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草津市議会議長 

瀬川 裕海 様 

 

                         チャレンジくさつ 

                          会 長  八木 良人 

 

草津市議会 チャレンジくさつの令和元年度政務活動費実施研修（会派研修）結果に

ついて、下記のとおり報告（復命）書を提出いたします。 

記 

１ 期  間  令和２年２月４日（火）～６日（木） 

  

２ 視察先および調査事項 

２月４日（火）１０時～１２時 

○「チャレンジ中野！Grow Happy Project」 視察 

   ２月５日（水）１０時～１８時 

    ○地方創生ＥＸＰＯ 視察 

   ２月６日（木）１０時～１７時 

○地方創生ＥＸＰＯ 視察 

○一般社団法人 ファストエイド 視察 

○一般社団法人 CodeForJapan 視察 

○東京ギフトショー 視察 

 

 

 ３ 参 加 者 八木良人・石本恵津子 

 

４ 報告書・資料   別紙のとおり 
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チャレンジくさつ 会派視察報告書 
 

日 時 ・2020年2月4日～6日 

参加者 ・八木良人、石本恵津子 

目的地 ・東京都中野区・一般社団法人 チャレンジ中野 

 ・千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ（地方創生EXPO） 

 ・東京都文京区本郷三丁目 一般社団法人 ファストエイド 

     一般社団法人 コードフォージャパン 

 ・東京都江東区有明３丁目１１−１ 東京ビッグサイト（東京ギフトショー） 
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視察の全体概要について  
 チャレンジくさつでは、議員の知見を広げ草津市政にいかすために、先進地や特色ある活

動をしている地域の視察を行っております。2020年2月4日～6日の日程で、いくつかの訪問

先を選定して実施しました。詳しい報告は後述しますが、まずは概要について以下に報告さ

せていただきます。 

 4日に、すべての子どもたちの幸せを願い、里親の支援に取り組む「チャレンジ中野！Gro

w Happy Project」さんを訪問しました。代表の齋藤さんはご自身のお子さんと里子として

預かっているお子さんをいっしょに育てておられ、一般社団ほうじんを設立され、他の里親

さんの支援や行政のアドバイザーとしても活動されておられます。 

 5日に訪問した2020年地方創生EXPOでは、地方創生に関連するさまざまな団体（大学・行

政・民間企業）の取り組みが紹介されるとともに、多くのセミナーが開催され地方創生に関

する最先端の情報に触れることができました。 

 6日の午前には、心肺停止から一人でも救える命を増やしたい思いから設立された「ファ

ストエイド」さんをご訪問し、CPRトレーニングボトルという心肺蘇生訓練法を学びまし

た。そして、ITを使って創造的に社会をアップデートするというミッションで設立された

「CodeForJAPAN」さんを訪問し、これからのシビックテックについて意見交換をさせていた

だきました。 

 6日の午後に訪問した東京ギフトショーでは、全国から様々な特産物・工芸品・商材が展

示され、地域の売り込みが行われていました。草津からも商工会議所が中心となり数店舗が

出展されています。 

 

 今回は、東京周辺において、効率的に、時間の許す限り多くの視察ができるように視察を

行いました。始発に近い新幹線で出発し、最終に近い新幹線での帰草というハードスケジュ

ールでしたが、多くの情報に触れ、大いに刺激をうけることができ、今後の草津市政に活か

すように会派としての活動に力を入れていきたいと思います。 

 

 

視察先・内容 

1. 里親支援をしている「チャレンジ中野！Grow Happy Project」視察・2月4日 

2. 地方創生EXPO視察・セミナー受講・2月5日、6日 

a. 概要 

b. 特別講演 

c. 地方創生セミナー受講 

d. 地方創生EXPO基調講演 

3. CPRトレーニングボトル開発の「一社・ファストエイド」視察・2月6日 

4. CodeForJAPAN訪問・2月6日 

5. 草津商工会議所が出展している東京ギフトショー視察・2月6日 
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１．チャレンジ中野!GrowHappyProject 訪問 
 

日時・２０２０年２月４日（火）午前１０時～正午 

対応・一般社団法人グローハッピー代表理事 齋藤直巨 

 

