
平成２８年度第１回森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会 議事録 

 日 時 平成２８年９月２９日(木) １３：３０～１５：４０ 

 場 所 森町公民館中会議室 

 出席者 別添委員会名簿のとおり 

 概 要 以下のとおり 

 

１．開 会  

渡島総合振興局地域創生部地域政策課 西海課長よりご挨拶 

・ 北海道においても町において戦略を策定されたように、北海道総合戦略を策定したと

ころ。これは人口減少問題による急激な経済社会情勢の大きな変動を受けて策定をし

ている。本来であれば平成３０年に策定するところだが、平成２８年に総合計画を２年

前倒して策定している。また、地域版の位置づけとなる渡島・檜山で何ができるかとい

うところに主眼を置いた道南連携地域の施策展開方針を策定したところ。その総合計

画を受けて今年の６月に策定した。渡島・檜山としてどのような取組をしていくのかと

いうところを市町の皆さんのご意見をいただきながら作成したもの。 

・ 渡島総合振興局としては２つのテーマを推進している。計画を立てて終わりではな

く、この計画をどう運用していくのかが大事と考えている。道としては上半期に管内の

首長、商工会、商工会議所さんに来ていただく会議を年１回は開催しており、こちらが

掲げているプロジェクトを紹介させていただき、今後このようにやらせていただきた

いということを報告している。その他に各市町の担当の方に照会し、随時こちらの方針

のなかに組み込んでいくということを行っている。 

 

２．委員長挨拶  

 遠藤委員長より挨拶  

 

３．議 事 

① 森町まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗状況について 

 ・ 事務局より【資料１】森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会評価調書

及び【資料２】予算突合表を用いて施策進捗状況を説明 

 ・ 事務局より、【資料１】３Ｐ右側、②出産支援にある「支援ニーズの高い妊産婦への 

支援」において、ＫＰＩとして設定された、対象者への支援数「１０％増加」について、

「毎年度１００％以上を維持」に変更したい旨説明され、委員会において了承された。 

  ※変更の理由は、対象となる支援ニーズの高い妊産婦は医療機関等との連携により把

握された後支援を開始していくため、初年度から１００％を達成してしまうことか

らＫＰＩの設定が適切ではなかったため。 

 



・ 委員からの意見は以下のとおり 

【基本目標１】 

（中村委員） 

町全体の空き店舗数について、平成２７年度は１２７件とあるが、所有者の方を把握し

ているということか。 

（事務局） 

所管課において把握していることと思われる。所有者個人を把握しているというより、

おそらく森商工会議所、砂原商工会や商店会などと連携し空き店舗数をカウントしたも

の。 

 

（中村委員） 

創業者支援について、空き店舗数の維持ということは空き店舗を増やさないというこ

とだと思うが、その店舗所有者の方などはきっと悩みをお持ちのはずで、その悩みをヒア

リングなどで把握しているのか。後継者がいないという悩みがあればマッチングを行う

必要があるということであるし、そのような個々の現状把握をしたうえで方向性を出し

ているのか。また、１８店舗の空き店舗に創業者を入れたいのであれば、ニーズをとらま

えているのか。町として具体的にどのような支援方法を考えているか。 

（堀尾委員） 

余談となるかもしれないが、町ではなく、商店会で実施中の事業の中に加盟店向けのア

ンケートがあり、７２店舗を対象としたところ５２店舗から回答があった。中村委員から

質問のあった事項にふさわしい回答が取りまとまるところなので、町の担当課を通じて

後ほど報告できると思う。 

（事務局） 

町が現在検討している支援方法は、空き店舗において開業した事業者の改装費・備品購

入費の一部を助成する制度の創設。金額等細部は現段階では未定。 

 

