。で、今は駅で道路が中断されちゃう。寸断されちゃってる。これをスムーズに抜

けるようにぜひやってほしいというのがあります。まあ予算との関係もありますし、いろ

いろあるんですけども、これともう一つ、大変、私は近くに住んでますから、地権者が非

常に複雑に入り組んでまして、いまだあの駅の南の旧公民館が壊せないとかいうのが実態

にありますから、そういうことも踏まえて、ぜひいい方向に検討してほしいなというふう

に思います。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。今おっしゃったところはほとんど共感できることばっかり。ま

あ最後にはその地権者の方たちに同意を得て、包括的、総合的に開発を進めないと無理で

すよね。少しずつ進めていけるといいですね。 

ありがとうございました。他にございますか。 

それでは次の協議会の役割とプロジェクトチームの設置についてご説明をお願いした

いと思います。 

 

【議題２】協議会の役割とプロジェクトチームの設置について 
 

（配布資料③ 協議会・プロジェクトチーム の説明） 

 

【会長】 

 ありがとうございました。これに対してもご質問等がございましたら、挙手をお願いい

たします。私のほうからちょっと質問いいですか。専門部会、今、何ていうんですか、こ

れから自分たちのほうでお願いにいくっていうふうにおっしゃってましたけど、大体、メ

ンバー、大体は考えてらっしゃるんですか、もう。 

 

【事務局】 

 そうですね。一応周辺の自治会長さんであったりとか、周辺でお店をやられてる方とか、

そういった方々をちょっと来週かけてずっと回っていこうかなと思ってるんです。 
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【会長】 

 はい、わかりました。それから、低未利用地、空き家や空き店舗、これってどのぐらい

あるもんなんですか。面積でもいいですし、件数でもいいですし。大体ざくっとでいいで

すけど、どのぐらいなります。このプロジェクトっていうか、われわれの拠点化構想の推

進事業に合致するっていうか、その対象になるような空き店舗、空き家等は大体ざくっと

どのぐらいあるっていうふうに考えたらいいんですか。 

 

【事務局】 

昨年度、市で空き家の調査をしておりまして、倉庫とか家ではないものも含めて市内全

体で1200件ぐらいの空き家候補がありました。居宅、住めそうな家という点でいきますと、

瑞穂市内全体で800件ぐらいはあるという調査結果が出ています。で、今回の駅周辺に絞っ

てというケースが、今はお答えできないのですか、市内全域では800件ぐらいはあるとい

う結果になっています。 

 

【会長】 

 空き家っていうのはあれですよね、 

登記簿上に所有権者が載ってるけども、実際には全くもう使ってないし、使う、何てい

うか、使いそうな気もないっていうか、使うあれもないというようなところでしたよね。 

 

【事務局】 

去年までの調査は、登記情報であるとか、住民票があるかどうかとか、水道を使用して

いるのかというようなものを中心に、空き家候補を絞り、現地へ確認に行きました。中へ

は立ち入れませんので、道路側から見た感じで、住んでいないかなと思われるところまで

調査した結果で、実際は住んでみえるかもしれない、まだわからない状態で800件となっ

ています。今年その所有者の方にアンケート調査を行い、本当に住んでないかお尋ねをか

けますので、その結果を踏まえればもう少し絞れてくるとは思っています。 

 

 

【会長】 

 これから聞くんですね。 

 

【事務局】 

はい、これから聞きます。駅のほうの関係では、市が去年まで調べてあるのが空き家で

して、駅の周辺にあるのは、住んでみえるけど店が閉めてある、いわゆる、空き店舗みた

いなものが多いと思っていまして、それは去年の空き家の調査には、住んでみえるという

ことになって件数には上がってきていませんので、そういったものは今年のこの調査の中

で、あとで説明があると思いますが、調べさせていただいて、アンケートなり、意向確認

をしていくという事になると思います。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。今のお話を聞かせていただきまして、無駄っていうか、空いて

