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東近江市総合計画シンポジウム 会議録 

東近江百物語 第一章 

 

日 時 平成２３年６月２５日(土) 午後 1時 30 分～午後 4 時 

場 所 てんびんの里文化学習センター 

主 催 東近江市総合計画審議会 

参加者 一般８５名 審議会委員１３名 発表者１２名（審議会委員除く） 

 

開会開会開会開会    

[[[[司会司会司会司会（（（（野野野野々々々々村村村村審議会審議会審議会審議会委員委員委員委員））））]]]]    

それではただ今より東近江市総合計画シンポジウム『東近江百物語 第一章』を開会いた

します。 

    

１１１１．．．．会長会長会長会長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

[[[[稲川審議稲川審議稲川審議稲川審議会会会会会長会長会長会長]]]]    

東近江市では「東近江市総合計画」の後期基本計画を策定するため、これまで庁内の組織

と審議会で検討を重ねているところです。今回のシンポジウムでは、『東近江のグッドニュー

スをみんなで分かち合いませんか』ということで、様々な市民活動の事例を紹介し、それを

通じて、元気を分かち合ってもらい、自分もやってみようという気になってもらえればと考

えています。 

手づくりのシンポジウムにしようということで、審議会委員も裏方で働いています。少し

でも皆さんに元気を持って帰っていただければ考えています。4 時頃には終了したいと考え

ていますので、よろしくお願いいたします。 

 

２２２２．．．．第第第第 1111 幕幕幕幕    合併後合併後合併後合併後のののの 5555 年間年間年間年間をををを振振振振りりりり返返返返っっっってててて    ～～～～市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケートのののの結果結果結果結果からからからから～～～～    

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

まず私のほうから、合併後の 5年間を振り返って ～市

民アンケートの結果から～ということで、簡単な報告をさ

せていただきたいと思います。 

東近江市の人口は、国立社会保障人口問題研究所の推計

によりますと 2015 年をピークとして、その後減少に転ず

ると予測されています。そのなかで 0歳～14歳の子どもの

人口や 15歳～64歳の生産年齢人口は減少していき、65歳

以上の人口は増加していくと予測されています。 

一方、市の財政のうち歳入については、合併支援措置の終了などもあって地方交付税の減

少などから 2021 年には 360 億円まで減るという見通しですし、歳出については、今後も扶

助費が増加していく中で投資的経費が制限されるという見通しで、大変厳しい状況が待って
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います。 

こういう大変厳しい状況から目をそらさずに、5 年後の東近江を考えていくことが重要だ

と思います。 

（以下、まちづくりアンケート調査結果のポイントを紹介） 

まちづくりアンケートでも「病院や診療所など地域医療の充実」について満足度が低かっ

たわけですが、「三方よし研究会」にも携わっている小梶さんからごらんになって、どのよう

に感じておられますか。 

[[[[小梶小梶小梶小梶審議会審議会審議会審議会委員委員委員委員]]]]    

平成 18年から平成 23年にかけて中核病院としての整備をしているところで、順調に進ん

でいるのですが、それが市民に伝わっていないのではないかと感じます。これから医療・福

祉が大変重要になってきます。そういう中で「三方よし研究会」では公助と共助による医療

連携をめざしており、これからの期待が高まると思っています。 

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

国公立病院を統合再編して中核病院を整備しようというのは、全国的にも例がなく、注目

されているところです。アンケート結果では特に 40歳から 50歳代の不満が多かったですね。 

[[[[小梶小梶小梶小梶審議会審議会審議会審議会委員委員委員委員]]]]    

合併を市民が理解しているのかどうか。自分の身近なところではなくて、遠いところから

合併を進めようとしている気がします。例えば、それぞれのまちにホールが 1 ヵ所ずつあっ

たとして、合併して 1ヵ所の中身を充実させる。それが合併効果だと思います。 

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

ありがとうございました。市民アンケートの結果などについて、市の立場として籏野企画

部長、いかがですか。 

[[[[籏野籏野籏野籏野企画企画企画企画部長部長部長部長]]]]    

