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第９回明石市長期総合計画審議会 分科会第３グループ（議事要旨） 

日 時 平成22年11月10日（水）9:30～12:00 

場 所 市議会大会議室 

出 席 者 加藤分科会長、井上委員、桑原委員、阪本委員、西海委員 （計５名） 

議事要旨 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

※委員出席状況の報告 

（事務局） 

・今回の審議会は各委員に出欠の確認を行う中で、できる限りご出席いただくように調整し 

た。会長とも相談の上、前回お配りしたグループ分けのメンバーから若干変更をしている。 

３ 議 事 

（事務局） 

－資料１、資料２に基づき、事務局説明－ 

・資料１は前回の議事要旨。ホームページ上で公開する。 

・資料２は前回の審議会や特別委員会でいただいた素案へのご意見などである。前回の審議 

会でいただいた意見や、今回いただくご意見、他のグループの審議内容なども含めて、次 

回の審議会で市の考え方等をお示ししたいと考える。 

（会長） 

・審議会の場で、どういう方が発言されているのか分からないため、所属と名前を言ってい 

ただければとのご意見があったようだが、発言のたびに所属を確認するというのは、スム 

ーズな議事の進行上私はよくないと思う。申し訳ないが、集中して審議するという観点か 

ら、発言者の確認をしたい場合は後で事務局にお問合せいただくということでお願いした 

い。 

・本日は戦略の２番目「自立した温かい地域コミュニティをつくる」と４番目「まちを元気 

にする」を中心に議論をお願いしたい。もちろん、それ以外もご発言していただいて全く 

問題ない。今日はたっぷり時間があるのでよろしくご意見賜りたい。 

（委員） 

・時代の流れが早い中、いつでも修正が可能となるよう、あまり細かいところの話を行うよ 

り、施策の段階でとどめておくべきだと考えている。 

・「子午線のまち」について、「人もまちも豊かに育ち続ける 未来安心都市・明石」の表 

現の中に入れるほか、いわゆる明石の商標のようなものとして、高速道路や駅の標識など 

あらゆるところに記載するのもひとつのやり方だと思う。 

資料１－３ 

平成22年12月21日 

第10回審議会資料
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・「人に選ばれ人が集まる」に関して、要は、人が集まり相乗効果があるということで、 

