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平成３０年度 第３回仙北地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成３０年９月２０日（木） 午後６時 

 

■会  場：さくまろ館 大研修室 

 

■出席委員：９名 

石 田 常 盤、 草 彅 美 香、 小 松 郁 子、 佐 藤 あや子 

佐 藤 美佐子、 佐 藤 隆 造、 中 村 健 秀、 原   隆 新 

藤 原   稔、 吉 田 利 雄 

 

■欠席委員：８名 

大 釜 滝 浩、 大 河 奈々子、 後 藤 孝 子、 小須田   顕 

後 藤 孝 子、 小 柳 伸 一、 タベルスキ マイケル、 森 元 通 友 

   

■出席職員：９名 

藤嶋 勝広（仙北支所長）        髙橋 明子（市民サービス課長） 

佐藤 治彦（農林建設課長）       風登 紀英（仙北公民館長） 

須田 康平（仙北公民館主査）      佐々木励二（地域活性化推進室主査） 

草彅 友也（地域活性化推進室主査） 

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 支所長あいさつ 

   ４ 会議録署名委員の指名 

   ５ 報  告 

６ 協  議 

   ７ そ の 他 

   ８ 閉  会 

 

 

 

（午後 ６時 開会） 
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○吉田会長（以下「会長」と表記） 

  どうも、お晩でございます。お疲れの中の出席であろうかと思います。本当にご苦労さ

んでございます。農作業を一生懸命頑張っている方、また一日のお勤めを終えて疲れた中

での会議になりましたけれども、このような出席率でございますが、これも致し方がない

と思います。今日、ご都合をつけて出席いただきました皆さんにつきましては、厚く御礼

申し上げたいと思います。ここの地域は農業が基盤産業でございますので、農家の皆さん

が多く収穫をしていただければ消費も伴うのかなと思っているところでございます。今日

の会議は非常に多くの議案がございますので、スピーディーに進めていただくことをお願

い申し上げまして簡単でございますが、あいさつに代えます。今日は本当にご苦労さんで

ございます。 

 

○藤嶋支所長（以下「支所長」と表記） 

  どうもお晩です。私からは８月１５日に開催されたイベントの彩夏せんぼくについて少

しお話させていただきます。今年は３０回目の周年開催ということで、祭りが始まった頃

は仙北フェスティバルという名前でしたが、最近は彩夏せんぼくで定着しています。今年

３０回目ということで盛りだくさんの内容で開催しました。２回目の地域協議会でご承認

いただいた子ども魚つかみ取り等も含めて、幸い天気もイベント中は良くて去年は主催者

発表で５，０００人、今年は６，０００人ということで良かったなと思っているところで

ございます。今日の案件ですが吉田会長のお話にあったように大変多くなっています。地

域枠予算で１１件、その他にも未来を語る会ですとか地域公共交通ですとか色々ございま

すので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げましてあいさつとさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いします。 

 

○会長 

  それでは、議事に入る前に、会議録署名委員を指名させていただきたいと思います。原

隆新委員と石田常盤委員に署名委員を務めていただくようお願いいたします。よろしくお

願いします。それでは、議事に入らせていただきます。それでは、始めに報告事項につい

て担当からご報告願います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  地域枠予算運用に係るガイドラインの改正について配布資料に基づき説明。 

   

  地域緊急型は、平成３０年９月１日からガイドラインが施行されたということで今月か

ら使えることになっておりますけれども、１件仙北支所で執行予定のものがございますの

で、説明いたします。 
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  配布資料に基づき説明。 

・地域緊急型   

Ｎｏ．１７「払田真山公園枯れ木伐採処理事業」 

  事業目的：真山公園は、慰霊祭や観桜会の会場となっているほか、日常的に散策者が訪

れる場所となっている。現在、公園内に倒木の恐れがある枯れ木があり、公

園利用者の安全と通行に支障をきたしていることから枯れ木を伐採し、利用

者の安全確保と通行止めとなっている箇所の回復を図るもの。 

  申請団体：仙北支所農林建設課 

  申 請 額：１６９，５６０円（委託料） 

 

