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（午後 ６時００分 開会） 

○事務局(高山副主幹) 

  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３０年度第１回大曲地域協議会を始めさせいただきます。はじめに

藤井会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

〇藤井隆夫会長（以下「会長」と表記） 

  はい、皆さんお晩でございます。平成３０年度、第１回目の地域協議会でございます。

この頃また寒さがぶり返したような寒さが続いておりますので、齋藤健太郎委員は遅咲き

のインフルエンザということで、皆さんもお気を付けいただきたいと思います。今日は地

域枠予算の申請も多いようでございますので、早めにはじめていきたいと思います。以上

でございます。 

 

○事務局(高山副主幹) 

  ありがとうございました。続きまして、五十嵐企画部長がご挨拶を申し上げます。 

 

〇五十嵐企画部長 

  本日は、お忙しい中、平成３０年度第１回目の大曲地域協議会にご出席いただき、あり

がとうございます。 

皆様ご承知のとおり、地域協議会は、平成１７年の大仙市誕生と同時に旧市町村を単位

に設置されました。この協議会は、それぞれの地域の特性をいかしたまちづくりを実現さ

せるため、各地域の声を集約し、その声を市政に反映させていくことを目的としておりま

す。これまでも、それぞれの地域の特性にあったまちづくり、あるいは地域の課題を解決

するため、行政と市民が一体となって協議を行い、協働のまちづくりを進めてきたところ

であります。現在、人口減少・少子高齢化は、全国的な課題であり大仙市にとってもそれ

にかわりはありません。また、ここ大曲地域にとっては、賑わいの創出・交流人口の拡大

などについても、ひとつの課題と捉えております。この問題に対し、昨年、大曲地域協議

会と市で、大曲駅前周辺に市民が集い、賑わいを創出することを目的に、ヒカリオイベン

ト広場を会場に「ヒカリオまるしぇ」を開催し、多くのお客様からご来場いただきました。

消費者と生産者の交流の場になったという声をいただき、こうしたイベントを機会に、市

民に身近な広場となり、常に人が集うような工夫が必要であると感じたところであります。 

このイベントについては、今年度も七月に開催することが決定したとのことですので、今

年度も、委員の皆様と協働により、イベントの成功を目指すとともに、駅前周辺の賑わい

創出などの課題に対して様々な取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

結びになりますが、この大曲地域協議会での議論が有意義なものとなり、望ましい協働

のまちづくりがより一層進みますこと、そして、委員の皆様のますますのご活躍とご健勝
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をご祈念申し上げまして、一言挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

〇事務局(高山副主幹) 

  続きまして、新しい年度が始まり、まちづくり課内に異動がありました。田口課長から

職員を紹介させていただきます。 

 

 【名簿に従い職員紹介】 

 

〇事務局(高山副主幹) 

  会議に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

  

【資料の確認】 

 ①次第 

 ②協議会委員及び職員名簿 

 ③資料１：地域枠予算申請一覧 関連資料 

 ④資料２：ヒカリオまるしぇについて 

 ⑤ふるさと四ツ屋 続編 

 

〇田口まちづくり課長 

  会議に入ります前に、五十嵐企画部長でございますが、次の公務がございまして、ここ

で退席をさせていただきたいと思います。申し訳ございません。 

 

〇五十嵐企画部長 

  申し訳ございませんが、このあと宜しくお願いしたいと思います。 

 

〇事務局(高山副主幹) 

  このあとの進行につきましては、条例の規定に基づきまして、藤井会長にお願いしたい

と思います。あと一つお願いがございまして、議事録の正確な作成に努めたいと思います

ので、ご発言の際はマイクをお使いいただきたいと思います。それでは会長お願いいたし

ます。 

 

〇会長 

  それでは、会議をはじめさせていただきたいと思います。 

本日は齋藤健太郎委員と戸嶋真紀子委員から欠席の連絡を受けております。それから丸谷

委員が遅れているようでございます。ご報告申し上げます。 

また、委員の２分の１以上が出席しておりますので、会議は成立していることをご報告

申し上げます。続きまして議題に移ります。議題１、会議録署名委員を指名させていただ
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きたいと思います。会議録署名委員は、熊谷公委員と髙橋文雄委員にお願いしたいと思い

