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平成２３年度第１回大曲地域協議会会議録 

 

日 時 平成２３年５月６日(金)１８：００～ 

場 所 大曲庁舎３階大会議室 

 

出席委員(１１名) 

 伊藤トシ子 委員 伊藤八重子 委員 加賀谷早苗 委員 佐藤啓子 委員 

 髙橋祥一 委員 竹村信雄 委員 判田勝補 委員 藤谷弘志 委員 本間和也 委員 

 松塚智宏 委員 渡部淳一 委員 

 

欠席委員(６名) 

 齋藤靖 委員 境一孝 委員 佐藤美智子 委員 髙橋かおる 委員 挽野実之 委員 

 三浦尚 委員  

 

大仙市（８名） 

 栗林次美 市長 小松辰巳 企画部長 小松英昭 総合政策課長 五十嵐秀美 主幹 

 高橋正人 副主幹 高山知洋 主査 山﨑哲央 主任 小山田雄弥 主事 

 

次第 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．市長あいさつ 

４．議題 

（１）会議録署名委員の指名 

（２）市への提言について 

（３）地域枠予算の申請について 

５．その他 

６．閉会 
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１ 開会 

総合政策課 五十嵐秀美主幹  

 

 

２ 会長あいさつ 

判田勝補会長： 開会にあたりまして、一言申し述べさせていただきます。本日、平成

２３年度第１回大曲地域協議会を開催いたしますが、公務多忙のなか、

栗林市長に出席していただきまして誠にありがとうございました。ま

た、委員の皆様には、日頃より地域協議会の活動に対しまして、ご協力

いただいていることに厚くお礼を申し上げるとともに、平成２３年度も

よろしくお願いしたいと思います。 

さて、今冬は４８豪雪以来の大雪の対応に難儀されたことと思いま

す。そのために春の木々が例年より１０日以上も遅いことがありまし

て、例年ですと市役所前の通りの桜もほとんど散っているような状態な

のですが、今年は雪解けが遅いために、今日あたりが満開とういうこと

で、桜並木の下を通る市民の目を楽しませています。ただ、東日本大震

災の直後ということでありまして、ちょうど２ヶ月が経とうとしていま

すが、その間被災者の方々の非常に苦しい生活状況を見ながら、花見を

して浮かれるような気持ちになるわけではございませんが、みなさんも

いろいろなことに対するマイナスの点があろうかと思います。 

現在、全国的にさまざまな団体、さまざまな方々が被災者の支援をす

るということで、「がんばろう日本、がんばろう東北」をスローガンに

挙げまして、それぞれの立場で復興支援を行っております。大仙市にお

きましても広報でありましたとおり、岩手県の遠野市にボランティア支

援センターを置きまして、市職員、消防関係者、そして市民ボランティ

アを募りながら復興支援に全力を尽くしているところでございます。私

も消防人としてボランティアに参加する予定でありましたが、なかなか

仕事の都合がつかず、いずれ機会をみて自分のできる範囲内で行ってま

いりたいと思います。 

今日は皆さんご承知のとおり、市に対する提言、６つの地域枠予算に

ついての審議であります。慎重なる審議をお願い申し上げまして、簡単

ですが一言開会の挨拶とさせていただきます。 
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３ 市長あいさつ 