○会長 

  ありがとうございました。ただいま資料１の地域枠予算運用に係るガイドライン改正に

ついて説明いただいきました。これについては、皆さんに資料を事前に送付しております

のでご覧いただいていることと思います。併せてＮｏ.１７の地域緊急型の説明もございま

したので、それぞれご意見があれば受け賜りたいと思います。 

 

○原隆新委員 

  私達の自治会も昨年、危険な木を伐採させていただきました。非常に周りがすっきりし

て、明るくなって環境が良くなったと思っております。なので大賛成です。もし、ほかに

そういう木があれば緊急にやっていただければなと思います。 

 

○会長 

  ご理解いただいたものとさせてもらってよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございました。それでは、資料２の地域枠予算の申請についてご審議いただ

きたいと思います。説明お願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  本日、プレゼンテーションが２件ございますので、そちらから進めていきたいと思って

おります。始めにＮｏ．１５の仙北中学校さんからの申請となっておりまして、教頭先生

が説明にいらしておりますので教頭先生からお願いいたします。 
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○仙北中学校米澤教頭 

  配布資料に基づき説明。 

・市民主導型   

Ｎｏ．１５「仙北中学校活動発表支援事業」 

  事業目的：現在、仙北中学校では、体育館において全校生徒が集まり学び合う際に使用

する大スクリーンが不具合により使用不可能となっていることから、横断幕

等に使用されるターポリン幕を購入し、プロジェクターのスクリーンとして

使用する。普段の学習で使用するほか、学校祭等の地域の方々も招待して実

施する事業にも使用することで、生徒達の学びの向上につながる。また、地

域の方々や保護者等に日頃の活動を伝えやすくなり学校活動に対する理解と

交流を深めるもの。 

  申請団体：仙北中学校 

  申 請 額：８５，３７４円（補助金） 

 

○会長 

  ただいまご説明いただきましたが、この件について皆様から申請者へ質問等ありました

ら承りたいと思います。 

 

○中村副会長（以下「副会長」と表記） 

  私からちょっと質問ですが、この前使っていたのはなんだったんですか。 

 

○仙北中学校米澤教頭 

  あれは、校訓を描いた旗の裏を使ってました。 

 

○副会長 

  サイズはその旗と同じくらいですか。 

 

○仙北中学校米澤教頭 

  今、申請したのは同じ位のサイズです。 

 

○副会長 

  この前、スクリーンを使って写してもらう機会があったんですけれども、いつもと違う

なと感じたので。いずれ、そういう代用品を使って頑張っていましたので、できればちゃ

んとしたものを作っていただければと思います。 

 

○会長 

  その他にございませんか。なければ申請者からは、審議に入る前にご退席いただいて結

構です。ありがとうございました。ご苦労様でした。 
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（説明者退席） 

 

○会長 

  ただいまの仙北中学校からの申請についてご審議いただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

○会長 

  賛成の意見がありますが、その他ございますか。なければ可決させてもらってよろしい

でしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございます。それでは、次の申請について説明をお願いします。 

 

○せんぼくちびっこらんど佐々木園長 

  配布資料に基づき説明。 

・市民主導型   

Ｎｏ．１９「園児太鼓活動支援事業」 

  事業目的：園で保有する太鼓は 4 張とごく少数であり、これまでは、ふれあい文化セン

ターに保管している仙北太鼓や消防太鼓の太鼓を借りて練習してきたが、消

防太鼓が消防署の新築に伴い太鼓も移転され、借りることができなくなり練

習に支障をきたしている。園児達の太鼓活動を円滑に継続させるため、太鼓

を購入し、太鼓演奏を通した子ども達の成長と人間性の教育や毎年実施して

いる大仙市金婚式での演奏など一般住民へ向けた演奏披露を通して地域全体

に元気を与えていくもの。 

  申請団体：せんぼくちびっこらんど保護者会 

  申 請 額：２４５，０００円（補助金） 

 