「人が集まり魅力がある」などの表現でもよいのではないだろうか。「人に選ばれる」と 

いう表現は考える余地がある。 

・私は情報化推進プランの委員もさせてもらっている。情報化は行政経営の分野に入るくら 

い非常に重要。情報発信の意味と市役所自体の機関的なシステムを含め、そういったとこ 

ろの入口になる重要性がある。 

・戦略の柱１「安全･安心を高める」の「健康に暮らせる期間を延ばす」について、市外に 

お住まいの方から、意味は分かるが表現が露骨だという意見をいただいた。例えば「健康 

に暮らせる長寿社会を目指す」などの表現のほうが綺麗ではないだろうか。 

・「ＩＣＴをいかした情報発信力の向上」について、行政経営の展開の中でひとつ盛り込ん 

でいただければよいのではないかという話が情報推進化プランの委員会であがったので伝 

えさせていただきたい。 

・計画の方向づけに関しては、中学生が読んでもわかるような、広い内容にしてもらえれば 

よいと思う。 

（会長） 

・今のご意見について担当部局にお伝えいただくと同時に、事務局の方もご検討いただきた 

い。 

（委員） 

・委員の発言でもあった「子午線のまち」というのは確かによい。それと、従来から使われ 

ていた「時のまち 明石」というのも、子午線と重ねて明石を象徴する表現でよいと思う。 

・主な施策について、具体的な施策の展開であるとは言うものの、内容的には具体性がなく 

理念に近い。例えば戦略の２番目「自立した温かい地域コミュニティをつくる」の主な施 

策でも「整備する」「体制をつくる」「機会づくりを進める」など、具体的にどのように 

進めるのか分からない。「高齢者の社会参加意欲・勤労意欲を地域活動につなげる仕組み 

をつくる」なども、現実にそういった仕組みをつくるのであれば、技術登録制度をつくり、 

例えば、電気工事が得意な方、パソコンが得意な方等、自治会がまちづくりを進めるうえ 

でどんな人材がいるのか把握できるよう、まとめておくべきではないかと思う。こういっ 

た具体のことについては、恐らく個別の計画の中の各々の審議会の中で話がされるのだと 

は思うが、理念ばかりでいいのかなと思う。 

（会長） 

・委員のおっしゃることもよくわかるが、これは、総合計画の中にどこまで書き込んでいく 

のかということになると思う。事務局の方としてはどういうスタンスなのか一言お願いし 

たい。 

（事務局） 

・今回の総合計画では、個別の事業は載せずに、個々の分野の計画で記載していくものと考 

えている。主な施策についても事業レベルではなく、それをもっとまとめたグループのレ 

ベルでの記載をしようとしている。 

・施策の段階である程度修正ができる柔軟性を持った計画にしたいということである。 

（委員） 

・確かに総合計画に細かなことを書くと書ききれないということは、私も分かっているのだ
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が、ニュアンス的に足りない部分があると思う。表現の仕方をもう少し整備する必要があ 

るのではないだろうか。 

（会長） 

・確かにリアリティがない。この計画は柔軟性をもたせるためかなり抽象度の高いものとな 

っている。市民が具体的なイメージできるものがある方が確かにリアリティはある。柔軟 

性とリアリティのバランスをどうとるかということだと思う。一般市民の方がイメージし 

易いような付録などがあったほうがよいかもしれない。そのあたりも検討いただきたい。 

（委員） 

・広報あかしの折込チラシはわりと書かれているので、ちょっと分かる気がする。例えば 

「まちを元気にする」の「ものづくりの技術などをいかし、新たな価値を生み出す工業の 

基盤をつくる」など少し具体的な言葉が出てきている。 

・第４次のように分厚ければよいというものではないが、もう少し丁寧に市民が見ても分か 

り易い具体性のある表現をしてもよいのではないかと思う。 

（委員） 

・「人もまちも豊かに育ち続ける 未来安心都市・明石」はインパクトがないと議会からも 

意見が出ていたにも拘らず、何故まだ使うのか。議員さんも疑問を持っている。ひとつひ 

とつもう少し分かり易い説明をその時につけてもらえればありがたい。 

・「自立した温かい地域コミュニティをつくる」について、二見では文化祭を行ったり、商 

店街活性化のためのワークショップを行うなど、様々なことに取り組んでいる。西のほう 

から活性化をしていき、明石のまち全体の活性化につながればよいと思っている。 

（会長） 

・「まちを元気にする」について感じられたことはないだろうか。 

（委員） 

・民生委員が少ないということもあるが、それに関連する人が、独居老人宅などを一軒一軒 

まわり、弁当配りや声かけなどを行っている。最近二見の自治会では、そういった人たち 

が増えてきている。民生委員だけでなく、近所の人や自治会の方等がこういった活動に参 

加すれば、まちの活性化につながるのではないだろうか。 

・それと市も縦割りであり、同じような目標の会があまりにも多すぎるので精査していただ 

けたらよいと思う。 

（会長） 

・色々な団体が地域に中に、随分重なっている。役をされている方も重なっておられる現状 

があるいうことだと思う。 

（委員） 

・バラけるのではなく、地域全体で何かしなければならないと思っている。 

（会長） 

・地域としてそれぞれ大変重要なことをされている。そういった活動を共有できるプラット 

フォームが必要なのかもしれない。 

（事務局） 

・「人もまちも豊かに育ち続ける 未来安心都市・明石」については、素案を提示する中で 

様々な意見をいただいている。今回いただいた「インパクトがない」といったご意見や、
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前回いただいた「色々と詰め込みすぎではなかろうか」といったご意見、また地域特性を 