るところで使えそうもないところはやっぱりいっぱいあるんですよ。そういうのも全部こ

のプロジェクトで利用してって、この瑞穂市、穂積駅の周辺の活性化、拠点化ということ

に何とか役立てたいなというふうに思って、今質問したんですけども。皆さんのほうから

何か質問、さっきのことでも構わないですけれども、とりあえず、今このプロジェクトチー

ムやっていきますけど、これに、この説明に関しては何かご質問ございますでしょうか。

はい。 

 

【Ｃ委員】 

 すみません。２つございまして、１つはこのプロジェクトチームの会が週1回水曜日の6

時ぐらいからというご予定なんですけども、仮に週1回以外の日に、たまたま拠点といい

ますか、空き家に来て、そういったときに意見が言えるのかどうかがまず確認したいこと
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が１つ目です。それから２つ目です。このプロジェクトチームのこのメンバーでいろいろ

肩書き等があるんですけども、やっぱり市役所の若手と書かれると、市役所のあの人が

言ったとか、こういったことは多分ないと思うんですけども、そこらへんは本当に自由な

意見を聞きたいんで、そういった肩書き抜きでいろいろ意見を出せばというふうでとらえ

てよろしいでしょうか。この２点、お願いいたします。 

 

【事務局】 

 まず１点目につきましてですけれども、現地事務所につきましては、先ほど言った、今

予定は水曜日なんですけれども、水曜日に関してはわれわれ、事務局と受託者のメンバー

なんですが、例えば私とかが１日朝から夕方、そして夜のプロジェクトチームまで１日お

ります。で、それ以外の平日はすべて月曜日から金曜日まで事務所は開けております。で、

そこには、実は現地で雇用させていただいたバイトの方を常駐させるかたちで開けており

ますので、その方と激しい議論というのはちょっと難しいかもしれませんけれども、

ちょっと言いたいことがあるから来たよで、じゃあ、今から言うことメモっといてねって

いうことは十分できる体制を整えておりますので、ですので水曜日に限らず何か意見、も

しくは言いたいこと等がございましたら、ぜひお寄りいただいて、中にいる人間にちょっ

と伝えておいていただければというふうに思っております。また、宣伝になりますけれど

も、先ほどの現地事務所のほうに今日お持ちした資料の中で、いろいろカラフルな図面と

かがあったかと思うんですけども、ああいったものも中に貼っといて、来られた方が見れ

るようなかたちにはしておきたいと考えております。続いて２点目の、誰が言ったとかう

んぬんというところの話には絶対にしないように、本当に集まった方々がざっくばらんに

膝を突き合わせて、いろいろものを言えるといったような場として考えておりますので、

立場であったりとかそういったところにあまりこだわらず、ご意見をお伺いして、お互い

に意見が言い合える場を作っていきたいというふうに考えております。 

 

【会長】 

 ２点目は特によろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 わかりました、はい。 

 

【会長】 

 ほかにございますでしょうか。はい。 

 

【Ｄ委員】 

 今のご質問と関係するところかもしれないんですけど、このプロジェクトチームだけ

じゃなく、協議会もそうなんですが、質問じゃなくて意見というか、確認というかたちに

なるかもしれないんですけど、最終的に成果物として、要は理想というか、こういうふう

であったらいいなというような、そういうようなかたちに持っていくのか。あるいは、い

ろんな調査を踏まえて、現実に何ができるかっていうようなそれを成果物として出してい

くのか。その両方かもしれないんですけど、そのあたりの重点っていうのがどちらかとい

うことを確認ということも含めて教えていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 今回拠点化構想という中で、先ほどロードマップというお話をさせていただいたんです

けれども、やはりこうあるべきだっていうところはしっかりと目指していきたいものにつ

いては、やっぱり１つのかたちを作っていきたいなというふうには考えておりますけど

も、ただ、いきなりそこに当然ながらいけませんので、それを短期、中期、長期といった

期間で分けて、どういったことができるのかという少しリアルな、こういったプロジェク

トチームのお話とかを踏まえた中の、少しリアルなご意見とかをしっかりと反映した計画

として、最終的に作り上げていければなというふうに考えております。 

 