栗林次美市長： 本年度初めての大曲地域協議会の開催ということでご挨拶を申し上

げたいと思います。総合政策課のメンバーも若干替わりましたが、ほと

んど継続したメンバーが中心となります。６年目になりますが、引き続

き活発な活動をお願いしたいと思います。 

先程皆様と黙祷いたしましたが、東日本大震災の関係では、「復興」

という名称が出てきているものの、まだ「復旧」という段階で、現地は

大変な状況であります。こういう大震災では、想定外という言葉がよく

使われますが、実際にこういうことが起きたわけでありまして、我々は

特に隣県でありますので、継続して最大限の支援を続けていかなければ

ならないということから、市役所を始め、民間の皆様からもさまざまな

ご協力をいただきながら支援を継続しているところであります。 

これまで物資輸送の関係では、既に１４便が現地に出ております。だ

いたい１週間に１回のペースで、必要な求められる物を持って激励に伺

うことにしております。 

また、震災後大仙市に避難されている方は、我々が把握している限り

でだいたい１００世帯の方がいらっしゃいます。そのうち３５世帯の方

が、市営住宅あるいは雇用促進住宅などに住んでいただいております。 

被災後直ちに、避難された方をサポートするセンターを武道館に立ち

上げまして、規模は若干縮小しておりますが、現在も継続してさまざま

な生活相談、学校の相談といったものに応じながら、対応しているとこ

ろであります。これからもまだ続けていかなければならないと思ってお

ります。 

物資の集積につきましても、たくさんの種類の物資が寄せられてお

り、こちらに避難している方に不自由をかけないように、その中からさ

まざまな物をご提供できるようにしております。一時期物資が被災地の

方であふれているということがございましたけれども、長期間になると

当然無くなるわけでありますので、保管するものは保管して、時間が少

し経ってから必要なものをまた提供するということも考えておかなけ

ればならないということで、空いている施設に整理をして保管させてい

ただいております。 

それから、市の職員を市長会あるいは県を通じてさまざまな形で被災

地に派遣しております。県を通じた被災地への派遣は、避難所のお世話

を中心に４月いっぱい派遣させていただきました。 

現地が少し落ち着いてから、ボランティアの皆様を中心とします現地
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でのさまざまな支援ということで、だいせん応援ハウスとして遠野市さ

んから地区のコミュニティ会館をご提供いただきました。ここは３０人

が泊まれる施設となっておりますので、運営要員として市の職員が一緒

に行きますが、現場に出られる方２０人を確保いたしまして、３泊４日

で２ヶ月間継続しようということで取り組んでおります。現在第６次隊

の皆様が現地でお手伝いをしているところであります。明日７次隊の皆

様が出発します。市役所の職員、あるいは広域消防、消防団の皆様のボ

ランティアを中心にスタートしましたが、第４次隊からは一般市民の皆

様を中心に派遣しております。大仙市民はもちろんですが、県内に在住

している方で応援をしたい方は参加できるということにしておりまし

て、秋田市を含めて全県からも何人かの方に参加していただいておりま

す。こういう地道な活動が被災地で求められているのではないかと思っ

ております。４月１８日からスタートしましたので、２か月間はこうい

う形で続けてみたいということから、市民に広く呼びかけておりますの

で、委員の皆様からも呼びかけをお願いしたいと思っております。 

この地域協議会についてでありますが、合併後、地域自治区を設けて

地域協議会を設置し、それぞれ旧市町村ごとの区域の中でさまざまな地

域の課題に取り組んでいただくということで進めてきたわけでありま

すが、それぞれの事業計画あるいは課題について大分皆様の手元で上手

に取り上げていただいているような気がします。それぞれの地域の地域

振興計画を作成していただいたり、昨年度は地域公共交通への提言など

もまとめていただきまして本当にありがとうございます。この件につい

ては、我々の方で地域公共交通計画をまとめ、皆様から出されたさまざ

まな提言について反映されているはずですので、後でご確認をお願いし

たいと思っております。 

各旧町村の部分については、範囲も狭いということでかなり良くまと

まった形で地域協議会の運営活動がなされているものと伺っておりま

す。一番大きいこの大曲地域につきましては、やはりなかなか街場の部

分が苦労しているのかなという感じがいたしますが、昭和の合併区域の

地区ではそれぞれコミュニティ会議を立ち上げて、さまざまな活動をし

ていただいているということで大変喜んでおります。旧大曲の部分、街

部の部分をもう少し活性化していかなければというのが私からの希望

でございますので、大曲地域協議会の皆様からよろしくご指導をお願い

申し上げたいと思います。 

大曲の課題につきましては、大きく言っていくつかあると思います

が、現在大仙市全体としてあるいは仙北ブロック全体として取り組んで
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おる重要な課題として、駅前の病院を中心とした再開発、そしてそれを

