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１号様式                    記録者   主事 髙橋秀彰  

  

総務、産業、建設常任委員会記録 

                        

招 集 年 月 日 平成２９年１１月２９日（水） 

招 集 の 場 所 議員控室 

開 会 午前９時３０分 

出 席 者 委員長   我妻   薫 

副委員長  山岸 三男 

委員  千葉 一男 

委員  藤田 洋一 

委員  櫻井 功紀 

委員  鈴木 宏通 

委員  前原 宏 

 

議長  吉田 眞悦 

欠 席 者  

職務のため出席

した者の職氏名 

議会事務局主事 髙橋 秀彰 

協 議 事 項 ・農商工連携による活性化について 

（政策提言に向けて） 

そ の 他  

閉 会 午前１１時４３分 
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２号様式  協議の経過  

我妻委員長 

 

おはようございます。なんか毎日のように議会用務があるような最近で

ございますが、常任委員会の提言を大分迫ってきていますので、慌ただし

い中での議論になろうかと思います。前回皆さんから意見をいただいたの

を受けてまとめてくるという約束でございました。一応たたき台としてお

手元に示していますので、それをベースにしながらきょう政策提言に向け

ての議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
それでは常任委員会全員出席しておりますので委員会は成立いたしてお

ります。今冒頭のあいさつの中でも触れましたが、前回の議論をいただき

ながら、そして副委員長にも、慌ただしい中ですが最後ぎりぎりの完成だ

ったので、副委員長にも大変迷惑をかけました。お手元に示したような内

容で資料にまとめさせていただきました。まだまだ不十分な面が多いかと

思います。皆さんからもですね、修正あるいは補足等いただきながら、最

終的にまとめていけたらと思いますんで、よろしくお願いします。 
前回確認した内容としては、大雑把に言えば「連携、ネットワーク」の

方で１個、そして２個目としては「産業の活性化とまちを元気にするプロ

ジェクト」、いろんなイベントとかそういった点に２点目と。大きく２つに

集約してまとめてはどうかということで確認いただいたと思いますんで、

一応それに沿って大きく１と２というふうに分けてまとめさせていただき

ました。一応読んでみますか。皆さんにはこの最終の前のやつが、ちょう

ど２、３日前に皆さんとお会いする機会がございましたので、その前の段

階のは渡していますが、それに加えれば、ちょっと何点か副委員長からも

御意見があって加えた部分、修正した部分がございます。ちょっと読み上

げて確認をしていただければと思います。 
表題はいいですね。表題はあとでまた最終的に整理しますが、町の産業

活性化にむけて農業、商業、工業との連携（農商工連携）が重要であるこ

とから、町内外の調査研修を行い、研究討議を深めた結果、以下の通り提

言する。１、ＪＡみどりの、遠田商工会をはじめとする関係諸機関との産

学官連携、組織・個人をつなぐネットワークの構築、ということで次の３

点にまとめています。①生産、加工、流通各分野の代表である、ＪＡみど

りの、遠田商工会、物産観光協会を中心にし、高校や大学など町内外の関

係する教育機関、農業改良センターなど県の関係機関、金融機関、福祉事

業者などによる産業活性化に向けた「連携推進組織」を立ち上げ、継続し

た情報収集・意見交換をはかり、産業活性化に向けた認識と目的の共有化

を目指す。ここ若干文言が直っています。②「商品開発支援事業」「人材育

成支援事業」などにより成果が見えつつあることを踏まえて、組織だけで

はなく個人も常に情報と意見交換ができるネットワークシステムを構築す

る。③「連携推進組織」に福祉事業者、教育機関を含むことにより、12次
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産業化に向けた事業のあり方も模索する。２つ目として、２、産業の活性

化とまちを元気にするプロジェクト。①として消費者に見える生産、加工

により互いの信頼関係を深めていくため、町を元気にするプロジェクトを

立ち上げ、生産者、加工業者、消費者の交流及び連携を強めるイベントに

取り組む。②県総合家畜市場や山神社、文化遺産など町内の施設・資源を

産業活性化に有効に活用する取り組みを検討する。③既存の各種イベント

については、関係するイベントとの連携のあり方等も含めて見直し・再構

築をはかる。多少加えた点とかございましたけども、以上によりきのうの

夜の段階でこういう形になりましたので、忌憚のない意見をいただければ

と思います。 
鈴木委員 ２点ほど。２番の方の①、「消費者に見える生産、加工」とあります。も

ちろん私たちは分かりますけども、やはり「消費者に顔の見える」という

ような表現はいかがなものかと･･･。（「ああ、そうか」の声あり）はい。こ

れは皆さんに検討していただければ。あと２番なんですが、「県総合家畜市

場や山神社、文化遺産など」というところがありますが、もちろん「施設・

資源」というのは共通する部分がありますが、ならば家畜市場関係の、畜

産関係の活性化というのを１項目と。例えば山神社、文化遺産などの町内

の資源に関する部分を２つに分けていただければ分かりやすいかなと。と

いう２点が私としての意見になります。 
我妻委員長 今、鈴木委員からまず１点目の「消費者に見える」、たしかにちょっと･･･。

（「消費者にね、顔の見えるだね」の声あり）顔の見えるの方が言わんとす

ることが･･･。（「何が見えるのかという部分が」の声あり） 
山岸委員 「顔の」を付け加えるということだね。 
鈴木委員 皆さん、協議していただければ･･･。 
我妻委員長 その次の流れももう少し･･･。「消費者に顔の見える」とした場合に「生

