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佐世保市地方創生推進協議会 第 3回協議会 
日時：2015／10／22 AM9：30～11：50 

場所：佐世保市役所 4 階会議室 

１．開会 
【事務局】 

・事務局あいさつ 

 

２．市長挨拶 
【市長】 

 本日は、第 3 回佐世保市地方創生推進協議会の開催におきましては出席いただき、感謝申し上げる。

前回は 8月 17日に開催させていただき、今回が 3回目の開催となる。前回の会議までは、佐世保

市まち・ひと・しごと創生会議の骨子案を説明させていただき、委員の皆様にご意見をいただいた。

その後、行政内部において総合戦略の各分野の施策の取りまとめを行い、また、佐世保市議会への

報告をした。さらに、市民の皆様からの意見としてパブリックコメントを実施し、様々な意見をい

ただくことができている。また、今週 10 月 19 日に地方創生推進協議会の部会を開催し、総合戦

略の素案に対する協議が行われている。これまでの様々な方々からの意見を踏まえて本日、総合戦

略の最終案を取りまとめた。その内容を委員の方々に説明をさせていただく。 

 今後は、この戦略に盛り込まれた各施策の着実な推進を行っていくことになるが、その推進にあた

り 3 つの連携、「官民連携」、「政策連携」、「地域連携」にしっかりと取り組んでいくことが重

要であると認識している。本市は、来年４月に中核市へ移行する。今後、西九州北部地域の核とし

て地域の活力を次の世代につないでいくために、しっかりと地方創生に資する事業の推進を図り、

将来にわたって 20 万人の人口規模を維持していかなければならない。そのためには、この 3 つの

連携をしっかり行っていく必要があると思っている。国の地方創生の基本方針にも、総合戦略の策

定後の取り組みとして、「地域の稼ぐ力」、「地域の総合力」、「民の知見」を引き出すことで地

方創生の進化を図ることが求められている。これまでの縦割りの取り組みを廃止、様々な分野のつ

ながりを深めていくことが地域としての総合力を高めていくことになる。このような取組みを行う、

頑張る地域を国として応援していく方針が示されている。 

 佐世保市としては、この方針をしっかりと受け止めて今回の戦略に盛り込んだ施策の推進を図って

いく。本日お集まりの委員の方々には、地方創生の計画の策定にとどまらず、地方創生の推進に向

けて今後も引き続きさらなるご支援ご協力をお願いしたい。 

 

３．議題 
【事務局】 

 佐世保まち・ひと・しごと創生総合戦略（最終案）（人口ビジョン含む）について 

 

【部会代表による報告】 

（長崎国際大学 豊島 律氏（自然増部会 部会長）） 

 自然増部会は、公募委員２名を含めて、産学金民福の各界から多彩な委員 10 余名で構成されてい

た。人口の自然増に重点を置き、特に、出産・子育て環境についての意見表明、集約がなされた。
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5/13 からスタートし、オール佐世保の旗印のもと、あえて方向性を明示されていない中、いわば