（遠藤委員長） 

「②基幹産業の担い手支援」の中で「インターンシップに登録する町内水産加工業者数」

を KPI として設定しているが、私自身、大学でもインターンシップの担当という立場か

ら発言させていただきたい。大学の場合はインターンの目的を学生の就業に対する意識

改革・向上として位置づけており、担い手対策として見てはいない。実際にもインターン

シップ先に就職する学生はほとんどいない。真に産業の担い手対策としてインターンシ

ップを位置づけるのであれば、他に何か仕掛けを組み込む必要があるのだろうと考えて

いるが、いかがか。 

（事務局） 

施策に関して、各事業課に意見を流して、検討をさせたい。 



（笹谷委員） 

森高校はインターンを実施している学年が１年生で、就職の検討ではなく、職に触れる

機会となっていると感じる。実際に就職する際にはインターン実施から年数が経ってい

るので、実施時期をもう少し遅らせることはできないのか。今年もインターン受け入れを

要望され、農協で実施したが、仕事として希望する生徒は０というのが実情。まだ１年生

ということもあり、あまり意識が高くないのだなと感じる。 

（根上委員） 

これまで町内に５０社ほどにインターン受け入れをお願いをしてきており、今年は３

０社にお願いして実施することとしているが、高校としては、直接将来の職業につなぐと

いう目的でやってはいない。あくまでも職業に触れ、生徒を教育するというのが主眼。カ

リキュラムでいくと１年次に行うのが一番生徒に対する動機付けという観点で言えば有

効と考えて実施している。 

（遠藤委員長） 

当該学年のカリキュラムについては森高校単独で決定できるか。 

（根上校長） 

決定できる。３年間の工程を踏まえ、本校の目的に一番合致しているタイミングである

と考えている。 

（遠藤委員長） 

１年生からインターンシップを行うのであれば、担い手の対策として位置づけていて

も生徒になかなか伝わらないのではないかと感じたので、森高校とインターンシップの

担当部署と協議を行い適切な時期を模索するのが良いのではないか。 

（事務局） 

インターンシップの事業に関しては、基幹産業の分類に入れている。その趣旨は製造業、

加工業の実態を若者があまり知らないのではないかという分析に基づいており、もし現

実として知らないのであれば、そこから改善していかなくてはならないと事業課は考え

考えているので、その部分を踏まえて協議していきたい。 

（堀尾委員） 

根上委員からのお話にあった高校生の就職４名という数字はこの評価調書に記載され

るのか。 

（事務局） 

本評価調書はあくまでも森町まち・ひと・しごと創生総合戦略搭載事業の実績をまとめ

たもので、事業と関連のない数値は集計していない。 

（小笠原委員） 

インターンシップの事業について、選択肢がたくさんあると、学年に係わらずどうして

も町の基幹産業に興味・関心を持つことが難しいのでないか。自分の子どもも地元の高校

を出て、ちゃんと自分の将来を見据えて就きたい職業のインターンシップを受けている。 



申し訳ないが、そういった選択肢の中に基幹産業が入っていないのが現状。むしろそうい

った産業に触れさせることで、森町の基幹産業に就業を考えてほしいのであれば、選択肢

の中に入れるのではなく、全員が体験する位でないと、なかなか足を運ばないのではない

か。そこから子ども達の考え方が変わることを期待するほうが良いのではないか。 

（遠藤委員長） 

おっしゃるとおりと感じたので、事務局から担当課に伝えていただきたい。 

 

（伊藤委員） 

「③幅広い層に対する雇用機会の創出と人材育成の推進」について、就労相談利用者数

は森町の企業が働いてくれる人が少ないという実情がある一方、昨年度実施のアンケー

トにおいて森町に住んでいるのに森町で働かない理由は、職がないからというものや働

きたいが方法がわからないというものが多くあり、雇用のミスマッチが起こっている状

況。この表を見ると平成２６年度実績を見ると３名とあり、平成２７年度は０名と、私が

把握している状況とは大きく異なるが、現在どのように事業を行っているのか具体的に

教えていただきたい。 

（事務局） 

説明が足りずに申し訳ない。本項目から障害者雇用に関する研修参加後、障害者を雇用

した企業数までは、障害者の方を対象とした就労相談の件数とのこと。 

 

（根上委員） 

「③幅広い層に対する雇用機会の創出と人材育成の推進」について、介護職員の初任者

研修があるが、本校では今まで福祉の教員がいたので、学校内と町の職員の方などの協力

を得て初任者研修を実施し、昨年度５名が修了しているところ。ただ、将来的に福祉の教

員を複数配置することはできないことから、町にご協力いただいて援助をいただけると

介護職員を増やすことが可能ではないかと考えている。毎年４，５名、町内の施設に就職

している実績もあることなどから検討いただきたい。 

（事務局） 

町と森高校で協力していくことは理想的なことであるので、すぐに結論が出るとは限

らないが事業課にお伝えし、協議していけるように整えたい。 

 

【基本目標２】 

（堀尾委員） 

評価調書２枚目、「直売イベントの利用者数」の目標の数字は何を基礎としているかが

資料としてわかりづらい。どのイベントでの利用者数をカウントしているのか。他の事業

についても事業の概要や具体の取り組みを出してもらわないとわかりづらい。 

 