市でも公の施設改革ということで、合併効果を高めるための改革に取り組んでいます。医

療体制や市の活力に対する不満については、しっかりと受け止める必要があると考えていま

す。ただ、医療の問題にしましても全国的な課題となっています。言い換えれば、国に策が

ないわけで、自分たちが地域で工夫していく必要があると考えています。市では４つの重点

分野を掲げて取り組もうとしていますが、そのひとつが地域力の強化です。 

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

ありがとうございました。厳しい現実から目をそらすのではなく、しっかりと見つめる。

地域に飛び出す、人にもたれかからないことが必要です。そのためには、互いに顔の見える

関係を大切にすることが重要です。いわゆる「絆」です。そして、喜びや感動を分かち合っ

ていくまちづくりができればよいと思います。 

 

３３３３．．．．第第第第 2222 幕幕幕幕    

[[[[太田清蔵太田清蔵太田清蔵太田清蔵さんさんさんさん    福祉福祉福祉福祉モールモールモールモール構想構想構想構想]]]]    

福祉モール構想とは市内の福祉・医療関係者を中心に介護保険の対象者や対象者でない人

も安心して地域で暮らしていける拠点を作るプロジェクトです。様々な機能を有する福祉サ

ービスの提供者が集まり、軒を並べるようにして地域の広範囲なケアのニーズに 24 時間体制

で支援できればということでモールと名付けました。 
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いろいろな活動をしている方が集まり、安心して暮らせる仕組みを考えています。様々な

事業所が 1 ヶ所に集まり、それぞれの機能を発揮し良いものを連携していける場所を来年 9

月に完成予定です。 

    

[[[[北川陽子北川陽子北川陽子北川陽子さんさんさんさん（（（（ファブリカファブリカファブリカファブリカ村村村村））））    つくるよろこびつくるよろこびつくるよろこびつくるよろこびファブリカファブリカファブリカファブリカ村村村村]]]]    

旧能登川町は麻織物の産地です。北川織物工場を改装し、週末のみカフェギャラリーとし

て、つくるということをキーワードに人々の拠点を作っています。滋賀から発信するアーツ

＆クラフツ、いいこと体験としてイベントやワークショップで体験してもらい、地域の食材

を使い地域の作家が作った器で食べ、ショップでは滋賀県の作家や麻織物など素敵な物を見

つけてもらう場所を提供しています。 

つくるということは形あるものだけでなく、ことをつくり、ひとをつくることです。豊か

な心をつくることを目指しています。 

素敵なもの・ひと・ことが集まり、東近江の色々なことを生み出す場所として、それぞれ

の役割を果たしながら幸せに生きていける拠点を目指しています。 

    

[[[[堤吉男堤吉男堤吉男堤吉男さんさんさんさん（（（（ほないほないほないほない会会会会））））    ガオガオガオガオがががが来来来来るぞるぞるぞるぞ！！！！]]]]    

「八日市は妖怪地」ということで妖怪を切り口に色々なイベントをしています。 

地域に伝わる伝承文化である、妖怪や「ガオ」は子どもたちの躾や戒めに使われてきてい

ました。現在は使われてなく、子どもにも知られていません。子どもの心の中に創造の産物

である恐れや畏怖を抱かせる、心の道理に歯止めをかけるために「ガオ」を復活させ心の中

に住ませることを目的に「ガオが来るぞ大作戦」として、各家庭を訪問し、イベントを行っ

ています。各家庭で「ガオ」をとりいれた躾ができればと思っています。 

    

[[[[野野野野々々々々村光子村光子村光子村光子さんさんさんさん・・・・村山英志村山英志村山英志村山英志さんさんさんさん    薪薪薪薪プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト]]]]    

障害者就労支援団体「らしく」の障害者の方と薪ストーブと薪の販売をしています。 

山ではナラ枯れが進んでいます。ナラ枯れを進めない為にも資源調査を行い林業の方やボ

ランティア団体、学生の方々でナラの木を切り、それを薪として使用しています。 

薪割りや積み込み、各家庭の薪棚へ薪の配達を「らしく」の障害者の方と一緒に行ってい

ます。その他、茶園農家から依頼があり茶畑の草刈りを障害者の方にして頂いています。 

障害者の方の自信にも繋がっています。 

eco×仕事×障害のある方の働きたい思い、当たり前をつなぐ地域づくりを目指しています。 

    

