
「第６期上士幌町総合計画」の策定に向けた 

まちづくりへの提言書 

令和 3年７月 

上士幌町まちづくり委員会 



 

提言にあたって 

私たち上士幌町まちづくり委員会の委員は、上士幌町の新たな総合計

画策定の一環として、上士幌町の将来について町民の立場から意見交

換や討議を行い、これからの 10年を見据えたまちづくりの提言書をここ

に取りまとめました。 

このまちづくり委員会は、昨年から続く新型コロナウイルスの全国的な

流行と感染防止策のために、様々な制約がある中、全４回の会議を開催

してきました。10年後の上士幌を想像しながら、どのようなまちになって

いてほしいのか、そのために解決すべき課題と対策は何か議論を重ね、

私たちの夢や希望、願いを込めた提言書になっています。 

この提言書は、町民の自由な発想が詰まっているため、簡単にはいか

ないことも多々あるかもしれません。それでも、これからのまちづくりを進

める際に、この提言書が少しでも役に立てば幸いに思います。 

最後に、まちづくり委員会の開催にご尽力いただいたすべての関係者

の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

令和３年７月 

上士幌町まちづくり委員会 委員一同 

  



 

目次 

 

提言までの経緯 ........................................................................ 1 

まちづくり委員会委員名簿 ......................................................... 5 

提言 ～10年後の上士幌町にむけて 7つの提言～ ...................... 6 

参考資料１ まちづくり委員会各回での意見 ................................ 21 

参考資料２ まちづくり委員会設置要綱 ...................................... 28 

 

 

 

 



1 

提言までの経緯 

１.会議の趣旨 

上士幌町は、十勝地方の北部、大雪山国立公園の東山麓に位置し、町内の約

76％が森林地帯となっており、自然豊かな町です。この豊かな自然と、町の様々

な取組が魅力となり、近年では地方の町村としては異例の人口増加を遂げていま

す。 

この流れをより確かなものとし、魅力的なまちでありつづけるために、町民の意

見を反映させながら、町の最上位計画である総合計画において、より意欲的な取

組を実施していくことが期待されます。 

上士幌町では、総合計画策定にあたり、町民からの意見を反映するために「上士

幌町まちづくり委員会」を設置することになっており、今回、「第６上士幌町総合計

画」を策定にあたり、町民が意見交換を行い、町民の目線からの今後のまちづくり

について、提言を行うこととしました。 

 

２.会議の概要 

第１回 ２０２１（令和３）年３月 16日（火）開催 
 

  ◎総合計画の趣旨説明 

   ・総合計画の位置づけや内容について事務局より説明 
 

  ◎まちづくり委員会の概要説明 

   ・本まちづくり委員会の趣旨や、全 4回の流れを事務局より説明 
 

  ◎グループ内自己紹介・役割決め 

   ・A～Fのグループを編成し、グループ内で自己紹介と役割決めを実施 
 

  ◎各種統計データから見た上士幌町 

   ・各種統計データにより、町の現状を説明 
 

  ◎アンケート調査結果の概要報告 

   ・2020（令和 2年）10月に実施した住民アンケート結果の概要を報告 
 

  ◎次回以降の説明  
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第２回 ２０２１（令和３）年３月 29日（月）開催 

 

  ◎今回の内容説明 

 

  ◎ワークショップ「上士幌町の課題を考えよう！」 

   ・10 年後の上士幌町の姿をイメージしながら、どのようなまちになっていて

ほしいか考え、その理想と現実の差から課題を抽出 

   ・グループ内で意見を交換し、カテゴリーごとに意見の集約 

   ・グループとして重要課題を選択 

   ・グループごとに発表を行い、全体で意見を共有 

 

  ◎次回の説明 

 

 

 

＜第 2回ワークショップの様子＞ 
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第３回 ２０２１（令和３）年４月 28日（水）開催 

 

  ◎今回の内容説明と前回の振り返り 

 

  ◎ワークショップ「課題に対する取組を考えよう！」 

   ・前回抽出・選択した主要課題について、解決のための取組を提案 

   ・グループ内で意見を交換し、カテゴリーごとに意見の集約 

   ・グループごとに発表を行い、全体で意見を共有 

 

  ◎次回の説明 

 

 

 

＜第 3回ワークショップの様子＞ 
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第４回 ２０２１（令和３）年７月７日（水）開催 

