
平成３０年度第２回三宅町地方創生推進委員会 議事要旨 

 

開催日時 平成３０年１０月５日（金）午後１時３０分～午後３時２０分 

 

場  所 庁舎３階 第１会議室 

 

出 席 者 植村委員長、乾田委員、辰巳委員、置本委員、吉川委員、杉中委員、岡本委員、

北浦委員、木村委員、岡山委員、柳林委員、吉田委員（計１２名） 

 

事 務 局  松浦副町長、みやけイノベーション推進部長、政策推進課長他２名 

 

課  長 各担当課（園・センター・局）長 

 

傍 聴 者 ２名 

 

案  件  （１） 三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証等ついて 

（２） その他 

 

議事概要 

１．開会 

（１）報告事項 

○委員の欠席報告 

 

２．議事 

（１） 三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証等ついて 

   

 

 

基本項目１ 

事業名等 企業誘致数 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(1) 

 

（回答）６月に奈良で行われた企業立地セミナーに参加しＰＲしました。７月は大阪で行わ

れた奈良県主催の企業立地セミナーで、参加企業の約３００名に対し、町長による

三宅町の企業誘致の取り組み紹介などのプレゼンテーションを行いました。 

    ８月、９月は、各金融機関、建設会社、工業・商業施設の企業、約６０社に対し、

町の取り組みやパンフレットなどを送付しました。 

パンフレット配布数は、今年度９月末現在で約４００部、平成２９年度は、県内・



県外企業に対して約２５００部配布しました。 

 

事業名等 農産物販売金額 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(2)～(4) 

 

（回答）平成２６年度より、特産品のない三宅町に全国に誇れるような特産品を生み出そう

と、三宅町の土壌に適する｢サトイモ｣、希少価値のある｢金ゴマ｣の栽培を推奨し、

本年度も特産物推進事業として進めています。新規就農については、経営が不安定

な就農直後（５年以内）の所得を確保し、経営のリスクを負っている認定新規就農

者１名あたり１年で１５０万円の支援も行っています。 

   具体的な利益目標はありませんが、サトイモ焼酎の生産目標は、イモ１ｔを作り、 

それにより１本７００mlの焼酎を１５００本生産することを目標にしております。 

まず平成２８年度は２００㎏のイモを使いまして、焼酎を３００本作りました。こ 

れについては１ヶ月で完売しました。平成２９年度につきましては、イモ３２０ 

㎏、焼酎４５０本を作り、現在それを販売しております。在庫数は１００本弱で 

す。また、平成３０年度、今年仕込む材料といたしましては焼酎６００本を予定 

しております。 

特別栽培米とは、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬

及び肥料の使用を地域慣行の１／２以下にして、環境への負荷を低減した栽培方法

を採用して生産したうるち米です。 

 

 

事業名等 グローブ 100 周年記念事業 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(5)～(8) 

 

（回答）グローブにつきましては、過去から皮革産業として取り組まれてきました。その中

で一時的には三宅町では下請けも含めまして、全国シェアの８割、９割という大多

数を請け負っていたという経緯から、現在は技能と共に海外に周知されて、工場も

移転されている状態です。町内に残っているのは、自社ブランドや、特注品及び高

価な細工の必要なものが販売されているという現状です。様々な調査と現状の把握

を踏まえ、平成３０年７月１３日にグローブ１００周年記念事業準備会を開催し、

実行委員会設置に向けて、各種団体に参加や活動への協力要請をおこなっていると

ころです。 

実行委員会では、三宅町産グローブの現状把握を行い、どういう売り出し方をして

いきたい、町にどのような応援をしてもらいたいという課題抽出と方向性をまとめ

ます。実行委員会において、２年先の１００周年にむけて、イベントや売上増進に

むけた立ち上げなどを話し合っていただきます。 

 



事業名等 特産物推進事業 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(9) 

 

（回答）一定量、先ほど申しましたサトイモ１ｔを使って、焼酎１５００本生産が最低レベ

ルだと思っております。それを超えると販売が自然と可能になるので、作れる方は

作っていただいて、原材料として酒屋に出荷していただけるというルートが確立す

るまでおこなう予定です。 

 