ます。どうかよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議題の２に移りたいと思います。地域枠予算の申請につきまして、今回市

民主導型、昨年まではⅢ型と呼ばれておりました事業の申請が１０件ございました。１０

件全てが継続事業の申請でございますので事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局(村上主席主査) 

  それではわたくしの方から昨年度からの継続事業となります１０団体からの申請につい

て一括でご説明いたします。資料の方は資料№１、平成３０年度地域枠予算申請一覧表と

資料№１－１から１－１０の各団体からの申請書の写しを合わせてご覧ください。なお、

今回の申請に関係する今年度からの地域枠予算の変更点としまして２点ございます。一つ

目は今までのⅢ型が市民主導型と名称変更になっております。二つ目は地区コミュニティ

会議への補助上限額を３０万円から５０万円に引き上げております。この２点をご留意の

うえ、ご審議をお願いします。 

 

【資料に基づき地域枠予算の事業（応募番号１～１０）について一括して説明】 

 

〇会長 

  はい。ただいま事務局の方から地域枠予算の申請１０件の説明がありましたけれども、

１件ずつ質疑を行いまして、採択をしていきたいと思います。それでは最初に角間川地区

コミュニティ会議からの申請につきまして、ご意見・ご質問等ありましたらお願いいたし

ます。ございませんか。それではないようですので、承認の可否を聞かせていただきたい

と思います。それでは賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

はい。全員賛成ということです。 

 

続きまして、２番の藤木地区コミュニティ会議の申請につきまして、ご意見・ご質問等

ありましたら挙手でお願いします。ございませんか。ないようですので、承認される方は

挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

  はい。全員賛成です。 

 

  それでは、３番目の大曲地区コミュニティ会議からの申請に何かご意見・ご質問ありま

したらお願いします。ございませんか。それでは、承認の方は挙手をお願いいたします。 
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（全員挙手） 

 

  はい。全員賛成ということで承認されました。 

 

それでは４番の花館地区コミュニティ会議の申請に関して、質問、その他ご意見があり

ましたらお願いします。ございませんか。それではないようなので賛成の方は挙手をお願

いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

  はい。ありがとうございました。 

 

  それでは５番の四ツ屋地区コミュニティ会議からの申請につきまして、質問、ご意見等

ありましたらお願いします。 

 

〇佐藤久美子委員 

  はい。 

 

〇会長 

  はい。佐藤委員。 

 

〇佐藤久美子委員 

  まちづくりプロジェクトの５万円のところですが、移住・定住サポート組織の結成とい

うことは、どのようにして行うのでしょうか。 

 

〇会長 

  はい。これは、四ツ屋地区コミュニティ会議の中に、四ツ屋地区新しいまちづくり推進

委員会なるものを立ち上げまして、四ツ屋地区の地域ビジョンを作りまして、ダイジェス

ト版として全戸配付したり、各行政機関に配布したり、地域のビジョンを地域の人たちで

考えており、そのテーマが「四ツ屋の良さを活かした若者が定住するまちづくり」という

のがテーマとなっておりまして、サブ目標としては、「三世代揃ったバランスの取れた四ツ

屋」という形で、平成２７年度に地域ビジョンを作りました。次の年の２８年度では、地

域のことを人に紹介できるリーフレットを作ろうということで、リーフレットの作成委員

会を中で作り、齋藤健太郎委員がプロジェクトリーダーという形でリーフレットを作りま

して、他の地区にも発信できる一つの素材を作りました。しかし、発信したからには、も

し移住定住をしたいという問い合わせが来たときには、地元としてそれを受け入れるため

の組織が必要だろうということで、２９年度に受け入れるための原案を取りまとめている
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ところです。そして３０年度には、おそらくコミュニティ会議が母体となって、プロジェ