白紙に近い状態から議論をしたため、幅広い意見が出された。そのため、第２回部会終了時は、混

沌としていて先が見えない上、夏くらいまでに結論を出すとの目標を前に立ちすくんだりした。し

かしながら、その後打合せや部会の会を重ねる度に、出された意見・議論を政策推進センター及び

関係者の方々の努力で整理され、まとまったものが示されるようになった。先が見えてくる中で、

最初に行った、混沌とするまで述べ合った形があったからこそ、と後に思うまでになった次第であ

る。示された２６３の取組を 17 プロジェクトに絞る作業は、きっと大変であったことと推察する。

ここに佐世保の地域創生の考え方や現状分析を踏まえた形でまとめ上げることに尽力された方々に

敬意の意を表する。 

 振り返って５点を述べさせていただきたい。 

 自然増部会で常に語られたのは、第一のキーワードは、市長の話にもあった「つなぐ」という用語

である。庁内でも横のつながりが展開された、と先日の部会で話された。私にとっても、普段意見

交換する機会のない産金の方々との意見交換は意義のあるものだった。また、市民公募の方の、生

活に根差した忌憚のない意見も貴重であった。そうしたつながり合いがこの報告書に結実している

と思う。ただ、女性や若者の意見がもっと直接的に反映されるような構成であったならば、なお良

かったであろうと思う。これからの実行過程で、是非、女性や若者の登場を期待したいものである。 

 ２番目。意見交換の中で、身近なところで既にいいところが沢山あることを学んだ。例えば、婚活

の成功例がいくつも積み重なっていること。あるいは、子どもがミニ社会でいろいろな仕事をした

り、社会で学んだりするミニ佐世保というものに取り組んでいること。新たに始まっている買い物

支援サービス、あるいは、金融機関でファンドが作られていることなど、すでに、身近で始まって

いることを知った。政策等ですでにあるものを、さらなる活用をすることも重要である。しかし、

市民が知らなかったりする場合もあるため、政策を知らせて活用していくことも大事な取組である

と思う。 

 ３番目。取り組むべき課題は山積しており、それを報告書にまとめ上げた訳である。自然増部会の

「基本目標３ 女性が“キラッと”素敵に輝けるまちをつくる」という表現は極めて抽象的である。

具体的には、女性活躍応援宣言登録件数を増やすと書いてある。啓発だけにとどまらず、宣言をす

る基準項目などを明示する必要があると考える。父親の育児参加が書いてあるが、父親がおむつを

替える施設が少ないこともある。子育てのバリアフリーも解消していく必要がある。ともあれ、課

題は具体的にしてかなければならず、その点ではこれからが正念場である。 

 ４番目に人材確保の課題がある。様々な取り組みの中で「あたたかく子育てを支えるまち」をつく

るためには、保育や人材の確保が不可欠である。とりわけ福祉は全国的傾向として、若者があまり

選ばなくなっているという実情にある。社会福祉の担い手を養成する私も日々悩んでいるが、高校

生と出会う場を与えられて説明をすると、１人、２人、５人という世界であるが「そういう仕事な

らとても魅力的だ」と思ってもらえる。賃金水準を上げる努力を続ける一方で、身近に魅力的な仕

事と仕事場があることを伝えるのも大切である。早い中学生位の年齢に、何らかの取組ができたら

と思う。 

 最後に、私自身も意見交換の中で十分反映できなかったと反省している点である。「あたたかく子

育てを支えるまち」と誰もが思うようになるためには、一般の子どもモデルで考えていくだけでは

なく、困難を抱えている人への取組を豊かにしていく、これがまちの魅力となるのではないか。
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16.3％と言われている子どもの貧困や障害児の問題をインクルージョンし得る施策と諸分野が連携

することが求められていくと思う。 

（佐世保工業高等専門学校 中尾 充宏氏（社会増部会 部会長）） 

 担当部会は、社会減という流出を食い止めること。色々な職種の方々から、263 の取組提案をいた

だいた。正直、まとまるのだろうかと思った。専門コンサルタントの支援もあり、まとまったもの

だと思う。取組を実行することによって、人口減を食い止めることが必要である。これから、

2060 年の目標人口に向けて努力することとなる。基本目標を４つ設定し、数値目標も示されてい

る。特に、この 17 プロジェクトについてはよくまとめられたと思う。グローバルの視野を含めた

いろいろな観点から佐世保市独自の考えを展開していくことも大切である。現時点で示されたもの

は、戦略の案である。これから、各プロジェクトが実現していくか、が大切である。プロセスの中

では様々なことが起こってくる。これをどう克服するか、縦割りの壁を越えて協力し合わなければ

ならない。幸い、全て真摯な提案である。佐世保市に住まわれる方がいかに佐世保市の発展、将来

に結び付けるか、いかに真剣に考えていくか、である。ここにいらっしゃる方はそのリーダーであ

ると思う。私は、３日前の部会で意見を改めて伺ったが、いろいろなことがある。例えば、まち・

ひと・しごとであるので、仕事がなければ人は増えない訳である。企業を誘致することは、地元の

企業を育てるという観点からは、必ずしもベターなことではない、という観点もある。また、私は

教育関係に携わっているが、育てた人材がそのまま佐世保に残って佐世保に貢献してくれる、とい

うのはわかりやすい話である。しかし、いったん佐世保から外に出て、数年後「やはり佐世保に戻

って、佐世保に貢献したい」という意識が生じた際、実際に佐世保に戻ってもらって、数年間蓄積

した幅広いノウハウをもって貢献してもらうことも必要である。これから 17 プロジェクトをいか

に進めていくか、ということが大切だと思う。まとめていただいた事務局の方に敬意を表する。 

 