[[[[南部直美南部直美南部直美南部直美さんさんさんさん（（（（かじやのかじやのかじやのかじやの里里里里のののの新兵衛新兵衛新兵衛新兵衛さんさんさんさん））））    住住住住んでみたいんでみたいんでみたいんでみたい「「「「かじやのかじやのかじやのかじやの里里里里」」」」実現事業実現事業実現事業実現事業]]]]    

新兵衛さん宅で地域密着型サービス小規模多機能型居宅介護事業、地域福祉活動、庭の維

持管理と地域活動と小規模多機能型居宅施設のボランティア活動の「新兵衛さんを守る会」、

新たな役割や生きがい、出会いを繋げるために NPO「かじやの里」をしています。 

縁をつなげる、地域と施設と滋賀県レイカディア大学卒業生とのコラボレーションが奏で

られています、また認知症になっても安心なまちづくりを目指しています。 
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[[[[森田初枝森田初枝森田初枝森田初枝さんさんさんさん（（（（蒲生地区蒲生地区蒲生地区蒲生地区まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協議会協議会協議会協議会あかねあかねあかねあかね部会部会部会部会））））    おおおお節介節介節介節介おじさんおじさんおじさんおじさん・・・・おばさんのおばさんのおばさんのおばさんの「「「「婚活婚活婚活婚活

のすすめのすすめのすすめのすすめ」」」」]]]]    

蒲生地区まちづくり協議会は、シニア世代の生きがいつくり事業、蒲生図書館で縁側カフ

ェの開催、世代間交流事業としてあかね江州音頭の誕生、婚活支援事業を行っています。 

婚活事業では、お節介おじさん・おばさんを育て、結婚相手を探している方に多様なイベ

ントや講座を行い出会いの場を設けています。 

蒲生から婚活支援を広げていきたいと思っています。 

    

[[[[小鳥輝男小鳥輝男小鳥輝男小鳥輝男さんさんさんさん（（（（三方三方三方三方よしよしよしよし会会会会））））    顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる関係関係関係関係づくりづくりづくりづくり]]]]    

顔の見えるまちづくりとは、市民に顔と顔の見える関係づくりができたまち、市民に共有

するやさしい心があることすなわち市民善があることが今日のまちづくりだと考えています。 

認知症になっても自分自身の役割があり生活できる地域、医療では解決できない問題も地

域の人達が受けいれる事で問題にならないことが永源寺地区のまちづくりです。東近江全体

が永源寺地区のようになればと考えています。 

認知症になっても、年をとっても、病気になっても安心して暮らせるまちづくりを目指し、

医療・行政・保健所の公助と、共助である「三方よし会」でまちづくりを考えています。 

「三方よし会」は顔の見える関係をまちづくりの第 1 歩を目指し、地域医療福祉を支えよ

うと、他就職の人の連携を考えています。市民・医療・他職種の人が月 1 回集り、市民・医

療・他職種の人が共通の認識の場ができつつあります。やさしい共生のまちを探っています。

「グットニュース」発信し進化続けます。 

    

[[[[柴田有加里柴田有加里柴田有加里柴田有加里さんさんさんさん・・・・水元水元水元水元さんさんさんさん（（（（滋賀県社会福祉事業団滋賀県社会福祉事業団滋賀県社会福祉事業団滋賀県社会福祉事業団クリエイトプラザクリエイトプラザクリエイトプラザクリエイトプラザ東近江東近江東近江東近江））））    うどんとうどんとうどんとうどんと喫茶喫茶喫茶喫茶

のののの店店店店いっぺきいっぺきいっぺきいっぺき]]]]    

五個荘金堂の伝統的建造物群保存地区内に障害者の働くうどんと喫茶の店「いっぺき」が

あります。障害のある方が接客、厨房、会計をしています。障害のある人と飲食店のミスマ

ッチ、福祉と観光のミスマッチ、この 2つのミスマッチが融合しています。 

月 1 回は地域の人に半額サービスデーを開催、土日は裏庭で骨董市、9 月のぶらっと五個

荘まちあるきの時には夜間営業を行っています。 

お年寄りの方の配色弁当の練習も始めています。 

    