（事務局） 

直売イベントについては、具体的には食 KING 市を中心においた集計で、本事業につ

いては交流人口の増大をするために地方創生関連交付金を活用し、資材や施設を整備し

ているので交付金申請の際の KPI を用いている。資料については今後もっとわかりやす

い、詳細な説明について次回委員会までに改善してまいる。 

 

（遠藤委員長） 

イベントの実績状況に関して記載されているのは平成２７年度の数値だが、平成２８

年度の開催状況はいかがか。 

（事務局） 

現段階で食 KING 市は３回目まで開催されており、その数値を見るに、KPI は十分に

達成できる状況。 

（遠藤委員長） 

地域ブランドの向上ということは、森町の域外からヒトとカネを持ってくることが目

的のひとつと考えられるが、食 KING 市はどの程度域外からヒトを運んできているイベ

ントとなっているか。 

（事務局） 

食 KING 市開催の度に来場者向けアンケートを実施し把握に努めている。集計結果に

よると町外からお越しの方は５割程度となっている。 

（遠藤委員長） 

５割程度域外からきている状況であれば、地域ブランドの向上に寄与していると考え

られ、価値があるイベントと判断するのには十分。 

 

（小笠原委員） 

地域ブランドロゴマークというのは合併１０周年に決めたロゴのことと思うが、食

KING市出店者の方などに利用を呼びかけているのか。 

（事務局） 

ロゴの利用については主に食 KING 市出店者の方に積極的に周知し呼びかけていると

ころで、道内外に PR できていると捉えている。平成２６年度補正の地方創生関連交付金

を活用し、ロゴマークのシールを試供品として希望する事業者に配布しており、すでにシ

ールではなくパッケージに印刷していただいた事業者もある。 

（小笠原委員） 

可愛らしいマークなので今後もぜひ積極的に推進していただきたい。 

（遠藤委員長） 

本事業についてはあと２～３年経過した後、普及の度合いをアンケート等で計る必要

があるのではないか。 



（笹谷委員） 

ロゴマークのほかに、町のゆるキャラ「くりたん」「さくりん」がいるが、町のマーク

とゆるキャラが別物ということに統一性がないと感じる。木古内町であればキーコで統

一的に PRしているし、北斗市はずーしーほっきーでイメージが定着している。 

（事務局） 

「くりたん」「さくりん」については非公認のキャラという位置づけで、町が決定して

いるものではない。ロゴマークに関しては地域ブランドの向上ということで作成してお

り、町で生産される特産物にロゴマークを活用してもらいブランド化しようということ

なので一体化するのは困難と考える。 

（堀尾委員） 

ゆるキャラはどこで管理しているのか 

（事務局） 

観光協会が窓口となっている。町の所管としては商工労働観光課ということだが、線引

きはあまり明確にされていない。 

（堀尾委員） 

昨年、商店会でゆるキャラ祭りを実施し、各市町などから１６体が集まった。公認・非

公認の状況は確認していないが、ゆるキャラの出演依頼を受ける窓口は８割方役所で、森

町と同じような状況だった。ただ、ずーしーほっきーの管理はきっちりしていて、何体も

ストックはあるが、同じ時間に違う地域で複数出演しないようにされていた。また、まん

べくんは役場が観光協会に管理を委託していた。 

 

（遠藤委員長） 

長期滞在観光の中核人材の確保が０人となっているが、中核人材の定義について説明

をお願いしたい。また、どのように中核人材を確保するのかについても説明を求める。 

（事務局） 

中核人材は、森町の魅力を最大限に生かす観光商品の企画、提供、観光消費額の増加な

ど森町全体をコーディネートできる人材、コンシェルジュ的な役割を想定している。現在、

もりおこしミーティングというイベントを開催する中で、ふさわしい人材を発掘してい

る最中とのこと。 

（遠藤委員長） 

宿泊者数の数値は平成２７年度中の実績ということでよいか。平成２６年度から減少

しているようだが。 

（事務局） 

平成２７年の実績を掲載しており、平成２６年度から減少しているということで間違

いない。 

 