【創生総合戦略（最終案）事務局より説明】 

 

４．意見交換 
 

（長崎新聞社佐世保支社 石田 謙二氏） 

 資料 P87 に、総合戦略の見直しについて記載があるが、その中の数値目標に関しても下方修正、

上方修正の変更があるのかどうか確認したい。もし、変更があるのであればどれくらいのスパンで

変更を行うのか確認したい。 

＜回答＞ 

・各施策のＫＰＩについては目標の変更はありうると考えている。見直しのタイミングについては、

少なくとも毎年 1 回は検証という形で実施する考えでいる。 

● その中で、大きな目標である出生率 2.0 や 20 万人など、長期間における数値も見直しを実施する

か確認したい。 

＜回答＞ 

・人口ビジョンや基本目標に係る数値目標（全体の大きなフレーム）については、基本的に変更は考

えていない。 
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（佐世保老人福祉施設連絡協議会 酒井 博佳氏） 

 資料 P87 での質問でいろいろな話が出ているが、コーディネーターの選出についてはどのような

方を招へいするつもりなのか確認したい。 

 沢山の人材がいる中で外部から、ということになっているが、内部にも素晴らしい人材がいる。そ

のような人材は招へいの対象とならないのか、確認したい。 

 工程表を見ると 27 年から 28 年にかけて外部コーディネーターの招へいが記載されているが、日

程的に日にちがない状況である。協議会委員の竹本氏などが商店街の講演などを実施しており、こ

のような方がコーディネーターとなるのはどうか、という意見です。 

 

＜回答＞ 

・外部の基準については、「行政内での選出ではない」という意味で捉えており、人材については広

く選定を行い、必ずしもこのメンバーの中の人材がなってはいけないという考えはしていない。 

・プロジェクトについては、稼ぐというビジネスのところについては、やり方の繋ぎという考えでコ

ーディネーターの採用が必要ではないかと考えている。すべてのプロジェクトに一人ひとりコーデ

ィネーターがつくわけではないが、数名の方を選定させてもらい招へいしたいと考えている。 

● 確認だが、外部と内部とは、佐世保市とその外部という分け方でいいのか。 

＜回答＞ 

・外部というのは、市役所の内部の人間ではなくという意味で考えている。 

● コーディネーターの選出については、広く全国から公募をして募るというのも考えているのか。

（市長質問） 

＜回答＞ 

・現在のところは公募というかたちは考えておらず、それぞれの地域に関して精通している方、また、

その事業に関して詳しい方の選定が必要であると考えている。具体的な人材を選定するにあたって、

地域の部分で人材が不足しているという場合は、公募も一つの選択肢として考えていきたい。 

 

（連合長崎佐世保地域協議会 鴨川 博明氏） 

 コーディネーターについて、よその地域では高校生などに任せるといった、柔軟な対応をしている

ところもある。佐世保市でも若い皆さんの可能性を活用したらどうか、という意見です。 

 

（佐世保市民生委員児童委員協議会連合会 岩田 幸夫氏） 

 観光関係で世界遺産登録を目指している黒島天主堂の登録が有力視されているが、世界遺産が登録

された場合観光客が押し寄せてくると考えられる。しかし、玄関口としての道路や駐車場がない状

況であるので、どのように市は考えているのか確認したい。 

＜回答＞ 

・黒島天主堂の世界遺産登録については、観光物産振興局の方で世界遺産を活用する組織体が立ち上

がっている。現状の黒島の受け入れ側の整備、相浦側の整備について検討している状況である。地

元の方々の意見を頂いている状況で現在調整を行っており、ＭＲ（松浦鉄道）などの交通アクセス

等についても諸団体との協議を実施している状況である。今後の展開の青写真が出来た段階で地元

の方々に説明を実施していく方針である。 
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（佐世保市商店街連合会 竹本 慶三氏） 