（当初は 5月下旬を開催予定にしていたが、全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

北海道においても緊急事態宣言が発出されたことから、延期となった。） 

 

  ◎第 6期総合計画基本構想（案）の説明 

 

  ◎今回の内容説明と前回の振り返り 

 

  ◎ワークショップ「提言をまとめよう！」 

   ・前回の内容を提言案のたたき台として事務局がまとめた資料を事前配布し、

それに対する修正意見を各委員は持参 

   ・グループごとに提言書の文案について意見交換 

   ・提言が複数グループの意見を含んでいるものは、グループの枠を超えて意

見交換 

   ・提言案ごとに、各グループの代表が発表を行い、全体で意見を共有 

 

  ◎提言書の最終的なまとめ方の説明 

 

＜第 4回ワークショップの様子＞ 
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まちづくり委員会委員名簿 

グループ名 氏  名 

Ａグループ 

秋 吉 郁 尚 

高 木 洋 樹 

中 島 由 昌 

石 川 志 乃 

巴   康 考 

Ｂグループ 

泉 田 晃 宏 

青 木 未 来 

山 本 敦 志 

遠 藤 裕 司 

Ｃグループ 

渡 辺   仁 

鈴 木 健 二 

伊 藤 佳 世 

鳥 本 和 志 

Ｄグループ 

矢 戸 宏 和 

嘉 藤 貴 之 

市 川 貴 邦 

依 田 美富士 

Ｅグループ 

佐 藤 尚 弘 

代   拓 也 

石 井 竜 也 

深 瀬 一 輝 

Ｆグループ 

小 寺 久美子 

菅 原 美 香 

岡 田    直 

松 島 勇 武 

 



６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提言 ～10年後の上士幌町にむけて 7つの提言～ 
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政策提言１ 

総合的な医療体制の充実 

提言の趣旨 

当まちづくり委員会において医療体制の充実を取り上げたグループが最も多

く、それだけ、この課題については、多くの町民が危機感を感じているといえま

す。 

昨年 10 月に実施したまちづくり住民アンケート（以下「住民アンケート」）調査

でも、町が取り組む施策のうち「医療」は最も重要度が高く位置づけられていま

す。また、町外に移りたいという人が挙げる理由では、「医療や福祉面が不安だ

から」という割合が最も高くなっています。 

具体的な課題としては、小児科の専門医が

町内にいないために、子育て世代は不便と不

安を感じていること、産婦人科、皮膚科、眼科

なども町内になく、専門性のある医療が受け

にくいことなどの意見が出ています。 

一方で、これらの課題をすべて解決すべ

く、あらゆる専門医を町内に迎え入れること

は、現実的には困難が予想されます。そのた

め、専門医の出張診療や ICTを活用したオン

ライン診療など、実現可能かつ ICTを活用した対策が求められています。 

また、子育て支援に関連し、妊婦へのタクシー助成や、病児保育の実施などが

求められています。一時、町内で粉ミルク

の入手が困難になった事例からは、必需

品、医療品等が手に入れられないことが

ないよう、乳幼児の育児必需用品、医療

品等の流通の確保などが求められていま

す。そして、医療従事者の確保のため、人

材育成もまた必要であり、奨学金等の設

立による人材育成支援が求められていま

す。 
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求められる取組 

【医療体制の整備】 

・病院または特定科目の誘致 

・出張診療の実現（週 1回程度） 

・町内で受診できる体制の構築（町営病院の整備） 

・官民（企業・医療での）協力と連携 

・近隣市町との医療連携 

 

【ICTの活用】 

・オンライン診療の導入とそのための施設整備 

・スマートフォン等からの診察予約等 

 

【子育て支援関連】 

・妊婦さんへのタクシー助成 

・病児保育の対応 

 

【アクセスの確保】 

・医療に関する相談窓口の充実 

・病院への交通手段の確保 

 

【人材育成と確保】 

・医療従事者確保のための奨学金等の設立 

・医療機関との協力・連携による人材育成 

・ICTに頼らない人のつながりを重視した医療（訪問看護、ボランティア）の推進 

・地域人材、ボランティア、民間企業の活用 

・乳幼児の育児必需用品、医療品等の流通の確保 
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政策提言２ 

