
平成 30年度第 4回仙台市青葉区区民協働まちづくり事業評価委員会議事要旨 

 

日 時：平成 31年 3月 5日（火） 

      13時 30分～17時 45分 

場 所：青葉区役所 4階会議室 

7階特別会議室 

出 席：島田委員長、青木委員、金委員 

榊原委員、鈴木委員、渡部委員 

※過半数の出席により委員会成立 

 

1 開会 

2 挨拶 仙台市青葉区区民協働まちづくり事業評価委員会委員長 島田 福男 

3 議事 

（1）議事録署名人選定  青木委員 

 

（2）事前説明・打合せ 

 

（3）平成 31年度まちづくり活動助成申込事業 事業計画説明会 

◇各団体プレゼンテーション 

  ◇質疑応答意見等 

  ①青葉山・八木山フットパスの会 

委員  地域資源の利活用であり、大変有望な活動だと思う。今後活動を継続するにあたり、

地域の様々な団体と交流し、協力をもらうことが大事だと思うが、その団体を具体的

に考えているか。また、ボランティアガイドについて、現在何名のボランティアガイ

ドがいるのか。そして今後何名体制を見込んでいるのか。 

説明者１ 他団体との交流については、これまで市民センターで活動している団体と主に交

流してきた。今後は他のフットパスを行っている団体と協力していくことを考えてお

り、交流のある貞山運河フットパスの人たちと海と山をつなぐフットパスのようなも

のを検討している。ボランティアガイドについては現在会員が 25名いるが、そのうち

ガイドをお願いできる者が 5～6名ほどおり、今度八木山地区で行うウォークラリーで

も 5名体制で 5グループに分かれて案内を行う予定になっている。 

委員  フィールドワークの際にどのような安全対策を行っているのか。 

説明者１ フィールドワークでは、最低限の補償としてレクリエーション保険に入っている。

また、以前イベントの中で、宮城県森林インストラクター協会の方や、緑を守り育て

る宮城県連絡会議の方から安全対策についての講話を頂いたことがある。その時に話

を聞いた者はある程度内容を理解しているが、会として改めて安全講習を行う必要が

あると考えている。 

説明者２ その他の安全対策として、コースは日々変化することから、イベントに多くの人

が参加するときには、実施の 1週間前にコースの下見をするようにしている。 



委員  今後の活動継続に必要な資金を想定して計画を立てているということが説明の中で

伺えた。ブックレットを製作するとのことだが、その活用方法について補足説明をお

願いしたい。また、課題対応に別事業として挙げられているフットパークの拠点づく

りは、具体的にどこで行っているのか。それからもう一点、資料に八木山ハーブまち

づくりプロジェクトの協力による植栽整備とあるが、そちらについても詳しく聞かせ

ていただきたい。 

説明者１ ブックレットの目的としては、今後の活動の資金源とするため、有料での販売を

考えている。 

説明者２ フットパークの場所については、青葉山町内会が仙台市から借用している土地を

使用し、町内会の了解を得て、共同で管理するものとして事業を進めている。 

説明者１ 八木山ハーブまちづくりプロジェクトについては、高齢化が進む八木山地区でハ

ーブを媒体として人の交流を作ることを目的として、ハーブの苗を里親のように育て

てもらう事業であり、八木山市民センターの協力をもらっている。この事業ではハー

ブの苗床が必要となるため、フットパークの花壇を活用してもらい、花の季節にはラ

ベンダーが一面に咲いているような公園となることを考えている。 

委員  今回経費の圧縮についての話があったが、例えばイベント参加費の増額や会員から

の会費の徴収など、収入源の確保や収益を上げることについての考えがあるか伺いた

い。 

説明者１ イベント参加費については今まで低額で行っており、広報に力を入れなくとも 40

人程の参加者を確保できるようになっているため、人の集まる状況と見合わせながら

値上げについて検討していきたい。会費については会の中でも議論になっており、取

った方が良いという意見もあるが、そうした場合に事務局の負担が増えることが予想

され、事務局により関わることができる者が出てくれば、可能かもしれないと考えて

いる。 

  

