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（午前１０時 開会） 

○小田原市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

 おはようございます。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。会議が始まります前に、昨年来、皆様からご提案・ご要望いただきました地

域公共交通に関する意見書につきまして、２月の下旬に市の方に提出いたしました。

意見書作成の際には、皆様に大変お手数をおかけいたしました。おかげ様で内容の濃

いものができましたのでご報告いたします。ありがとうございました。 

 それでは、地域協議会に入りたいと思います。 

 はじめに、齊藤会長よりごあいさつをいただきます。 

 

○齊藤神岡地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

皆様おはようございます。年度末のお忙しいところお集まりいただき、ありがとう

ございます。先週までは暖かくて雪融けも早く春が来るのかと思っていたところ、週

末あたりからは積雪があったりしてまさに三寒四温というような状況の中、彼岸前に

田畑に手を加えている方も見られまして、これも異常気象なのかなと感じております。 

今年度最後の第６回地域協議会となりますけれども、皆様には大変お力添えをいた

だきまして本当にありがとうございました。３０年度を締めくくることができるのも

皆様のおかげと感謝いたしております。年度末といいますと、どうしても避けて通ら

れないのが職員の人事異動でして、後程お話もあろうかと思いますけれども、秋に植

えた球根の花が咲くのを見ずしてここを去らなければいけない方がいるようでござい

ます。大変残念ですが、この場をお借りしまして感謝申し上げたいと思います。皆様

のお力添えがあったからこそ、この３０年度を過ごすことができたと思っております

ので、今日が今年度最後となりますけれども、皆様のご意見を頂戴しながら神岡の更

なる発展を願いたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○市民サービス課長 

 ありがとうございました。 

続きまして、齋藤支所長よりごあいさつを申し上げます。 

 

○伊藤神岡支所長（以下「支所長」と表記） 

 おはようございます。委員の皆様には年度末のお忙しい中、今年度最後となります

第６回の地域協議会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。あいさつ

のはじめに、皆様に一言お詫びをさせていただきたいと思います。１２月の地域協議

会の際に、今年度の地域協議会自主事業で作成いたしました地域カレンダーを神岡地

域内の企業と全世帯に配布させていただいたことをご報告いたしましたけれども、そ

の後、皆様もご承知のとおり配布したカレンダーの暦の部分に間違いがございまして

差し替えをすることになってしまいました。何度も校正を重ねた上での間違いでして、

暦の部分は間違いがないという既成概念からチェックが甘くなってしまったことをお
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詫び申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。配布したカレンダ