 里親制度については、令和元年１０月に厚生労働省

から出ている「里親制度」（資料集）で詳しく説明さ

れています。児童福祉法にもとづき、保護者がいない

又は保護者が監護することが不適当であると認められ

る児童の養育を委託する制度になっている。まだま

だ、一般的には正確には里親制度は知られていない、

あるいは誤解されているところがある。 

 里親の委託率は、この１０年間で２倍近くに増加し

ており、社会における里親の必要性が高まっているこ

とが考えられる。里親の委託率は、都道府県によって

大きくばらつきがあるが、滋賀県は全国でも委託率が

７番目の３６．４％の高さになっている。 

 このように委託率も上昇傾向にある里親としてお子さんをあずかり、また一般社団法人グ

ローハッピーを立ち上げて、里親制度の充実や里親さんの支援をされている齋藤さんに現状

をお聞きした。 

 

 チャレンジ中野!GrowHappyProjectは、行政（中野区）と連携しながら、「親と子どもの

育ちをハッピーに！」をスローガンに、以下の３つのテーマで活動しておられます。 

1. 里親を増やそう、里親のステップアップ制度の提案 

2. 里親を全力応援、リアル＆ローカルな周知活動 

3. 里親子向け講座をワークショップ 

 １のテーマでは、ファミサポから里親まで、質の良い子育て支援者を育てる「ステップア

ップ制度」の提案をされています。この提案は、東京大学主催のチャレンジオープンガバナ

ンスにおいて「地域とつながる子育て＆里親制度」ママからファミサポへ、ファミサポから

里親へという応募で、総合グランプリ賞を受賞されておられます。当事者目線で考えるデザ

イン思考による提案です。 

 ２のテーマでは、「里親子が応援されるまち」「里親になりたくなるマチ」を目指し、里

親自らの経験と言葉を丁寧に発信されています。出前講座も積極的に行われています。 

 ３のテーマでは、子育ての悩みや、子どもの育ちの中でのニーズにフィットする研修とワ

ークショップを企画運営されています。 

 齋藤さんは、ご自身のお子さんがおられる家庭において、里親としてもお子さんを預かっ

て育てておられ、同時に里親支援や里親のステップアップ、里親を増やすことに取り組んで

おられます。このパワーはどこからくるのか来てみると、目の前に助けを求めている子ども

たちの目がある、その目をみたら行動せずにはいられなくなったとのことでした。そして、

その子どもたちを育て、自分自身・家族も一緒に成長していきたいという思いで、されてい

るとのこと、齋藤さんの一言一言を感動しながら聞かせていただきました。 

 里親さんのところへ来る子どもたちは、それぞれ大きな背景をもち、心に大きな傷をもっ

ている子もすくなくありません。そのような子どもたちが安心できる居場所をつくり育てる
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ことは容易ではありませんが、大きく包みこむ心で接していくことで、子どもたちも心をひ

らき、安心して暮らすことができる。ほんとに、里親さんの活動にはは、頭が下がる思いで

す。すばらしい活動だということを理解できました。同時に、行政としても里親さんを、し

っかりとサポートしていくことが必要不可欠であり、そのことで地域を巻き込んで子どもた

ちを育てるという、温かい心の地域の絆づくりにもつながることがわかりました。そのこと

がチャレンジ中野!GrowHappyProjectの想いだと感じました。 

 草津市においても、社会的養護を必要としている子どもたちがいます。その子どもたちの

ために最大限取り組むことが行政・政治の使命です。今後、しっかりと議会でもこの問題に

取り組むように活動をしていきたいと思います。 

 資料・・・東京都中野区・広報 2019年10月5日 

・・・厚生労働省 里親制度資料 

 

 

２．地方創生EXPO 視察 

日時・2020年2月5日（終日）、6日（10時～正午） 

会場・幕張メッセ 

主催・リード エグジビション ジャパン 

 

a・概要 

地方創生にかかわる出展者が一堂に会して、地域

ＰＲ・観光・インバウンド・産業支援・スマート

シティ推進の取り組みやサービスの紹介がされて

います。全国から、自治体・観光協会・官庁の関

係者が訪れています。また、会場では連日、地方

創生に関わる方々の講演やセミナーが開催され、

多くの最新の政府や民間の情報を学ぶことができ

ます。今回、チャレンジくさつでは、出展者ブー

スをまわるとともに、主要な講演の参加して知見

を広め、草津市政への活用につなげていきたいと思います。 

 