入れたほうがよいといったご意見なども含め、現在整理、再考中である。その結果同じよ 

うな表現になるかどうかは分からないが、後日審議会の場で提案させていただき、ご意見 

いただきたいと思っている。ただいまの意見も含め参考にさせていただきたい。 

（委員） 

・「人もまちも豊かに育ち続ける 未来安心都市・明石」は、抽象的だが大きい視野で見る 

と重要な意味合いに取れる。もっとシンプルな言葉で表現できれば一番よいとは思うが、 

伝わる部分が欠けてしまう恐れもある。私としては丸く全体を網羅したものとなっており 

よいと思う。 

・「自立した温かい地域コミュニティをつくる」について、 

今回の総合計画は、人を中心に考えている総合計画であると思う。人とのコミュニケーシ 

ョンは大切である。しかし、我々がやっている自治会活動も下火になりつつあり、寂しい 

と感じる。自治会の中でもどうやったら活動に参加してもらえるのか考えている状態だ。 

昔はソフトボールのチームが地元にあって、男女問わず和になり、それを卒業すると、青 

年団、消防団という形で地域とずっと接点を持ちながら生活していた。現在はそういった 

団体が減ってきており、地域との接点を持つことが難しい時代になってきたのではないか 

と感じている。 

そういった中で、最近では会社や商店が地域と距離を近くしながら、行事を通してのコミ 

ュニケーションの場が明石市内では広がりつつあり、私はよいことだと思っている。今後 

は、会社などともにまちづくりをしていく時代になってきたのかなと感じている。そうい 

った面でご指導いただきたい。 

（会長） 

・委員からの意見の通り明石には元々よい素材がたくさんある。それをどのように表面にだ 

していくのか、その仕組みを考えることが必要。 

・「まちを元気にする」について、産業面、経済活動面を通じて、こういった表現でよいだ 

ろうか。「地域産業を元気にする」「中心市街地の魅力を高める」「明石のファンを増や 

す」と３つの方向があるが、このあたりはいかがだろうか。 

（委員） 

・悪くないと思う。 

・先ほど「子午線」について意見が出ていたが、忘れられつつある傾向だと思う。昔時のウ 

ィークに参加し、時の記念日を明石から発信し祝日にできないかと考えたことがある。年 

に１回は明石のことを全国的に思い出してもらえることもあるのではないかと考えた。地 

域が注目されることが重要だ。 

・そういった意味からも、観光は明石を活性化していく材料になると考える。加古川の人か 

ら明石は色々な素材がありよいと言われる。その魅力をもっとＰＲしていければよいと思 

う。 

（会長） 

・そういう観光集客型の経済へシフトというのは、日本だけでなく世界中がそのようになっ 

ている。委員からの意見の通り明石には元々よい素材がたくさんある。それをどのように 

水面上にだしていくのか、その仕組みを考えることが必要。
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（委員） 

・明石の南側は、全て海である。「地域産業を元気にする」について、一次産業である農業、 

漁業に力を入れるということが書かれているが、海の環境を守って水産資源を保護すると 

いうような観点があってもよいのではないか。また、農業についても、畑、田、ため池な 

どが今どんどんなくなってきている。なくなって何ができるかというと、ミニ開発による 

住宅などである。こういったことから、自然環境を守って地場産業を育てるという観点が 

もっと見えるような形にしてもよいのではないだろうか。 

・明石公園や明石海峡大橋もよいが、身近な地域にも公園がたくさんあり、そういった地域 

の公園でゆっくりできることも施策の中にもっと見えて欲しいと思う。 

（会長） 

・確かに明石はウォーターフロント都市である。その点をもっと強調することが、集客や都 

市の魅力を高めることにつながるかもしれない。 

（委員） 

・明石市でケーブルテレビの普及事業をやっているようだが、市営住宅などにはケーブルテ 

レビの線は全部通っているのだろうか。ケーブルテレビでは地区の行事などが流れる。テ 

レビを見る率はお年寄りを含め全体的に高いと思う。一戸建てにしろ市営住宅にしろ市の 

方で国へ補助を要求し、普及を行っていけば、地区の行事などがテレビでわかるようにな 

り、地域活動の活性化につながるのではないかと考える。 

（会長） 

・ケーブルテレビの所轄の部署があればお答えお願いしたい。 

（事務局） 

・所轄の部署は、他のグループの審議会への出席となっており、今回この場にはいない。ケ 

ーブルテレビについて、市営住宅では工事をする時に、いつでも加入できるような状況に 

ケーブルを設置していくようにしている。ただ、ケーブルに加入するかしないかというの 

は、それぞれのお住まいの方の意志によるものである。 

・地区の行事などについては、ケーブルテレビに加入いただかなくても、ケーブルさえ設置 

されていれば観ることができる。こういったコミュニティチャンネルも、地域の活動のひ 

とつのきっかけになればと思っている。 

・ケーブルテレビとしては経営上当然加入者を増やしていこうということもあるが、市とし 

てもコミュニティチャンネルなどによる地域活動活性化の効果もあるので、できる限り支 

援していきたいと考えている。 

（会長） 

・コミュニティチャンネルはかなり普及しているということだが、これに関しては情報化と 

地域生活が大きくかかわってくることだと思う。この点について、もし何かあれば教えて 

いただきたい。 

（委員） 

・先ほどのコミュニティチャンネルの話については、アナログに限った話で、デジタルにな 

ると有料になる可能性については確認していただいた方がよいと思う。ただ、映像で市内 

の観光スポットなど何かを撮りためて、インターネットなどの媒体で放映することはすご 

く重要だ。そういった意味からも動画コンテンツは必要である。
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・委員から具体性がないため分かりにくいといった意見が出ていたが、その点を解消するに 