[[[[横山晴香横山晴香横山晴香横山晴香さんさんさんさん・・・・畠中有理奈畠中有理奈畠中有理奈畠中有理奈さんさんさんさん（（（（kikitokikitokikitokikito））））    人人人人のののの営営営営みとみとみとみと森林森林森林森林がががが結結結結びつくびつくびつくびつくカタチカタチカタチカタチづくりづくりづくりづくり]]]]    

湖東地域材循環システム協議会 kikito では山へ帰すを合言葉に森を守り育てる人と恩恵

を受ける人をお金・製品・情報・心をつなぎ森林とともに豊かに暮らしていける未来を目指

し活動しています。森林所有者や森林組合を中心とし構成しています。 

地域材の安全供給体制づくりとして湖東地域の山のからでる杉や檜を建築資材の管理をし

ています。ＱＲコードを貼り、丸太の情報を知ることができます。 

間伐材や小径材を買い取り、一部を利用し森林整備に後継する紙製品の開発を行い、東近

江市役所さんで使ってもらっています。 

地域材を活かした商品開発として木製品を製造販売しています。 

森林を活かせる人材の育成として「森づくり塾」を開催し勉強会を行っています。 
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びわ湖の森のＣＯ₂吸収・個定認定証を独自の環境評価ルールで発行しています。 

    

[[[[青山孝司青山孝司青山孝司青山孝司さんさんさんさん    （（（（コトナリエコトナリエコトナリエコトナリエ実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会））））        コトナリエコトナリエコトナリエコトナリエ]]]]    

旧湖東町のひばり公園を真夏に 25 万球のイルミネーションで飾り付けをして皆様に楽し

んでもらうイベントを行っています。コトナリエとはいつまでも輝いているまちにしたいと

いう願いを込めて名前がついています。 

東近江市商工会湖東支部青年部・まちづくり協議会・滋賀県立大学学生グループ・一般市

民ボランティア等の参加により「産・学・官・民」それぞれの目線から意見を出し合い実行

を推進しています。 

また、イルミネーションを点灯するために廃食油を使用したバイオ燃料で発電機を動かす

など、様々なエコに取組んでいます。 

「緑の地球 世界は一つ ＯＮＥ ＷＯＲＤ」光で繋ぐ元気力光を通じて環境問題に取り

組み進化していきます。 

    

[[[[横畝浩光横畝浩光横畝浩光横畝浩光さんさんさんさん    （（（（横畝梨園横畝梨園横畝梨園横畝梨園））））    梨梨梨梨づくりとみつばちづくりとみつばちづくりとみつばちづくりとみつばち飼飼飼飼いいいい]]]]    

永源寺で梨つくりと梨の花粉交配のためにみつばち飼いをしています。 

また、安土にある農業大学校の授業の一環として梨つくりと農業経営を学ぶ学生が来てい

ます。 

楽しく、おいしく、自然にふれあうお手伝いができればと思い、イオングループと提携し

地産直売所を展開しています。商品を提供する農家の方にも、お客様にも喜んでもらえてい

ます。 

    

[[[[増田隆増田隆増田隆増田隆さんさんさんさん（（（（東近東近東近東近江江江江ハンドシェークハンドシェークハンドシェークハンドシェーク協議会協議会協議会協議会））））    都市都市都市都市とととと農村農村農村農村のののの交流交流交流交流～～～～ここのいいもんここのいいもんここのいいもんここのいいもん広広広広めたいめたいめたいめたい～～～～]]]]    

愛東地区や永源寺地区の東部地区は田園風景と山が広がる地域です。魅力的なまちづくり、

また都市住民の方に魅力を感じ通ってもらえるまちづくりの活動を行っています。あるもの

を探しあるものを活かすプロジェクトとして 3 つの柱、「学ぶ体験」魅力ある体験プログラム、

「食の研究」東近江市の発掘と再強化や家庭料理のレシピ化、「安らぐプロジェクト」宿泊プ

ロジェクトを行っています。 

海外交流や市の教育旅行の支援や様々なイベントなどを行っています。 

地域資源を活用した体験、食事、民泊から、満足度の高い地域を目指しています。 

    