 特に今回のエキスポで注目されていたのが、ＩＣＴと農業を組み合わせた取り組みと公共

交通への取り組みでした。また、それらに共通する項目としてＩｏＴの活用がありました。

人口減少の日本において農業の後継者不足は深刻でＩＣＴを使って農業の効率化をはかるこ

とで後継者不足に対応したり、また新たな参入を促進し、農業の維持発展に取り組む提案の

展示が数多くあり、草津市においても参考にできるものがありました。そして、どこの地方

でも大きな課題となっている地域公共交通網の維持に関連する展示も多くみられました。そ

の中でも、自動運転やMaaS （モビリティ・アズ・ア・サービス)についての提案ブースには

多くの方々が集まっておられ、関心の高さがうかがえます。草津市でも公共交通の課題は大

きく、今後、このような技術を取り入れて解決策を考えていく時期に来ていると思います。 
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ｂ・特別講演 

2月5日 特別講演・増田寛也氏（日本郵政社長・元総務大臣）  

人口減少に対応したまちづくりとスマートシティの実現 

 人口減少社会に対応した、まちづくりとスマートシティの将来像というテーマで、元総務

大臣・ひとまちしごと創生戦略委員・東京

大学客員教授・日本郵政社長の増田寛也氏

の特別講演に参加しました。増田氏は、地

方創生の第一期総合戦略策定に関わられ、

東京一局集中の是正を掲げられました。 

 講演の中で、増田氏は地方創生の目だめ

政策であった「東京一極集中」からの脱却

という目的は達成できずに終わってしまっ

た。第二期総合戦略において引き続きこの

課題に取り組む重要性を述べておられま

す。また、地方においては人口減少や少子

高齢化の課題はあるものの、地方独自の工

夫とアイデアで活性化している地域もあ

り、決して地方創生が無理な課題では無いと訴えておられます。その活性化の一つの施策と

してスマートシティ構想（Society5.0）を

あげておられます。 

  

 講演を聞いた感想としては、やはり東京

一極集中の是正はかなり困難な課題で、そ

の中で地方がどのように創意工夫して活性

化を維持していくか、大きな課題であるこ

とに変わりはないことを実感しました。草

津市は幸いにも人口増加地域として活性化

しているところなので、この現状に甘んじ

ること無く未来を見据えた政策がいまから必要なことを強く感じ、行動が必要だと認識を持

ちました。 

 

2月5日 特別講演・片山善博氏（早稲田大学教授・元総務大臣）  

図書館・書店の役割 

自治省の頃（２００１年まで）は１７人中１３人が地方出身者だったが総務省になって８割

が東京圏の人となり国による地方の政策がピント外れになってきている。        

地方の実情と課題をまずは知ること、そして考えることが大切 

それには拠点となる図書館の役割が重要 

地方公共図書館の役割として、地域の歴史伝統文化を保存し未来に提供できる知のデータベ

ースであるべき資料を充実させるとともに人財としての司書の重要性中長期的視点が必要で

ある図書館には指定管理の制度はなじまない 

※配布資料添付「公共図書館～新しい公共の実現をめざす」 
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ｃ・地域創生セミナー 

 

①「食農を起点とした街づくりの実現に向けて」 

・講師 (株)NTTアグリテクノロジー代表取締役社長 酒井 大雅氏 

  事例 山梨市  ハウスが倒壊した災害の復興という共通認識 

          IOTサービスと土壌分析、JAによる営農指導 

          災害対応IOT 斜面の傾斜の測定による土砂崩れ早期発見 

     木更津市 １つのインフラでユースケースを拡大 産官学 

          鳥獣対策 ジビエ→産業化 高専と組んで地域課題解決 

②「IOTで実現する子ども・高齢者の見守り事例」 

・講師 京セラコミュニケーションシステム(株)LPWA 

ソリューション事業部副事業部長 大木 浩氏 

LPWAとはローパワーワイドエリア ５Gに対して０G エコ追求 

・講師 寝屋川市 経営企画部情報化推進課課長 羽根 基博氏 

        大阪京都への通勤に便利で、４０～５０年前に２０台３０台の若い世代の

流入により一気に人口増加、現在その世代が高齢者となる 

     課題 高齢者の増加とインフラ整備の必要→若い世代を増やしたい 

     対策 公共機能のターミナル化 市の勤務コアタイムなしのフレックスタイム制

で窓口対応時間延長 窓口イメージ向上に接客プロ採用 

 

 