  ②北仙台地区連合町内会 

委員  この事業を行う目的として、人数と内容のどちらを重視するのかを考えたときに、

もう少し内容の充実について検討してみてはどうか。前年と同じ内容で行うとのこと

だが、女性対象ということもあり、例えば身近な食をテーマに取り上げることで、参

加者にとってためになるだけではなく楽しんでいただくことにより、士気を高めるこ

とにもつながるのではないか。 

説明者１ 細かい改善点は多々あるが、女性防災リーダーを 100 名育成するという目標に向

けた 3 年計画としており、講座内容のレベル維持の観点から、基本的な内容は変えな

いようにしている。しかし、事業の枝葉の部分はいろいろと検討したいと思う。また、

今後は北仙台女性防災ネットで研修会やイベントを企画してもらいたいと考えている。 

説明者２ 昨年は 1 回目の受講生が講座内容の企画検討を行い、食に関することとして、講

座終了後に非常時の食事を実際に作って食べてみるような研修を行ったが、参加者か

らは好評を得た。今後も女性ならではの視点で地域を牽引していきたい。また、地区

によっては防災組織が出来ていないところもあり、その土台作りなどを楽しみながら



やっていきたい。 

委員  この講座終了後も、新規メンバーを増やすことや活動の幅を広げていくことが必要

だと思うが、考えがあれば教えていただきたい。 

説明者１ 連合町内会としては、3 年間で 100 名の育成が達成できたとしても、講座の継続

実施を考えている。その他にも北仙台女性防災ネットで独自の研修を検討しており、

連合町内会としても資金面でバックアップしていきたいと考えている。 

説明者２ 北仙台地区は東日本大震災での被害は少なかったが、地震以外の災害も考えなけ

ればいけない事を講座で学ぶことが出来た。講座でそういった基礎を学んだうえで、

自分たちの地区の問題点がどこにあるのかを見渡してみる研修や、合同防災訓練を町

内会などと一緒にやっていきたいと考えており、役員同士集まってそれに向けて意欲

的に検討を進めている。 

委員  3 年目を迎えるにあたり、今までの受講生の中で既にリーダーとして活躍している

会員は何名いるのか。また、受講生のスキルアップを行い、優れたリーダーを育成す

ることでより良い事業になると思うが、そういったことは考えているのか。 

説明者１ 北仙台地区には防災協議会があり、各町内会長を理事と位置づけ、その下に実動

部隊として幹事と呼ばれる役職を置いているが、講座の受講生は防災協議会の幹事に

指名してもらうように各町内会に依頼している。また、北仙台女性防災ネットは会員

が多いため、1年目、2年目の受講生の中から選ばれた役員 12名が中心となって運営

しており、最終的には次回の受講生も何名か加わった体制とすることを考えている。 

 

