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■日  時： 平成３０年３月１４日 午後４時～ 
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   （１）会議録署名委員の指名 

（２）平成３０年度地域枠予算の申請について 

（３）地域枠予算の変更内容について 

（４）ヒカリオまるしぇについて 

３ そ の 他 
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（午後 ４時００分 開会） 

 

○事務局（高橋副主幹） 

  本日はお忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。定刻になりまし

たので、ただ今から平成２９年度第６回大曲地域協議会を始めさせていただきます。はじ

めに、藤井会長よりごあいさつをお願いします。 

 

○藤井隆夫会長（以下「会長」と表記） 

 いつもですと、６時過ぎからの会議ですが、今回はこの後の懇親会がありますので、早

めの開催でお集まりいただきましてありがとうございます。前回の１月の地域協議会の時

は、初雪が早かったけれどあまり正月すぎ荒れなくてこのままいってくれれば良いな、と

いう話をしましたが、ものの見事に裏切られまして、１月２４日から猛吹雪・大雪という

ことで今年は春先から異常気象で、市長さんも色々会議のたびに「私が市長になったら災

害が多くて困っている」という話をみんなに言われると聞きました。今年は一年間、非常

に異常気象に悩まされた一年間でした。農業は作が悪かっただけでなくて、お米、野菜を

買って召し上がる方も、野菜が高騰しまして難儀したなと思います。来年こそはそういう

ことのないように今日の会議のあとに、来年度こそ天候に恵まれますようにと祈念しなが

ら懇親させていただきたいと思います。以上です。 

 

○事務局（高橋副主幹） 

  ありがとうございました。会議に入ります前に資料の確認をさせていだきます。 

  【資 料】 

   ①次第 

②資料№１   平成３０年度地域枠予算申請一覧表 

③資料№１－２ 地域枠予算活用事業申請書（余目地域活性化対策いきいき会議協議会）  

④資料№２   地域枠予算の変更について 

⑤資料№２－２ 地域枠予算の運用に係るガイドライン新旧対照表 

⑥地域枠予算の運用に係るガイドライン 

⑦（カラー刷り）大仙市ひとづくり・ものづくり応援事業 

⑧資料№３   ヒカリオまるしぇ実行委員会名簿 

 

  以上でございます。お手元にない場合はお知らせください。 

   

  このあとの進行については、大仙市地域自治区の設置等に関する条例第８条第４項の規

定により、藤井会長にお願い致します。 
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〇会長 

  それでは会議をはじめさせていただきます。本日、打川委員、熊谷委員、柴田委員、戸

嶋委員、本間委員、丸谷委員から欠席の届出が出されております。なお、委員の２分の１

以上の方が出席されておりますので、会議は成立していることをご報告いたします。 

  次に議題に入ります。会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は遠田委員と

髙畑委員にお願いします。 

  続きまして、議題の２にうつります。 

  平成３０年度地域枠予算の申請について事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（村上主席主査） 

  【資料に基づき、地域枠予算申請（余目地域活性化対策いきいき会議協議会）について説明】 

   

〇会長 

  はい。ただ今事務局より説明をいただきましたが、内容についてご質問ありませんか。 

  どうでしょう。ご質問ございませんでしょうか。 

それでは、継続している事業で皆さんもうご存知で、ご意見も特別ないようですので、

採択にうつらせていただいてよろしいでしょか。 

それでは賛成の方、挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

はい。全員賛成で採択といたします。 

次に議題の３にうつらせていただきます。地域枠予算の変更内容につきまして事務局よ

り説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  【資料に基づき、地域枠予算の変更について説明】 

 

〇会長 

  はい。この変更について初めてお聞きになられたと思いますが、課長の方から補足など

ございますか。 

 

〇まちづくり課長(以下「課長」と表記) 

  補足ではありませんが、この地域枠予算の変更の一番大きいところは大曲を除く地域に

３００万円の上乗せがあって、それによって各地域大曲も含めてだいたい同じくらいの予

算がつけられています。大仙のすみずみまで元気にといった考えもあってのことでござい

ますので、その辺はご理解をいただきたいと思っています。 

また、ただいま説明しましたひとづくりものづくり応援事業、前からありますがんばる

集落応援事業は集落をターゲットとしたものでしたが、こちらに関しては５人以上という

要件もありますので、ぜひこういった事業を活用して地域づくりに取り組んでいっていた
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だきたいというものであります。私の方からは以上です。 