[[[[毛利有宏毛利有宏毛利有宏毛利有宏さんさんさんさん（㈱（㈱（㈱（㈱晴晴晴晴れやかれやかれやかれやかファームファームファームファーム））））    就農者就農者就農者就農者をををを増増増増やそうやそうやそうやそう！！！！]]]]    

新規就農者を増やすため、大阪から単身赴任で自ら農業に取り組んでいます。 

現在 6 人のスタッフで独立就農を視野に入れ勉強しながら農業を行っています。また顔の

見える消費者として、年間で野菜や米を送るためにイベントに参加してもらい交流を図り責

任を持ってつくる営農農業を行っています。 

今年から新規就農者を増やすために農業学校を開校しました。 

就労に興味を持っている人はたくさんいます。しかし、就農するためには土地が見つかり

ません。また、農業の担い手がいないという現実もあります。その方たちを繋げることにも

取り組んでいきたいと思っています。 
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４４４４．．．．第第第第 3333 幕幕幕幕    

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

今、13 人の方から、いろんな活動の話がありましたが、

皆さん、いかがでしたでしょうか。アンケート結果でも、

地域活動に 50%を超える方が参加したいと答えています。

しかし、どうやって参加していくか。参加したいけれども、

悶々としている人も多いのではないかと思います。そうい

う中で、北川さんは、次々にアイデアを出していろんな方

の参加を巻き込んでおられますが、どうしたらそのように

できるのでしょうか。 

[[[[ファブリカファブリカファブリカファブリカ村村村村    北川北川北川北川さんさんさんさん（（（（審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員））））]]]]    

私は地場産業の世界で仕事をしていますので、そういう関わりを持った方が大勢いらっし

ゃいます。それに私は、人が好きで、いろいろな出会いが好きなのです。そして出会います

と、その人の良いところを何とか使えないか、巻き込めないかと考えます。 

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

出会いは偶然ではなく、必然だとも言われますね。 

[[[[ファブリカファブリカファブリカファブリカ村村村村    北北北北川川川川さんさんさんさん（（（（審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員））））]]]]    

ええ。私は、居合わせは幸せにつながると思っています。そこに居合わせることで出会い

が生まれ、幸せにつながります。ですから、どんな場所でも出かけていきます。体が 10 個ほ

ど欲しいと思っています。 

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

異分野のつながりですね。先程もミスマッチという話がありましたが、一見ミスマッチに

見えるもの同士が融合することによって新しい価値が生まれることがあります。kikito の大

林さんもそのような融合を通じて活動されているわけですが、そのメリットとしてどんなこ

とがあるでしょうか。 

[[[[kikitokikitokikitokikito 大林大林大林大林さんさんさんさん（（（（審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員））））]]]]    

一軒の家が建つにも、異分野の方が関わってはじめて建つのですね。でも、これまで大工

は山を意識してこなかった。山の人は逆に大工のことを知らない。奥永源寺ではすごい思い

で山を育てておられる。しかし、50年かかって育てた木がペットボトルよりも安いのが現実

です。それを知って、これ以上安くはできないと大工も認識し始めています。 

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

わかっているようで、意外にわかっていないことが結構多いですね。それだけに顔の見え

る関係が大事だということでしょうね。「三方よし研究会」では脳卒中の方をどうケアしてい

くかというところから始まったのですが、普通の医師は術後のことはわからない。太田さん、

思いを形にしていく中で行政に期待したいことというと何でしょうか。 

[[[[結結結結のののの家家家家    太田太田太田太田さんさんさんさん（（（（審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員））））]]]]    

福祉モールを構想したきっかけは、小規模な事業をやっているもの同士集まり、手を取り

合うことで、もっと楽しくできるのではないかと思ったことです。行政からのアドバイスは

助かります。特に、制服で構えてこられるより、ネクタイをはずしてくれると良いですね。

例えば、手続きをする際のアドバイスなどはありがたいですね。知恵の応援団になってくれ
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ることを期待します。逆に、住宅改修などで現場を見ることもなく、杓子定規にこられると

