
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東町・本町・東仲町・西仲町・天神町・北町行政区）

１月20日(月)18時30分～　　枝野自治センター（枝野地区）

１月２１日(火)18時30分～　　西根自治センター（西根地区）

１月２4日(金)18時30分～　　横倉自治センター（横倉地区）

（老ヶ崎・豊室・古豊室行政区）

１月25日(土)10時00分～　　老ヶ崎住宅集会所

１月25日(土)13時30分～　　新丁三区区民会館

（新丁・新丁東・新丁西・寺前行政区）

第１３回

議会報告会報告書
（２班 当日の意見・質問・要望と回答）
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№ 班 会場 意見・質問・要望等 当日の回答

1 2 枝野自治セ
ンター

台風で4か所の倒木があったが、対応してもらう
のに2週間かかった。いつ来るのか待っていたの
で連絡がほしかった。市道と県道にまたがってい
たことも遅くなった原因であったと聞くので、県
と市と連絡を密にしてほしい。

当局に伝えます。

2 2 枝野自治セ
ンター

10月12日に市民センターに避難したが、10月13日
床上浸水し大変だった。土嚢も足りなかった。高
台の角田高校の方が避難所としてよかったのでは
ないか。

市民センターは床上浸水し、ウェルパークも周囲
の道路が冠水し孤立しました。避難所としてしっ
かり整備しなければならないと考えます。当局に
強く申し入れます。

3 2 枝野自治セ
ンター

河川の土砂払いをしてほしい。阿武隈川も15年前
からしなくなった。桜井川も河道側の木を切って
ほしい。また土砂払いも要望してほしい。

県も認識していると思うが、なお当局に伝えま
す。

4 2 枝野自治セ
ンター

市道、農道への砂利が大きすぎて田んぼに入った
り、トラクターなども壊れてしまう。小さい物に
してほしい。

今度の予算審査の中の常任委員会で発言していき
ます。

5 2 枝野自治セ
ンター

避難勧告や指示の時、食料や寝具を持ってくるよ
うにとあるが、にわかな事態に準備できない。

当局に伝えます。

6 2 枝野自治セ
ンター

枝野小が避難所になっているが、途中小高いとこ
ろがある。そこを避難所にするにはどんな手続き
が必要か。

関係当局に話しをして、早急に対応してもらうよ
うにします。横倉では自治センターが避難所に
なっているが、左関公民館も設定した。皆さんで
話し合って進めてほしい。

7 2 枝野自治セ
ンター

市の予算をかけて防災士を養成したのにこの様な
ときなぜ活用しないのか。

左関で防災士が活躍した事例があります。今後市
全体のものにしていく必要があります。

8 2 枝野自治セ
ンター

金津中を角田中に統合することが令和3年から令
和4年になった。その間、特例で角中行ってもい
いがスクールバスは出さない。何の情報もなく、
親子で考える時間もない。また、来年から交流事
業をすると言うが遅くないか。

まだ決まったことではない。学校適正規模検討委
員会メンバーに意見を伝えた方がよい。議会でも
検討していきます。

9 2 枝野自治セ
ンター

特例で全員角中に行ってもスクールバスは出さな
いと言っている。ラビットを利用するには高すぎ
る。通学手段や通学路を考えてほしい。

皆さんがどう思うかが大切です。皆さんの思いを
伝えます。

10 2 枝野自治セ
ンター

令和4年の統合時にはバスは出る。今の6年生、5
年生が行くには出ないと言うことだ。枝野のみん
ながそれで良いと言う意見は出ていない。

当局に伝えます。
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№ 班 会場 意見・質問・要望等 当日の回答