 

〇会長 

  ただいまの内容説明及び課長からの狙いについての説明ありましたけれども、皆様から

質問ご意見ありましたらお願いします。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  この、ひとづくり・ものづくり応援事業についてですが、ひとづくり応援事業の支援内

容の４段階までは絶対やらなきゃいけないということですよね。 

 

〇課長 

  会長よろしいでしょうか。ここにある１段階、２段階、３段階、最終段階というのは分

かりやすくだいたいこの流れになるんじゃないかなということで、あくまでも説明用の資

料として作成したものですが、２段階、３段階、色々なやり方があると思うんです。もっ

と増えてくる場合もあるし、一気にやる場合もありますし。要はひとづくり応援事業を活

用して組織づくりをして、ものづくり応援事業を活用して活動拠点整備そういった事業を

行うといった考えでやっていただければ、段階にとらわれなくてもいいのかなと思ってい

ます。 

 

〇齋藤委員 

  補助対象者が構成しようとしている者とありますが、すでに構成している団体は助成を

受けることはできないのですか 

 

〇課長 

  おっしゃるとおりでございます。これから組織を作るための応援が第一段階ですので、

そのようにご理解いただきたいと思います。 

   

〇会長 

  多分、委員の皆様はいろんな団体に所属されている各地域の方々だと思いますので、市

の方の来年度の説明になりますと、もしかして住民から聞かれることもあると思いますの

で、疑問の点はぜひ遠慮なくご質問いただければと思います。 

 

〇課長 

  補足させてください。先程の組織のあり方についてですが、例えば今、既存の団体があ

りまして、その団体をＮＰＯ法人にしてバージョンアップさせるという形であれば、この

ひとづくり応援事業を活用していただけると考えております。 
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〇会長 

  ほかにございませんか。 

 この新しく行われるひとづくりものづくりについては全市の広報というのは、どのような

形で行われるのでしょうか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。第一段階としまして４月１日の広報にまちづくり支援の特集を組んでおります。 

 本日ご紹介させていただきました地域枠予算ほか、がんばる集落事業や自治会支援育成の

事業など、そういった地域に関する支援の内容を掲載する予定でおります。このほか各団

体各自治会さんへ資料をお配りさせていただきたいと考えております。 

 

〇会長 

  そういった形で周知するそうです。 

 

〇佐々木浩委員 

  地域おこし協力隊は現在何人いますか。 

 

〇課長 

現在は１名ですが、４月から３名追加で合計４名になる予定です。 

 

〇髙畑委員 

  第２と第３段階であるようなまちあるきやワークショップのような内容は必ずやらなき

ゃいけないのか、それとも団体で別にこういうことがあるといえば、別のことをやっても

良いのか、というところをお聞きしたいです 

 

〇課長 

  先ほど齊藤委員からも質問ありましたとおり、第２、第３段階をやらなければいけない

ということはなく、例えばこういうものがありますという、色々仲間で地域のことを勉強

しながらまちあるきやワークショップを行ったり地域の人から話を聞いたり、そういった

手法で組織づくりを進めていっていただきたいな、という一つの例としてみていただきた

いなと思っております。組織作りには様々な形があると思いますので、そこら辺は目的か

ら逸脱しない範囲であればさまざまな形での進め方があろうとかと思っています。 

 

〇齋藤委員 

  この地域イベント応援事業の件ですが、６つのイベントが補助対象となっていますが、

私、夏まつり大曲の実行委員もやっておりまして、この事業の５３０万円予算ついてます

が、１つの事業に対して上限とかは設けていますか。２分の１補助は書いてありますが。 
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〇事務局（田口参事） 

  今おっしゃっていただいた５３０万円はひとづくり・ものづくりの方の話で、いずれこ

こにあるイベント応援事業の６つの事業を形成させていただきましたが、基本２９年度の

予算額をベースにしております。総事業費の２分の１は、自主財源や協賛金を集めていた

だきまして、その２分の１を予算の範囲内で補助するという形であります。 

 

〇齋藤委員 

  例えば、急に協賛金が増えたとして、申請すれば２分の１はもらえるということですか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  あくまでも予算の範囲内でということで、大曲地域の１，０００万の予算プラス、夏祭