③「DMO(地域観光づくり)」 

・講師 DMO推進機構 代表理事 大社 充氏 

    DMOとは、Destination Management Organization 

    国土交通省観光庁のHPによると 

 「日本版ＤＭＯ」は、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成す

る「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同し

ながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとと

もに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。 

        http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.html 

・エージェントからの受け地としての地域から、地域主導型観光への転換 

・観光の目的が多様化し、団体から個人型へ地域にひもづいた観光へ 

・農業体験と民泊で来訪者の受け入れ対応が事業者による観光から別の産業や住民参加の観

光のまちづくりへとコンセプトが変化する 

・住んでよし、訪れてよし」の国づくりを目指す 

・品質管理が重要であり、マークによる認証制度も検討されている 

・DMOの要素の例として、天災時の避難対応（危機管理）や経済効果分析 

        （撮影禁止の表示がありますが、講師の方から撮影許可が出ました） 
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ｄ・地方創生EXPO基調講演 

「日本が目指すべき地方創生とスーパーシティ構想」 

 講師・前内閣府特命担当大臣（地方創生担当）参議院議員 片山 さつき氏 

  

 平成２６年に策定された「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の令和元年改訂版が１

２月２０日に閣議決定された（図１）まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂

版）及び 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」概要 第２期「総合戦略」の政策体

系について説明 

令和２年度予算・税制改正（地方創生関連）等について説明 

地方創生推進交付金関係として１０００億円をSociety5.0を推進するための全国的なモデル

となる取り組み支援や地方創生移住支援・プロフェッショナル人材事業への支援などに。

「地域に人をもどす」ために令和元年度補正予算として地方創生拠点整備交付金６００億円

先導的人材マッチング事業に１０億円を企業版ふるさと納税の拡充・延長で１０００万円寄

付すると９００万円法人関係税が軽減されるなど企業にとってメリットが増える 

 特定分野に強みをもつ「キラリと光る地方大学づくり」地方大学・地域産業創生交付金の

２０１８年採択プロジェクトの事例紹介（岐阜の日本一の航空宇宙産業クラスター、富山の

薬のシリコンバレーなど） 

     https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/daigaku_kouhukin/kirari-d

aigaku_pamphlet.pdf 

 

 

地方創生の国家戦略～地方創生のさらなる飛躍に向けて 

講師 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生総括官補 

多田 健一郎氏 

      

 平成２６年から始まる地方創生の背景のひとつは東京圏への転入超過 

 結果２０１８年１３．６万人、２０１９年１４．６万人転入超過となり、さらなる取り組

みが必要とされる 年代としては１５～２０才台は横ばいで、２０才台前半が増加している

原因としてやりがいのある仕事、娯楽レジャー文化芸術にふれる機会が東京圏に多いこと 

第２期総合戦略 図１）まち・ひと・しごと創生長期ビジョン第２期概要 
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首都直下型地震発生のリスクを考え目指すべき将来の姿の一つとして人口減少に適応した地

域（コンパクトシティー）をつくること 

１． 東京一極集中の是正に向け地方移住・定着と地方とのつながり強化 

・関係人口の創出拡大  

・企業版ふるさと納税 プロジェクトに直接企業が関わる 

２． まち・ひと・しごと創生の横断的な目標に基づく施策の推進 

① 多様な人材活躍  

②新しい時代の流れ（Society5.0等）を取り込む 
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３．CPRトレーニングボトル開発の「一社・ファストエイド」 

日時・2020年2月6日 午前10時～正午 

場所・東京都文京区本郷3丁目40-10 小野田高砂法律事務所内 

対応・代表理事 小澤 貴裕 代表理事 玄正 慎 

 

FastAid（ファストエイド）とは 

突然の心停止は、側にいる市民による迅速で絶え

間ない応急手当がなければ、到着した救急隊や病

院の医師などの専門家もなす術がなくなってしま

い、命を救うことができません。  

そこでファーストエイド（First Aid、応急処

置）について、専門家による処置の完璧さより

も、市民による対応スピードを重視する考え方に

ついて「FastAid」という造語を作りました。 

ファストなもの（いつでも身近にあるペットボト

ルやスマートフォン）でファストに（短時間で簡

単に）応急手当を覚えたり緊急対応できる体制を

作ると言う意味も込めています。 

事業概要 

（１）緊急対応の必要性の啓発と提言 

（２）緊急対応力向上のためのプロダクトの社会実装及び販売 

（３）緊急対応に関する調査・課題抽出・研究開発 

（４）監督官庁及び関係団体との連携 

（５）講演会・講習会の開催 

（６）その他本法人の目的を達成するための事業 

法人概要 

名称    ：一般社団法人ファストエイド 

住所  ：東京都文京区本郷3丁目40-10 三翔ビル本郷7F 小野田髙砂法律事務所内  

設立日 ：平成29年12月20日 

事業目的：緊急事象に関わる課題の解決に、テクノロジーとデザインの力を活用しながら、

社会の安心安全に寄与することとする。 ※一般社団法人ファストエイドは「非営利型一般

社団法人」です。 

共同代表理事  小澤 貴裕 

共同代表理事  玄正 慎 

理事  小野田 峻 

監事  仁村 大祐 
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訪問記録 

 ファストエイドさんは、ペットボトルを使った画期的なＣＰＲトレーニングボトル（心肺

蘇生訓練）を開発された団体です。代表理事の玄正さんのお兄さんが草津市で設計事務所を

されており、その紹介でＣＰＲトレーニングボトルを知り、実際に地域でその訓練(右写真)