③桜ヶ丘学区連合町内会 

委員  説明では花壇の整備が前面に出ているが、本来の目的は世代間交流だと思うので、

具体的にどういった形で世代間の交流を深めて行くのか教えていただきたい。 

説明者 まず、前提として各町内会と関係団体が協力して事業を行う。世代間交流について

は、子どもたちの声としてクローバーの話が出てきており、この公園がクローバーの

群生地になって様々な遊びができるように、保育所と連携して検討を進めている。小

中学校については、小学校の花壇を公園に移設することや、中学校の勉強の一環とし

て花の名前や特徴を学習しながら表示板を作成することを考えている。それらの整備

をすることで、地域外の人が来た時に文教地区にふさわしい公園であると感じてもら

いたいという狙いがある。また、将来的にふれあいエリアを課外授業のできる場所と

して整備したいと考えており、青葉区公園課に提案をしている。 

委員  説明の中で宮城学院女子大学との連携の一環で事業を行うという話があったが、ど

のような関わりがあるのか。 

説明者 今のところ宮城学院女子大学というよりも、付属の認定こども園の子どもたちが遠

足に来るという関わりがある。 

委員  世代間交流をメインとして自然のものに触れる機会を考えているようだが、予算を

見ると広報紙の支出の割合が多くなっている。もっと自然との触れあいの方に予算を

使っても良いのではないかと思うが、広報紙の中身について教えていただきたい。 

説明者 広報紙については、文教地区にふさわしい町おこしをテーマに活動しているので、



実際に携わった方の苦労や完成の喜びを主体として、単に物を作った結果ではなく、

その過程を大事にしたいと考えている。 

委員  広報紙の中身については、運営委員会でもっと話をした方がいいと思う。苦労話を

どれだけ読んでもらえるか、賛同してもらえるかということもあり、個人的には植物

の写真などを載せて小さい子どもなどにも喜んでもらえるものにしてはどうかと感じ

ている。 

委員  花壇作りを 3ヶ所で行ったという話だが、今年の春に芽が出るのか。 

説明者 これから 4月に種をまいたり、植栽を行う予定となっている。 

委員  おそらく植え始めると水やりや草取りなどの作業が出てくると思われる。先ほど花

が咲いた後の子どもの関わりの話があったが、育てることについての役割分担などは

運営委員会で話題になっているのか。 

説明者 公園を通る人は基本的に自然の状態を一番楽しみにしていると思っており、花壇の

ようなものが多くあるよりも、可能な限り自然の状態を保ちたいと考えている。また、

この事業は携わった人の完成の喜びを中心にして取り組んでおり、広報の中でもそう

いったことを載せることで町おこしにつなげたいと考えている。 

委員  作業しながらのコミュニケーションが一つの楽しみにつながるのではないかと感じ

たので、参加者の楽しんでいる姿が広報紙で発信されることが大事だと思う。 

委員  公園を利用したまちづくりや老若男女誰もが自分たちの地域の公園を愛して、そこ

で活動できることは素晴らしいと思う。理事会と運営委員会を毎月やっているという

ことだが、この二つはまったく性格の違うものであり、会議開催の負担は大きいので

はないか。 

説明者 運営委員会は町内会と関係団体に加えて青葉区公園課と仙台市公園緑地協会が入っ

ている。そこで決まったことは理事会に諮り、協力を依頼している。また、各町内会

の花壇面積は広すぎると大変なので、2 平方メートルほどを考えており、あまり負担

にならないようにしたい。植える花についてもできるだけ管理をしなくても自然にど

んどん広がっていくようなものを残したいと考えている。 

 

  ④仙台芋沢自然薯研究部会 

委員  確認するが、会場はまだ決まっていないのか。 

説明者１ 昨年と同様に神社を会場にする予定である。軽トラ市については、天候などによ

り作物の出来も関係するので前後としか言えないが、祭り当日の他にも企画している

ことを出店者に話をしている。また、軽トラ市の会場としてコンビニの駐車場を使わ

せてもらえるように話をしており、お互いのイメージアップを狙っている。 

委員  大きくは祭りを中心に進めていくということか。会場には駐車スペースが限られる

と思うが、駐車スペースを広げることや別の場所を借りることは考えているのか。 

説明者１ 会場付近の大沢幼稚園の駐車場を借用する予定である。前回も借用しており、そ

こを合わせると述べ 100台を停めることができる。並ぶくらい来てくれればうれしい

が、それくらい用意すれば大丈夫ではないかと考えている。芋沢地区の祭りというと

神社の祭りと自然薯まつりしか無いため、地域住民には非常に喜ばれている。 



委員  知名度を上げるためには広報も大事だが、来場者の満足度を高めることが一番大事

だと思う。先ほど話があったように、軽トラ市を活用し広報もすることで、自然薯ま

つりの集客や販売収入も増えるのではないかと思うので、まずは軽トラ市についてき

ちんと検討してみてはどうか。また、収入増のもう一つの方法として、現在無料提供

しているとろろ飯と豚汁を、安くても構わないので有料にしてはどうかと考えるがい

かがか。 

説明者１ 有料化については会の中でも話が出ており、作るのが大変だということと、作っ

て売る場合には加工となるため、その問題をどうしていくかが検討課題だと考えてい

る。一つの案としては、チャリティとして協賛的にもらうことを検討している。 

委員  知名度を上げるためには、祭りの広報と同時に軽トラ市に来てくれる方への声がけ

を継続的に行った方が良いと思うので、地元の方だけでなく、地元以外の方への情報

発信の方法をしっかりと考える必要がある。軽トラ市は根白石でもやっているので、

参考にさせてもらってはどうか。また、とろろ飯や豚汁の無料提供はもったいないと

思っており、例えば自然薯の購入者に無料券を渡して買った人だけ食べられるという

形とすることも、販売促進につながるのではないか。継続するためにどうすればいい

かということを考えて欲しい。それから、イベントを続けていくと駐車場が足りない

ということになり、駐車場警備費がかかってくることも考えられる。収支のバランス

を考えて、いずれは駐車場代を徴収することも考えていかなければならないのではな

いか。1年目は試しながらの部分もあったと思うが、2年目は工夫して、全て解決でき

なくても 3年目以降を見据えながらやってもらいたいと思う。 

委員  来た方の満足度や楽しみ方についてだが、会のメンバーだけで考えるのは大変なの

で、来場者層に合わせた楽しみの提供を他の協力者にお願いするとか、方法はいくつ

か考えられるのではないか。おそらく何でも良いということではないと思うし、1 回

やってみて、何か引き寄せるものがあり、たくさんの人に来てもらえることがわかっ

たと思うので、例えばその土地ならではの部分をプラスして、地域の魅力ある農業に

取り組んでいる生産者の方と直接会話ができるようなスペースを作って実験していく

のも一つの方法ではないかと感じた。 

説明者１ イベントはスタッフも含め、とにかく楽しくやってもらうことが大事だと思って

いる。活動資金は多少の手出しがあっても、地域のためになるなら構わないと思って

いるが、助成していただければありがたい。 

説明者２ 軽トラ市の野菜は出店者同士で重複してしまったので、特色あるものの出品や種

類を豊富にすることなど、事前に JA などとも一緒に考えてやっていくことが必要と

思っている。 

 