り分は１００万円の２９年度の予算でしたので、大きくとらえると１１００万円の範囲に

なるかと思いますが、仮に２００万円の協賛金を集めることができたから、即、市から  

２００万円の助成の形には、本来の地域枠予算の方がありますので、そういった大きな増

額ということには成り得ないのかな、と思います。あくまでも予算の範囲内で２９年度の

予算をベースにしているということです。 

 

〇齋藤委員 

  わかりました。 

 

〇会長 

  ほかにありませんか。 

 

〇髙畑委員  

  地域イベント応援事業で補助対象事業はこの６つに限って、ということですか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  現段階ではそのように考えております。ただ審査は各地域協議会に委ねるということで

すので、各地域将来的には可能性はあるのですが、現段階はこの６つの事業になります。 

 

〇会長 

  ほかにございませんか。今、初めて説明を聞いたと思いますので、まずこれから市の広

報で告知されたら、各団体などから問い合わせがあると思いますので、その時に考えいた

だくという形でよろしいでしょうか。 

  

〇山崎委員 

  再度、広報が出た後に、それぞれのかかえている団体もあるでしょうし、そういう人達

を対象にしての説明会みたいな具体的な会議というのはやっていただけるのですか。 
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〇事務局（田口参事） 

  そうですね。ご要望があればお邪魔させていただきますが、こちらの方から全体的な説

明をしますので参加してください、という企画は今のところは考えておりません。 

 

〇山崎委員 

 あとでご相談させていただきます。 

 

〇会長  

他にございませんか。もし皆様の地域とか、所属している団体の方から問い合わせあり

ましたら、ぜひともまちづくり課の方にご連絡いただいて、色々説明をいただくという形

で進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは次にヒカリオまるしぇの開催について事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  【資料に基づき、ヒカリオまるしぇの経過について説明】 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。今事務局から、実行委員会についてお話がありました

けれども、このような形で委員の皆様からは内々に承諾をいただいている、ということで

ございます。そしてこういった組織図でやっていきたいという提案でございます。とりあ

えず、この組織図と実行委員会の内容について皆様からご意見ありましたら、お願いしま

す。 

 

〇齋藤委員 

  前のヒカリオまるしぇの時にクラフト市的なものをやったらどうか、とあったんですが、

それを考えると例えば大曲だと加藤履物屋さんだったり、イベントに卓越しているそうい

う人を入れてみるとか、前回も花火通り商店街も一緒にできないかという話も出たと思う

のですが、中心市街地活性化という意味でやるのであれば、丸谷さんも前回入ったと思う

んですが、そういった商店街の方を入れてみるのも一つの手かと思いますが。 

 

〇事務局（田口参事） 

  クラフト関係の人としては、前回の実行委員会の時に加藤さんにお声掛けをしていただ

いた際に加藤さんグループから「普通クラフトといいますと１年位前にお声掛けをいただ

かないとなかなか難しいんですよ」という話をいただきました。今回、日時をいつにする

かにもよるのでしょうが、前回の話もありましたので、それをわかりつつ、再度お声がけ

するのは少し失礼なのかな、というところもありまして声は掛けておりません。クラフト

関係で、強いて言うのであれば、ココトの戸嶋さんが出店していただいた際に、飲食と半
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分知人のクラフト関係の方にお声掛けをして出ていただいている、ということがありまし

て、前回クラフト関係の方が大曲の方がいませんで、大曲出身で本荘に住んでいるという

方だったので、今回の実行委員にお声掛けはできていない状況です。花火通り商店街さん

の関係ですが、丸谷さん前回参加していただきました。その際に花火商店街で実施してい

る土屋館の方と内容が似ているという点や、月１位で開催しているので日時が一緒になっ

たり、もしならなくても、こちらもこちらもというのは難しいです、というような話を昨

年いただきましたので、日時によって準備不足な所もあって、急なお声掛けは難しいのか

なという所もあって、今回花火通り商店街の方々にはお声掛けはしておりません。 

 

〇齋藤委員 

いつまで決めなければいけないとかありますか。 

 

〇会長 

前回の１０月１日というのは、実際に実行委員の会議をやったのが７月大雨のあとで

８・９月の準備期間しかなくて、今回はできればこの会議でおおよその月は決めて、実行

委員会をすぐにやれれば、その中から出店者に声掛けができるのかと思いますが 

 