11 2 枝野自治セ
ンター

ICTを使った教育を角田でもしてもらいたい。無
線LANは必要になるが、学力が低いと言われてい
るので教育環境を整えてほしい。

そのような環境になるよう要望していきます。

12 2 枝野自治セ
ンター

角田にはJAXAがあり、世界的な研究者がたくさん
いる。提携を深めて子供たちに関心を持ってもら
うことも良いのではないか。

角田ではすでにJAXAと提携しています。さらに深
めて行くよう伝えます。

13 2 枝野自治セ
ンター

枝野橋は対岸まで届いていない。増水時など川に
降りていくようになる。橋幅も狭く危険である。

ご意見として承りました。

14 2 枝野自治セ
ンター

人口減少が激しいがその対策はどのようにしてい
るか。また、独身者が多く子供が少ない。どのよ
うな政策を考えているのか。

人口を増やすためには企業誘致が必要です。トッ
プセールスが必要です。結婚については当局に伝
えます。

15 2 枝野自治セ
ンター

学校統合で発生する廃校の利用を、統合と並行し
て考えていった方がよい。

統合スケジュールと並行して考える必要がありま
す。地域にとっては大きな問題です。

16 2 西根自治セ
ンター

水田作付まで工事完了できるのか。動きが見えな
い。どうなっているのか。

作付時期まで工事完了すると聞いています。な
お、スケジュールを出すよう要請します。

17 2 西根自治セ
ンター

復旧工事に対する工事業者が不足しているのでは
ないか。

地区ごとにまとめた復旧工事の工程表を出すよう
に当局に要請します。

18 2 西根自治セ
ンター

土砂で水路が埋まり水も流れない。速やかに整備
してほしい。

整備するよう当局に要請します。

19 2 西根自治セ
ンター

業者は、ダンプが入る所しかやらないと聞いてい
る。また、上限４０万円以上かかるところはでき
ないと言っている。農道を作りながら土砂払いを
やっていくべきだ。

その通りだと思います。しっかり対応するように
市当局に要請します。

20 2 西根自治セ
ンター

議会報告会がある都度要望しているが実現してい
ない。今回の台風第19号の災害でも、実現しない
のであれば何回やっても意味がない。

議会として災害時にどう動くべきかなどの災害対
策マニュアルを作成し実行していくべきと考えま
す。

21 2 西根自治セ
ンター

学校の統合の話を聞く。議会としての対応につい
てどう考えるのか。

「角田市学校の適正規模等に関する基本構想」
（最終案）があります。そこに、西根小学校は令
和4年４月1日北郷小学校と統合するとあります。
これは、議会として承認した訳ではありません。
「納得がいかない」等々の意見がありますので、
皆様のご意見を伺いながら、議会として判断して
いくものと考えます。

22 2 西根自治セ
ンター

角田市においても経常収支比率が下位にランクさ
れている。経常収支比率の改善をどう進めるの
か。

角田市の経常収支比率が１０３％と厳しい内容に
なっています。皆さんの意見を聞きながら十分に
注視していきます。
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№ 班 会場 意見・質問・要望等 当日の回答

23 2 西根自治セ
ンター

道の駅の元利償還が始まると財政に大きな負担に
なる。今年度の収支は黒字になるのか。

市長は大丈夫と言っているが、経常収支比率が３
年後１０８％まで行くようなので議会として注視
していきます。

24 2 西根自治セ
ンター

高倉川が浅くなっている。２次災害にならないよ
う対応してほしい。

当局に強く要請していきます。

25 2 西根自治セ
ンター

災害により両側がえぐられ道路が狭くなっている
ところがあるので修繕してほしい。災害復旧の開
始時期はいつか。

生活圏、道路、河川の順で進めています。

26 2 西根自治セ
ンター

議員は市内全体の災害地を見ているのか。山間地
と市内の災害は違っている。

それぞれの地区で議員は各々対応しています。貴
重なご意見ありがとうございます。

27 2 西根自治セ
ンター

当局の被害額は概算であり、詳細にわたり設計等
を作成し優先順位をつけ目に見える形にすること
が必要であると思うがどうなっているのか。

できるだけ早く対応したい。市当局に要請しま
す。

28 2 西根自治セ
ンター

自主防災組織に対する補助金があったが削減され
た。減災対策として財政面でサポートできるよう
にしてほしい。専門家を交えたうえでの防災ビ
ジョン作りを市に求めて欲しい。