産、加工により」この辺ちょっと･･･。 
山岸委員 「生産者」って「者」って入れたほうがいいんでないですか。 
藤田委員  「生産、加工」であれば「生産者」なんだよね、やっぱりね。 

山岸委員  「生産者、加工業者」か･･･。「加工」だけでだめか。 

我妻委員長 逆に「生産者、加工業者」を前に持っていったらだめか。 

山岸委員 生産、加工業者の･･･。生産、加工業者により･･･。消費者に顔の見える･･･。 

我妻委員長 では、細かい修正作業等ございますので、若干休憩して最終的なところ

でまとめていきたいと思いますんで、若干休憩します。 

 休憩 午前 ９時３９分 

再開 午前１０時５６分  

我妻委員長 再開します。細かいところをいろいろ御指摘いただいたり、補足修正等

いただきましたので最終的な確認に移りたいと思いますが、まず最初から
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１番元ですね、提言の表題になりますけど、農商工連携による産業活性化

ということで提言をする。あと内容に入りますが、大きくは１、２に分け

て、まず１番目は連携構築、ネットワークの構築ということで、３つにま

とめて①から③としました。その①の中で「農業改良センター」となって

いますが、これは「農業改良普及センター」、「普及」を入れていただくと。

「小牛田地域」は入れてませんけども、その下に県の関係機関って入れて

ますんで、そのほかもありえばの話だよね。そういうことで確認したいと

思います。 

大きい１の関係については、②に「個人だけではなく」って②の２行目、

最初原案では入れてましたが、そこを「だけではなく」をカットして、「組

織及び個人事業者」、個人ではなく「個人事業者が常に情報と意見交換ので

きる」と。そういうふうに修正が入っています。 

③はなかったですね。（「はい」の声あり） 

２番目の「産業の活性化とまちを元気にするプロジェクト」については、

①、大分順序を入れ替えました。最終的に、「消費者に見える」から始まっ

ていましたけども、それを順序を替えまして、最終的に確認したのを読み

上げます。生産者、加工業者の顔が消費者に見え、互いの信頼関係を深め

ていくため、次、漢字の「町」になっていますが、これを平仮名の「まち」

ということに、まちを元気にするプロジェクトを立ち上げ、交流及び連携

を強めるイベントに取り組む。最後の方に入った「生産者、加工業者、消

費者」をカットしたということですね。 

②については、ただ県の総合家畜市場となっていましたけど、これ「み

やぎ総合家畜市場」ということに直しまして、畜産振興が抜けてましたん

で、「みやぎ総合家畜市場につながる畜産振興に努めるとともに、」という

文章を挿入して、「山神社」これ中ポツ･･･（「このままでいいんです」の声

あり）点でいいかな、「山神社、文化遺産など町内の施設・資源を産業活性

化に有効に活用する取り組みを検討する。」。 

③については、ほとんどないんですが、連携のあり方等って言ってまし

たが、この「等」を削除して、連携のあり方も含めて見直し・再構築をは

かる、以上･･･さらに何かあと気付いたところございますか。なければです

ね、今修正をかけたところを･･･、最終的にはまた確認したいと思いますが、

この内容で最終の提言、報告書のね、様式というかこれまで出してきたの

に合わせて、これまでの経過を含めて最後のこの提言を入れた最終的な様

式に整理したいと思います。それが今事務局に、これまでの経過について

はまとめていただいていますので、それらを含めた最終的なまとめという

ことで確認したいと思います。暫時休憩したいと思います。 
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 休憩 午前１１時 １分  