クト委員会で規約等を審議しており、それがだいたいまとまったら、コミュニティ会議名

で、広く四ツ屋地区に協力してくれる方を募集して、例えば移住体験に来た方に、農業体

験をしたいという方が来れば、佐々木委員のような方を紹介して一つ農業体験に連れて行

くとか、花火工場を見たいという方がいれば齋藤健太郎委員のところに連れて行くとか。

そういった形で、その地区の人が直接案内をしてその地区を説明していく方が、非常に親

近感も出て、移住定住に繋がっていくのではないか。やっぱりまちづくり課でも移住定住

の担当の方がいますが、やっぱりそこの方が連れて行くというのも必要だと思うが、実際

に組織のある方が連れて行けば、地元の生の声が会話の中に入ってきて、移住を希望して

いる人に伝わるのではないかと。他のところの移住定住を見ますと、最終的な決め手は、

「人対人」だという感じで私も思っておりますので、やはりそのような受入組織があると

ころがないと、実際に行政だけを通して移住したいという方には、かゆいところに手が届

かないということで、受入組織を作ろうと考えております。あとは、移住が多いところに

対しての視察研修だとかも行う必要があると考えています。そういったことで、事業費を

今年は多くしているところです。 

 

〇佐藤久美子委員 

  ありがとうございます。 

 

〇会長 

  他にありませんか。それでは四ツ屋地区コミュニティ会議の申請について、承認される

方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

  はい。全員挙手です。それでは６番ののびのびらんどの申請について、質問・ご意見が

ありましたら挙手をお願いします。ございませんか。それでは私から一つ。今度、花火資

料館が開館される予定なので、一つ、のびのびらんどの花火に関する花火詩、これを展示

するブースを資料館の中に設けて、それで前の年の分をずっと展示しておくようなことも、

せっかく資料館を作ったので考えていくべきでないかと思います。いかがでしょうか。 

 

〇田口まちづくり課長 

  はい。花火資料館の担当の方が、現在は総合政策課でございまして、資料館の方にも職

員がつきましたので、提案をさせていただきたいと思います。 

 

〇会長 

 他にございませんか。それでは、なければのびのびらんどからの申請について承認の方

は挙手をお願いします。 
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（全員挙手） 

 

  はい。それでは続きまして７番のミュージックサークル大仙からの申請につきまして、

皆さんからご意見・ご質問等ありましたらお願いします。ございませんか。 

 

〇佐々木浩委員 

  確か去年いろいろと指示されたことがありましたよね。 

 

〇会長 

  はい。去年確かにこれについて、自分たちの趣味の範囲だけで、周りに対する波及効果

とか、そういったものを考えたら、いろんなものと組み合わせてやったら良いのではない

かといった意見でしたよね。これに対して事務局の方ではどうでしょうか。 

 

〇田口まちづくり課長 

  はい。先程説明させていただいた内容にも少しありましたが、音の問題がまず一点目。

二点目は雨対策。三点目は PRについてはどうなのかということでしたが、昨年の地域協議

会において、ずいぶんお時間をいただいてご協議いただいた記憶がございます。実際に私

たちも現場に行って、拝見させていただきましたが、幸いその日は天気が良かったのです

が、テントの設備もありましたし、音につきましては、ちょっと気になるところもあるに

はありましたが、それほど周りにご迷惑をお掛けするほどではなかったかと認識しており

ます。あと PRにつきましては少し不足した部分もありましたが、自分たちも十分に認識し

ているようでございましたので、今年度は出演者自らが予算を増やして、自分の周りの人

にも周知をするということで、昨年の点については改善していくと考えております。 

 

〇会長 

  はい。ただいま事務局よりありましたがいかがですか。魁新聞にも記事として載ってお

りましたし、少しずつ動きが出てきているのではないかなと感じております。他にござい

ませんか。なければミュージックサークル大仙について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

はい。全員でございます。それから８番のマイ・フラワーロード推進会の申請につきま

して、質問･ご意見がありましたらお願いします。ございませんか。はい。それではマイ・

フラワーロード推進会の申請につきまして、承認の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 
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はい。それでは続きまして、９番、大川西根子ども会育成連合会の申請につきまして、

ご質問等ありましたらお願いします。ございませんか。それでは大川西根子ども育成連合

会の申請につきまして、承認の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

はい。全員です。それでは最後に、大川西根地区コミュニティ会議からの申請つきまし

て、ご意見・ご質問、その他ありましたらお願いします。ございませんか。はい、佐藤委

員。 

 