 

事業名等 新規就農支援事業 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(10)～(13) 

 

（回答）特別栽培米ですが、農家の方に伺うと、作るのに手間がかかる、自分が頑張って農

薬の低減を図っても、お隣の田んぼに虫が出て迷惑をかけてしまうということもあ

り、なかなか栽培量としては伸び悩んでいます。 

新規就農支援者としての現状は、平成２８年度に手を挙げていただいた方が１名で

す。その方に平成２８年度～平成３２年度の間で、実質５年間の経営支援をしてい

ます。方向性ですが、奈良盆地は農地の集約化が困難な地域です。その中で新規就

農者、三宅町の現状の畑、田んぼを作っていただける方を減らさない、作っていて

より楽しいというような高収益作物の転換をはかり、一人一畝講習会等によってお

話させていただいておるところです。支援といたしましては、農業経営に必要な経

費を、先ほどお話した１５０万円とは別に、若手就農者へは５０万円の支援があり

ます。 

一人一畝運動講習会参加人数ですが、平成２７年度は４３名、平成２８年度は３６

名、平成２９年度４３名、平成３０年度は３０名ということで伸び悩んでいます。

そこで農家の方だけではなく、家庭菜園などをやられているような農業に関するこ

とをちょっと教えてほしいというような方にも、自由に参加していただけるように

周知しています。 

農業委員会においても、集約化が図れるような農地はないかというような取組みの

打診も出させていただいていますが、高齢化がすすんでいるなかで、なかなか就農

者が見つからないという現状ですので、引き続き周知、協力、呼びかけを増やして

参りたいと考えます。 

 

【基本項目１の説明に対する質問及び回答】 

（質問）特別栽培米の品種は何ですか。 

（回答）化学合成農薬や肥料の使用を半減したうるち米「ひのひかり」です。 

 

（質問）奈良県主催の企業立地セミナーで町長がプレゼンをした際には、自治体数と、プレ



ゼンの感想、その後の問合せ企業数を教えてください。 

（回答）プレゼンは三宅町１自治体のみです。奈良県、特に三宅町は災害が少ないというこ

とを強調すると、大阪など台風の影響が大きかった地域の企業の問合せが多く、そ

の後、大阪に２度問合せのあった企業に直接ＰＲに行きました。県内企業は１社で

す。９月末現在で問合せは１０件です。 

 

 

基本目標２，３ 

事業名等 フェイスブックでの「いいね」の数 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(14) 

 

（回答）フェイスブックのみならず、今後の状況を見据えたＳＮＳ等の活用方法を検討する

こととさせていただいています。今年、三宅町のホームページを入れ替えさせてい

ただきました。併せて今はフェイスブックを活用しているところですが、行政や情

報を発信する人・情報を閲覧する町内外の方が、どのような情報を必要とするか、

アプリやメールなどで行政情報を積極的にどういう材料でＰＲしていくかというこ

とを、インスタグラムも含めた導入を今後検討する必要があると感じています。 

 

 

事業名等 観光イベントでの集客数 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(15)～(17) 

 