  ⑤Sendai West 

委員  町内会等でも社会福祉協議会や地域包括支援センターと一緒に地域ケアの活動をし

ているが、地域のそういった団体と連携する予定はあるのか。また、ケアカフェの中

でアンケートを実施するとあるが、模造紙に書くのがアンケート調査なのか。 

説明者１ アンケートについては、アンケート用紙を準備して記入してもらう。団体との連



携については地域包括ケアシステムの旗振り役が地域包括支援センターであり、連携

する前提で進めている。 

委員  予算を見ると、ケアカフェと研修会の両方で飲み物と軽食代が助成対象経費に含ま

れているが、こういったものは会費や参加費を取っているため、そちらを当てるべき

である。また、1 回 4 万円の講師謝礼が計上されており高額に感じるが、講師は専門

家を想定しているのか。 

説明者１ 講師は研修会のテーマによって変わるが、医者や看護師を無料で呼ぶことは難し

い。特に地域包括ケアの話となると地域に根ざした話のできる方がなかなかおらず、

遠方から呼ぶことになるため高額になってしまう。 

委員  事業内容は全体的に理解できるが、不明瞭なところが多いと感じる。今のメンバー

は同じ仕事場で働いているのか。なぜ宮城地区なのか。今までのケアカフェはどのよ

うにして開催していたのか、その辺りのことを教えていただきたい。 

説明者２ 今までのケアカフェの開催場所としては、愛子にあるデイサービスセンターを 2

回借りて実施した。メンバーはそれぞれ別の会社に所属しており、全ての会社の事業

所が旧宮城町管内にある。地域包括ケアシステムや医療介護の現場においてはある程

度専門職が関わった方が良く、志を持って集まった介護福祉士や作業療法士などがボ

ランティアに近い形で活動している。 

委員  これから事業を継続していくことは素晴らしいと思うが、将来的な見通しはどのよ

うに考えているのか教えてほしい。 

説明者２ 地域包括ケアシステムの一助になればということで今回助成金の申請を行った。

その地域に福祉資源が少なければ地域に住み続けることが難しくなってしまうので、

自分たちの地域にどういった福祉資源があるのかを知っている人が増えることを目指

しており、何かあったときにそこに相談すれば安心して暮らしていけるような形、自

分たちに相談をもらえば専門職につなげる地域の中のハブのような存在になれればと

考えている。 

委員  講師謝礼とはケアカフェ実施のためのものか。それともメンバー向けの研修会のも

のか。 

説明者２ ケアカフェについては、一般の方も含め、町内会長などにも声がけし、参加者同

士で 1 つのテーマに沿って話し合い、交流する場である。一方で講師が必要なのは研

修会であり、市民講座というと大げさだが、いろいろな方に参加してもらえるものと

して考えている。 

委員  昨年行われたケアカフェにはいろいろな方が参加しているようだが、専門職のメン

バー以外の、地域の中で一緒に支え合いたいという思いを持っている人たちに、今後、

運営やボランティアとして参画してもらうことについて考えがあれば伺う。また、ケ

アカフェの開催を 3 回予定しているようだが、メンバーの人たちは日中仕事をしてい

ると思うので、開催日時の具体的なイメージと前回の参加者層を教えてもらいたい。 

説明者１ 地域住民へのケアカフェの呼びかけに関しては、町内会の回覧板などを活用した

いと思う。開催時間は今のところ夜に設定している。地域住民の参画については、町

内会の人たちと活動していきたいと考えており、その他に一緒に仕事をする機会もあ



るので、民生委員にも声がけしたいと思っている。 

説明者２ 自分も町内会の役員や消防団などをやっており、大勢を集めてやるというよりも

テーマを決めた中で興味のある人を呼んで恒例にしてやっていきたいと考えている。1

回目は医療介護というテーマということもあり介護士が中心だったが、2 回目は子育

てをテーマにしたので、保育園の園長や児童館の先生のほか、医療関係や介護関係の

人の参加もあった。参加者が日常生活で困りごとがあった時に、ケアカフェを通じて

知り合った、解決できる人を紹介できるようになれば、素敵なまちになると考えてい

る。 

委員  来年度以降に社会資源マップを作るとのことだが、サービスを提供する人と受けた

い人でうまく需要が合わない場合があるので、専門職同士で見える化する必要があり、

その前段階として 1 年目の活動で専門職のネットワークを作りたいのだと理解した。