〇齋藤委員 

今、行政主導型でやっていますが、いずれは補助金なしでもヒカリオまるしぇが自立し

ていくのが狙いであれば、もっと若いイベントなどをやっている人間、私も知り合いがい

ますので少しずつ入れて、私達がサポートするという形にもっていければ良いと思います

ので、今日決まりでない形にしてもらえればですね。 

 

〇会長 

これはまず声掛けできる範囲でしただけで、これで決定という訳ではないんですよね。 

 

〇事務局（田口参事） 

そうですね。このメンバーの方々は昨年のヒカリオまるしぇに協力いただいた方々の中

から大曲地域の方を選ばせていただいたものです。ほかにもご協力して頂いた方もいらっ

しゃいますが、組織としてあまり大きくてもどうなのか、と思うところもありますので、

実行委員会の方が出店して頂く方にお声掛けしていただくという形であれば、広がりがで

きるのかなということは事務局の方でも思いまして、こういったメンバーに選ばせていた

だきました。 

 

〇会長 

  例えば、これから「この人入ってもらった方がいいんじゃないか」という風に推薦して

もらった場合、入ってもらえるかということはどうでしょうか。 
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〇事務局（田口参事） 

  もしその方がご了解していただけるのであれば、ぜひ入っていただきたいと思います。 

 

〇山崎委員 

  まずは日程を決めないと、前回と同じになってしまうと思うので、そこは気をつけた方

が良いと思うのと、あと、気になったのが大曲の土屋館、花火通り商店街の人達に声を掛

けていないということですが、本当に声をかけなくていいのか、そこら辺ちょっとわかん

ないですから。 

 

〇会長 

  それでは、まず日にちを決めて、いわゆる花火通り商店街の人や齊藤委員が紹介したい

人に声をかけた方が良いと思うので、今日、日にちについてご審議いただいてよろしいで

しょうか。それでは時期的なものについて、皆さんからご意見いただればお願いします。 

 

〇山崎委員 

  逆にいつやるのか見えないと、わからないですよね。 

 

〇会長 

  前回１０月１日でしたが、他の行事や団体との関わりが多くて大変だったな、と。 

 

〇齋藤委員 

  野菜とか考えると夏の方がいいですか。 

 

〇会長 

やはり７月の末頃は一番葉物がある時期、８月になると花火関係者が忙しくなるので、

８月に入ってしまうと、どうかという問題はありますが、７月末から８月初めが農産物が

あると思うんですけれども。 

 

〇佐々木良悦委員 

何をメインにするかということも、ありますよね。 

 

〇佐々木浩委員 

はっきり言って、秋は９月末から１０月は農家の人は農作業の方がメインになって、そ

して秋祭りも重なってくるし。 

 

〇会長 

やっぱり、９月の末から１０月の１０日位までは稲刈りと、秋野菜はだいたい稲刈りが

終わってから取れるので、物はないし、端境期だし、稲刈りは忙しいという状況です。 
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ただ、去年１０月１日でも、一般の方々の集客ができたというのは街部の人達が来てく

れて天候が良かったというのもあるので。 

あと、ちなみに今年大曲市内の大きなイベントとしては、９月のはじめに商工会議所の

東北ブロック大会が、齋藤委員が実行委員長で髙畑委員も入っている。東北から全部集ま

るということで何人位来るんですか。 

 

〇齋藤委員 

一応２千人位くるという、９月７、８、９日です。 

 

〇会長 

角館のお祭りとばっちり重なっていますね。 

 

〇山崎委員 

自分は素人だからわからないですが、あまりにも小さいイベントを何回もやるより、定

例的にやるんだ、という形の流れを作って行くのが良いような気がしますね。 

大曲でしか作っていない特産物、認定されている特産物をなぜ活かせないのか、伝統野

菜をより活用した方が良いような気がします。例えば、石橋ごぼうとかそういう伝統野菜

がだまっていれば、消えてしまう可能性があるのが残念です。 

 

〇会長 

県のＨＰで大曲の伝統野菜で水呑場の石橋さんの石橋ごぼうと神室月ねぎ、俗に２年後

ネギ、あとは横沢の曲りネギ、強首白菜とか元の大曲にはあまりないのかな、モロヘイヤ

とかあることはあるけど。 

土屋館が定期的にやっていて、それと秋の稔りフェアなど色々挟まってくる感じですね。 

 

〇佐藤委員 

行事の詳しい日程が分かればいいですね。ワインのカモ―スリングとか。 

 