（回答）文化財と文化祭等を分けて考えていただきたいと考えています。文化財は古墳群と

いう名前ですが、基本的に古墳は調査段階です。現在、瓢箪山古墳は完了していま

すが、伴堂のアンノ山古墳の測量調査を終えまして、１月から発掘調査の予定とな

っておりますので、その中でスタンプラリーなどは不可能だと考えます。 

        文化祭やマラソン大会等の事業を通し、地域の魅力を発信することで観光につなげ

たいと考えています。マラソン大会においては、参加者が増加傾向にあり、来年度

より太子道や古墳群の観光スポットを巡るルート検討に入り、町外や県外からも認

知される大会の運営を考えています。 

観光イベントの集客数の減少原因は、毎年開催する観光事業数が異なり、事業数が

減っているためです。具体的には平成２７年度は文化財の現場説明で２００名、文

化祭で５００名、教育週間の音楽祭で３００名、マラソン大会で３１３名。平成２

８年度は文化財の現場説明で５００名、文化祭が５００名、教育週間で２００名、

マラソン大会で３２４名、ムジークフェスタ、これも音楽祭ですが２７８名。平成

２９年度は文化祭で５００名、教育週間で３８４名、マラソン大会で３７６名とい

うことで、マラソン大会については、参加者数が徐々に上がっている傾向にありま

す。 



マラソン大会の代表者会議で、今年度は一般・高校生・中学生・小学生３～６年、 

小学生１，２年生の男女、それからファミリーランという家族で走っていただく枠

を新規で設けます。それから仮装ランという仮装して走っていただくということを

新規で計画しております。 

 

事業名等 移住・定住の促進 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(18)(19) 

 

（回答）空き家問題は、本町でも地域課題の一つであることは認識していますが、本町の空

き家対策として特定空き家対策等、適切な措置を図ることが前提でもあり、住環境

の整備担当課とも調整を図る必要があります。 

なお、今後は、地域おこし協力隊制度等の導入も視野に入れながら、空き家の活用

を促進できるように検討して参りたい考えです。 

三宅町空き家対策計画を平成２９年度に策定しました。この後に控えますのが、空

き家対策基準という、実際に空き家を判定する基準の方向性のものと、有効活用と

分けて考えていきます。個人情報が絡みますので、空き家の持ち主さんに売りた

い、貸したいなどの思いを、特定非営利活動法人の空き家コンシェルジュに投げか

けて相談していただき、また、相続に関する相談窓口もありますので、具体的な有

効活用ができる窓口ということで案内しているところです。 

ＵＩターンの補助金額については、１件当たり５０万円で、子ども一人につき１０

万円の加算があります。実績といたしましては、昨年度は７件の転入がありまし

た。４００万円の補助をし、平成２８年度、２９年度も予算全額を補助しましたの

で、平成３０年度は１００万円予算増額の５００万円補助ということで、現在進め

させていただいております。今日現在で３０年は４件の申請、１５名の転入、２４

０万円の補助は確定しております。 

 

 

事業名等 恋人の聖地 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(20)～(22) 

 

（回答）まちのＰＲが主になっております。 

具体的には、町内・町外のイベントに参加して、三宅町を知っていただく努力をし

ます。 

事業については、奈良盆地の真ん中（平野部）で読まれた唯一の歌に、夫婦の愛情

や親の愛情と共に、万葉の花あざさが詠われていることから、恋人の聖地として初

めて、場所ではなく三宅町全域をエリアとして認定されました。今後も全国にある

恋人の聖地と連携してＰＲを実施します。 

恋人の聖地事業の見直しについては、昨年度に費用対効果の観点から見直しを実施



いたしました。予算の広告費として毎年約１６万円を納めており、全国に２００箇

所を超える恋人の聖地とともに、パンフレットに掲載されております。テレビのド

ラマでも、最近は恋人の聖地が取り上げられており、昨年度もＮＨＫからの取材を

受けた実績がありますので、効果が出てきていると考えております。 

定点観測については、来年度でも１度実施してみたいと考えております。 

 

 

事業名等 まちキュン婚姻届事業 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(23) 

 

（回答）結婚情報誌「ゼクシィ」と協力して奈良県独自の「まちキュンご当地婚姻届」を作

成しました。インターネットで婚姻届をダウンロードし、記載して三宅町役場に提

出すれば、愛のバンダナをプレゼント、記念撮影をさせていただくという事業で

す。以前は町内の方には５kg、町外の方には１０kgの新米をお届けしておりました

が、現在はお届けしておりません。事業が始まってから現在までの対象者は１件

で、現在見直しをさせていただいております。 

 

 