おっしゃるとおりです。自主防災の補助金などに
ついて市当局に要請します。

29 2 西根自治セ
ンター

災害ゴミ集積所跡の整備が不十分。公園などにガ
ラス破片などがあり子どもたちが危ない状態に
なっている。テニスコートも使えない状態にあ
る。

大きなものは東根へ移しましたが、なお確認する
よう市当局に要請します。

30 2 西根自治セ
ンター

堤防の整備、排水ポンプ場の強化をしてほしい。 市当局に要請します。

31 2 横倉自治セ
ンター

報告の中で被害状況調査継続中とあるが、いつま
でかかるのか？

現在査定中で、その後業者に委託することになり
ます。復旧予算だけでは終わりません。次の議会
(２～３月)に詳しく出てきます。

32 2 横倉自治セ
ンター

また、復旧予算はどのように使われたのか？ 被災対応した職員の人件費も含まれます。道路な
ど緊急的な所を最初に整備しています。

33 2 横倉自治セ
ンター

尾袋川から越水して床上まで浸水した。道路の嵩
上げを要望しているが何もしていない。

１２月の議会で要請しました。道路と家が近いた
め嵩上げは難しいので、擁壁を検討するとの返答
でした。実行状況を検証していきます。

34 2 横倉自治セ
ンター

ハザードマップでは阿武隈川の決壊の場合を想定
しているが、支川の決壊・越水のマップも作成し
てほしい。

今回の被災で当局も見直しの必要性を自覚してい
ます。尚、要望として当局に伝えます。

35 2 横倉自治セ
ンター

被災地の修復ばかりでなく、予防策も具体的に講
じてほしい。

安心して暮らせるためにも、具体的な対策が必要
なので当局に伝えます。
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№ 班 会場 意見・質問・要望等 当日の回答

36 2 横倉自治セ
ンター

水が上がって風呂のボイラーが壊れた。今回で３
回目である。浸水する前に排水出来るよう自動的
に配水するシステムを作ってほしい。調整池では
役に立たない。左関の排水施設の管理は役所のど
こなのか誰なのか分からない。

調整池は区の皆様の要望があって作りました。な
お要望は当局に伝えます。

37 2 横倉自治セ
ンター

床上浸水者に対して、議会として何が出来るの
か。

小田川など支流越水による浸水に対応した防災
マップを作成するよう当局に伝えます。

38 2 横倉自治セ
ンター

床上浸水し、半壊になった。正月以降、大工さん
の工事が続いている。すでに引っ越した人もい
る。対策を具体的に示してほしい。青写真を示し
てほしい。

状況は把握しているので、強く要望していきま
す。

39 2 横倉自治セ
ンター

８．５豪雨の経験が生かされていない。安心して
住めるよう排水ポンプの能力を上げるとともに市
で起動（管理）してほしい。また、半壊世帯には
５０万円程度の支援だけだ。復旧するのにいくら
かかるか分かるのか？

半壊も大規模半壊も修繕費は同じと理解していま
す。半壊世帯にも県か市独自の支援制度を作るよ
う要請しました。検討するとの返答でした。

40 2 横倉自治セ
ンター

江尻排水機場がうまく稼働しなかったため、３日
間も浸水してしまった。被害が増幅した。

第３機場が冠水のため一時的に稼働できませんで
した。対策しなければななりません。排水能力を
高めるよう当局に要望しなければなりません。

41 2 横倉自治セ
ンター

排水能力を上げるまで、万一の時は移動式の排水
ポンプで対応してほしい。また、小田川の改修を
しない限り解決できない。

小田川の河道浚渫を急ぐよう県に要望していま
す。

42 2 横倉自治セ
ンター

明地囲に排水ポンプを設置して、排水能力を強化
してほしい。

要望を伝えます。

43 2 横倉自治セ
ンター

区長に防災無線を配置できないか。緊急時不在が
多くなるのでＦＡＸでは即対応できなくなる。公
民館を避難所にした場合でも水、食料の対応をお
願いしたい。マニュアル再検討を。

要望として伝えます。

44 2 横倉自治セ
ンター

笠島川の浚渫をしていたが、上流部で山を開発し
ていることが原因ではないか。山を開発する場
合、調整池を設置することになっているがしてい
るか。

土取り場には調整池が設置されています。今回の
場合は、上流部の土砂崩れが主な原因です。

45 2 横倉自治セ
ンター

高倉川河道側に柳や竹が繁茂しているため、越水
しているところが見られた。

先の議会でも取り上げたところ、県に要望すると
の回答を得ています。

46 2 横倉自治セ
ンター

被災関連の情報を頻繁にもらうが、対応できない
場合がある。緊急時は広報車やサイレンなどで分
かるように発信してほしい。

要請します。

47 2 横倉自治セ
ンター

７０ｍｍ降ると線路近くの道路が冠水する。排水
能力を上げてほしい。

要請します。
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№ 班 会場 意見・質問・要望等 当日の回答