ーについては、暦の部分か違っているという声は支所の方には届いていないという状

況ですけれども、東京の親戚に送りたいとかいいカレンダーだなとか概ね好評なご意

見をいただいていますことも併せてご報告させていただきます。 

 それでは、１２月の地域協議会以降の当支所管内の主な出来事についてご報告させ

ていただきます。 

 まずは、１月２日、３日に行われました箱根駅伝で神岡地域出身の湊谷春紀さんが

キャプテンを務める東海大学が見事初優勝いたしまして、大変喜ばしい新年を迎える

ことができました。湊谷さんは、２月２３日に行われました大仙市体育協会スポーツ

賞授与式で栄光賞を受賞されております。ほかにも、神岡地域からは奨励賞（個人）

を平和中学校バドミントンクラブの古屋ほの栞さんと菅原七海さん、空手で同じく平

和中学校の木村柊陽さんと黒川朝陽さんが受賞されています。奨励賞（団体）でも、

平和中学校バドミントンクラブと空手の誠和会が栄誉に輝いております。会長からの

お話にもありましたとおり、今年は昨年に比べ降雪量や積雪量は約半分となりました

けれども、２月２日には恒例となりました除雪ボランティア雪まる隊の皆様からボラ

ンティア活動を実施していただきました。平和中学校の生徒さん２９人を含む除雪ボ

ランティアの方が５９人、作業していただいた方に昼食を振る舞ってくださった昼食

ボランティアの婦人会の方々や仲介担当の方を含めまして、総勢７０人での活動とな

りました。雪が少なかったとはいえ屋根から落ちた雪は本当に硬く、作業をしていた

方はかなりご難儀をされていたようですけれども、除雪をしていただいた家の方々の

感謝の気持ちはもちろんですが、ボランティアとして参加した方々と中学生が作業を

通じて交流でき、とても良い活動だったなと思って帰ってまいりました。翌週の２月

９日土曜日は地域枠予算を活用して、ふれあい交流サロンが今年も開催されました。

福祉のまちづくり委員会の皆様が一生懸命準備をしてくださいまして、冬場はあまり

外出する機会がない高齢者の方々の楽しいふれあいの一日となりました。２月２２日

から３月１５日までは、平成３１年第１回大仙市議会が開会されております。新年度

予算や条例改正などの議案の審査が行われております。３月に入ってからは、９日土

曜日が平和中学校、１５日金曜日が神岡小学校、１９日火曜日がすくすくだけっこ園

の卒業・卒園式がそれぞれ開催されております。結びになりますけれども、支所の人

事異動も発表になりまして、いよいよ３０年度も今週で終わりを迎えます。今年度、

皆様には地域のためにご尽力いただきまして誠にありがとうございました。間もなく

迎えます新年度、皆で植栽したチューリップも芽を出してきております。５月には新

元号となって新しい時代もやってまいります。どうか新しい一年を何卒よろしくお願

い申し上げまして、簡単ですけれども開会に当たってのあいさつ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。 

 

○市民サービス課長 

 ありがとうございました。この後の会議の進行につきましては、大仙市地域自治区
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の設置に関する条例第８条４項の規定に基づきまして、齊藤会長にお願いいたします。 

 

○会長 

 それでは会議を始めます。本日、今野公行委員、齊藤由紀委員、鈴木幸寿委員、鈴

木美保委員、高橋しげ子委員、傳野和樹委員より欠席の届けが出されておりますが、

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報告

いたします。 

 次に、会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員は、１１番鈴木幸

一委員と１６番中村淑子委員にお願いいたします。 

 それでは、本日の案件に入ります。はじめに、平成３０年度地域枠予算の実績見込

みについて、事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

【資料 No.１に基づき説明】 

 

○会長 

 それでは、この件につきまして委員の皆様からご意見、ご質問を頂戴いたします。 

 何かございませんか。 

 前年度より３００万円の増額というお話で、緊急型の予算は１５０万円だったでし

ょうか。残りの１５０万円というのはどのようなものでしたでしょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

 今年度につきましては、当初、地域緊急型は設けられておらず、年度途中から緊急

の事案に早急に対応できるようにということで、増額された３００万円の中でトータ

ル１５０万円までは地域緊急型として使っても良いこととなっておりました。 

 

○会長 

 しかしながら、いざ使うとなればいろいろ縛りといいますか、ここで討論すべき話

ではないかもしれませんが、もっと使いやすくなればなとかんじております。 

 

○支所長 

 地域枠予算については、ずっと支所長連絡会というところで企画部の方に要望を重

ねておりました。それで、緊急型で１５０万円までは使えると年度途中で変更になっ

たところと、内部の事務処理の関係ですけれども、決裁区分も年明けからですが金額

が大きいものでなければ支所で完結できるようになるなど、少しずつですが使いやす

い方向に交渉を続けているところでございます。早速、新年度４月の支所長連絡会で

ももう一度、地域枠に関しまして本庁との協議の場を設けたいということで準備を進

めております。それから、地域枠がどうしても地域で何かやるというものに対しての
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補助金、市民主導型の方に重きが置かれているような状況がありまして、我々も地域

のためにできることをこれから協議会の皆さんと探っていかないといけないのかなと

感じているところであります。 

 

○齊藤劯委員 

 質問ですが、緊急型というのはどういう場合を指しているのでしょうか。強風とか

災害とかといったもののみなのでしょうか。 

 

○支所長 

主にはそうですけれども、地域の活性化につながるようなもので緊急に対応する必

要がある事業ということでガイドラインには謳われていまして、安全性を考えると補

正予算などを待ってはいられない部分ですとか、極端な例では、全国大会に行く部活

の応援看板を作るとか、当然当初予算では見込まれていなくて、しかも地域の人達が

お祝いするために作成しましょうというものとか、今年度はどこの支所でも風で木の

枝が折れた場合などに使ったケースが多いですけれども、そういったものに使われて

いるようです。 

 