【基本項目２・３の説明に対する質問及び回答】 

（質問）恋人の聖地事業で、広告費１６万円に見合うだけの効果や、例えば恋人の聖地の横

にインスタ映えするようなものを置いて、その写真を撮ってもらってコンテストを

するなど、ＰＲ費用のかからないアイディアを出して活用してください。 

（回答）町にはモニュメントが２つ（万葉歌碑横・中央体育館横）ありますが、認定を受け    

たのは、万葉歌碑にあざさの花が咲き誇っている三宅町で、男女の愛と親子の愛が

歌われていることから、三宅町全域を恋人の聖地と見ていただいたためです。ご意

見いただいたことを検討し今後に繋げたいと思います。 

 

（質問）広告費を払ったことで、どういうことをしてもらえるのですか。 

（回答）パンフレットを作成していただき、恋人の聖地認定の全国２００箇所に設置されて

おります。毎年、イベントをされると三宅町の名前は出ますし、恋人の聖地開設の

ホームページへの掲載もしていただいております。 

 

（質問）移住定住促進で、転入してこられる方向けの施策はあるようですが、逆に転出され

ないような施策はありますか。 

（回答）ＵＩターン補助制度は、三宅町に外から入ってこられる方の補助制度で、毎年順調

に活用していただいておりますが、元々三宅町に住んでおられる方が、新築した

り、棟を分けて建築される際の補助は網羅できておりません。町内の方の定住を促

進するために、貴重なご意見として今後検討させていただきます。 



 

基本目標４・総合戦略全体 

事業名等 老朽危険空き家の解消 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(24) 

 

（回答）一般の空き家は、個人資産であるため個人で管理するのが原則と考えております。

状態の悪い空き家は、空き家判定、老朽度判定をおこなった後、特定空き家と認定

されたものは、助言・指導勧告だけにとどまらず、命令等の処置をとって参りたい

と考えております。それと同時に有効利用についてもご紹介します。 

 

 

事業名等 三宅町に住みたいと思う人の割合 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(25)～(27) 

 

（回答）計画当初の基準値を３４．８％とし、目標値を７０％としていたのは、あくまでも

総合戦略としての目標を大きく掲げたものでございます。本町としては、昨年度策

定しました三宅町総合計画に基づき、子育て、産業、福祉、地域教育、安心安全基

盤、協働行財政の６つの施策の大綱に基づくそれぞれの事業を展開することで、本

当に三宅町に住んでよかったと感じていただけるよう努力して参りたいと考えてい

ます。 

    ３４．８％は非常に厳しい評価と受けとめています。 

住みたくない方の主な理由は、「買い物など日常の生活環境が整っていないから」

「医療が充実していないから」があげられています。 

 

 

事業名等 奈良学園大学との連携協定による連携事業数 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(28) 

 

（回答）これまで、奈良学園大学との連携協定を通じ、総合教育会議や健康増進計画策定

会議への有識者の方のご参画をいただいてまいりました。教育や健康づくり、子

育て支援といった分野は、本町において重要な施策であることから、引き続き専

門的知見を有する大学研究機関と連携しつつ、ご助言を頂きながら、地域の実情

に合わせた魅力あるまちづくりを進めて参りたいと考えております。 

     また、文化祭や野外活動といったイベント事業には、毎年学生ボランテイアが、

行政や地域の人々と共に運営スタッフとしてご参加いただいており、本町が推進

する「協働のまちづくり」を実践して頂いております。今後、限られた行政組織で

多様な事業を展開していくためには、こういった学生の方の力を活用するといっ

た視点も必要ではないかと考えております。 



 

 

事業名等 地域公共交通事業数 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(29) 

 

（回答）今年度の申請時に聴取したアンケート等を参考にして、また、地域公共交通の目標

を再度検討し、必要であれば事業内容の改定も視野に入れて進めて参りたいと思い

ます。 

 

 

事業名等 まちづくりに関する KPI 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(30) 

 

（回答）基本目標４につきましては、比較的達成度が低い状況で、ご指摘いただいていると

おりだと思います。今後の改善させる具体的な取り組みはそれぞれの項目に記載し

た今後の取り組みに力を入れて進めていくことが大切であると考えています。 

 

 

事業名等 磯城郡３町での連携・共有事業 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(31) 

 