○会長 

  ただいまご説明いただきましたが、この件について皆様から申請者へ質問等ありました

ら承りたいと思います。ないようですので審議に入らせていただきます。 

 

（説明者退席） 
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○会長 

  ただいまの申請でございますが、この件について皆様からご意見をいただきたいと思い

ます。地域の担い手育成という側面もあるし、指導者も一生懸命指導しているようでござ

います。その辺を鑑みながら皆さんからご審議いただければなと思います。よろしいでし

ょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  それでは、申請のとおり可決させていただくことでご了承願います。それでは、次の申

請について説明お願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

配布資料に基づき説明。 

・市民協働型   

Ｎｏ．１３「史跡の里の秋まつり」 

  事業目的：仙北地域で活動している芸術文化団体や地域活動団体の発表する場を提供す

るとともに幼稚園や小中学校、高齢者施設の作品を展示して老若男女が世代

間交流できる場をつくり、地域住民の相互理解を深め地域活性化を図る。  

申請団体：大仙市芸術文化協会仙北支部 

  申 請 額：４０２，５６２円（委託料、印刷製本費、郵便料、消耗品費、手数料、使用料及び賃借料）  

 

○会長 

  ありがとうございました。ただいま説明いただきましたが、この件について皆さんから

ご意見をいただきたいと思います。 

 

○佐藤美佐子委員 

  要綱を見ましたら体験の場で沢山予算を使うようなことになっていましたので、子ども

達も色々な体験ができる機会でしょうし、今年も是非お願いしたいなと思います。 

 

○会長 

  その他にご意見ございませんか。ないようですので可決させてもらいます。ありがとう

ございました。次の説明をお願いします。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・行政主導型   

Ｎｏ．１４「大仙市仙北地域観光情報パンフレット訂正増刷事業」 

  事業目的：平成２３年に発行された仙北地域観光パンフレットは、発行後の修正箇所に

シール等を貼って対応してきたが、発行から長期間経過しており、修正部分

も多くなったことから最新の情報に更新したうえで増刷し、地域の観光情報

を発信することで観光誘客の拡大を図る。 

  申請団体：仙北支所市民サービス課  

  申 請 額：１２６，３６０円（印刷製本費） 

 

○会長 

  このパンフレットについては、皆様のほうにお渡ししているようでございます。リニュ

ーアルしながら増刷したいということでございますので、この件について皆様からご意見

をいただきたいと思います。 

 

○藤原稔委員 

  良いと思いますけど、細かい話で申し訳ないんですけど、最後のところにあるガイドマ

ップで矢島川の位置が違うなと気になったんですが、地図見ながら来る人だったら橋を渡

ったとかが目印になると思いますので正確に訂正したほうがいいのかなと思いました。 

 

○会長 

  折角、リニューアルするのであれば、この指摘事項は直していただきたいと思います。 

 

○髙橋市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

  はい。ありがとうございます。 

 

○会長 

  今、貴重な意見がございましたけれども、それ以外でこの件についてご意見ございませ

んか。施設の開館時間とかも訂正して対応するってことですか。 

 

○市民サービス課長 

  はい。池田家の開館時間ですとか現在はシールで対応しているところですとか、洋館も

重要文化財に指定されておりますので、そちらの追記もしたいと思っております。あと、

秋田県埋蔵文化財センターにも確認しましたら、そちらでも訂正箇所があるということで

した。また、コンビニが閉店していたり、池田氏庭園も通年公開になりましたので併せて

修正したいと考えております。 
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○会長 

  ただいま色々な意見をいただきましたけれども、この件については提案のとおり可決さ

せてもらってよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございました。可決させていただきます。次の申請の説明お願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・市民協働型   

Ｎｏ．１６「薬物乱用禁止啓発事業」 

  事業目的：薬物乱用者の低年齢化、危険ドラッグを使用した者が健康被害や二次的犯罪

を起こす事例が多発する等深刻な状況が続いており、楽物乱用禁止を啓発す

るポケットティッシュの配布を通して、若者における薬物乱用防止を図り、

この活動を通して地域の犯罪防止や社会の安定に貢献する。 

  申請団体：大仙地区更正保護女性の会仙北支部  

  申 請 額：２９，１６０円（消耗品費） 

 