遊び場や交流の場の充実 

提言の趣旨 

町を活性化していくには、人々が楽しみながら交流し、意見交換をするなか

で、新しい発想や活動が生まれ、さらに新しい人々を惹きつけていく、このよう

な好循環を生み出す場づくりが求められています。 

子育て世代からの意見としては、子ど

もと一緒に遊びやすい公園が少ないこ

とへの意見が寄せられています。また、

高齢者にとっても気楽に利用できる公

園や散策路づくりなども期待されてい

ます。さらに、町民が楽しめるだけでな

く、町のシンボル的な公園、観光スポット

にもなるような公園を求める声もありま

す。 

一方、公園の新設を考えるだけでなく、既存の公園の利活用や、既存資源を活

かした遊べる工夫も求められています。 

情報提供についての意見もあり、公園等の情報が少ないと感じられるため、

ICTの活用により、より多くの人に情報を届けることが求められています。 

また、公園をはじめとして、広場などの公共スペース、農業や酪農を活かした

集いの場など、人々が気軽に集まり交流できる場づくりが求められています。す

でに、「わっか」など一部の公共施設については集まりやすい場になっています

が、より多様な場で、子どもから高齢者まで、

人々が集まりやすい場の確保と雰囲気づくり

を、一層進めていくことが求められています。 

さらに、交流の目的を明確にした、団体同士

の交流会や、若者同士のミーティング、中学生サ

ミットや SDGｓ交流イベントなどの実施が期待

されており、交流の場の創出を支援していくこ

とが求められています。 
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求められる取組 

【公園の再整備・新設】 

・既存の公園（高台公園、航空公園など）を活かし再整備する 

・公園の統廃合 

・公園のトイレ浄化 

・上士幌の代名詞になり観光スポットとして愛される公園の新設 

・高齢者も気軽に使える公園、散策路づくり 

・冬でも使用可能な公園づくり 

・コンセプトがある公園づくり 
 

【資源の再認識と活用】 

・使っていない土地に公園の増設 

・日々の生活をゲーム感覚にする（健康ポイントなど） 
 

【ICTの活用、情報発信】 

・公園情報の提供 

・町民へのリアルタイムの情報提供と共有 

・資源の再認識と活用を踏まえた ICT、IoTの活用 

・遠方の博物館、美術館の VR体験 

・上記を達成するための官民での協力・連携 
 

【交流の場の確保】 

・町民の意見やニーズ（安らぎや子どもと過ごす場）を反映した場づくり 

・立ち寄りやすい公共施設の雰囲気づくり 

・農業、酪農を活かしたファーム（室内、室外） 

・座ったり階段で遊べたりする広場やスペースづくり 
 

【交流機会の確保】 

・各団体同士の交流会 

・若手同士でランチミーティング 

・中学生サミット（こんなまちにしたいなど） 

・小学生によるまちおこし企画 

・ＳＤＧｓ交流イベント 

・地域交流に関する事業に対する補助金制度 
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政策提言３ 

イベント等の充実による活気あるまちづくりの推進 

提言の趣旨 

上士幌町には約半世紀前に始められたバルーンフェスティバルがあり、熱気

球は町のシンボルにもなっています。また、旧国鉄士幌線の鉄道遺産を活かした

様々な取組も実施されています。 

これらの既存の資源をさらに活用し、活気あるまちづくりを進めていく必要が

あります。また、町内にある文化や芸術な

どを活用したイベントづくりも求められて

います。 

一方で、町の中心部である市街地等に

活気や賑わいを生み出すため、現在ある

様々な資源を活用しながら、まちなかでの

イベントの実施が求められています。具体

的には、中高生を巻き込んだイベント、家族で出かけられるイベントなど、ターゲ

ットを明確にした取組が必要です。 

そして、まちなかの活性化には商店街との連携も不可欠であり、商店街での

屋台イベント、あるいはインターネット環境を活用し AR（拡張現実）を活用した外

歩きイベントなどこれまでにない新しい試みに取り組むことも求められていま

す。 

また、イベントの実施方法について

も、どのように集客していくのかについ

ての工夫、コロナ禍でも可能なイベント

の実施、様々な団体あるいは移住者や

外国人からの意見を参考にしたイベント

の実施など、様々な工夫を試みることが

求められています。 
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求められる取組 

【イベント内容の工夫について】 

・既存の資源を有効に使うイベントの実施 

・おまつりイベントの開催 

・中高生を巻き込んだゆきあかりキャンドルナイトの実施 

・家族で出かけられる野外音楽祭などのイベントの実施 

・色々な人が関わることで新しい取組を生み出す 

・ナイタイ高原太鼓など上士幌に関係する芸術・文化の活用 

・こども園や小学校などで町内を回るイベント 

 （ハロウィンなど、どんな町か子どもに知ってもらう） 

 