（回答）主なものについて回答します。 

観光については磯城の里観光連携協議会を軸に飛鳥川広域、中南和広域など連携し

ています。また、水道の磯城郡広域化、教育委員会における郡の連合会、介護認定

審査会も磯城郡で行っています。磯城郡は切ることのできない関係が多く、そのほ

かにも連携・共有事業があります。 

 

 

事業名等 主要事業の PDCA サイクルが機能 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(32)～(35) 

 

（回答）委員の指摘はごもっともであり、難易度、優先度の正確な把握と、定期的な進捗状

況のチェック及び問題点の明確化は必要不可欠と感じています。 

ただ、全ての事業においてＰＤＣＡサイクルが適正に機能していたかどうかは、ま

だまだ検討や協議の必要もありますが、定期的な進捗状況のチェックにつきまして

は、昨年度から町議会の常任委員会におきまして、会期ごとに予算の執行状況の質

疑を実施していただいております。またその議事録等による課題の共通認識は、各

課レベルで行っており、情報交換をおこなっている現状です。 



 

事業名等 主要事業の PDCA サイクルが機能 

 ※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(36)(37) 

 

（回答）各主要事業の達成率がそれぞれ極端な数値となっていますのは、平成２７年に国か

ら急な計画策定を求められた経緯がある中、多少なりとも目標値に対しての計画性

や実効性を十分検証できていなかったことが一つの要因であろうと感じています。 

定量目的を入れてみてはというご意見ですが、指標の検討も含めて検討させていた

だきます。 

ご意見は参考にさせて頂くことが多くあります。この計画は平成３１年度までとな

っておりますので、本日頂いたご意見で今年度の後半、来年度の事業に反映できる

ことは反映させたいと考えています。 

さらに、来年度は平成３２年度以降の５年間の計画策定の年になりますので、ご意

見を参考に、三宅町に必要な事業を昨年完成した総合計画を基に作成して参りたい

と考えております。 

 

【基本項目４・総合戦略全体の説明に対する質問・意見及び回答】 

（質問）磯城３町の連携事業について、教育委員会における連合会という回答がありました

が、実際は総会と教育連合会の研修に一緒に参加するだけですので、連携や共有を

して何かをやっているかというと、そうでないと思っています。研修会などだけで

なく、事業などを連携して、何かを一緒にやるということを考えていけばいいので

はないでしょうか。 

（回答）教育週間については、ゆるスポの健康体操、ヒップホップ、三宅小学校鼓笛隊と、

警察の音楽隊のコンサートをして、参加者が２００名と把握しています。教育週間

は同じ音楽関係の事業となりますので、２９年度からは廃止事業という状態です。 

   磯城郡連携事業のほかに、ヤマト地域協定（天理・桜井・磯城郡３町）観光担当 

課と連携し、ヤマト地域連携推進協議会として各市町村の文化財をメインとした

観光ＰＲ事業を展開しており、毎年東京の奈良まほろば館において講演やパネル

展示、体験講座等を実施しています。 

他に教育委員会事業としては、磯城郡健全育成事業・磯城郡体育協会・磯城郡人

権推進協議会等があります。 

 

（質問）三宅町に住みたくない理由が、「買い物が不便」や「医療が充実していない」とい

うことなので、乗客数は少ないのかも知れませんが、磯城郡３町で、買い物施設や

病院などを巡るコミュニティバスを採用できないでしょうか。 

（回答）住民の方の交通手段の確保という点で協議した結果、三宅町としましては、タクシ

ーの初乗り料金を補助することとなりました。ワンメーターで公共交通のある各駅

（石見・但馬・結崎）までは辿り着いていただいて、あとは公共交通で買い物や病



院等へ行っていただけるようにという補助です。年々利用者が増えており、コミュ

ニティバスよりタクシーのほうが有意義に活用されていると考えております。 

 

（質問）吉野郡では買い物へ行くのが大変だということで、生協が出前で広場まで来て販売

してくれるよう提携しているようです。買いに行かなくても、近くまで来てくれる

というようなものはないのですか。 

（回答）あります。 

 