○会長 

  ただいま説明がございましたけれども、意見を伺いたいと思います。 

 

○佐藤美佐子委員 

  １，０００個単位の注文ということで数は多いんですが、これで何年間かは活動できる

と思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○会長 

  ここ最近はここら辺で薬物乱用による犯罪とかは聞こえてこないんですが、こういった

佐藤委員さん達の啓発活動によるものなのかなと思います。私は継続することが大切なん

じゃないかと思いますけれどもいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  はい。それでは可決させていただきます。ありがとうございます。次の申請の説明お願

いします。 
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○支所長 

  配布資料に基づき説明。 

 ・市民協働型   

Ｎｏ．１８「首都圏仙北町ふるさと会応援事業」 

  事業目的：首都圏仙北町ふるさとは、会員の高齢化や新規会員の入会が少ない状況であ

り、年々会員が減少傾向にある。地元からふるさと会を様々な形で応援する

ことによって会員の減少に少しでも歯止めをかけ、ふるさと会活動の活性化

に寄与することを目的とする。 

  申請団体：首都圏仙北町ふるさと会を史跡の里から応援する会  

  申 請 額：１８７，７１５円（補助金） 

 

○会長 

  ただいま説明がございましたが、この件について皆様からご意見をいただきたいと思い

ます。 

 

○原隆新委員 

  私も２回程ふるさと会に出席したことがありますが、会そのものは非常に和やかに進ん

で久しぶりに会う近所だった先輩とかと色々話すことができて、あの会は必要だなと感じ

ることができました。この事業の企画は良いと思います。地元の味をふるさと会で振舞っ

て、それが消費にも繋がっていくと思いますので賛成です。 

 

○佐藤隆造委員 

  今までも頑張ってこられていると思います。継続して頑張っていただきたいと思います。 

 

○会長 

  ありがとうございました。委員から了承という意見をいただいたところでございますが、

その他にご意見ございませんか。なければご理解いただいたものとさせてもらってよろし

いでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございます。それでは可決させていただきます。次の申請の説明お願いしま

す。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・市民協働型   

Ｎｏ．２０「少年少女非行防止・健全育成啓発事業」 

  事業目的：大仙・美郷地区子どもと家族の健全育成ペア標語において受賞した仙北地域

の児童・生徒の作品を用いて啓発物品を作成し配布することで、非行防止や

健全育成の精神を育てる。 

  申請団体：大仙地区少年保護育成委員会仙北支部  

  申 請 額：８２，６００円（消耗品費） 

 

○会長 

  ありがとうございました。下敷きを作ったこともありましたし、これも継続でやられて

いる非行防止の啓発事業ということですので、この件についていかがでしょうか。 

 

○佐藤あや子委員 

  継続事業ですので、続けていただきたいと思います。 

 

○小松郁子委員 

  大変良いことだと思いますので是非続けていただきたいと思います。 

 

○会長 

  ありがとうございました。継続事業として進めて欲しいという意見でございますが、そ

の他にご意見ございませんか。皆さんからご理解いただいたものとさせてもらってよろし

いでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 ありがとうございます。それでは、次の申請内容について説明お願いします。 
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○支所長 

  配布資料に基づき説明。 

 ・市民協働型   

Ｎｏ．２１「史跡の里せんぼく米ＰＲ事業」 

  事業目的：昨年度は、行政が主導して行なった事業を今年度は認定農業者協議会が主体

となり、ペットボトルやミニ米袋入りのせんぼく米を作成し、イベント来場

者やふるさと会の際にアンケートと一緒に配布することで仙北地域産米のＰ

Ｒにつながるほか、アンケートによる消費者ニーズの把握を行い、将来的に

史跡の里せんぼく米のブランド化に向けた契機とするもの。 

  申請団体：大仙仙北地区認定農業者協議会  

  申 請 額：４８４，９７９円（印刷製本費、郵便料、消耗品費） 

 