〇佐藤久美子委員 

  事業費の中の、出演者謝礼ですが、２０万ですが、これは第一部の学校とか保育園の児

童達のための出演料でしょうか。 

 

〇会長 

  はい。事務局の方お願いします。 

 

〇事務局(村上主席主査) 

  報償費の２０万円の内訳ですが、子ども会や青年部、手芸教室、茶道教室、学校関係、

また出演者としまして、個人で出演している方も中にはいらっしゃいまして、その方への

謝礼となっております。以上です。 

 

〇会長 

  よろしいですか。 

 

〇佐藤久美子委員 

  はい。 

 

〇会長 

  他にありませんか。ございませんか。それではないようですので、大川西根地区コミュ

ニティ会議からの申請につきまして、承認の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

はい。全員でございます。それでは以上で地域枠予算の申請に関する審議を終了いたし

たいと思います。 

続きまして、議題の３に移りたいと思います。ヒカリオまるしぇについて、事務局より

説明をお願いします。 
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〇事務局(高山副主幹) 

  【資料に基づきヒカリオまるしぇについて一括して説明】 

 

〇会長 

  ただいま事務局より説明がありましたが、私の方から補足させていただきます。前回、

チラシ（宣伝）というところで、夢工房の桜田さんに実行委員会に入ってもらうというこ

とですが、前回時間がなかったということもありまして、チラシの出来上がりが遅かった

こと、出展者等についてこちらで決まってからでないと依頼できなかったなどといったこ

とがありましたので、実行委員会に入っていただければ、中の雰囲気からねらいもわかっ

てもらえますし、それから出展者がまだ決まっていない段階でも、ある程度準備してもら

えるということもありますし、それから、このような広告関係の方は他の地域のイベント

のことも知っておられると思うので、そういったもののアドバイスも貰えるのではないか、

ということから実行委員会に入っていただくこととしました。それから、実行委員長を地

域協議会とか、大仙市まちづくり課など以外から出してもらったことに関して、これから

出展していく方々の中で実行委員会を回していけるような仕組み作りを取っていく必要が

あるのではないかということで、地域協議会とか以外の方から実行委員長になってもらっ

て、やはり自由な発想とか意見を出展者の方から出してもらって、最終的にはその中で回

してやっていただくための第一歩という考え方で、まずは三浦さんに実行委員長をお願い

したという経緯でございます。それではこの件について、ご質問･ご意見がありましたらお

願いします。 

 

〇本間委員 

  はい。 

 

〇会長 

  はい、本間委員。 

 

〇本間委員 

  例えばどこかの一角でステージを作って、そこでお客さんを盛り上げるような工夫とい

うか、催し物ができないのかなということと、あと一つは、大仙市以外の、例えば大仙市

以外でも B級グルメとかあると思いますが、そちらの方に声を掛けて店を出してもらえば、

来る人も「おっ！」というような感じになるのかなと思いますけれども、そういったこと

を提案したいと思いますが、いかがなものでしょうか。 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。そういったことも、まずこの間は骨組みの実行委員長

とかを決める会議でしたが、これからは内容のところにも入っていきますので、今本間委
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員から出された意見についても中に入れたいと思います。 

 

〇田口まちづくり課長 

  はい。本日いただきました意見を実行委員会の方に掛けまして、実行委員会の方でその

意見が良ければ実際に行うことになると思いますが、ただ一つ、先程会長も申しましたと

おり、将来的に出展者の方とかが実際にやるときに、経費的な面を申しますと、ステージ

を出すということを継続していくことは難しいところもあるのかなと。前回、本間委員も

参加されておりましたので、場の空気ですとか雰囲気がお分かりいただけていることだと

思いますが、ステージが無くても皆さん回られていたのかなと思います。やはりステージ

を立てると、きっちりしたものを立てると３０万４０万円とかかってくることもあります

し、それを自主運営していくことを考えると、それを実行委員会の方にお諮りしたいと思

います。ありがとうございます。 

 

〇本間委員 

  大きいステージでなくても良いと思うんです。あくまでも出展がメインなので。ちょっ

としたところでも何か演奏とかできれば、それはそれで盛り上がるのではないかと思いま

す。 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。他に委員の皆さんからありましたらお願いします。こ