（質問）企業誘致について、県への申請、認可などで時間がかかると思いますが、企業側と

しては悠長なことは言っていられないことが多いです。三宅町側が時間軸をもっと

しっかり持って動いてもらい、企業側も進捗がわかれば計画を持って対応できると

思います。企業誘致すること自体が目的になってはいけないとは思いますので、そ

こからどういうふうに展開するかということが課題になってくるのですが、企業誘

致については、ここ２～３年がチャンスだとは思います。 

（回答）おっしゃるとおり企業からの問合せでは、来年、再来年に建設したいという問合せ

は多いです。三宅町の方式は、土地を買収して、造成して、販売するというもので

ありません。三宅町としては財政的な問題もありますので、間にデベロッパーを入

れるということで進めていますが、そのデベロッパーが見つかっていない状況で

す。道路関係では、県の事業で都市計画道路が川西町から三宅インターチェンジま

で事業中で、用地買収が半分ほど終わっていると聞いておりますが、まだ形が見え

ておりませんので、企業側に紹介しても、道路がいつ付くのか、幅がどこまでか、

供用開始時期など県の事業なので回答できない状況です。 

 

（意見）この件に関して、中和土木に確認したら、平成３５年度まではできませんと言われ

ました。インターから東側でしたら下水道が整備されなければ企業誘致はできませ

んので、さらに県に急かして、せめて中央道だけでも早く完了するように働きかけ

て下さい。 

 

（意見）北葛城郡４町が（王寺町、河合町、上牧町、広陵町）が大々的に、移住のＰＲをし

ています。そのような連携をして磯城郡３町でも取組めばいいと思います。その中

で、三宅町の良さをアピールするような施策を考えてください。 

 

（意見）目的は三宅町をより良くしていくということですが、たくさんの目標を掲げるより

最優先課題の選定や、一番効果がある方法は何なのかということを根本的に考えな

いと解決にならないと思います。三宅町は空き家や遊休地が増えたことくらいで、

昔からほとんど変わっていないと感じます。変えなくてはならないものと、変わら

なくていいものをハッキリと区分けし、三宅町として緊急課題として取り組まない

といけないものを、絞って議論しないといけないと思います。 



 

（意見）住みやすい災害の少ない三宅町に、大きく変化をもたらさなければいけないのか、

と考えています。新規就農者を増やそうとしているにも関わらず、企業誘致を進め

ています。新規就農者を増やそうとするなら、お年寄りに頼らざるを得ないです。

闇雲に広告するのではなく、例えば町外に住んでいる定年退職された方をターゲッ

トにして、大企業へＰＲして回ってみるのも手法の一つではないでしょうか。 

 

（意見）三宅町の限られた面積の中で、企業誘致をして、住民も増やすということであれ

ば、住民は外に働きに出るかも知れませんが、反対に川西町や田原本町からも来て

もらうというように、磯城郡あるいは奈良県という範囲で動かないと、企業誘致を

しても労働者の取り合いになると思います。もし、企業誘致を第一に優先するとし

ても、三宅町だけではなく広い範囲で考えて、近隣の自治体と手を組まなければい

けないと思います。 

 

（意見）企業誘致と雇用対策は両輪であるという意見は多いです。奈良県の就業率は、全国

の上位レベルの都道府県と比べて男女とも１０％程度低いです。働くことの潜在的

な力はあるはずなのに、マインドが追いついていないようです。賃金だけでなく、

教育的なことなど、その要因を考えることが必要です。企業誘致に関しては、奈良

県独特の土地に対する考え方があると思います。過去に大規模な工業団地や道路を

作ったときの用地提供の状況を見ると、奈良県内の事業の進捗は非常に遅いです。

土地は持っておいたほうがいい、価値が上がっていくものだという考えがまだまだ

あるようです。用地提供していただく際に、単価などに対する現状の理解と、考え

方を変えていただく努力をしなければいけないと思います。 

 

（意見）いろいろな課題が出たから、一つ一つの問題を潰していくべきです。知恵を出し合

って、今しかないという気持ちで取り組まないといけないです。 

 

（２） その他 

 ○次回の地方創生推進委員会の審議内容等 

 

 

３．閉会 