○齊藤劯委員 

もう一点、お願いですけれども、この地域枠というのは８地域全部が同じような使

い方にはならなくて、どうしてもその地域でしか発生し得ないような使い方もあると

思いますので、地域の実情に合うように進めていただければと思います。 

 

○会長 

 全くそのとおりでございまして、貴重なご意見ありがとうございます。他地域の執

行率のデータなどはあるものですか。 

 

○支所長 

 まだ、速報値でも全地域のデータは貰っていない状況ですけれども、８５パーセン

トくらい使っているところもあるようです。 

 

○会長 

 何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 次の案件と重なってしまうと良くないかもしれませんが、ただ今の説明の中に愛育

会の廃止というお話がありなしたけれども、この事業を引き継ぐ受け皿というのはあ

るものなのか、ないとすればこの予算の分さらに執行率が下がってしまうという状況

ですので、今後の活動などについて何か聞いていませんか。 
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○支所長 

予算措置に関しましては及川の方から説明をさせていただきましたけれども、愛育

会の活動を引き継ぐような事業や団体というのは、今のところないと伺っております。

以前は市で委嘱している健康推進員というものがあり、神岡地域では愛育会の方にそ

ちらの業務をお願いしていましたけれども、その活動も去年から全市で廃止している

ような状況です。前は検診の通知等を愛育班員さん、市全体でいうと健康推進員さん

が配ったり回収したりしていましたが、今は全て郵送になっているはずです。もしも

健康づくりの団体が立ち上がるようであれば、その時は地域枠で応援するような形を

考えていきますが、今のところは愛育会の活動を引き継ぐようなものはないと健康増

進センターの方から伺っております。 

 

○会長 

ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

ないようですので、平成３０年度地域枠予算の実績見込みについては以上といたし

ます。 

続いて、平成３１年度地域枠予算事業内容（案）について、事務局から説明をお願

いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

【資料 No.２に基づき説明】 

 

○会長 

 ありがとうございます。ただ今の説明について、皆様からご意見、ご質問を頂戴し

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

○久米川和行委員 

 「新規見込み（未定分）」というのは、いつぐらいまで申し込めば大丈夫なものでし

ょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

 原則、地域協議会に案件がかかって審議が通れば執行できるものですので、第６回

までに間に合って３１年度中に執行できるものであれば大丈夫です。 

 

○久米川和行委員 

    平和中学校のＰＴＡに今年初めて出たのですけれども、地域枠には申請していなく

て、講演会などを実施する計画で事業申請をしたらどうかと考えております。 
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○支所長 

その件に関しましては私からも中学校の方にお話はさせていただきましたので、次

の校長先生へも引き継ぎがあるとは思いますけれども、どうかＰＴＡさんの方でもよ

ろしくお願いしたいと思います 

 

○会長 

ほかにございませんか。 

 

○齊藤劯委員 

 予算が３０年度は９１０万円、３１年度は８００万円と下がっているようですが。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

 継続事業を加味しつつ新規事業が来た場合にも対応できるようにということで、協

議をした結果８００万円に落ち着いた経緯がございます。 

 

○齊藤劯委員 

 極端に言えば、例えば来年度は８００万円で考えたけれど、再来年度はやりたいこ

とが増えて９１０万円に近い予算要求ということも可能なことでしょうか。 

 

○支所長 

 ３２年度の予算編成については、我々もまだわからない状況です。 

 

○会長 

 よろしいですか。ほかに何かございますでしょうか。 

 

○佐々木徹委員 

 ほとんどの事業予算は、物品購入費であったり委託外注費であったりする場合どん

どん値段が上がっていくと思います。その中で１３番のリサイクル事業というのがあ

りますが、確か参加していない自治会もあったと思います。ほかのものは上がってい

るのに、古紙回収だけは頑張って集めても値段が下がっていて、だから使われないの

かと思うので、活用していただける補助率にするとか何かシステムを変えていただけ

ないかと思います。 

 