○会長 

 未来を語る会でペットボトル米の話題があがって、ステップアップして今こういった取

り組みになっているところでございます。ここの地域はおいしい米が取れてますので、売

り込める米なのかなと私は思っておりますけれども、長い目で地域のこういったものを育

てていくってことも私個人としては必要じゃないかと思います。 

 

○藤原稔委員 

 商品化っていう目先の利益にいかないで旧仙北町に足を運んでくれた観光客の皆さんに

僅かばかりの贈答品という感じで来たついでにもらって帰っていただいて、その感想が今

後の農業に活かせるし、去年配布した方からは年賀状もいただいていますし、興味持って

いる人はかなりいるんだなと感じてます。旧仙北町に行けば良いことがあったなと思われ

ることも大切なのかなと。もし良ければ続けていきたいなと思っています。 

 

○会長 

 商売にあまりとらわれないで続けていきたいっていう藤原委員さんの意見もございまし

たが、いつまでもボランティアという訳にはいかないでしょうから最終的にある程度は事

業として、成り立てるような環境づくりをするのが最終的な目標だと私は思いますので、

信頼を得られるような取り組みとして協力するのは良いことだと思います。皆さんいかが

でしょうか。 

 

○佐藤隆造委員 

 去年もやられたってことですので、皆さん頑張っておられるようですので継続して頑張

ってください。 
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○会長 

 その他にございませんか。なければご理解いただいたものとさせてもらってよろしいで

すか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 ありがとうございます。それでは、次の申請内容について説明お願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・市民協働型   

Ｎｏ．２２「旧池田氏庭園払田分家庭園ライトアップイベント事業」 

  事業目的：昨年度まで市が運営していた事業を市民団体が引き継ぎ実施する。行政と住

民との協働事業としてライトアップイベントを継続して実施することでイベ

ントの定着化が図られ旧池田氏庭園はもとより仙北地域全体のＰＲに繋がる。

また、観光誘客による交流人口の拡大が期待される。 

  申請団体：旧池田氏庭園払田分家庭園ライトアップ委員会  

  申 請 額：７０２，１８６円（印刷製本費、委託料、燃料費、消耗品費、使用料及び賃借料） 

 

○会長 

 ただいま説明いただきましたけれども皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

 

○石田常盤委員 

  時期的なこともあるかと思いますが、昨年は紅葉してましたか。 

 

○支所長 

  しておりました。 

 

○会長 

  今年は、紅葉がいいんじゃないかって話もありましたし、実行委員会のほうも行政に相

談していることとは思いますが、ベストシーズンにやってもらえればと思います。継続事

業ですが、ご理解いただけますでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 ありがとうございます。それでは、次の申請内容について説明お願いします。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・市民主導型   

Ｎｏ．２３「せんぼくふれあいカラオケ愛好会２５周年記念事業」 

  事業目的：カラオケ愛好会結成２０周年の際にも地域枠予算の補助を受けて記念事業を

実施したところ沢山の観客を迎え盛大に開催することができた。今年２５周

年を迎え今回も愛好会の事業継続とＰＲのため、記念事業を開催し歌や踊り

を地域住民と共に楽しむ機会をつくり、地域の賑わいと活性化につなげるも

の。 

  申請団体：せんぼくふれあいカラオケ愛好会  

  申 請 額：３００，０００円（補助金） 

 

○会長 

  ただいま説明がございましたが、皆さんからご意見を伺いたいと思います。ふれあい文

化センターの収容人数ってどれくらいですか。 

 

○風登公民館長（以下「公民館長」と表記） 

  約８００人です。 

 

○会長 

いかがでしょうか。２５周年のイベントということですが、ご理解いただけますか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 ありがとうございます。それでは、ご理解いただいたものとさせていただきます。次の