 街中として地域で考え地域で取り組んでいく「させぼまち元気計画」という点でのプロジェクトが

あるが、現実に検討が進められている状況である。 

 官民連携で進める中で、警察（公安委員会）が入っておらず、商店街は路面に面しているため常に

道路に関する許認可が必要となっていることを踏まえると警察（公安委員会）との連携について記

載が必要であると考えているが確認したい。 

＜回答＞ 

・事務局として、地域のことは地域でという考えで進めていくという命題を掲げており、行政が考え

るのではなく、まちなか住民の考えを主体にまちづくりを進めていければと考えている。施策の中

で「まちなかエリア」の魅力と機能をエリアマネジメントによって強化することを後押ししていく

ことを考えている。 

・官民連携の形でそれぞれの地域がどの分野で延ばすかは、地域ごとに考え方が異なるため、立ち上

がろうとする地域やグループを応援してどうすれば人口減少社会の中で地域を守れるかの視点で地

域住民、企業、大学、福祉団体、金融機関、行政などが連携していく考え方を持っている。 

・まちなかでは警察との連携が必要であり、他の地域では別の団体との連携が必要となっていると考

えられるので、各地域での連携の考え方に沿って最大限サポートしていく考え方である。 

 

（佐世保地域経済活性化推進協議会 池田 敏章氏） 

 実現にはかなりの労力が必要であり、そこをどうするのかが重要である。協議会ではプロジェクト

チーム、若手を中心に実行部隊を地方創生のプロジェクトチームを作っている。実行となると大変

であるので、覚悟の上でいろいろと考えている。今回の説明に 1時間程度かかっており、時間的に

事前に説明をしてもらい、この場は討議・討論の場にしてほしい。人口減少の食い止めについては、

出生率の問題、転入転出の問題等、いろいろありなかなか防ぎようがない状態である。現実的には

転出についての対応として、学校の関係の転出を防ぐため奨学金制度の充実・活用、その後の就職

等の優遇などを実施すべきではないかと考える。 

＜回答＞ 

・地方創生に関してプロジェクトチームを作ってもらい、熱心に議論していただいていることに感謝

したい。地方創生のどれをやっていくのかが重要なポイントであると考えており、市がメニューを

作成しても実際に動いていくプレイヤーがいないと実現していかない。今後、縦割りの考え方では

なくいろいろな形でのつながりによって事業を進めていきたい、と考えている。 

・奨学金制度については、他都市の事例からも有効であるとの認識であるが、市単独で深めることは

財源等もあり今後の検討課題として受け止め、長崎県とも協議を実施し進め方について検討してい

く。 

 

（佐世保観光コンベンション協会 飯田 満治氏） 

 佐世保市には、西海国立公園という風光明媚なところがあり、世界遺産登録を目指しているところ

である。また、ハウステンボスに代表されるファンタジーフィクションの聖地や三川内焼など陶芸

地としての歴史、豊かな海産物・農産物などの観光要素をすべて兼ね備えた場所である。 
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 観光地としての優位性については、地域住民の方々に気づいてもらい、胸をはって地域住民の方々

に発信してもらえればと感じており、これらを踏まえて市内外への広報活動が必要になってくると

感じている。 

 観光業は労働集約型であり、雇用の拡大が期待できる産業である。オールさせぼの考え方が重要で

あり、プロジェクトの⑯⑰をみんなで実現していく気構えが必要であり、早急に手をつける必要が

ある。様々なプロジェクトを立ち上げる中で地域住民の気持ちの共有が大切である。 

＜回答＞ 

・P87 において、今後の総合戦略の展開の中で、この案が承認していただければ 27年度に「総合戦

略策定」上乗せ（市）を実施していく方針である。これは、今年度中にフォーラムや講演会などの

情報発信を実施し市民意識の醸成を図りたいと考える。 

 