の前の１１日の実行委員会の時に、欠席された委員の中でお話を伺った中で、やはり将来

的には一般の人の中で実行委員会を作って、例えば雪のないときに毎月１回だとか決めて

いった方が良いのではないかという意見もありましたので、例えばそのように何回かやる

ことになった際には、シーズンの最後の収穫祭の時にステージを入れてやってみるとかも

考えられますので、将来的なことも見据えて今回もやっていきたいと思います。他に皆さ

んからご意見・ご質問等ありませんか。それではこれから月２回くらいのペースで実行委

員会を開かせていただく予定ですので、まず６月７日頃に地域協議会をやりたいという事

務局案もあるようですので、そのときにはまた内容を煮詰めたものを皆様にご提案できる

と思いますので、皆様からのご意見を入れつつ、実行委員会を開催していきたいと思いま

すので、それでよろしいでしょうか。そういった形で宜しくお願いいたします。今までご

協議いただいた内容で全部となりますが、続きまして議題の５番その他に移りたいと思い

ます。事務局からお願いします。 

 

〇事務局(高山副主幹) 

  はい。事務局から２つご連絡させていただきます。まず１つ目ですが、今年度市の広報

にて地域協議会の活動と地域枠予算を活用した事業の紹介をさせていただきたいと思いま

す。まず、はじめに６月１日頃の広報で、地域協議会委員の皆様のお名前を掲載させてい

ただきたいと考えております。これについては、大仙市全地域の地域協議会委員の皆様の
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お名前となりますので、どうか承諾いただきますようお願いいたします。あともう１点が、

先程会長からもお話がありましたが、次回の地域協議会ですが、６月７日木曜日午後６時

からこちらの会場で行いたいと思いますので、宜しくお願いいたします。以上です。 

 

〇会長 

  はい。ただいま事務局より説明がありましたが、皆様よりご意見･ご質問等ありましたら

お願いします。 

 

〇山崎委員 

  今の件だけでしょうか。 

 

〇会長 

  はい。まずは今の件でお願いします。ありませんか。ないようですので、今の件以外で

もお願いします。 

 

〇山崎委員 

  ちょっと関係ないかもわかりませんが、問題として取り上げていただきたいのですが、

２点ございます。この間広報で、野良猫にエサを与えないでくださいというものが出まし

た。その通りです。ただ、これからお年寄りが増えてきますと、その猫一匹が非常に癒さ

れるものだと思います。なので、お年寄りの方はエサをやる、エサをやると猫は来る。そ

れで正直言って、私が今住んでいる金谷町は高齢者が多くて、空き家もある。猫だらけで

す。ある１カ所に１人で住んでいる人がいますが、だいたい２０匹くらい猫が住んでしま

っているという住まいがあります。これは対策として広報にエサをやらないでくださいと

書いているだけで、解決策はない、具体策はない。そこら辺をどうするかという問題。ど

このセクションでやるのかはわかりませんが、とりあえず問題として対応せざるを得ない

のかなと思います。２点目がカラスの問題です。皆さん気づいているかもわかりませんが、

今頃になるとこの体育館のあたりが真っ黒になります。本当に大変だ、大変だと言います

が、誰として声を上げる人もいない、対応する人もいない。これで良いのだろうかという

反面、なぜ今自分が声を上げたかと言いますと、個人的なお店の名前を出しますが、業務

用スーパーでございます。この業務用スーパーには非常にお年寄りの方が買い物に来ます。

そうすると、白い袋に詰めて、花園町とか金谷町とかを歩いて行きます。そうするとカラ

スはその袋を狙います。袋を狙って、袋を取ろうとします。ご存じだと思いますが、カラ

スは一羽で行動しません。必ずペアで行動します。そこら辺が大きな事故に繋がらなけれ

ば良いなと思います。車の往来も激しいですし、それも全体として取り組んでいかなけれ

ばならないと思います。自分は六郷にも住んでいたことがありますが、あれだけ六郷にい

たカラスがスパッといなくなり、全部こっちに来たのではないかと思います。花火大会が

近づくと、道路が真っ白になっているという状態があります。それで一晩カラスが集中し

ていくと、駐車している車が、車の形がわからなくなるほど糞だらけになります。それは
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金谷町でそういった問題が出ました。それをどういった形で対策していかなければならな