再開 午前１１時３２分  

我妻委員長 再開します。今、最終的な報告書について、御手元にお示しいたしまし

た。表紙の方はいいですね。最後に日付を確認したいと思います。１、２

が政策研究に関する事項と経過について。日時と内容は若干、今お手元に

お届けした中の去年の11月28日の「政策研究の継続について」、「に」を

「の」に直してもらって、あとはことしの９月28日「議会報告会での報告

内容について」と去年の議会報告会時の表現と同じにするということに。

そのほか気になるところはございますか。 

鈴木委員 １点。２の経過の中の所管事務調査が１月27日に行われるところの「Ｊ

Ａみどりの農業協同組合営農部」というところがちょっと今引っ掛かって

いるんですが、これこの表記でいいですか。 

我妻委員長 若干休憩します。 

 休憩 午前１１時３３分  

再開 午前１１時３５分  

我妻委員長 再開します。今の「ＪＡみどりの農業協同組合営農部」に入っています

が、「農業協同組合」は「ＪＡ」の方で表現されているっていうことで「Ｊ

Ａみどりの」に統一します。「ＪＡみどりの営農部」。上の方の４月28日も

「ＪＡみどりの北浦梨部会」となっているので「ＪＡみどりの」で統一と。

よろしいですね。（「はい」の声あり） 

経過はいいですか。（「はい」の声あり） 

じゃあ、さっき確認しました提言について、今３枚目の３になります。

一応休会前に確認した内容だと思いますんで、一応お目通しいただいて。

改行のところ、ちょっと頭だけを整理しました。 

前原委員 今回これ全部字体はゴシックでまとめるんですか。 

我妻委員長 字体どうします。明朝の方が見やすいですか。 

山岸委員 うん、明朝の方が見やすいような気がする。 

前原委員 俺、目が悪いからゴシックの方が･･･。 

髙橋主事 教育、民生と体裁は統一するんでしたっけ。 

吉田議長 統一してるんだな。 

我妻委員長 字体については教育、民生と統一して、（「明朝だった記憶があるんだよ

ね」の声あり）統一して明朝になることも･･･、（「原子力はゴシックだど」

「まあ、任せます」の声あり）そこはあとで、議長にも相談して、教育、

民生の方と統一した字体で出したいと思います。（「はい」の声あり） 

髙橋主事 すみません、最後に確認です。前回こういったフォーマットではあった
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んですが、一方で教育、民生の方は１と２の間にですね、目的という項目

が入っていたんです。そこは総務と教育、民生の違いだって言ってしまえ

ばそれまでだとは思うので、そういった解釈、整理でいいかということだ

け、もう一度確認をお願いしたいと思います。これは前回原子力関係の政

策提言をしたときのフォーマットそのままになってはいるんですが、同じ

タイミングで教育、民生の方は１政策研究で、２で目的って入って、３経

過、４提言っていう流れになっていたんですね。今回のこちら総務、産業

の方を目的なしでいいかどうかっていうところを、ちょっとすみません、

確認よろしくお願いします。 

我妻委員長 目的はでも･･･。どうします。農商工連携による活性化･･･。 

前原委員 ３番の頭でうたってるんじゃないですかね。 

我妻委員長 提言の中ではね。 

鈴木委員 提言の裏返しになるんじゃないですかね。 

我妻委員長 裏返しになるね。 

鈴木委員 こういうのがないからっていう裏返しに。 

千葉委員 意識の問題じゃないからね。やれば分かると思う。 

山岸委員 目的って書かなくたってって俺らは提言って最初からうたってるか

ら･･･。 

我妻委員長 ちょっと休憩します。 

 休憩 午前１１時３９分  

再開 午前１１時４１分  

我妻委員長 再開します。目的は最後の３の提言の取りまとめのところにあらためて

「研究討議を深めた結果、以下の通り提言する」、提言することが目的だっ

たんだね。それで進めてきたというのを３番目で集約しているんで。経過

からまとめの提言という流れでよろしいですね。（「はい」「いいと思います」

の声あり） 

はい、じゃあ大分いろんな細かいところまで討論いただきましたけども、

以上の内容で、最後の直したのはあとでお任せしていただいて、あの内容

で議会を通して町長に提言していきたいと思います。じゃあ、日付は･･･。 

吉田議長 あれ、こいついつも最･･･、（「12月議会さ出すんでしょ」の声あり）議

会の日だと思ったけど違ったかな。 

高橋主事 原子力のときは12月15だからおそらく最終日だったかと思います。 

吉田議長 最終日で 14。 

我妻委員長 前のに合わせて、（「まあ予定だけどもな」の声あり）議会の日程に合わ

せた日付にしたいと思います。（「12月14ね」の声あり）14になるか･･･。
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それは議運で。（「予定ですから」「予定だからね。今の時点で」の声あり）

じゃあ議会に合わせた日付にすることを確認して、終わりたいと思います

んで、副委員長お願いします。 

山岸副委員長 産業、建設常任委員会の研究テーマ、最終報告書がようやく完成しまし

た。昨年の２月から始まって 20何回、30回近い協議を重ねてまいりまし

て、内容的には大変すばらしい内容に完成したと思っています。あとは町

がどのように受け止めて、私たちの提言についてね、どのように政策に反

映させていただくか、それは私たちも来年ぜひ取り組みいただいて検証し

なければなと思っておりますので。大変御苦労さまでした。 

 閉会 11：43 

 

 

 会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

平成２９年１１月２９日 

 

総務、産業、建設常任委員会 

 

委員長 