【イベントの実施方法の工夫について】 

・イベント開催時に人集めの声掛けの工夫 

・少人数で密にならないコロナ対策 

・コロナ禍でもできることの実施 （子ども達を対象とした楽しいイベント） 

・上士幌の団体・サークルとの連携 

・移住者・外国人からの意見も参考にしたイベントの実施 

・SNSなどを活用した広報の方法の拡充 

 

【商店街との連携】 

・商店街と連携したまちづくりイベントの実施 

・子どもも無料で遊べるチケットを利用したイベントの実施 

・まちなか（商店街）に新しいお店の誘致 

・商店街での定期的な屋台イベントの実施 

・キッチンカーを集められる場所の整備 

・オープンで入りやすい（ガラス越しに中が見える）コーヒーショップ等の誘致 

・AR（拡張現実）を活用した外歩きイベントの実施 
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政策提言４ 

つながりで災害に強くなるまちづくりの推進 

提言の趣旨 

日本では東日本大震災のような大規模地震や津波による被害を経験したこと

で、全国の自治体でさまざまな側面から防災対策上の改善が進められてきまし

た。また、地球規模での気候変動が進み、各地でこれまでにない異常気象が発生

していると言われており、日本でも大型台風や集中豪雨などにより、尊い人命が

多く失われていることから、さらなる災害対策が求められています。 

上士幌町では、過去の災害履歴において、死者が発生する災害は少ないもの

の、今後、地震災害、風水害、雪害、火山噴火による降灰被害などが想定されて

います。 

これらに対応すべく、町内において様々な取

組が行われているものの、いざ災害が起こった

場合に、行政だけに任せていては、被害が大き

くなったり、生活の回復に時間がかかったりす

ることが想定されます。 

そのため、災害に強いまちづくりを進めるた

めには、今後さらに、個人の防災の意識を高

め、個人間と企業間の連携を強化することが求

められます。 

また、大規模災害時にはインフラの回復

も重要ですが、町内にインフラ回復に対応

できる業者が少ないため、民間企業間での

連携の促進や、インフラ回復に貢献できる

企業等の設立を支援するなどの取組が求

められます。 
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求められる取組 

【自助の促進について】 

・常に災害への強い意識を持てるような町民への啓発 

・非常食の確保や避難経路を定期的に確認する機会の確保 

・個人の備え（非常食や生活必需品等）を促す情報提供 

 

【共助の促進について】 

・防災訓練など地域で支え合いへの取組の推進 

・日頃からの、なじみの関係づくり 

・高齢者や障がい者、要配慮者の把握 

 

【インフラ回復について】 

・民間企業間の連携 

・後継者のいない業者を一括集約する企業の立 

ち上げを支援 

・解体業組合を設立 

・バイオマス等の再生可能エネルギーの活用 
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政策提言５ 

多様な人たちの移住による多彩なまちづくりの推進 

提言の趣旨 

上士幌町は、人口の社会移動において増加の傾向にあり、地方の市町村の移

住政策としては、異例の成功を収めています。また、上士幌町が好きになって移

住してきた人たちは、積極的にまちづくりに参加する傾向があると言われてい

ます。このことからも、本町の活力を維持するためには、これら移住者の方々の

さまざまな力を、まちづくりにつなげていく環境作りが求められています。 

一方、住民アンケート調査からは、移住者側

から交流を求める声と、元々住んでいる町民側

から交流を求める声が双方から見られ、現状の

関係性に不十分な部分があることが垣間見え

ます。 

このため、移住者と元々の町民との接点を

様々な方法で増やし、町民同士の交流を促すこ

とが必要です。それには、移住者を紹介する機

会を増やし、また、元々の町民とコミュニケーシ

ョンをとれる場を確保することが求められてい

ます。 

交流を促す方法の１つとしては、ICT を活用し、各種ホームページや、SNS 等

において移住者が元々の町民と交流できる場を設けることが求められます。 

また、町内会活動のお誘いや、その他サークルなどへの紹介、交流していくき

っかけづくりも必要です。 

さらに、移住者も元々の町民も同じように、それぞれ一個人として交流できる

場も必要であり、町民同士の新しい出会いが生まれる、交流の場の確保が求め

られています。 
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求められる取組 

【情報の共有の促進】 

・移住者について積極的な情報発信 

・SNS、トークアプリ、オープンチャット等の活用 

・移住者を紹介するサイト等の設置 

 