〇齋藤委員 

  カモ―スリングは秋の稔りフェアにぶつけていたけど、今ぶつけなくなりましたね。 

 商店街で歩行者天国にしてやりましたね。秋のショーにぶつけるとか。寒いですかね。 

  

〇遠田委員 

  大きいイベントをやるのはいいんですが、あまり数やらないというのも一つですね。 

そういった中で、四ツ屋まつりよくやっていますよね。まとまりがあって。 

 

〇会長 

  若い人達が中心で団結してやっているので。 
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〇齋藤委員 

責任をもってくれる先輩たちがいるので。 

 

〇会長 

若い人の組織があるから、ソフトバレーとかグランドゴルフとか卓球とか、そういうの

は我々年代以上の人がやっているけど、四ツ屋まつりの体育館にゴザをひいたりは年配の

人もやってくれるから、外イベントのステージは若い人がやってくれて、市役所の職員も

手分けして四ツ屋会としてやってくれるから、それが毎年来てくれるからできるけれども、

全部中から外から全部なんかの組織でやると、ただ７０～８０人で終わりですもんね。 

 

〇山崎委員 

この地域に来ないと買えないというものがあれば最高ですよね。それがないんですよね。

そういうのは長野県がすごいと思っているんです。そういう農産物もすごいけど。工業的

なものもすごいんですよ。 

 

〇会長 

大仙市の中心部は穀倉地帯はだまっていても、食べるものに困らないから、商品化とか

あんまり考えなかったんでしょうね。やませもあんまり吹かないし。 

 

〇山崎委員 

でも、なんとかしたいな、という気持ちがあります。 

 

〇会長 

せめて加工品も漬物くらいしかないね。 

 

〇山崎委員 

漬物も自分が作ったのが一番良いんですよ。 

 

〇事務局（田口参事） 

お日にちについてですが、これから実行委員会を作るとすれば４、５、６月は厳しいか

なと思います。７・８・９月で１０月になると野菜が不足してくる、気候も寒くなる、と

いうことを考えると、７・８・９月中旬かなと思っております。その間に、全国５００歳

野球大会が７月中旬、７月２８・２９日は５５０歳野球があります。８月２５日が大曲の

花火、９月１４日が神岡南外花火こちらは平日ですが、これくらいまでの期間が気候的に

も野菜の量も豊富な時期なのかな、と先ほどからのお話で思ったところです。 

秋の章は１０月１３日を予定していますので、少し気候的には昨年１０月１日が時期的

に遅かったとなれば、寒いこともあり、あまりふさわしくないのかな、と思いました。 
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〇会長 

例えば、商工会のイベントにぶつけるというのはどうでしょうか、７月の末の５５０歳

野球というのはかなり多いんですか。 

 

〇佐々木浩委員 

  ５００歳野球よりはかなり少ないです。ある程度の成績をとらないと出場権ないので。 

 

〇会長 

  ５００歳野球の時はたしか神岡球場のところに野菜の直売所があるんですよね。確か。 

 ５５０歳の時もあるんですか。 

 

〇佐々木浩委員 

  ５５０歳は主は南外でしたよね。 

 

〇山崎委員 

  これ自分が満足の面もあるんですけど、昨年花火大会の時に直前の大雨でダメになるな、

と思ったんですよ。でもやりましたよね。これが大曲の力だと思うんですよね。だって寝

ないでやったんですよ。 

 

〇齋藤委員 

  正直、私もやれないと思ったので。 

 

〇山崎委員 

  でも見事にやったものね。消毒して掃除してスパッとやりましたもんね。あれはね、大

曲の強さだと思うんですよ。 

 

〇会長 

  楽しみにして来てくれた人が「やってくれて良かった」と言って泣いているという話で

したものね。 

 

〇高橋委員 

  最初の一年目は水も上がったしゴミも上がったしすごく難儀したんですよ。去年の場合

は比較的慣れてきたということで、高圧洗浄機を使ってブラシで流しながら、２年連続だ

ったのが、慣れてスムーズにできたというのもありましたね。総合力ですよね。 

 

〇会長 

  あと、各地区のコミュニティ会議の祭りとはぶつけたくないですね。 
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〇事務局（田口参事） 

  皆さん、たいがい秋に収穫祭という形でやられるのが多いのかなと思います。 

  あと、８月の盆踊りや夏祭りとか。 

 