大きく取り囲む形で中心市街地の活性化という問題に取り組んでおり

ます。 

病院を中心とした再開発につきましては、大分計画が進んでいるのが

見えてまいりましたので、今日若干お時間をお借りしてご説明できるの

ではないかと思います。いわゆる再開発の準備組合の段階であります

が、正式に県へ本組合の申請をしておりまして、6月頃には事業認可が

おりてくるという、そういうスケジュールで進めております。国、県、

さまざまな補助制度を最大限活用する事業となっておりますが、だいた

いこの計画に沿って事業が進められるのではないかという形でありま

す。 

本組合になりますと本格的な事業に入ってまいります。解体から始ま

って、建物を建てるという事業であります。病院の関係につきましては、

病院、医師会、薬剤師会、そういった団体の皆様とも一定のご相談をし

ながら病院を中心にして事業が進んでおります。だいたい２５年度には

病院が全部建てられるという計画で進むのではないかと思っておりま

す。今病院が建っている部分には福祉関係の施設などができ、２７年度

には一体全て完了するということになっております。大曲の区画整理事

業も大詰めを迎えておりますので、だいたい区画整理事業と再開発が最

後一緒になって完成するという計画に仕立て直しております。区画整理

事業が少し延び延びとなっておりますが、何とかここまでにゴールさせ

ようと思っております。 

大曲地域協議会の皆様にお願いしたいことは、病院を中心にした新し

い生活の街というものができるわけでありまして、それを囲む形で東口

方面も含めた大きな中心市街地のくくりで大仙市の中心市街地と考え

ていただきたいのですが、そういう枠組みができてきます。そのとき、

今の西側の地域ではかつての賑わいを取り戻そうと商店街の皆様を中

心にさまざまな事業に取り組んでいただいたおりますが、そういった試

みがこの計画が完遂されることによって生きてくるのではないかと思

っております。 

それに向けて、病院だけがあっても病院に対する地域の皆様のさまざ

まな協力がなければ、いい病院、いい地域ができてこないわけでありま

すので、その辺をテーマにしながら、駅を中心とした地域をどのように

活性化し、あるいは広範囲の人達が病院を中心にして足を運ぶわけでご

ざいますので、そういう人たちに対してどういうことができるのか、開

業医の人達を含めて病診連携を中心にした中核病院の在り方みたいな
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ものについても大曲地域協議会として研究していただければいいのか

なと思っているところであります。 

そういう意味でこれから、今年度あるいは来年度に向けてまちづくり

の根本になる会議でありますので、市あるいは市も入っております再開

発組合に対しまして、さまざまなご提言、ご指導をお願いしながら、ご

挨拶に代えさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

 

４ 議題 

  （委員の２分の１以上の出席があり、会議が成立する旨を確認。） 

 

議題議題議題議題（（（（１１１１））））    会議録署名委員会議録署名委員会議録署名委員会議録署名委員のののの指名指名指名指名    

判田勝補会長： 会議録署名委員は伊藤トシ子委員と渡部委員にお願いいたします。 

    

議題議題議題議題（（（（２２２２））））    市市市市へのへのへのへの提言提言提言提言についてについてについてについて    

判田勝補会長： 【資料No.１により市への提言事項の説明】 

 

栗林次美市長： 提言をまとめていただきまして、ありがとうございます。 

本日いただいた提言の一つ目の、行政情報のあり方についてでありま

すが、これまで月２回の広報プラス案内チラシ等を活用しながら、広報

に至ってはできるだけ一般市民の人達にわかりやすく、読みやすく、見

やすくということを合言葉に編集をさせていただいてきております。一

般市民の皆様から一定の評価はいただいているのではないのかなと思

っておりますし、広報コンクールではそれぞれの部門で常に全国の上位

に入っておりますので、一定の水準以上の広報紙になっているのではな

いかと思っております。これは情報公開の原点でありますので、広報を

通じて、できるだけ市民の皆様に行政情報をわかりやすくということを

第一に考えております。保存をしていただいている方も多いようであり

ますが、5月に予算特集号という、事業あるいは市の現在の財政状況な

ども含めまして分厚い形になっておりますけども、あまり県内ではない

形でこうした広報のスタイルが完成しつつあるのではないかと思って

おります。 
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以前から、広報だけではなくて、ホームページを利用する人が多いと