は、市で既に行った事業で今も継続しており、なおかつ今後もやる予定の事業を何か例と 

してあげるというのもひとつの手ではないかと考える。 

・地域コミュニティの希薄化が進んできたといわれているが、私はそうは思わない。活動が 

ないのではなく既にあり、それを引き継ぐという表現のほうが分かり易いのではないかと 

考える。 

・まちを元気にするうえで、他をまねするのではなく、明石らしさを強調しなければならな 

い。もったいないと思うのが、海のない地域から来られた方を、べら釣りやタコ釣りが体 

験できるところにお連れした際、感動された。しかしそういう情報を得ようとしてもどの 

ホームページを見て、どこに連絡したらよいのかがわからないようだった。もっと情報発 

信があればよいと思う。釣りに来られた方が、それを持って帰らなくても地域のどこでそ 

のまま食べられるであるとか、お泊りになられる方などが、どういう動線で動き、どこに 

泊まってどこでお金を使うとか食事をするなど、一連の流れがもっと強くわかってもらえ 

るようになればよいのではないかと考える。 

・子どもたちに明石に興味を持ってもらううえで、小、中学生に明石のものを体験学習させ 

るのもよい。例えば必ず小学校５年生になると底引網を引きにいくなど、そういうことを 

積極的にやるところを加えたらどうか。 

・まちの活性化を図るうえでは、商売人が儲かることを皆が期待している。 

（会長） 

・経済活動のところでは、やはり儲からないとエネルギーが沸かない。市の発展と商売され 

ている方が儲かることがうまくリンクする。そういった構図は重要。 

・あらゆるところに明石らしさがテイストとして入ってくることはもっと重要。せっかくの 

明石の総合計画ということで議論しているので、明石らしさが入る表現を事務局の方で工 

夫してもらえればと思う。 

・今日は戦略の２番目「自立した温かい地域コミュニティをつくる」と４番目の「まちを元 

気にする」についての議論だが、主な施策でもっとこういったものを入れたらどうだろう 

という意見があれば言っていただければと思う。また、展開の方向でもお気づきの点があ 

れば言っていただければと思う。 

（委員） 

・「自立した温かい地域コミュニティをつくる」の展開の方向の説明文は、非常に希望が感 

じられる。ところが「一人ひとりの成長を支える」の説明の表現は「核家族化や地域コミ 

ュニティの希薄化が進む」など、確かに現実はそうなのだが、暗い表現が目立つ。この辺 

の表現ももう少し明るくできればよいのではないか。 

（事務局） 

・よいところと悪いところは裏返しであり、表現の仕方を「こういうところを目指しましょ 

う」というふうに変えていけば、ある程度明るい表現にできると思う。工夫していきたい。 

ただ、子育てなどのところでいくと、今の社会が抱えている問題点もあり、それに対し何 

らかの対策をしていくことも大事である。そういった部分はある程度書き込んでいかない 

といけないとも考えている。 

（会長）
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・なかなか難しいところである。「自立した地域コミュニティ」というのは明石の場合これ 