【基本目標３】 

（遠藤委員長） 

基本的方向の数値目標である、延長保育、０歳児保育利用者数については、現在そのサ

ービスを提供できる施設があるのか。 

（事務局） 

施設はない状況。延長保育と０歳児保育については、施設の整備がその実施の条件とな

っており、施設の整備をこの５ヵ年の中で検討していく事業となっている。 

（遠藤委員長） 

その施設が完成すれば KPIを達成できるようになるとの考え方でよいか。 

（事務局） 

そのように考えている。今後、子ども・子育て会議において議論が行われ、詳細につい

て順次結論が出されるものと理解している。現在さわら幼稚園の建設について動きがあ

るので、その後に議論されるものと思われる。基本的には子ども・子育て会議の状況が報

告されて初めて詳細が事務局に伝わる流れとなっている。 

（小笠原委員） 

延長保育について、現状でも１７時や１８時まで見てもらっていると思うが、それより

さらに遅い時間について預かってもらえるということなのか。 

（事務局） 

延長保育の考え方として、最大１１時間までの保育時間であれば延長保育とはならな

いとのこと。 

（遠藤委員長） 

施設ありきということがいわれているが、何が必要なのか、既存の施設ではなぜできな

いか。 

（事務局） 

詳細にどれが足りないということは現在手持ちの資料がないためお伝えできないが、

０歳児保育に必要な施設としての要件が設定されており、既存の設備ではそのハードル

をクリアできないとのこととなっていると思われる。 

（伊藤委員） 

延長保育は１１時間の壁があるとのことだが、森町では現在１１時間ぎりぎりまで受

け入れているのか。１１時間預かってくれるのであれば、ソフトの面を解決できれば働こ

うと思えばかなり働きやすい状況と感じる。 

（事務局） 

現在、７時半から１８時までは受け入れている状況とのこと。 

（小笠原委員） 

関連して、延長保育を希望する声はどのくらいあるのか。だんだん子どもの数も減って

いる状況で、その制度を誰も利用しない、ニーズがないのでは意味がない。その調査はさ



れているのか。 

（事務局） 

これまでにアンケート調査などを実施し、必要性については分析がなされているとの

理解で、今後の方針については子ども・子育て会議における議論によって決定されるもの

と考えている。 

 

（小笠原委員） 

評価調書中にある課題では、子育て世代が出産するにあたり、どんな支援が必要なのか

確定できていないとあるが、この課題を解決するような取り組みをされているのか。 

（事務局） 

子育て世代だけをターゲットにしたアンケートはとっていないが、総合開発振興計画

を策定する中で子育て世代の方にヒアリングを行っているところ。結果に関しては現在

取りまとめの最中なので情報が入り次第お伝えできると考えている。 

 

【基本目標４】 

（遠藤委員長） 

評価調書の課題欄に団体ごとの差があるとの記載があるが、この団体は何を指すのか。 

（事務局） 

役場、町内会、農協、漁協、いろいろな事業所を対象としている。 

（遠藤委員長） 

定年退職されたような方はこの対象から外れてしまうのか。 

（事務局） 

高齢者が所属する団体はあるので、そちらの組織でカバーできると考えている。 

 

（遠藤委員長） 

高齢者生きがい教室の実施が主要な成果として挙げられているが、高齢者のうち何％

が参加したイベントなのか。 

（事務局） 

開催の実績のみ把握しており、参加者数等の数値は把握しておりませんでした。後ほど

確認したい。 

（遠藤委員長） 

一人暮らしの高齢者にとって、生きがいの創出をしていくことは後の病気などに大き

な影響を与えるので非常に大切と思うが、利用している高齢者が全体の１割程度とかで

あれば、利用を増やす仕組みづくりも考えなくてはならないかも知れない。 

 

 



（中村委員） 

空き家バンクの関係で、今まさに実態調査をされている最中だと思うが、今回の台風被

害のように緊急に取り組みが求められる事業と考えているので、進捗状況等を情報発信

等していただきたい。 

（事務局） 

現在、調査の事業を実施中ではあるが、窓口は設置しているので、相談等があれば受け

付けられる状況。また、情報提供については事業課に委員からの意見をお伝えする。 

 