○齊藤劯委員 

 以前は自治会に属する事業でしたが、先程おっしゃったように、全ての自治会が行

っているわけではなくて自治会以外の団体も行っていて、自治会で運営するのはおか

しいというのがあり、リサイクル事業をやられている方をまとめて一つの団体にして

もらって、その団体からの助成金という形でやっています。販売価格が下がろうが上
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がろうが１キログラム当たり２円という額で助成していて、これは旧神岡町時代から

変わらないものです。１キロ当たり２円という額が高いとか安いとかという話は今の

ところありませんが、各団体の方から金額を上げてほしいというような声があればこ

こでも協議をしたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。 

 

○会長 

    地域協議会の中で議論するというよりも、実施主体であるリサイクル推進事業協議

会の考えに基づいてやっていくものだと思いますので、地域協議会の意見をお繋ぎい

ただければということでよろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

 根本的な話になってしまうかもしれませんが、市民協働型、市民主導型というよう

な名称になってから単位団体でも予算を頂戴することができるようになって、いくら

か緩和されてきてはおりますけれども、これをずっと前からお願いしていたのに広域

的な考えをもってやってくださいと言われ続け、ここにきて単位団体でもどうぞと言

われてももう手遅れな部分もありますので、市民主導型をどんどん増やしましょうと

いう考え方だとなかなか新しい事業に繋がっていかないのかなという感じがします。

このあたりは地域協議会としてどのように対応していくのか、今後の方向性を考えて

いくべきかと感じておりますが、委員の皆さん、支所長をはじめ関係者の皆さんはど

うお考えですか。 

 例えば先程の久米川委員の意見の中で、平和中学校ＰＴＡとしてというお話があり

ました。ＰＴＡの中にも各部があって、例えばその部単体で申請できるような方向付

けは可能なものでしょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

    団体規則・会則等があって、地域住民を対象とした事業をやりたいというご相談で

あれば可能かとは思います。ただ、ＰＴＡという単位で一つの会として会則等がある

と思いますので、さらにその中の部会を一つの団体として定義づけできるかというと

ころが問題になるのかなと思います。もし同一団体という扱いとなると、年度内では

一つの申請までという縛りもありますので、そこを明確に区別できれば可能なのかな

というところです。もし市民主導型での申請となれば、当然、口座等も開設していた

だかなければならないですし課題はいくつかあるように思います。 

 

○久米川和行委員 

    今の話とちょっと関連して、年度内、一団体一度までというのは決まっているので

しょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

    もし複数やりたいということであれば、纏めて申請していただければいいです。年
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間スケジュール等を申請時に添付していただいて、事業ごとに性質が違うとなればそ

れも明記していただいて、あとはそれを地域協議会で審議していただいて通れば可能

です。 

 

○久米川和行委員 

    実は昨日も小学校のＰＴＡがあったんですけれども、小学校も中学校も非常にお金

がないです。やはりお金がないと色々なことができなくて、どんどん事業が縮小にな

って魅力がなくなっていって、極端な話ですが神岡の子どもたちが大曲地域の学校に

行くというような流れになりつつあります。なので、もう少し小・中学生に予算をつ

けていただければと思います。そうでないとこの地域からどんどん子どもたちが出て

行ってしまいますので、そういった部分も踏まえましてよろしくお願いします。 

 

○支所長 

    地域枠予算から補助金を出す方に持っていくには手さぐりの状態だと思いますので、

どうか早め早めに事務局にご相談いただければ、まちづくり課と協議をしながら、な

るべく地域枠予算を有効利用できるように持っていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

○会長 

    ほかに何かございませんか。 

    なければ、平成３１年度地域枠予算事業内容（案）については以上といたします。 

    続いて、地域枠予算活用事業について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

   【資料 No.３に基づき説明】 

 

○会長 

    ありがとうございます。それでは、２件の行政主導型事業について、一括で協議い

たします。皆さんからご意見、ご質問等ございませんか。 

 

○齊藤劯委員 

    桜のライトアップ事業ですけれども、予算に上限というのはあるのでしょうか。も

し可能ならイルミネーションなどをやるなどしても良いのではないでしょうか。 

 