48 2 横倉自治セ
ンター

坊前線はどうなっているのか 確認してお答えします。

49 2 横倉自治セ
ンター

横倉小学校の統合について、７年後に再検討する
となっている。小学校と地区民は一体的な活動を
している。無くなるとポッカリ穴が開く。住民の
活動が継続できるよう配慮してほしい。

要望として伝えます。

50 2 横倉自治セ
ンター

災害ゴミを出すとき、分別して庭におけとか外に
出せとか二転三転した。職員がきちんと現場を把
握し対応してほしい。

当局に伝えます。

51 2 新丁三区
区民会館

議会だよりと議会報告会のご案内の広報は、二重
なので無駄である。やめるべき。

貴重なご意見ありがとうございます。
持ち帰り検討します。

52 2 新丁三区
区民会館

議会報告会へ参加しない方へ、この会で配布して
いる資料を全戸配布すべきではないか。

貴重なご意見ありがとうございます。
持ち帰り検討します。

53 2 新丁三区
区民会館

道の駅ができても交流人口１００万人は実現でき
ない。当初、道の駅構想を創る際に、温浴施設を
考えなかったのか。
金津中学校のワークショップの内容を見たが、
しっかり考えている。角田市は考えているように
見えない。
高蔵寺、斗蔵寺を中心に考えるべきである。斗蔵
寺は奥州33札所の4番目札所であり、坂上田村麻
呂が建立に関わっている

道の駅を作る時に当初は温浴施設を作るという計
画がありましたが、財政面からやめようというこ
とになりました。温泉は平らなところでは深く掘
れば大丈夫だが、沸かし湯にするとランニングコ
ストがかかると聞いています。財政的に断念した
という経緯もあり、難しいと個人的には考えてい
ます。
斗蔵寺については裏から登れるようになれればい
いと考えています。

54 2 新丁三区
区民会館

角田市と宮城県のつながりが非常に悪いのではな
いか。丸森では県の職員が派遣されている。今の
県会議員も前の県会議員も県とのつながりが良好
に見えない。市役所職員OBなので、市長の部下で
しかないという感じではないのか。
県と角田市の連携をしっかりやらなければいけな
い。

丸森には県から職員が派遣されることを考えれば
角田市も検討していかなければならないことだと
思います。

55 2 新丁三区
区民会館

角田市は五つの「め」と言っているが、育てはぐ
くむのではなく、摘み取っているのではないか。
むう姫祭りの際、TVのインタビューで聞かれて
も、何も話せなかった。
あれだけお金をかけてやったのに、どういうこと
なのか？

貴重なご意見ありがとうございました。

56 2 新丁三区
区民会館 小田川をどうするのか、裏町等の被害は想定でき

る。議会ではどう考えているのか？
堀や側溝はコンクリート化されており流れが速く
なってきている。

昔はそんなに問題がなかったが、今は違いますの
で、大沼堤防をしっかりさせ、更に遊水池も必要
と考えています。スケジュールについては県の職
員に話を聞いてもわからないと言っているのが現
状です。

57 2 新丁三区
区民会館

小田川の遊水池の実現性はあるのか。 整備計画を立ててやればいいと考えています。
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№ 班 会場 意見・質問・要望等 当日の回答

58 2 新丁三区
区民会館

内水を排水しなければ今後も同様の被害が生じ
る。江尻の排水機場をしっかり整備しなければな
らないのではないか。

江尻の排水機場の整備が進められようとしていま
すが、経年劣化への対応とゴミ集塵機能の向上の
為に行われるのであって、排水機能の強化ではあ
りません。内水の排水は現在のポンプで汲みだす
ことが今後とも続いていくことになります。阿武
隈川の水がいっぱいだと内水を排出できないこと
が問題でして、阿武隈川の土砂撤去等可能な方法
を検討して行くべきと考えています。

59 2 新丁三区
区民会館

災害の際に、人間関係の重要性を強く感じる。阪
神大震災から25年が経過し、各地で自主防災組織
ができた。しかしながら十分に機能している組織
が多くないのではないか。議会としても自主防災
組織の育成について検討して欲しい。避難訓練等
行っているが、参加する人が少ない。