（中村委員） 

防災士の養成について、例えば今回の台風１０号のとき、大規模な停電になり、我々に

何が足りないかというと圧倒的に情報が足りなかった。防災士はこのようなときに情報

伝達などをしてくれる役割を持つのか。どのような役割の人物なのか。 

（事務局） 

防災士の養成と自主防災組織の立ち上げはセットとなっており、各町内会ごとに１組

織ずつ自主防災組織を立ち上げていき、その中核を担う人材として防災士資格を取得し

ていただくというイメージ。防災士は災害が起きたときの初動対応など知識をもった人

物ということ。今のところ１０月に資格試験があり、２名が受験する予定となっている。 

（堀尾委員） 

２名の申し込みがあったと言われたが、確認したい。ただ単に試験を受けませんかとい

う書類が町内会宛に来ただけで、事務局から説明があった内容については書いていなか

ったと思う。ただ書類を出して「さあどうぞ」というのは行政の怠慢なのではないか。も

う少し説明なり、現状の分析を伝えるなどをしも良いのではないか。 

（事務局） 

今のご意見を事業課にお伝えする。 

 

（笹谷委員） 

現状の主要な成果に、「保育所、幼稚園において健康教育を実施」したと挙げられてい

るが、具体的に何を実施したのか。対象は保育所、幼稚園の先生か。それとも子ども達か。

何月に実施して、親何名、子ども何名に対して実施したなどの説明がなければわからない。 

（事務局） 

事務局にて把握していないので、事業課に確認をする。また、記載方法についてもいた

だいた意見を参考に改善してまいる。 

 

【全体について】 

（堀尾委員） 

  事業評価調書はこの会議でのみ使う様式か。（本会議で使うためだけに作成された様式



か） 

（事務局） 

  まち・ひと・しごとの計画策定や関連事業は、昨年度、全国の自治体で実施されたもの

で、森町も含めて、様式は特別示されてはおらず、今回当町で作成したもの。 

（堀尾委員） 

  各ページにグラフがあるが、グラフのベースとなる数値は何を基礎としているか。 

（事務局） 

  調書右側の進捗状況欄にある評価を基礎としたグラフとなっており、補足事項にて説

明されている進捗率によって「順調」～「遅れ」、「その他」を集計した結果を示している。

パーセンテージの基礎は、各事業課が設定したＫＰＩに対して進捗状況を計測し、数値を

出してきている。 

 

（遠藤委員長） 

  基本目標１で言えば、その他の評価が２／３を超えていて、中身が全然わからないが、

補足していただけるか。 

（事務局）  

  それぞれの施策の評価については、補足事項中段にある判定区分によって進捗状況を

数値的に判断しているところ。進捗状況がその他となっている事業は、事業が平成２８年

度あるいは平成２９年度から開始する（まだ実績が出ていない）ためなど、現時点では判

定に用いる数値が算出できない特別な理由がある場合に用いることとしている。今後、事

業が実施されることにより、その他からやや遅れ、あるいは順調といった評価に推移して

いく予定。 

 

（伊藤委員） 

本日の議論の進め方について、本来 PDCA サイクルを回しながら施策について順次改

善していくという話を聞いていると、一項目ごとに遅れている部分や何が問題なのかが

表だけではわからない。こういうことをやっているけれども、こういう風に遅れていると

いうことを、さらに KPI を達成していくために、今後どういう風に改善していく予定だ

ということが議論されるべき。この表では実際に何をやっているのか把握できない。把握

できないということは問題点も出てこない。今後、資料を作成の際には若干でもかまわな

いし、箇条書きでもよいので具体的な取り組みを記載いただきたい。 

また、進捗状況において、その他に分類されるものは基本的にまだ手をつけていないと

いうことは、今回の議論からはずして考えたほうがよいということか。 

（事務局） 

資料の作成については、いただいた意見に基づき、次回から見やすさとわかりやすさを

重視して改善してまいる。また、具体的な取り組みや動き出す年をわかるように可視化す



るなど工夫していきたい。 

その他の分類がされている施策は、今後事業を実施するうえで平成２８年度に準備や

協議、要綱の整備などを行う必要があるもので、今回は中間評価ととしており、その他が

多くある状況だが、今年度末に２回目の委員会を開催していく予定で、その時期にはある

程度事業の進捗状況のその他がある程度少なくなった資料をお示しできると考えている

ところ。各委員の皆様からいただいた意見は各事業課に伝え、事業の改善を促すこととし

ていることから、その他に分類されている事業にあっても、スピード感などの観点でもご

意見をいただきたいと考えているところ。 

 

（伊藤委員） 

まち・ひと・しごと創生総合戦略には国からの財源を引き出すという側面もあると思う

が、本戦略を策定したことによって、どのような事業にどの程度予算がついたかを確認し

たい。 

（事務局） 

評価調書の中で２８年度の予算措置状況が載っているが、地方創生関連の予算につい

ては５，０００千円が国から措置されたところ。 

 