を行ってみてさらにその素晴らしさに感動し、今回は考案者にお会いしてその思いやこれか

らの活動についてお聞きすることにしました。 

 従来の心肺蘇生訓練は人形を使って、数人の方

しか体験できないのが一般的になっています。と

ころが、このペットボトルを使った訓練では、5

０人でも１００人でも同時に訓練を行うことがで

きます。また全員が同時に訓練に参加すること

で、参加意識も従来とくれべると飛躍的に向上

し、大きな効果が得られるとういメリットもあり

ます。もちろん、この訓練法は、科学的データに

裏付けされたものであり、代表理事の小澤氏は元

救急救命士ということからも、十分効果のある訓

練として開発されています。 

 

 代表の玄正さんは、たまたま電車の中で目の前で突然倒れた人に遭遇し、救える命がある

ことに気づき、何か自分でもできないかという思いから、スマホアプリの開発をし、ＣＰＲ

トレーニングボトルの考案をされたとのことです。現実の場面に遭遇し、そこで心を突き動

かされ、強い信念で実現に向かわれている行動は素晴らしいと感じました。 

  

 今後、このＣＰＲトレーニングボトル（心肺蘇生訓練）は、草津市においても救命訓練の

定番になるように、活動の支援をしなければいけないと強く感じました。なお、このＣＰＲ 

トレーニングボトルは、インターネットで検索するとすぐに訓練の詳細を動画で見ることが

できます。  

(写真は草津市大路での訓練開催の様子です) 
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４．CodeForJapan 訪問 

日時・2020年2月6日 正午～午後2時 

場所・東京都文京区本郷3丁目40-10小野田高砂法律事務所内 

対応・事務局長 陣内一樹 

 

CodeForJapanについて 

「行政・市民・企業の三者による、地域づくり

への挑戦、依存ではなく、共創を」 

Code for Japan は、私たちひとりひとりが主体

的に地域課題を捉え、手を動かしながら解決し

ていくことができる様々な仕掛けを生み出し、

オープンに公開しています。日本全国に地域版 

Code forがあり、また世界各地にも各国版のCod

e for があります。そんな仲間たちと連携しな

がら、ワクワクする未来を創るための環境を育

んできました。 

市民・企業・自治体（行政）の三者が、それぞ

れの立場を超えて、様々な人たちと「ともに考え、ともにつくる」社会を実現するために多

種多様なサービスやイベントを展開しています。 

 

 草津市にもCodeForKusatsuという団体があり、昨年は東京大学のチャレンジオープンガバ

ナンスで地域の課題解決のアイデアで最優秀賞を行政（子ども家庭部）とともに受章されて

います。そのシビックテック（ＩＣＴでまちの課題を解決する）の中心的な団体であるCode

ForJapan本部を訪問しました。 

 CodeForJapanは、草津市においてデータ（根拠）の基づいた政策形成プログラムとして

「データアカデミー研修」を実施されており、草津市とも縁のある団体です。今回は、事務

局長の陣内さんにいろいろとお話をお聞きすることができました。 

 陣内さんの話では、今、各地方自治体では政府の方針にのっとって、ＩＣＴに本腰をいれ

はじめているが、どこの自治体でもＩＣＴ人材不足が課題になっており、人材の取り合いが

すでに始まっているそうです。CodeForJapanのメンバーも東京都庁のアドバイザーや政府機

関・地方自治体のアドバイザーとして全国を飛び回っているとのことです。 

 そして、CodeForJapanの理念としては、ＩＣＴ企業のような開発ではなく、常に市民と行

政とが一緒に課題解決を考えていく課程を大事に活動しているとのことです。 

 

 地方の活性化にＩＣＴが必要なことは自明の理ですが、草津市役所においてもＩＣＴ専門

人材がおられない状況であり、今後の草津市の総合計画にあるSociety5.0の実現にあたって

非常に困難な状況になっています。一刻も早く、CodeForJapanのような団体との連携によっ

て人材確保やアドバーザー的役割を担ってもらう必要を感じました。 
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５．東京ギフトショー 視察 