までわりとうまく展開しており、それを駆使していくのだという、蓄積があるものからの 

出発になる。それに対し、「一人ひとりの成長を支える」に関しては、日本全体で課題が 

顕在化しており、ある意味ゼロもしくは、マイナスからの出発であるからこのような表現 

になるのかもしれない。 

（委員） 

・私も分かっていて言うのだが、確かに地域コミュニティは希薄化しているし、共同体意識 

も薄れている。しかし、一生懸命地域のためにがんばっている人もいる。現実は現実とし 

て捉え、展開の方向としては明るい表現を出すべきではないか。例えば「地域社会が一体 

となって子育てに優しい環境をつくれるよう、子育て家庭を支える取り組みを進めていき 

ます」という最後の一文は非常によいが、その背景を説明するために記載されている文言 

からは、暗い現実が浮き彫りになり、ぱっと見たときに暗いところばかりが目立ってしま 

っている。 

（事務局） 

・「海」「時」などの地域特性についてご意見いただいているが、戦略の３番目「明石らし 

い生活文化を育てる」の中で位置づけている。 

・先ほどから「まちを元気にする」の中で地域特性に関する意見をいただいているが、「明 

石らしい生活文化を育てる」についても、「まちを元気にする」との兼ね合いの中でご意 

見をいただければありがたい。 

・生活文化とは、その土地の持つよさを生活の中に取り入れ充実感を味わっていただくこと 

である。既に十分実践されている方もいらっしゃるが、明石にお住まいの方で明石のよさ 

をまだ充分ご存知ではない方もいらっしゃる。それがもっと市民に広がっていくことによ 

って、市外にも明石のよさが広がっていくと考え、こういった戦略を取り上げている。 

（委員） 

・明石の人は明石のよさを実は分かっていない。逆によすぎるのだと思う。潮の香り、気候 

のよさ、淡路島を望む景色が既に生活の一部になっているので、あえてそれを文化にまで 

結び付けなくてもよいのではないか。空間などの表現でもよいのでは。 

・事務所や事業者の方でパソコンが使えない方や、第一次産業に精通されている方でホーム 

ページやブログの作り方などがわからない方などもいらっしゃる。中心市街地の中で、情 

報化の核（インキュベータ）になるような場所が必要なのではないかと感じる。 

・人は財産である。今まで先輩方が積んでこられた地域活動のノウハウをデジタル化してい 

くこともよいのではないだろうか。例えば祭りひとつにしても、段取りや手順などをデジ 

タル化し継承していくことも必要ではないかと考える。 

（会長） 

・確かに生活文化という表現はあいまいで分かりにくい。文化をやめ生活を載せるのもひと 

つではないか。 

（委員） 

・「明石らしい生活文化を育てる」の３つの展開の方向の表現は非常によい。 

・ただ、主な施策についてはミニ開発による破壊を防ぐという観点がもっとみえるものがあ 

ってもよいのではないか。
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・山陽電車の各駅に、明石の文化遺産や史跡をＰＲするようなものがあってもよいのではな 