（住吉委員） 

今後の進め方について、企画振興課のほうから各事業課に向けて、委員会において出さ

れた意見を伝えられ、担当課において意見に対する対応方針を協議の上推進していくと

いう形というように理解してよいか。また、目標値について、遅れなどがあり進捗状況が

芳しくないものについても引き続き設定された目標を目指していくのか。 

（事務局） 

森町まち・ひと・しごと創生総合戦略の決定機関が本委員会となっていることから、各

委員からいただいた意見を事業課に伝えることに改善を促していく流れとなっている。

また、KPIについては PDCAサイクルを回す中で、例えば数値目標が非常に高かったと

いうことが判明した場合などには、事業課になぜ達成できないのかという分析をさせ、事

業の内容等を見直しした上で、なお達成できない場合に KPI の変更をする場合もある。

ただし、委員会に諮らずに KPI等を勝手に変更することはない。 

（住吉委員） 

ざっくりと言ってしまえば、この計画は森町に住んでよかったか、これからも住み続け

たいかということ、住民満足度を上げることを考えていくと非常によい取り組みにつな

がっていくのだろうという理解をしている。そのような中、各委員の皆さんから出ていた

意見の中にニーズに関するものが多くあったと感じる。ニーズの把握はアンケートだけ

ではなく、聞き取りや、職員と住民の立ち話の中にも有益な情報があると思うので、ぜひ

そちらも大切にしていただきたい。また、総合開発振興計画のアンケートを大々的に実施



しており、子ども達のニーズが汲み取られるものと思うが、そのような意見はまち・ひと・

しごとの方にも反映していただきたい。 

（事務局） 

森町まち・ひと・しごと創生総合戦略は森町総合開発振興計画の下位に位置づけられた

人口減少問題対策に特化した計画であるため、総合開発振興計画のアンケート結果も反

映させながらよりよいものにしていきたいと考えているところ。 

（住吉委員） 

今後、この評価調書の書式自体も修正されると思うが、具体的に何をやったか、またど

のようにやったかという情報もあるとわかりやすくなると思うので、改善を要望する。 

 

【地方創生関連交付金活用事業の評価について】 

（事務局） 

平成２７年度（平成２６年度補正）に国の地方創生関連交付金を活用して実施した事業

が２本あり、その事業について国からその有効性に関する調査がされていることから、地

方創生に有効であったかどうかを評価いただきたい。 

ひとつは「森町 PR 大作戦！！」で、交付金を活用し、農産物直売所を兼ねた資材保管

庫を整備し、町内各産業団体や農家等の直売イベント実施を支援することにより地域産

品のＰＲを実施すると同時に町統一のブランド（ロゴマーク）整備による地域産品の認知

度向上及び他地域との差別化を図る事業です。２本目が介護福祉人材確保事業で、若年層、

主婦層、退職者層も含め地域全体の雇用の底上げを行うため、人材の確保と育成を介護事

業者に事業を委託する。事業者は介護に係る無資格者を雇用し、介護業務を行いながら一

定のスキルアップ（介護職員初任者研修受講）を実施するとともに、長期雇用を前提に介

護人材の確保と育成を実施する事業です。この方たちは実際に２名が継続的な雇用に繋

がっている。 

（堀尾委員） 

この施設というのは地域活性化広場の横に新設した倉庫のことでよいか。 

（事務局） 

おっしゃるとおり。倉庫としての用途のほかに直売イベントで使用できるカウンター

や他にテントなども整備している。 

（中村委員） 

食 KING市で使用した広いテントも整備したものか。 

（事務局） 

おっしゃるとおり。会場中ほどに設置している休憩用の大きいテントも本交付金を活

用し整備している。 

（中村委員） 

介護職員の事業において就職されたのは町内の方か、町外の方か。 



（事務局） 

町外の方と聞いている。 

（中村委員） 

それはすばらしい結果だと思う。その方は今も森町に住まわれている。また、今後そう

いう方たちの中から結婚されて子をもうける方が現れるかもしれない。しっかりした良

い成果を挙げている。イベントの事業も良いと思う。食 KING 市開催時にちょうど雨が

降りそうだったが、濡れずに食事をできると思った。 

 

② 平成 28年度第 2回策定推進委員会の開催日程について 

・ 第２回の開催について、開催時期は平成２９年の３月末を予定。 

 

４．その他 

 ・ なし 

 

５．閉会 