いうことで、ホームページを上手に活用したらどうかとういうことをず

っと指摘されております。年々努力して改良しているつもりですが、こ

の辺が少し弱いのではないかと思っておりますので、ここを充実させて

いかなければならないと思っております。 

それから、旧大曲地域では光ファイバーが高速になっておるのです

が、大仙市全体では光ファイバーが行っていない地域がけっこう多かっ

たわけで、昨年度国の事業を取り入れながら光ファイバー関係を大仙市

全域に巡らすことができています。NTT が独自にやっていただいてい

る部分については１０月ぐらいまでかかる地域もございますが、大仙市

全体で情報手段の格差がなくなるということになっておりますので、こ

うしたものをもっと活用して市民にさまざまな情報をお届けするとい

うことに力を入れていかなければならないと思っております。インター

ネットを利用したさまざまな情報提供の仕組みなど具体的に作ってい

かなければならないと思っております。 

 二つ目の史跡歴史の活用についてですが、大仙市全体で見ますと、か

なり素晴らしいものがございます。県内で唯一の国宝の鏡があったり、

国の指定を受けているもので払田の柵もございますし、あるいは民俗関

係の指定を受けている綱引きなどもあります。こうしたものをより活用

していくことが大事なことだと思っております。 

史跡関係では池田邸の方に大分手が入ってまいりまして、洋館も昨年

度完成しました。これは案内人とセットでなければならないということ

で、いっぺんに増やすわけにもいきませんので、継承会の皆様と相談し

ながら公開日を増やしていくということで、できるだけ多くの人に訪れ

てもらいたいと思っております。 

こうした代表的なものを核として、大仙市にあるさまざまな史跡を繋

いで紹介していくということは大事だと思っておりますので、単なる観

光ガイドの作成ではなく、もう少し内容のあるものを、ホームページも

含めてだと思いますが、そうした取り組みをご指摘のように強化してい

きたいなというふうに思っております。 

三つ目の提言であります駅前周辺のまちづくりについてですが、先程

ご挨拶の中でもふれさせていただきましたけども、平成２７年になりま

すと駅前がガラッと変わると思います。 

既に東口方面はかなり新しい街になってきておりますし、ネックにな

っていた鉄道部分についても黒瀬のところが今アンダーになってきて

います。朝日町の方もアンダーになりまして、ぐるっと東側から西側に
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入れる形で、病院を中心として駅前に新しい生活の街ができるわけでご

ざいます。 

この場所に商工会館などもできますが、単なる会議をやる場所ではな

くて、イベントを行えるようなオープンスペースが計画されております

し、幼稚園と保育園が一緒になったようなこども園というものを新しく

作り、そして社会福祉協議会も移ってくるような形となります。子ども

達や高齢者の皆様を含めた福祉、医療、そういったものに関係した生活

の街となり、現在駅前周辺で頑張っていらっしゃる商店街の皆様と、あ

るいはペアーレ大仙やのびのびランド等市民の集まる場所、そういう所

といろいろ行っていくことができれば、人が集まれるかなり良いスペー

スになるのではないかというふうに思っているところであります。併せ

て、整備しました丸子川の橋上公園と堤防際の散策路も一体化して使え

る要素になるのではないかと思っております。 

もう一つ、市も出資しておりますTMO大曲というまちづくり会社が

あります。ここが要になるのではないかと思いますが、そうしたところ

と連携しながら大曲地域協議会の皆様が、まちづくり、地域の活性化に

入っていただいて、計画、提言、あるいは行動などをまとめていただき

たいということをお願いしたいと思います。 

 以上、簡単ではありますが、私のコメントに代えさせていただきたい

と思います。どうもありがとうございます。 

 

議題議題議題議題（（（（３３３３））））    地域枠予算地域枠予算地域枠予算地域枠予算のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

高橋正人副主幹： 【資料No.２により書面審査の結果について報告】 

①余目地域活性化対策いきいき会議協議会 

「余目地域活性化事業」 

賛成１７名、反対０名により採択 

②角間川まちづくりの会 

「地域づくり事業」 

賛成１７名、反対０名により採択 

 

角間川 

まちづくりの会： 

【資料No.２－１により事業内容について説明】 

    

判田勝補会長： 角間川まちづくりの会さんから詳しいご説明をいただきましたが、皆

様からご質問を受けたいと思います。何かございませんでしょうか。 
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藤谷弘志委員： どうもありがとうございました。今、盆踊りの話を聞いて、伝統を守