事業でございます。説明をお願いします。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・行政主導型   

Ｎｏ．２４「史跡払田柵跡ＰＲ動画作成事業」 

  事業目的：市を代表する史跡である払田柵跡のＰＲ動画を作成し、ガイダンス施設での

上映や地元小中学校、公民館、観光施設に配布しＰＲを行なう。ドローンを

使用した空撮による臨場感あふれる映像を通して大仙市の文化財保護行政の

取り組みと払田柵跡の地域住民への普及啓発と払田柵跡が観光資源として活

用できることのアピールを行なうもの。 

  申請団体：生涯学習部文化財保護課  

  申 請 額：３０１，３２０円（委託料） 

 

○会長 

 ただいま説明いただきましたが、資料は事前に皆さんのほうへ配布されていた資料には

ついておりません。今日配布された資料でございますが、この件について皆様からご意見

をいただきたいと思います。 

 

○佐藤美佐子委員 

 賛成なんですけれども、これってユーチューブなんかにも載せることできるんでしょう

か。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  大仙市の公式チャンネルもありますので、管理しているところに確認してみます。恐ら

く可能だとは思います。 

 

○佐藤美佐子委員 

  ＤＶＤだけだと見る人も限られると思いますのでそういったのがあればいいなと思いま

す。 

 

○会長 

 さくまろくんも、ラジオ体操も色々な方法で活用されてますし、これも環境を整えるこ

とによって多く認知されるのかなというふうに思いますし、非常に良いＰＲになるのかな

と思います。いかがでしょうか。 

 

○石田常盤委員 

 これは、いつ完成するんでしょうか。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

 契約はこれからなので今後詰めていくことになるかと思いますが、今年中には完成でき

るのかなと考えているところです。 

 

○会長 

 それでは、提案どおり可決としてよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 ありがとうございます。以上で地域枠予算についての申請の協議は終了とします。それ

では、次の案件について事務局から説明お願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  仙北地域の未来を語る会について配布資料に基づき説明。 

 

○会長 

 ただいま、ご説明いただきましたがご理解いただけましたか。事務局のほうで経費を算

出して後日、書面で決議をとっていきたいということでありましたが、よろしいでしょう

か。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 はい。それでは、そのようにさせていただくことでご了承いただいたものとさせていた

だきます。次の案件についてお願いします。 

 

○市民サービス課長 

  地域公共交通の再構築に関する市への意見書について配布資料に基づき説明。 

 

○会長 

 ただいま課長さんから説明いただきました。これを仙北地域協議会としての意見書とし

て提示してよろしいですかということでございますが、いかがでしょうか。 

 

○佐藤隆造委員 

 私の周りにも少ないんですが、これを非常に大事にしている方もいますので、私なりに

は必要なものだと思っています。どんどん増えていくような状況ではないと思いますが、

頼りにしている方がいるのは確かだと思います。 
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○会長 

 この件についてご理解いただけますか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 ありがとうございます。 

 

○市民サービス課長 

 ありがとうございます。それでは、１２月１８日の第５回の地域協議会で地域公共交通

について市長との意見交換会が予定されておりますので、その際はご協力お願いいたしま

す。 

 

○会長 

それでは、次のひとづくり・ものづくり応援事業についてですが、私はこれの委員です

から、審査会に行っております。既に３地域からひとづくりについての申請がございまし

て審議されて承認されております。説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  ひとづくり・ものづくり応援事業配布資料に基づき説明。 

 

○会長 

これは、プレゼンテーションがあるのですが、非常に厳しい目で審査を行なっています。

これもプレゼンテーションに来る前に支所で綿密に検討しているようでございますが、も

何かものをつくる前のひとづくりを先にしてそれからステップアップしてものづくりとな

る訳ですが、地域にそういう方がいたら協力していきたいと思います。この件については

よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 それでは、今日の議事については全て終わりましたけれども、委員の皆さんや支所から

何かありませんか。なければ今日の会を閉じたいと思いますがよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 大変、長時間に渡りまして皆さんからご協力いただきましてありがとうございました。

今日の協議会についてはこれで閉じたいと思います。ご苦労様でした。 
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（午後 １９時４０分 閉会） 
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