【Ｄ委員】 
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 そうすると、かなり現実を踏まえるということですね。 

 

【事務局】 

 踏まえた短期の計画と、こうあってほしいという長期の計画の二本立てと言ったら変で

すけれども、ここを目指して今何をすべきかというところもしっかりと作っていきたいと

いうふうに考えております。 

 

【Ｄ委員】 

 分かりました。 

 

【会長】 

 よろしいでしょうか。時間も、制約もありますので、じゃあ、次にいきたいと思います。

アンケート、ヒアリング骨子についての説明をお願いいたします。 

 

【議題３】アンケート・ヒアリング骨子について 
 

（配布資料④ 意識・実態調査 の説明） 

 

【会長】 

 ありがとうございました。ヒアリングなどの対象者の説明、中学生っていうのは２年生

というふうに限定しますけど、これは確かに面白いかもしれないなと思います。今の説明

に対してご質問等はございますでしょうか。はい。 

 

【Ｅ委員】 

 商工会の会員に対してのアンケートですけども、これはホームページの何ていうか、住

所を利用してるっていうふうに書いてありますけど、約３５０社って書いてありますが、

これはどんなかたちで実施されていくのか、どうなんでしょう。 

 

【事務局】 

 一応ちょっとホームページのほうを見させていただいて、それだけの団体さんがいらっ

しゃるということで把握はしてるんですけども、まだ実施にあたっては商工会の事務局も

しくは会長、副会長含めてですね、こういうふうにやりたいんですけどっていう調整をさ

せていただいて、そのうえでちょっと実施したいというふうに考えています。 

 

【Ｅ委員】 

 意見が偏ったりとか、非常に３００以上ってどうかなっていう感じがしましたので、ご

相談いただければまたいろんなかたちでできるかと。 

 

【会長】 

 ほかにまだ、はい、どうぞ。 

 

【Ｄ委員】 

 この意識調査ですけど、これはいつ頃やられる予定でしょう？ 

 

【事務局】 

 時期的なものですよね。一応、５つあるんですけども、先ほど言った中学生については

１０月、多分初旬ぐらいにやるかたちになると思うんですが、住民の方々で。失礼しまし

た。まず駅利用者については、先ほど言った９月の半ばぐらいから行っていきたいと思っ

ております。あと、土地建物所有者については、現在、９月半ばぐらいからということで

一応考えてはいるんですけども、ちょっと今、情報の整理が少しなかなか手間取っており

ますので、もしかしたら９月後半になってしまうかもしれないんですが、一応９月中には

実施したいというふうに考えております。で、ＮＰＯ法人、商工会につきましても、９月

中に実施のほうをしていければというふうに考えております。 
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【Ｄ委員】 

 設問内容はほとんどこれで固まってるという意味で理解してよろしいですか。 

 

【事務局】 

 そうですね。概ねの設問内容については、今日、資料としてご説明さしていただいた内

容になろうかと思いますけども、細かい聞き方とかそういったところについてはちょっと

これから詰めて、事務局の中でも詰めていきたいというふうに思っております。 

 

【Ｄ委員】 

 プロジェクトチーム、せっかく作るので、アンケートが課題を完全に網羅されている

かっていうのが分からないところがあるので、議論とかで課題が出た方が、よいのかと。 

 

【事務局】 

 そうですね。 

 

【Ｄ委員】 

 課題が網羅されていた、設問内容が本当に合致してるかっていうのは気になるかなと。 

 

【事務局】 

 はい。タイミングとかそのへんもちょっと踏まえて、そのへんはちょっと検討させてい

ただきたいと思います。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。そろそろ時間もきたようでございます。皆さん方、本日は、結

構と言ったら失礼ですが、大変活発な意見を出していただきましてありがとうございまし

た。 

 

閉 会 

 

事 務 局 

（担 当 課） 
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