っていくことの難しさ、要するに参加者が少なくなればだんだん廃れて

いくということ、そういったところでもう一度元気のある角間川を取り

戻そうという思いをひしひしと感じました。 

それで、立派な浴衣を着せて踊らせるのも一つだろうと思いますし、

そういう物が参加する人数分だけ用意してあればもちろん問題ないで

しょうが、今おっしゃったとおり、誰もが参加しやすく、私服でもでき

るという体験をさせることが生きた伝統を守ることにつながるのでは

ないかと思いました。ですから、必ずしもこうだからということではな

く、創意工夫というものがこれからますます必要になってくるのではな

いのかなと感じました。普通の T シャツであっても踊りに参加できる

とか、そういうことを今年からやっていただければもっと増えていくの

ではないかと思います。 

我々委員もお話を聞いて、今度家族を連れて行こうという気持ちにも

なりましたので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 

伊藤八重子委員： 角間川に行って踊りに参加するのもいいのですが、私達の老人クラブ

福祉の集いというものに出演していただきまして、子ども達も来てくれ

て本当に感動いたしました。永く良いものを伝えていくということは本

当に大変なことですが、私達が直接行って踊らなくても応援の仕方があ

ると思います。何かのときに角間川の盆踊りの方達に何人かでも来てい

ただいたて、それをまちの人に見ていただく、これも一つの応援の仕方

ではないのかなと思います。どうぞ、頑張って続けていただきたいと思

います。 

 

松塚智宏委員： 私も角間川のお話を聞いて、とても素晴らしいことだなと思いまし

た。盆踊りを残すという部分で、その場所に来ていただく必要性はある

と思うのですが、伊藤八重子委員のお話にもありましたけども、その場

所に来ていただくということも含めて、そもそもその魅力を伝えるため

に外に出向くという努力をなさっていただければ、初めて知ることでみ

なさんが角間川に行くことができます。例えば、駅前の開発が進みます

といろいろな方がいらっしゃいますので、ぜひその場所に最初は売り込

みに来ていただくぐらいの方が、ファンが増えるのではないかと思いま

して申し上げた次第です。 
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判田勝補会長： 当案件につきましては、既に皆様より承認をいただいている案件でご

ざいますので、これをもちまして質疑を終わらせていただきます。 

次に、今回申請がありました地域枠予算の審査にうつります。申請が

ありました６団体より本日出席していただいておりますので、順に事業

内容についてご説明いただきたいと思います。 

 

大川西根地区 

コミュニティ会議： 

 【資料No.３により事業内容について説明】 

 「第四回WESTフェスタ『がんばろう！東北！』（地域活性化事業）」 

（質疑無し） 

 

大川西根子ども会：  【資料No.３により事業内容について説明】 

 「『生きる力』豊かな体験活動 in西根小」 

（質疑無し） 

 

内小友地区 

コミュニティ会議： 

 【資料No.３により事業内容について説明】 

 「内小友地区コミュニティ活性化事業」 

（質疑無し） 

 

浜倉ふれあい会：  【資料No.３により事業内容について説明】 

 「地域づくり事業」 

（質疑無し） 

 

藤木地区 

コミュニティ会議： 

 【資料No.３により事業内容について説明】 

 「藤木地区地域活性化事業」 

（質疑無し） 

 

NPO法人フラワー

デザイン普及協会： 

 【資料No.３により事業内容について説明】 

 「大仙スローフードプロジェクト」 

 

藤谷弘志委員：  非常に素晴らしい事業で大変感心いたしました。 

一つだけ教えていただきたいと思いますが、今日出されました資料の

「秋田綺麗稲」ということで非常に素晴らしい綺麗な作品があるわけで
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すが、こういった事業の中で売るということはないわけですか。 

 

NPO法人フラワー

デザイン普及協会： 

 昨年も売らせていただきました。潜在的な経済効果のある稲だと考え

ております。 

 

藤谷弘志委員：  経済効果なり地域の活性化なりについて非常に良い事業だなと思い

ました。ただちょっと気になったのは、補助金をいただいて、例えばそ

ういう売り上げがあるのが、果たしてどうなのかなというそこら辺が気

になったものですから、その辺は事務局段階ではどうなのでしょうか。 

 

高橋正人副主幹：  事務局段階では、このスローフードプロジェクトということで、ス

ローフードの募集の７月から、イベントの開催方法の検討、それからス

ローフードレストランの開催までの事業というふうに捉えておりまし

て、その中での綺麗稲の販売等はされないというふうに認識してござい

ます。今、お話しいただいたのは別枠でそういう販売をされているとい

う理解をしてございましたけども、それでよろしいでしょうか。 

 