○支所長 

    こちらの事業は行政主導型でやっておりますので、イルミネーションをぜひという

ことであれば、神岡地域の桜祭り実行委員会のようなものを組織していただいてとい

うような形になれば、そういったものも可能なのかなという感じもします。 
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○齊藤劯委員 

    中川原の方が今まで長い間桜を楽しませてくれてきたわけですが、老木化してきて

いますし、今度は中央公園の方が花見などの中心的な場所になっていってほしいとい

う願いもあってなのですが、これから先、中央公園の桜の木も育っていって良い景色

になれば、主会場もそちらに移っていくべきかなと思っての意見でした。 

 

○支所長 

    ありがとうございます。神岡の新たな桜の名所ということで、皆さんで考えていけ

ればと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

    ほかにございますでしょうか。 

    お知らせ版の事業費ですが、３０年度は６２，０００円でしたけれども、これは単

純に値上げでしょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

    材料費が値上がりしたということで、この金額になったようです。 

 

○会長 

    部数、内容は一緒ですよね。 

 

○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

    はい。２，０００部でデザイン料込でこの値段になっております。 

 

○会長 

    ほかにございませんか。 

    よろしいですか。それでは、ただ今の２件の行政主導型事業につきまして承認して

よろしいでしょうか。 

 

   （「異議なし」の声） 

   

    ありがとうございました。行政主導型事業の協議は以上としたします。 

    次に、次第の６．その他に入ります。事務局から何かございますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室 舛谷主幹） 

    私の方から、地域の魅力再発見事業についてお話させていただきます。 

    【配布資料に基づき説明】 
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○会長 

    ただ今の報告時事項について、委員の皆様から何かご質問等ございましたらお願い

いたします。 

 

○佐々木徹委員 

    チューリップはいつ頃咲くものですか。 

 

○事務局（地域活性化推進室 舛谷主幹） 

    ４月末のゴールデンウイークのあたりが盛りかと思われます。ただ、今年は花壇に

ももう雪がなくて、ほとんどが芽を出している状態ですので、一般的な開花時期より

は早いのかもしれないという印象を持っています。 

 

○齊藤劯委員 

    せっかく神岡地域のお祭りをやるということですので、我々も地域協議会委員とし

て何か、もちろん参加できる方は協力して一緒に盛り上げたいと思いますので、これ

から協議会の方にもあるかと思いますが、ぜひ協力して皆でよりよいお祭りにしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

○久米川和行委員 

    地域の魅力再発見事業ということですけれども、この「地域」というのは神岡地域

という認識でよろしいですよね。であれば、神岡小学校に野球部でもミニバスでもあ

るので、そちらの紹介もあった方が親も参加するのかなと思います。地域の魅力再発

見事業であるならば、やはり一人でも多く神岡地域の住民が参加すべきかと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室 舛谷主幹） 

    ミニバスのＨＪジャズさんは神宮寺のスポ少です。神岡地域の皆さんを中心に元気

を発信していこうという事業ではありますが、施設自体が大仙市音楽交流館というこ

とで、広く大仙市民の皆さんに使っていただく施設となっております。久米川委員か

らお話のありました神岡小学校の野球部ですけれども、冬期間は音楽交流館で体力づ

くりのために利用していただいておりますので、参加の声かけについて顧問の先生と

相談をしながら考えていきたいと思います。 

 

○久米川和行委員 

    建物が大仙市というのはわかりました。地域の魅力再発見事業は神岡に限定してい

るものですよね。そういうわけではないですか。 
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○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

    地域にある資源を活用して活性化をしていくという事業でございますので、市の建

物ということで色々な地域の人達が利用しているということもありまして、そういう

縁で刈和野ハリキリシューターズさんにご協力いただいたところです。神岡の地域住

民対象というよりは、神岡の資源を利用した事業と捉えていただければ良いのかなと

思います。 

 

○久米川和行委員 

    そういうことであれば、どの部活と限定せず学校に声かけをして、できれば参加を

していただけるような事業にしていただきたいと思います。また、この事業とは関係

ないのですが、音楽交流館というものについて、大仙市のものということであれば建

物に手を加えるというのは支所の判断だけではできないということでしょうか。 

 