アレルギーがありますね。 

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

行政は間違いなくプロだと思いますが、コミットするということについては、公平でなけ

ればならないということからコミットしようとしないという面があります。この点は乗り越

えないといけないことだと思います。様々な制度は一人ひとりの市民のためにあるのですか

ら、その方の空間を共有して考える必要があるのですが、ともすると制度のために考えるよ

うなところがあります。 

一歩踏み出すことに躊躇している人が少なくないと思いますが、堤さん、ほない会の活動

をしていて、いかがですか。 

[[[[ほないほないほないほない会会会会    堤堤堤堤さんさんさんさん（（（（審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員））））]]]]    

ほない会というのは、もともと保内商人と言われたことから来ているのですが、最初は中

心市街地の活性化に取組んでいましたが、市全体がよいまちにならなければいくら中心市街

地といってもだめだと考えるようになりました。そして次第にネットワークが広がっていき

ました。その中で、例えば、妖怪の話にしても、老人会に聞き取り調査をしたり、小学校に

出向いて妖怪の話をしたりということをやってきました。里山というのは妖怪の宝庫なんで

すね。ものを百年使うと九十九神になるよという話もしています。 

[[[[稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長稲川審議会会長]]]]    

活動をしていて手ごたえを感じるところに満足感があると同時に、自分の成長もあるのか

なと思います。 

会場の方から何か発言はありますか。 

（特に発言なし） 

人口や財政の面で厳しい現実があります。しかしその現実から目をそらすことなく、人と

人のつながりを大切にした市民の多様な取り組みが行われています。合併は行政の効率化の

ひとつの手段ですが、地域の多様性をなくすことではありません。多様性を尊重することで

市民活動も進化し、ひいては市のアイデンティティが育まれるのだと思います。 

今回のテーマを『百物語』としたのでは、今日で終わりではなく、第二章、第三章と続い

くよう多くの市民がこれから参加してほしいという思いからです。それが幸せのつるたぐり

です。本日のシンポジウムが一人でもそのきっかけになれば成功したのではないかと思いま

す。本日はご参加ありがとうございました。 

 

    

５５５５．．．．市長市長市長市長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

[[[[司会司会司会司会]]]]    

ここで、東近江市の西澤市長よりごあいさつをいただきたいと思います。 

[[[[西澤市長西澤市長西澤市長西澤市長]]]]    

私は、以前より都邑通信というのを書いています。都会と田舎それぞれの取組みに社会性

をもたせたいという想いから始めました。 

東近江市も 6 年前に合併し、日本の人口の千分の 1に相当する 12万人の人口と日本の千分

の 1 の面積を持つまちになりました。顔の見える関係という点からみますと、合併すること
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によってだんだん遠ざかっていくような面があります。やはり 5 千人や 1 万人のまちが顔の

見えるまちの規模でしょう。しかし、そのかわり合併によって広がりを持てるという強みが

生まれます。その分、チャンスが生まれます。本日のシンポジウムがまさにそのような広が

りが生まれたことを示しているように感じました。そして、点から線、線から面へとつなが

っていこうとしているように感じました。 

お話をされた方は、私よりも若い方ばかりです。違う視点から農業ができている。あるい

は失敗したからこそ見えてきたものがあるというお話もありました。そういう人と人を結ぶ

機会ができたことは、これからのまちづくりにつながるものとして嬉しく思います。今日の

参加者が、今度は、壇上にあがってまちづくりの話をされるようになることを期待します。 

公務員の悪口をよく言われますが、皆さんの税金で仕事をしているのですから、うまく職

員を使ってください。皆さんの使用人として、彼らのノウハウやネットワークを使ってくだ

さい。いろいろな活動をされている方の情報やネットワークも職員は把握していますので、

使ってください。これからは世代間のネットワークもあれば良いなと思います。 

東近江市は日本の千分の１のまちです。ここが変われば全体が変わると思っています。よ

いまち、特に人が良いまちになればと思っています。 

    

６６６６．．．．閉会閉会閉会閉会    

[[[[司会司会司会司会]]]]    

これで、東近江市総合計画シンポジウム『東近江百物語 第一章』を閉会いたします。皆

様ありがとうございました。 

 