いか。そうすれば交通機関を利用する人も増えるため、ＪＲも山陽も協力すると思う。 

「スポーツや文化芸術、歴史に親しめる環境をつくる」や「中心市街地の魅力を高める」 

といったところの主な施策の中に、そういった表現が出てもよいのではないか。 

・「食、海、時を暮らしにいかす」の中で、海岸線と同時に浜の散歩道にも目をやる必要が 

ある。散歩道での犬のマナーが悪い。せっかくの自然環境が汚されている。その点をどの 

ように解決するのかもっと施策の中に見えるものがあってもよいのではないか。 

（会長） 

・委員のご発言にあった具体的なところと、総合計画で書かれている抽象的なところとの接 

点が重要であると感じる。よいアイディアということは事実である。 

・また、中心市街地の中にインキュベータのようなものをつくるべきとのご提案も重要なと 

ころである。これから自分で仕事ができる人や、作り出していける人が重要な柱になると 

思う。今回の計画は「人を育てる」ことに注目しており、そういった柱となる人たちを明 

石は育てるのだということもあるとよいと思う。これに関し、中心市街地活性化プロジェ 

クトの方で何かあればお願いしたい。 

（中心市街地活性化プロジェクト） 

・中心市街地活性化基本計画について、９月30日に国へ申請し、今月の末に国から認定をい 

ただく形になっている。 

・明石駅南をひとつの中心核として、明石駅から港まで60haについて、色々なハード面、ソ 

フト面合わせながら促進施策を行っていく予定である。 

・基本計画は５年間で仕上げるが、実際にそれを推進していくなかで、今のようなご提案な 

どもできる限り取り入れてやっていきたいと思っている。 

（委員） 

・ハードを構築することに関しては、あとあとランニングコストがかかってくるため控えた 

ほうがよいと思う。インキュベータで言うと、大きなお金をかけるのではなく、県外の方 

が来られても情報を検索できるような、例えばネットカフェなど通信ができる環境が中心 

市街地の辺りにあれば、恐らく人は動くのではないかと思う。 

・時のまちとして、○月○日は、明石では市民全員で○○をする日というような、「明石 

暦」をつくってもよいのではないだろうか。明石カレンダーではなく敢えて「暦」でいく 

方がよい。何かそういうことをやればお金もかからず、縛りもかからず、明石の特徴や魅 

力を他市にも発信できるのではないか。 

（会長） 

・「時」を総合計画の中に映し出すという点で面白い。先ほどの山陽電車の提案も駅毎、区 

域毎の歴史や文化を出すということでよいと思う。 

（副市長） 

・明石市内のＪＲの駅は整備できつつある。西明石が一部残っているが今後大規模なまちづ 

くりをしようということで、長期的な計画をしている。山陽電車の駅は市内に13駅あるが、 

バリアフリーなど駅の整備を今後計画的に行っていこうと考えている。これは公共交通機 

関の利用促進という面もあるが高齢社会に向かっての施策でもある。そんな中で、先ほど 

委員からの発言にもあった売りをどこにするかということで、山陽電車からも色々と共同



- 9 - 

で売っていこうという提案もある。現在土木部を中心に他の部局も含めそういった仕掛け 

を考えようとしている。市民の方とも今後そういった内容の協議の機会も出てくると思う 

のでよろしくお願いしたい。 

（中心市街地活性化プロジェクト） 

・具体的な情報提供として、中心市街地まちづくり推進会議で毎年３月に春旬祭というのを 

やっているが、そのときにどこからお客さんが来てくれているか分析した結果、今年は特 

に奈良の方から明石に来てもらっていることがわかった。また、山陽電車が１両まるごと 

ラッピングして「明石へ行こう」という形で天文科学館などを載せてくれている。このよ 

うな形で交通機関ともタイアップしてやっている。 

（委員） 

・「まちを元気にする」について、６月10日に子午線を行ったり来たりする「時のまち明石 

市民マラソン」を行ってもよいのではないか。そうすれば全国から人も集まり、旅館にも 

泊まる。全国的に明石のイメージアップにつながる。 

（会長） 

・市民参加型の全国的なイベントは大事である。北海道から研究者を呼んでセミナーをする 

ことになり、三宮周辺のホテルを予約しようとしたところ、全部埋まっていたことがあっ 

た。なぜかと思っていると、加古川で1000人規模の学会があったらしく、その方々が全部 

抑えているようであった。だから、市民マラソンで1000人集まるかどうかは分からないが、 

明石でそういったことをやるということは明石の名が広がると同時に経済効果も大きい。 

（委員） 

・10年前から考えると例えば携帯電話など大きく変わった。10年後の情報発信の形態がどの 

ようになっているのか非常に楽しみである。 

（委員） 

・明石は大きな事故があったため、全国的にも明石のよさよりも事故のイメージが発信され 

てしまっている。これを挽回するためには、市民が同じ方向を向き、全国に発信していく 

ことが大事である。他の自治体もまとまっていない今がチャンスである。だから今本当に 

よい計画をたて、方向性づけをし、今まで行政が行ってきたことを、これからは市民同士 

が自助努力で行うところにきている。 

・そういったことからも情報発信は非常に大事である。今までに委員の皆さんから出てきた 

意見も、市ではほとんど既に行っており、大半が成功をおさめているが、それがうまく市 

民に伝わっていない。そういった点からも市の情報発信について行政経営分野に記載して 

もらい、今後市が舵取りをし、明石の29万人の方々が同じ方向を向けるようになればよい 

と思う。 

（会長） 

・人口30万人というのはよい規模である。 

・情報化に関して、これまでの一方通行型から共有される時代に変わってきた。今まで行政 

が全ての情報をもっていたが、市民に知らしめる形になってきている。このような状態か 

ら新しいアイディアが生み出される構造がつくられる。 

・今は情報インフラが変わりつつある中で、意思決定の仕組みも変わってきている。今回の 

総合計画はそういった状況の中で作っていっていることを理解しておかねばならない。
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・最後に事務局から何かあればお願いしたい。 

（事務局） 

・各グループからいただいたご意見は事務局でまとめ、お送りしたい。 

・次回は全体会で、12月21日火曜日の午前10時から、市議会大会議室での開催を予定してい 

る。 

・傍聴者には素案のチラシと意見募集実施のお知らせを配付している。意見があればよろし 

くお願いしたい。 

４ 閉会