○黒川中央公民館長（以下「中央公民館長」と表記） 

    音楽交流館の所管課は公民館の方となっております。手を加えるというのはどうい

ったご主旨のものでしょうか。 

 

○久米川和行委員 

    例えば、各教室を全て防音にして音楽スタジオを３部屋にするとか、そこでバンド

練習などをさせて使用料を取るとか、ここでお金を生むような施設にしないと維持し

ていくのが厳しいと思いますし、そうすることで音楽交流館というものが広まってい

くのかなと思います。例えば体育館で音楽コンサートができるとか、学校の姿をその

まま残すのではなくある程度手を加えていって、音楽交流館として収益をあげていく

ようにして建物を改築していけないのかなという感じがします。 

 

○中央公民館長 

    非常にありがたいご意見です。ただ、音楽交流館ができた経緯といたしまして、廃

校になった北神小学校を使わないでそのままにしておくのはもったいないというお話

から、たまたま地元で音楽活動をしているマーチングバンドがあって、そういった人

達が気軽に活動できるものということでできた経緯がございます。音楽交流館の設備

改良につきましては、設立当初からの方針として現状維持ということで最低限のとこ

ろで使ってくださいというお話でした。老朽化も進んでおりますが、それを全て直す

となると莫大な予算がかかるのですが、市の財政事情や費用対効果などを考えますと

難しい面があるのかなと感じております。 

 

○会長 

    ほかにございますか。 

    なければ、ほかに事務局から報告事項はございますか。 
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○事務局（地域活性化推進室 及川主任） 

     私事で申し訳ございませんが、この度の人事異動で地域活性化推進室を離れまし

て大曲の総合市民会館に異動となりました。後任には男女共同参画推進室の佐藤孝と

舛谷恵理子が担当させていただきます。これまで２年間大変お世話になりました。ま

た引き続き、舛谷と佐藤も私同様ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。誠

にありがとうございました。 

 

○支所長 

    公民館の黒川館長がこの３月３１日で定年退職を迎えますので、一言ご挨拶をいた

だきたいと思います。 

 

○中央公民館長 

    私、昭和５４年５月に旧神岡町役場に入りまして、４０年近く地方自治行政に補職

させていただきました。おかげ様をもちまして、残り１週間でめでたく定年を迎えら

れそうでございます。これも皆様方のご支援のおかげだと、改めまして深く感謝申し

上げる次第でございます。本当にありがとうございました。一応、３月いっぱいで市

役所は退職という形となりますけれども、皆様も新聞の人事発表でご覧になったかと

も思いますが、引き続き公民館の主査ということで同じ場所におりますので、微力で

はございますけれども少しでも地域のお役に立つため頑張りたいと思いますので、今

後ともよろしくお願いたします。どうもありがとうございました。 

 

○会長 

    お二方には大変お世話になりました。ありがとうございました。改めてお礼申し上

げます。 

    ほかに事務局の方からございますか。よろしいですか。 

 

○鈴木幸一委員 

４月から市の広報が月１回の発行になると聞いておりますが、支所からの配布物等

は従前どおり月２回でやっていくものでしょうか。 

 

○支所長 

行政連絡員さんにお願いするのが、平成３１年度からは月１回ということになって

おります。１６日号の広報もなくなりまして、市の方からは月に１度配布物をお願い

する形になります。 

 

○鈴木幸一委員 

そうすると、１回にかなりの量が来たりすることもあるのですね。 
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○市民サービス課長 

    そうなってしまいます。なので、地域版の広報に掲載するための締切も早くなって

しまいますので、そのあたりもどうかよろしくお願いしたいと思います。 

 

○支所長 

最後に、新年度第１回の地域協議会ですけれども、４月２４日を予定しております

ので、どうかスケジュールの調整をお願いいたします。 

 

○会長 

委員の皆さんからは何かございますか。 

なければ本日の協議会を終了してよろしいでしょうか。 

大変お疲れ様でございました。それでは会議を閉じさせていただきます。ありがと

うございました。 

 

 

（１１時５０分 閉会） 
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