自主防災組織は物品の整備等は充実できています
が、おっしゃられたような組織育成については十
分ではないと考えています。組織が十分に機能し
ているかチェックしていくべきと考えています。
防災士の資格を取得することに予算を取ってやっ
てきていますので、資格を持っている方に講習会
を開いてもらう、防災安全課から人を派遣しても
らって訓練する等、常日頃から訓練していくこと
が大切であると考えています。

60 2 新丁三区
区民会館

街の中のU字溝の土砂が溜まっている。撤去が必
要ではないか。

街中の側溝の管理として、清掃などは十分ではな
いと考えています。

61 2 新丁三区
区民会館

自主防災組織で水害に対する訓練はあまりないの
ではないかと思う。行政と協力して、訓練等がで
きるようになるべきである。災害時には人が動く
のであり、高齢化も進んでいるので、防災組織が
スムーズに動けるようにしていくべきである。

裏町地区の方の話では、夏に警戒レベル３を想定
した避難訓練を行ったばかりで、人的被害がなく
て済んだという話を伺いました。水害に対する避
難訓練など行うことも重要なことだと考えていま
す。

62 2 新丁三区
区民会館

弱者を考慮した行動計画を作っても、プライバ
シーの問題もあり、情報をどこまで共有できるよ
うにすればいいのか難しい。行政としてどこまで
共有すべきかなどのメッセージを出すべきであ
る。

西根位の田舎だとどこの誰が避難すべき方なのか
は把握しやすいのですが、街中では難しいのかも
しれません。警戒レベル３が出た際には、該当す
る方に声掛けなどしなければならないと思います
ので、避難が困難な方の情報は共有すべきだと思
いますし、当局にもそのように求めていきたいと
考えています。

63 2 新丁三区
区民会館

阿武隈急行の復旧についてどのように考えている
のか。是非全線開通を目指して欲しい。

阿武隈急行は非常に重要なものであります。上下
分離方式と一体型方式の選択が迫られていまし
て、上下分離だと国の補助金が多く出ますが各自
治体の温度差がありまして、補助率が低くなりま
すが、一体型の方式で進んでいくようでありま
す。復旧工事は1年ほどかかるとの見込みであり
ます。

64 2 新丁三区
区民会館

大雨が降ると冠水する道路がある。そのような箇
所の手当を早めにやってもらえないか。永窪酒屋
さん付近の道路が冠水するのは、寺前から来る水
路があふれるからである。その他裏町等あふれる
箇所がある。

長泉寺の前はいつもあふれますが、対応はされて
いません。大雨の際に冠水する箇所に対する対策
を今後引き続き要請していきます。
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№ 班 会場 意見・質問・要望等 当日の回答

65 2 新丁三区
区民会館

防災マップは300mm程の想定で作成されているが
400mm程の雨が降った。防災マップの改定をどう
考えているのか。

これまでの防災マップは阿武隈川堤防が決壊した
際のマップで、内水を対象としたマップではあり
ません。当局も問題は認識しており、我々として
も引き続き要請してまいります。

66 2 新丁三区
区民会館

阿武隈駅の復旧工事はどこがやるのか。 阿武隈急行とすれば、線路など運行に必要なもの
の復旧工事だけを考えていると聞いています。あ
ぶくま駅の建物は丸森町の所有という話です。

67 2 新丁三区
区民会館

阿武隈急行の資本はどうなっているのか。資本が
足らなくなれば自治体から資本の投入が行われる
のか。

わかりません。

68 2 新丁三区
区民会館

自治センターが市長部局へ移管されるという話は
議会に諮られるのか。

12月議会に議案が上程されました。所管するのは
どこか、という話と、自治センターをどのように
していくか、という話はセットでなければおかし
いということになり、現在継続審議となっていま
す。

69 2 新丁三区
区民会館

自治センターの話を主事の方が全く知らされずに
計画が作られたようで、最近になってようやく話
を聞いたようである。どうなっているのか。
保育所の時も同様で、市民の意見が取り入れられ
るということはなかった。賛成の人は誰もいな
かった。私も反対の意見を述べた。
学校の統合についても同様である。みんなの意見
を聞いたそぶりを見せて、話を進めているという
印象を受ける。議会としてしっかりチェックして
欲しい。