日時・2020年2月6日 午後2時～午後5時 

場所・東京ビッグサイト 

 

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市 

第89回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2020を視察しました。 

写真）左から麻香 湖東繊維工業協同

組合ブースに携われた北川陽子さ

ん、草津商工会議所から出展された

パレスチナ・アマルの北村さんと草

津以外にも県内各地から長浜商工会

議所・甲賀市商工会・東近江市商工

会・滋賀県商工会連合会を含め４０

事業所以上が出展されていて、滋賀

ブース巡りと題したスタンプラリー

も行われ、県内のPRと出展者間の交

流も図られました。 

同時開催を含め３０００社が出展さ

れる大規模なイベントで、日本商工

会議所による展示商談会も行われました。こちらには草津市からは淡海陶芸研究所が草津ブ

ランドである「草津焼」の茶器や花器など商品を展示、お茶をふるまわれるなど、日本の文

化に触れられる生活文化豊かな空間を作っていらっしゃいました。 

 
写真) 淡海陶芸研究所当日のレイアウト一部 https://www.facebook.com/ohmitogei/ 

※ 商品が記載されている「出展商品のご案内パンフレット」あり 

 

草津市の４事業所がまとまった出展コーナーでは展示にあたり草津商工会議所の指導支援を

受けられました。これは平成２７年に経済産業大臣から認定された草津商工会議所の「経営

発達支援計画」で、販路開拓や利益を上げる支援に草津商工会議所が取り組むものです。小

規模事業者の伴走型支援として、当日も草津商工会議所の職員の方が２名体制でサポートを

されていました。この一画は上部に写真で表現された目立つ看板をあげられ、各事業者さん
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の商品とともに動画で商品や事業の紹介をされるな

ど他の一画と違った取り組みをされ、質問される方

には丁寧に対応をされていらっしゃいました。  

出展された事業者さんは出展前に専門家による２分

野５回の講座を受講されました。まずは商品コンセ

プトの決定にあたり、今回の顧客への価値提供を見

直し、それをどう言葉で伝えるかキャッチコピーを

考え今回のブースで使用するパネルづくりとレイア

ウトを３回にわたって学ばれました。その後２回バ

イヤーとの対応の仕方につき、話し方と商談の仕

方、商品の特徴の伝え方、折衝の仕方などソフト面

を２回の講座で学ばれました。 

東京での当日、全国的な事業者と商談をされる場面

もあり、東京方面で何度か新聞記事やテレビで取り

上げられる方もいらっしゃいました。今後の展開が

楽しみです。 

今回出展された４事業者 (株)メディカルフロント 

(株)びわこパール 中村畳店 パレスチナ・アマル は、この東京インターナショナル・ギ

フト・ショーの前１月１７日から１９日に３日間、近鉄百貨店草津店にて開催された『ふる

さと企業いいもの発掘市』に出展され地元においてもPRする機会に参加されていて、その様

子はTVニュースとして報道されました。 

 
写真）畳で制作した椅子を前にする中村畳店の中村さま 

 ２日間にわたって講座でお聞きした地方創生にむけての施策がこうした地域での丁寧な取

り組みによって花開いていくのだということを感じさせて頂きました。 

参考HP 

http://kstcci-keieihattatsu.jp/pdf/04/case_studies2019.pdf#zoom=100 

P11 約３０００社の出展企業、２０万人のバイヤーに出会える大チャンス～展示会出展支

援（東京インターナショナル・ギフト・ショー） 
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総括 
 今回は、地方創生関連事業の最新情報の知見を広げるために、2020年地方創生EXPOを主目

的として視察を行いました。また、少しでも視察時間を有効に使うために移動時間を使っ

て、いくつかの先進的な取り組みを行っている団体を訪問させていただきました。 

 内容は、報告書として記載していますが、先進的活動をされている団体に共通することと

して感じたのは、それぞれ代表の方が強い思いを持って活動されているということです。そ

のような思いを持つ市民の方々が、活動しやすい草津市をつくることも、今後の議員として

の役割だと思います。 

 

 

添付資料 

1. 地方創生EXPO パンフレット 

2. 東京都中野区広報 2019年10月5日号 

3. 厚生労働省資料 里親制度 

4. 日本商工会議所feel NIPPON 春 ２０２０ 出店商品のご案内 

5. 公共図書館 

 

 

 