（長崎県立大学 太田 博道氏） 

 学生が外に出るという現象は、就職という内容で出ていくことになる。仕事があるということは重

要であり、どのように仕事を作っていくかが大切なことである。学生が外に出るのは佐世保や長崎

の企業の内容を知らない面もあるが、やはり待遇の差によるもので県外に流出することもある。地

域内企業は、生産性を向上させて賃金をあげる努力をする必要がある。 

 第一次産業においては、ＴＰＰの問題はあるが地域の活性化の視点だけではなく、世界的な流れを

踏まえて生産能率を上げるなどの工夫ができれば地域の発展につながると考えられる。地域に根差

して愛する心と相反することを実施しなければならないこともあり覚悟が必要である。 

 在宅看護については、医者や看護師が自宅を巡回するのに時間を費やしすぎて効率が低下している

状況がある。今後、ある一定のところまで人口が減少することを踏まえてコンパクトシティ化を目

指していく必要がある。 

 本社機能の移転は、関西圏から本社機能を東京に移している現状であるので、どのような手段で佐

世保に移転させようとしているのかを確認したい。 

 地方で人口が増えているところは沖縄があり、その地域での増加要因について参考にすべきである。 

 黒島天主堂の世界遺産登録において、黒島のみに観光客が来るのではなく広域的なネットワークの

中でつなぐようなパッケージ化が必要であり、まわりにおける連携が必要である。 

＜回答＞ 

・本社機能の移転については、税制面の優遇などがあるものの、ハードルは高くすぐに実現するもの

ではないとの認識で、現時点では政府機関の移転を検討している状況である。具体的には、茨城県

にある水産総合研究所を佐世保市に移転できないかと考えている。政府機関の移転については、現

在、国に対し長崎県として２施設を要望しており、佐世保市が要望している茨城県にある水産総合

研究所はその１つである。 

 

（佐世保市水産振興協議会 溝口 芙美雄氏） 

 地方創生の目的は人口減少の歯止めであるとの認識である。戦略の中で企業誘致の考え方であるが、

地場産業の振興を確実に実施すべきであると思う。昔は、働く場所がなく、そのかわりにだれでも

創業にチャレンジできた点があり、チャレンジできる若者を育てる必要がある。佐世保市が中心と

なり、何かにチャレンジできる人材と企業を招致し、育てる必要がある。 
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 若者が育っていく上で、結婚や子育てが重要であると考えられ、若者が安心して産み育てられる環

境づくりを実施していく必要があり、保育園等の充実が必要である。また、対象となる方々の意見

を十分に聞き対応を図る機会や場所がそれぞれの地域で必要である。 

＜回答＞ 

・実施段階に入るにあたり、すでに、経済界において 30代から 40代においての若手の経営者が中

心になり立ち上げている。協議も 3回程度行っており、産業界の創業の在り方などの議論がなされ

ている状況である。 

・佐世保の地域性も複雑であり、周辺の漁港や漁村、山間部の地域などきめ細やかなサポートができ

るように進めていきたい。 

・若者のチャレンジは、すでに産業についている方々ではなく大学生などの経済に長けた若者が何か

をしたいと思いチャレンジできる環境づくりをすることで地元に残る可能性があると考えている。 

＜回答＞ 

・商工会議所の青年部で来年事業について来年度事業の提案を受け付けており、小学生から大学生ま

で、創業できるような教育のあり方を検討するなど各地の動きが出てきている。いろいろな情報を

確認しながら進めていきたい。 

 

（市民公募委員 渋江 康敏氏） 

 今後 5年間のＫＰＩの目標が決められているので、その目標に向けて邁進していくべきであり、中

間見直しを実践していくことが大事である。 

 行政部局ではリーダー部局の設置を行うとのことで、縦割り社会の打破により横断的な責任部局を

決めて実施してほしい。 

 公募委員の選定については、女性等の声をもっと反映すべきでもう少し公募委員の拡充を図る必要

があると思う。 
 

（佐世保社会福祉協議会 中山 恒夫氏） 

 厚生労働省や総理が介護離職について話をしているが、介護従事者に対して賃金が安くやめていく

のではなく、家での親族の介護のため現在の職場を離職するという意味で使われている。 

 地方都市で起こりうる現象であり、介護離職はあってはならないと考える。そうならないためにも

職場の充実や福祉介護施設の充実を図る必要がある。 

 Ｕ・Ｊ・Ｉターンの中に孫ターンが入っているのかどうかわかりませんが、佐世保から離れていっ

た昭和 30年代の方が定年を迎え、孫を連れて佐世保に帰ってきた例が沢山あり、市場調査で

24％程度の方が故郷に帰りたいという意思表示をしていると聞いている。今後、内容的に検討すべ

きである。 

＜回答＞ 

・Ｕ・Ｊ・Ｉターンについては、地域情報を一体的に発信することで広く募りたいと考えている。孫

ターンについて、そのような切り口もあるということで参考にさせていきたい。 

・Ｐ63・Ｐ64にある介護離職については、健康に暮らすために習慣予防も含めて総合戦略の中で健

康について書かれている。長寿命化の中でいかに長生きをしてもらうかの戦略の中で今後展開を進

めていく予定である。 
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・Ｐ64においては、Ｕ・Ｊ・Ｉターンにおいていかに情報を発信していくかの点が不足している状