いかということを取り上げていく必要があるのではないかと思います。別に殺せという話

ではないですよ、殺しきれないですよ、あまりに多くて。テレビでもやっていますが、鷹

が四羽来ると、カラスは何千羽でも一斉にいなくなるそうです。そういったこともありま

すので、花火大会が来ると毎年ひどい目にあいます。観光客が連なって歩いて行く中に、

カラスが糞をする。本当に他のやっているところを見て対応していかなければいけないの

ではないかと思います。ちなみに韓国では、カラスを見つけたら千円をくれるという看板

があります。全然カラスがいないです。東京都内でも最近少しで始めたみたいですが、あ

れだけの都市部でも消えていっているという状態がありますので、何年経っても解決しな

い、むしろ増えていっているという形ですので、どこのセクションに言ったら良いかわか

りませんが、全員で取り組んでいく方向を取らないとまずいのではないかと思います。こ

の２点だけ申します。 

 

〇会長 

  地域協議会で取り上げる議題であるのかどうかということもありますが、このような一

般市民からの声もあると思うので、今は市の方でそういった苦情とかあるのですか。ある

とすればどこの課に言うのですか。 

 

〇田口まちづくり課長 

  例えば、まちづくり課の隣の環境交通安全課というところがございまして、主にそこが

担当するのではないかと思いますが、まず広報の野良猫にエサを与えないでくださいとい

うのは、一般的に、可愛がっている人がいる反面、増えていって地域の方の迷惑という声

を拾った記事であったと思いますが、今回まず猫とカラスの話が出ましたが、これについ

て私たちは専門ではございませんので、担当するところにお繋ぎしたいと思いますが、な

かなか難しいところもありますので、この場ではお伝えするということにとどめておきた

いと思います。 

 

〇佐々木浩委員 

  認識として良いですか。猫とか犬とかは、私の認識として、飼い主に責任があると思い

ます。まず、今山崎さんがおっしゃられましたが、うちの方にもいっぱい野良猫がいるん

ですよ。今は空き家も多いし、結構そのまま繁殖していきます。どんどん増えていきます。

そしてだんだん野生化していきます。問題は、自分が小さい犬を連れて散歩をしていると、

集団で襲ってきます。地域にもそういったものがあります。認識としては飼っている人に

問題があります。じゃあどうすればよいのかというと、難しいことですね。保健所に言う

と、果たして駆除してくれるのかというと、これも難しい問題です。 

 

〇田口まちづくり課長 

  犬については、保健所が来て、離れている犬がいれば保健所が連れて行ってくれますが、
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猫についてはどうなんですかね。 

 

〇佐々木浩委員 

  私の覚えている範囲では、放し飼いでエサも与えないで、どんどん野放し状態になって

いって、巡回して歩くと。おそらく皆さんの地域もそのような感じなのかなと思います。

カラスについては、おそらくエサの問題だと思います。エサがなければ来ないと思います。

３月頃、彼岸で団子をあげにいきますよね。それをカラスは待っています。木の上で。全

部食い散らかして、カラスにエサをあげているようなものですね。そして田沢湖の方だっ

たか、お墓にお供えしたらすぐに持って帰るようです。エサがあるから来るのであって、

エサがなければ来ないのです。前は六郷もすごかったですね。中国ではカラスが１匹もい

ないそうですね。食べ物がないから。そんなことも聞いたことがあります。 

 

〇会長 

  田口課長がさっきおっしゃったように、伝える部署に伝えてもらうということしか今日

の段階ではできないですね。 

 

〇山崎委員 

  この会だけでなく、自分も個人的に行きますよ。窓口に。実態がわからなすぎますので。

でもこれを市に言うのではなくて、どうすれば良いだろうという話をするだけで、協力す

るなら協力しますと、人が必要なら人を出しますと、そういうことを言ってください。ま

ちづくり課はそういう課ではないので。 

 

〇会長 

  他に皆さんからありませんか。それではないようですので、本日の会議を閉じさせてい

ただきたいと思います。長時間に渡りありがとうございました。 

 

（午後 ７時 １５分 閉会） 
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