【交流のきっかけづくりの支援】 

・町内会への加入促進 

・行政区イベントを開催 

・町民の集まりへのお誘い（スポーツ、健康、ボランティア、ごみ拾い、花壇整備な

ど） 

 

【場所づくりの支援】 

・多様な人たちが憩える場の確保 

・行政区規模から始める交流や繋がりの場の確保 
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政策提言６ 

子どもの多様なキャリアにつながる学生支援 

提言の趣旨 

子育て世代にとって、教育にかかる経済的な負担は大きく、様々な公的な支

援がすでに行われているものの、さらなる支援により、子育て世代の町への定

着を促すことが求められます。 

国立社会保障・人口問題研究所が実施している「出生動向基本調査」において

は、「理想の子ども数を持たない理由」は「子育てや教育にお金がかかりすぎる

から」が最も高い割合となっています。 

また、住民アンケート調査でも、少子化対策として注力すべき取組として「出

産、育児、保育、教育などの経済的負担が減るようにする」が最も高い割合とな

っています。 

これまでの経済的な子育て支援策は、保育料の無償化や就学支援制度など未

就学児から義務教育課程のいる児童保護者への支援が中心でした。高校生や大

学生については、上士幌高校については、スクールバスの利用、就学援助、入学

準備金、制服購入助成、大学等への奨学金制度などがすでに実施されています。

また、大学等に通う学生に対する「上士幌町がんばる学生応援給付金事業」も令

和 2年度から実施されています。 

このように少しずつ高校生や大学生への支援は行われてきていますが、町外

に通う学生にもさらなる支援が求められています。 

持続可能なまちづくりには、まちづくりの担い手が不可欠です。町に住む子ど

もたちの多様な将来キャリアを支

援することは、子育て世代が町に

住み続ける、あるいは町外からの

移住を検討している子育て世代を

惹きつけるまちの魅力となります。

町外へ進学していく子どもたちも、

本町に愛着をもち、将来町に戻り

まちづくりの担い手になってもら

えるような支援の在り方が必要と

なっています。 
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求められる取組 

【経済的支援について】 

・入学時のお祝い金など義務教育以外の学生への幅広い支援 

・大学生や専門学校生などへの支援金や下宿等にかかる費用助成 

・奨学金返還支援 

・町内企業への協力の呼びかけ（若者の U ターンを促進する経済的な支援や福

利厚生等の充実） 

 

【通学の負担軽減について】 

・通学費助成 

・町外への通学の支援 

 

 

 

 

  



19 

政策提言７ 

持続可能な農業のための支援 

提言の趣旨 

農業の担い手不足は全国的な課題であると同時に、上士幌町においても農家

は減少しつづけており重要な課題となっています。上士幌町は農業が基幹産業

であり、農業を持続可能にしていくための振興策は重要施策の１つとなっていま

す。そのため、農業振興は、多面的にそしてきめ細やかに進めていく必要があり

ます。 

まず、若い世代に魅力的な仕事となるよう、上士幌町の農産物のブランド化を

さらに推進するとともに、町民により親しまれ愛されるブランドの育成が求めら

れています。そして町内外に対しての情報発信にさらなる工夫が求められます。 

国の制度的な支援としては、所得

確保の政策が量の確保に向いている

ため、農産品の生産が画一的になり

がちであり、町としては、多様な農産

品の生産を促す独自の取組が求めら

れています。 

また、新規就農者や事業拡大を図

る既存農家と、離農者の事業譲渡の

タイミングを合わせることで、円滑な事業継承に取り組むことが求められます。

新規就農者を育成する仕組みづくりも求められています。農家を支援し育成す

る学校施設等の創設も求められます。 

さらに、成牛に育成するまでにかかる約

２年間のつなぎ融資の制度を整備するな

ど、農家に対するきめ細かな支援が求めら

れています。 
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求められる取組 

【ブランド化と広報の工夫】 

・牛肉価格の低廉化による購買促進 

・若い世代に農業の魅力を理解してもらう為の周知・啓発 

・上士幌特産品としてブランドの強化 

・町民の地元ブランド愛の醸成 

 