況である。様々な形で東京や大阪の方々がＵ・Ｊ・Ｉターンを望んでいる中で、地方の的確な情報

（都市プロモーション）が伝わっていない状況であると認識している。 

 

（十八銀行 松本 由昭氏） 

 最終目標は、人口減少の歯止めを行い 2060 年に 20万人にすることが目標であり、この 5年間

はこの施策を実施していく必要がある。 

 今後 5年間において、最悪のシナリオと目標のシナリオの数値はさほど差がなく、それ以降でその

差が開く展開となっていることを踏まえると、この 5 年間が需要な要素を占めていると考えられる。 

 この 5年間の施策の手を打って、24万 4千人を維持するとのことなので、やることが大切であり

今からでも出来る施策が網羅されている状況なので、5年間で確実に実施に移す必要がある。 

＜回答＞ 

・人口推計については、数としての 20万人規模を維持することも重要であるが、そのことは同時に

年齢構成の形態を変えていくことなることが重要であると考えている。このままいけば生産人口は

大きく減少し、高齢化率は変わってこない状況であり、正常な人口ピラミッドに近づけ地域として

の健全性を保ちたいという意向がある。 

・当初の 5年間においては、勝負の 5年間でスタートダッシュをするのが重要と考えている。人口な

どは明日すぐ変わる訳ではないが、この 5年間でどちらの勾配に行くのかが決定されるため、全力

で推進していきたい。 

 

（佐世保地域経済活性化推進協議会 池田 敏章氏） 

 来年度から中核都市となるにあたって、佐世保だけが人口減少を抑えるのではなく県北地域を良く

していく必要がある。様々な問題を広域的に解決していくべきであり、佐世保は中核都市としての

役割を果たすべきである。 

＜回答＞ 

・連携に関しては、連携中枢として役割を果たしたいと思う。連携で何をするかは、それぞれの首長

の考え方があるので調整していきたい。また、働く場として佐世保だけではなく波佐見にはキャノ

ンがあり、また大島造船所の従業員の半数は佐世保からの通勤であるという状況もあり、地域全体

で捉えていく必要がある。 

 

（親和銀行 福田 知氏） 

 佐世保らしさ及び佐世保独自性をちりばめられている総合戦略であるが、今後の本番はこれからで

ある。17プロジェクトをいかに実現化、事業化していき佐世保の活性化につなげるかが重要であ

る。 

 金融機関として「オールさせぼ」の案件として全面的に今後も協力していく。また、活性化協議会

の中に設置された地方創生のプロジェクトチームは実行部隊をして民間組織として作っており、こ

れからの佐世保を担っていく若手の経営者の方々に入ってもらい、スピードと成果が求められるコ

ンパウンド、地方創生の実現化を一体となって進めていきたいと考える。 

 当面、民間の活力が必要なプロジェクトなど、4つのプロジェクトを中心課題として進めていく。 
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（公募委員   池田 和枝氏） 

 佐世保市民の希望出生率の 2.09 を目標にすることは素晴らしいが、これを実現するために必要な

ことは何なのか考えると、子育ての経済的な負担や育休や育休後の復職の確保ができない、保育所

の不足が原因で子どもが増やせない状況がある。 

 （資料「②市民の結婚・出産・子育てに関する意識や希望の調査」P33【現在の居住地における子

育ての環境や支援の満足度】において、「不満」「どちらかといえば不満」について」）佐世保市

は、他の市町村に比べて数値が高く残念であり、佐世保市全体がしっかり取り組めばこれらは改善

できる数値であると考えられる。希望出生率 2.09 の達成のために、産みたいという女性の要望を

かなえてほしいと感じている。 

 シングルマザーの割合は結構多く、その方々が安心して子育てができるサポートを実施してほしい。

また、シングルマザーが再婚した際に、さらにもう一人産める環境づくりが必要である。シングル

マザーの婚活を初婚の方のみの婚活パーティではなく、いろいろな年代も参加できる体制づくりを

してほしい。 

 国や市町村が女性に子どもを産むことを強要できない以上、女性の一人ひとりがどうしたいのか、

汲み上げることが必要である。女性が家庭を持って子どもを持ってしあわせな人生を作っていくた

めにどうするか視点をあて、取り組んでいけば目標値はクリアできると考える。 

 

５．開会 
【事務局】 

 事務局あいさつ 