しっかり対応して参ります。

70 2 新丁三区
区民会館

財政状況はどのようになっているのか。財政調整
基金は多いときは20億ぐらいあったはずである。
非常に心配している。夕張のようにならないよう
に。

今年度分の予算を使い切ると財政調整基金は4億
円程になる見込みです。当局は財政状況は大丈夫
であると常に回答します。

71 2 新丁三区
区民会館

区長の役割はどのようになるのか。 上位法が変わることにより、角田市も同様に改正
され、非常勤職員という公務員の立場から、町内
会長的な一般の方の扱いに代わります。しかし、
市の方からお願いされる仕事の内容は全く変わら
ないと思います。公務員ということもあり選挙に
は関われませんでしたが、今後はこの制約がなく
なります。

72 2 新丁三区
区民会館

新丁三区区民会館の会場は新丁、新丁東、新丁
西、寺前行政区が対象になっているが、4年に一
度は寺前を会場にしてほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。
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№ 班 会場 意見・質問・要望等 当日の回答

73 2 老ケ崎住宅
集会所

被害の大きな原因は、江尻排水機場の能力（排水
容量）が不足していた結果ではないか。よって、
国・国土交通省にその改善を訴え、出来るだけ早
期に着工してもらうことが肝腎ではないか。早め
の対応・対策が必要と考えるがどうか？

　このことについて、県、国に要望を出していま
す。今回は、内水による被害でした。江尻機関場
は農水省基準で田畑（面積２７００Ha）の換算
（排水基準）で排水量を計算し、宅地等を考慮し
ていないものです。直ぐには、進めないと思いま
すが、市の当局にもその旨を伝えます。

74 2 老ケ崎住宅
集会所

台風第19号と市営老ケ崎住宅の関係について、2
年前に水洗トイレを設置した。今回の被害で、み
なし住宅と同様に入られる方がいると思うが、平
屋の市営住宅で1世帯入居した。さらに、入居で
きる状態にしたらどうか。

市の当局にも、その旨を伝えます。

75 2 老ケ崎住宅
集会所

角田市の人口減について、大変、憂慮している。
市外への流出をさせないための方策としても、市
営住宅の整備・準備をしていくべきではないの
か。

おっしゃるとおりです。横倉左関、裏町から市外
への転居も聞いています。。一方、丸森町からの
転入もある。受け皿として、公営住宅をしっかり
用意していく事が大切と思いますので当局に伝え
ます。

76 2 老ケ崎住宅
集会所

今回の浸水状況を確認できる目印（杭等のもの）
となるものをつくり、忘れないように皆が集まる
場所にして設置し、市民の目に触れるようにして
欲しい。

わかりました。市長はやるということなので、検
証していきます。

77 2 老ケ崎住宅
集会所

アルプス電気角田工場通用門前の道路に関し、生
徒の自転車通行（横断）に危険・支障があると感
じる。何らかの安全対策（カーブミラーの設置な
ど）が必要と思うがどうか。

大変危険だと感じています。市の当局にも、その
旨を伝えます。

78 2 老ケ崎住宅
集会所

平屋の老ケ崎市営住宅の周辺の芝木が大きく繁茂
し、見栄え、風通し等が極めて悪いので、伐採等
の何らかの対策を講じて欲しい。空き家のところ
は、屋根よりも高く伸びている。何とかして欲し
い。（現場写真を提示して話がある。）

関係当局に話しをして、早急に対応してもらうよ
うにします。

79 2 老ケ崎住宅
集会所

今回の台風被害で見回っていたら、新たな水路を
発見した。この水路は、市で管理すべきものだが
土砂で塞がっていた。市にも話をしてきたが、土
砂を掻き上げるなど何らかの対策を講じて欲し
い。

早急に対応してもらうよう要請します。

80 2 老ケ崎住宅
集会所

阿武隈急行線の全線開通を望む。そのためにも、
議員が先頭になって乗車して欲しい。今後、全線
開通の見通しはあるのか。

国、県にも要望書を提出しており、全線開通の方
向で進んでいます。復旧工事は一年かかる見通し
のようです。問題は全線開通した後で、どうやっ
て経営的にうまくやっていけるかどうかです。
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81 2 老ケ崎住宅
集会所

今年から夏祭りが変わると聞くが、どうなるの
か？

角田市商工会のメンバーが中心になって、ワーキ
ンググループをつくり、企画を練っています。こ
れまでの商店街から田園ホール周辺を会場にした
企画案にかわっていくと聞いています。
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