NPO法人フラワー

デザイン普及協会： 

 今回の経費に載せているのはあくまでも装飾に係る部分で、売る分に

は考えておりません。非営利活動団体ですから、利益を非営利事業に使

うということになっております。 

 

判田勝補会長：  以上６件のご説明をいただきましたので、ただいまより協議してまい

りたいと思います。 

最初に大川西根地区コミュニティ会議からの申請事業につきまして、

委員の皆様から採決を行いたいと思いますので賛成の方は挙手をお願

いいたします。 

 

挙手１１名 

 

全員賛成です。よって大川西根地区コミュニティ会議からの申請事業

については承認することに決しました。 

次に２番目の内小友地区コミュニティ会議からの申請事業について

採決を行います。賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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挙手１１名 

 

全員賛成です。よって内小友地区コミュニティ会議からの申請事業に

ついては承認することに決しました。 

次に３番目の浜倉ふれあい会からの申請事業について採決を行いま

す。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

挙手１１名 

 

全員賛成です。よって浜倉ふれあい会からの申請事業については承認

することに決しました。 

次に４番目の藤木地区コミュニティ会議からの申請事業について採

決を行います。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

挙手１１名 

 

全員賛成です。よって藤木地区コミュニティ会議からの申請事業につ

いては承認することに決しました。 

次に５番目のフラワーデザイン普及協会からの申請事業について採

決を行います。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

挙手１１名 

 

全員賛成です。よってフラワーデザイン普及協会からの申請事業につ

いては承認することに決しました。 

最後に６番目の大川西根子ども会からの申請事業について採決を行

います。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

挙手１１名 

 

全員賛成です。よって大川西根子ども会からの申請事業については承

認することに決しました。 

以上で地域枠予算の申請事業に関する協議を終了します。 
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４ その他 

判田勝補会長： 次にその他に入ります。事務局から何かございませんでしょうか。 

 

高山知洋主査： 【第２期大仙市のよりよい地域公共交通計画について説明】 

 

判田勝補会長： それでは、委員の皆様から何かございませんか。 

 

藤谷弘志委員：  ヒアリングの件について、前にもお話した経緯があるのですが、説明

を受けると、なるほどなということがわかって我々委員にとっては非常

にありがたいことなのですが、ただ、今日のこのヒアリングを見ていて、

せっかく我々も書面を予め見させていただいて、一人も説明に対して問

題提起的なところがないとすれば、来た方々は承認したということに取

ったと思うのです。その後から採決を取るということになりますと、意

見も無いところで却下することはできないと思いました。そうします

と、せっかく事前準備をしっかりなされてきているにも拘わらず、意見

が無いとすれば、今日はたまたま意見がなかったわけですが、この後、

もしこういう状況が続くとすれば、むしろ却下されたところからお出ま

しいただいて、ヒアリングをする方がいいのかなと思ったのが、今日の

感想です。 

 

判田勝補会長：  藤谷弘志委員から大変貴重なご意見をいただきましたので、今後の協

議会の運営について参考にさせていただきたいと思います。 

 

伊藤八重子委員：  案件に関していろいろな思いがあるわけです。例えば、浜倉に行った

ばかりで、すごく足下が寒くて本当に大変でした。いくらストーブを焚

いても暖まらないという中で、我慢して参加してきたという声がたくさ

ん聞かれましたので、そのことなどもお話ししたいなと思ったのです

が、なんとなく自分だけ喋っていいのだろうかと遠慮することもありま

す。時間を気にしていらっしゃる会長さんの気持ちもよくわかります

が、質問ありませんか、無いようなので終わりますではなく、みんなの

思いをもう少し聞いていただければ、いらっしゃった方達も満足して帰

られるのではないかと思います。 

 

小松辰巳企画部長：  【大曲通町地区第一種市街地再開発事業について説明】 
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髙橋祥一委員：  関係者からの賛成は得られているのでしょうか。 

 

小松辰巳企画部長：  ４月１４日に本組合の設立認可申請を県に出してございます。その際

には土地の所有者全員の賛同をいただいております。 

 

 

６ 閉会 

判田勝補会長： これを持ちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。長時間に

わたって大変ありがとうございました。 

 

終 了終 了終 了終 了 時時時時 間間間間    ２０２０２０２０：：：：１０１０１０１０    
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