〇会長 

  ８月の第１週目は水辺の楽校とかはぴねす大仙とか。そうすれば７月末か９月の中旬位

までですかね。もし７月だとすれば４月に入ったらすぐに、実行委員会を立ち上げていけ

れば間に合うということですよね。 

 

〇山崎委員 

  全体的な行事を押さえている方々で検討していただいて、おおまかにいつやるんだとい

うことを決めていただいて、実行委員会で決めればスムーズかと思うんです。 

 

〇会長 

  地域協議会の中の実行委員会の委員の方とまちづくり課の方である程度の日にちを詰め

て、実行委員会で決めいただくというのはどうでしょうかね。それとも今決めた方がいい

ですかね。 

 

〇事務局（田口参事） 

  できれば、皆さんいるところで決めたいと思います。事務局の案としてはですね、７月

の２１日、２２日、２８日、２９日という所を考えております。８月だと夏祭り、花火、

お盆ということがありますし、９月は農繫期に入る準備ということがあるようですので、

７月の末が第１候補なのかな、と思っております。 

 

〇会長 

  どうでしょうか。皆さん。夏休みに入って子ども連れも来てくれるような内容を盛り込

んで行けば７月２０日過ぎというのが良いような気がしますが。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  夏休みと考えると、２８日・２９日の方が、７月２１日だとまだ夏休みに入ってないの

で。 

 

〇会長 

  いかがですか。みなさん。今２８・９日という意見でしたが。 

 

〇課長 

  まぁ、５５０歳野球と重なってはおりますが、通常であればうちの方の若いメンバーが 

 スタッフとして招集されますが、調整をお願いすれば確保はできるかと思います。 
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〇佐々木浩委員 

  ２日間でしたかね。 

 

〇課長 

  まさに２８日・２９日です。 

 

〇会長 

  早ければ梅雨明けするかしないかのところで、天候も梅雨の真っ只中よりは晴れる可能

性が高いかな。２８・２９日でどうでしょう。暑さ対策は必要ですが。 

 

〇課長 

  どちらかはおまかせしますが、職員のことを考えると片づけなどで次の日の業務に影響

があるかと思うところもありますが、まずどちらでもおまかせしますけれど、皆さんが出

やすい日というのを、まずは第一に考えていただければ。 

 

〇会長 

  どうします。２８日土曜日では。夏休みのこともあるし。いかがでしょう。 

 

（はい。の声あり） 

  それでは７月２８日ということで決めたいと思います。 

  それでは実行委員会の方も、先ほど齋藤委員などからお話ありました通り、中心街の人

達やクラフト関係や色々な人達にもお声がけして、その日にちということで実行委員に 

入っていただけるとすれば、加わっていただいてよろしいでしょうか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。そうですね。４月の前に実行委員の皆さんにお声掛けして早々に実行委員会を開

催したいと思います。夜の時間、６時半～７時の時間になると思いますが。 

 

〇会長 

  それではそういう形で進めて行きたいと思います。御協力をお願いします。 

それでは今日の議題の方は以上でございますけれども、その他ということで事務局から何

かございますか。それから明日の講演会の話を少ししていただければ。 

 

〇事務局（田口参事） 

明日の午後５時３０分から大曲市民会館の小ホールでまちなかの回遊促進に関する講演

会を開催する予定でございます。委員の皆さんにもご案内ということでお送りさせていた

だいておりますので、お時間のある方、興味のある方、そういった団体の方にお知らせし

ていただいても結構ですので、どうか参加をお願いします。 
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〇会長 

  案内は行ってますよね。 

 

 （「来てます。」の声あり） 

 

  これは、角間川地区コミュニティ会議も共催になっておりますし、今の花火資料館、あ

のあたりを回遊するために今まで観光地のまちづくりに携わって来た方の講演ですので、

時間があったらぜひ参加してみてください。 

  それでは、次回の開催についてはどうでしょう。 

 

〇事務局（田口参事） 

  次回は４月中旬を予定しておりますけれども、４月は申請団体の多い時期ですので時期

的に下旬に移り込むかもしれませんけれども、４月中旬以降、２０日前後を予定させてい

ただきたいと思います。早めにお知らせさせていただきますので、ご参加をよろしくお願

いします。 

 

〇会長 

  それでは、委員の皆様何かございませんか。それでは、なければ本日の会議を閉じさせ

ていただきたいと思います。大変おつかれさまでございました。 

 

 

 

 

（午後５時２０分 閉会） 
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