【制度的な支援】 

・農産品の量の確保を目指す画一的な生産から、町独自の多様な農産品の生産

を促す制度的支援 

・新規農業従事者の養成 

・離農者から他の就農者への事業譲渡を円 

滑にする仕組みづくり 

・肉牛を販売できる約２年間のつなぎ融資 

 

【資源の活用】 

・農業休耕地の有効活用 

・農家を支援、育成する学校施設の創設 
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参考資料１ まちづくり委員会各回での意見 

第２回 ２０２１（令和３）年３月 29日（月）    各グループでまとめた内容を掲載 

 

  課題を抽出し、カテゴリーごとにまとめています。星印は、主要課題として選択されたものです。 
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第３回 ２０２１（令和３）年４月 28日（水）    各グループでまとめた内容を掲載 

 

  第２回で各グループが選択した主要課題に対し、対策となる様々な取組を出し合い、カテゴリーごとにま

とめています。 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

 

 
 

 

 

  



27 

第４回 ２０２１（令和３）年７月７日（水）    各グループからの主な意見および修正を掲載 

 

 

 政策提言１ 

 「提言の趣旨」について 

 ・一時町内で粉ミルクが入手困難になった事例を挿入 

 

 政策提言３ 

 「提言の趣旨」について 

 ・「鉄道遺産を活かした様々なイベント」から「鉄道遺産を活かした様々な取組」に変更 

  （現状から「イベント」という表現よりも「取組」という表現が好ましいため） 

 「求められる取組」について 

 ・特定のサービス名を用いていた表現を、「SNSを活用した」という表現に変更 

 

 政策提言５ 

 「提言の趣旨」について 

 ・町内会を含む「地域団体」などの表現がわかりにくいため、「町内会活動のお誘いや、その他

サークルなどへの紹介」へ変更 

 「求められる取組」について 

 ・こちらも「地域団体」という表現がわかりにくいため、わかりやすい表現に変更 

 

 政策提言６ 

 「提言の趣旨」について 

 ・全体的な内容について、高校生や大学生に限定された支援のように受け取れるので、専門

学校生なども含んだ支援としたいことから、タイトルを「高校、大学支援」から「学生支援」へ

と変更 

 「求められる取組」について 

 ・こちらについても、高校生、大学生だけでなく、専門学校生への支援となるよう変更 

 ・町内企業にも、若者が Uターンするような支援を求めていくことを追記 

 

 政策提言７ 

 「提言の趣旨」について 

 ・農業生産の政策的志向の表現について、国の取組と、町の取組を明示的に分けることで、文

意をより明確なものとなるように修正 

 ・牛が成長するまでの支援について、当初は肉牛のみの表現となっていたが、乳牛について

も必要であるため、肉牛も乳牛も含む「成牛」という表現へ変更 
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参考資料２ まちづくり委員会設置要綱  

ま ち づ く り 委 員 会 設 置 要 綱 

 

（設置）  

第１条  第６期上士幌町総合計画の策定にあたり、住民と行政職員が気軽に意見交換

を行い、地域の課題や問題を明らかにするとともに、まちづくりに対する想いやア

イデア等を町長に提言するため、まちづくり委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。  

（組織の構成）  

第２条  委員会は、次の委員で構成する。  

 (1) 町の公募に応募し、町長が委嘱する者  

 (2) 町内の団体又はグループから推薦され、町長が委嘱する者  

 (3) 総合計画策定プロジェクトチームのメンバー  

（会議）  

第３条  会議は、全体会議とグループ会議を開催する。  

２  全体会議は、委員会全体の確認の場であるとともに、グループ会議で検討された

意見・提言等を報告し、全体化するために開催する。  

（委員長）  

第４条  委員会に委員の互選により委員長を置く。  

２  委員長は、委員会を代表し、全体会議の進行を行う。  

３  委員長に事故ある時は、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。  

４  全体会議は、必要に応じ委員長が招集する。  

（事務局）  

第５条  委員会の事務局は企画財政課があたる。  

（任期）  

第６条  委員の任期は、令和３年３月１６日から、第１条の目的達成までの期間とす

る。  

（その他）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。  

 

   附  則  

１  この要綱は、令和３年３月１６日から施行する。  

２  この要綱は、第６条の任期限り、その効力を失う。  