そうなった場合に、1 年目は周知活動をがんばりたいということだったが、誰に何を

周知し、周知された方にどんな行動をしてほしいと考えているか教えていただきたい。 

説明者１ 地域包括ケアシステムをテーマとしているため、地域住民全員が周知の対象にな

ってくると考えている。地域住民に特に医療介護という面でどんな地域に住んでいる

のか知ってもらうことと、加えて今ある現状を知ってもらい、一人一人どのようなこ

とが出来るのか一緒に考えていきたい。 

委員  今の説明で社会資源マップにどうつながっていくのかが理解できなかった。住民一

人一人に周知した方がいいのか、地域包括ケアに関わる人に周知した方がいいのか、

その辺りが不明だったため質問したが、住民一人一人に周知するのであれば、その対

象から外れる人にも知って欲しいということになると思う。そうするとケアカフェや

研修会のチラシやポスターの印刷は、ケアカフェに参加してほしいというチラシなの

か、誰に何を周知するものなのかがよくわからなかった。 

説明者２ 活動のテーマとしては地域包括ケアシステムの一助となるきっかけづくりをした

いと考えている。まずはチラシを配ることでケアカフェや研修会を知ってもらい、興

味のある方に来てもらいたいという思いがあり、実際に参加してもらうことで、あそ

こに行けば相談したり楽しく話ができるという場所になれればと考えている。将来的

には、困りごとがあったときに介護や福祉について考える団体がこの地域の中にある

ということを思い出してもらえるような、そんな仕組みになれば良いと考えている。 

 

⑥折立学区町内会連合会 

委員  自分たちが住んでいる地域の資源である蕃山を、地域住民自らの手で整備したいと

いう考えは良いと思うが、地権者の関係が複雑であることや公的機関もなかなか取り

組めない中で、地域住民で整備することが可能なのか。 

説明者 蕃山は特別緑地保全地区に指定されており、自然の状態に手を加えるわけにはいか

ない状況である。そこで地域懇談会終了後に担当課に確認したところ、生木に手をつ

けることは出来ないが、枯れ木の整理は行っても良いという説明を受けた。また、地

権者の一人である折立の町内会長を通して、地域の地権者には許可をもらうように話

しをしており、整備の必要な箇所の大半が民有地だと聞いているので問題ないと思っ



ている。 

委員  現状の差し迫った状況というのが説明から伺えた。今回の活動は単年度で終わるも

のではないと思われるが、事業スケジュールで想定されている作業を何年も続けてい

かなければならない状況なのか、1 回でも人手が入れば落ち着いていく状況なのか、

何かその辺りの具体的なイメージがあれば教えてもらいたい。 

説明者 単年度で終わるとは考えていない。今回は折立学区から登る 3 ルートを考えている

が、蕃山には向かい側からの登山ルートもあり、事業を継続した場合には、落合栗生

地区連合町内会にも協力をもらう必要があると考えている。 

委員  この事業を進めていくうえではマンパワーが必要であり、地域のボランティアの協

力が重要である。具体的に地域のボランティアをどのようにして集めるのか、また、

継続して依頼するための工夫があれば聞かせていただきたい。 

説明者 既に地域のボランティアには名乗りを上げていただいており、西花苑クラブという

老人クラブと学区内の体育振興会、市民センターを活動拠点にしている里山を歩く会

に協力をもらえる目途がついている。 

委員  整備を検討しているコースの距離はどれくらいなのか。 

説明者 距離については調べていないが、一番短いコースで片道 40分くらいであり、距離的

にはそれほど長くないと思う。 

委員  整備を予定しているコースがいくつかあるという話だが、一度に全て手を付けるわ

けにはいかないと思うので、整備する優先順位や長期的な展望があれば教えていただ

きたい。 

説明者 可能であれば大梅寺のコースと西花苑団地から登る二つのコースを合わせた三か所

をまずは整備したいと考えており、小学生が秋の登山で利用する大梅寺のコースを優

先的に対応していきたい。 

委員  整備するにあたり危険を伴うことや、逆に整備したことによって危険になることも

考えられるので、作業するうえでは専門家の協力が必要になると思う。そういう専門

家の方にボランティアでお願いするわけにはいかないと思うが、その辺りはどう考え

ているか。 

説明者 大工やチェーンソーを使えるような専門的な知識を持った方もいるので、そういっ

た方に協力をもらうことを考えている。また、整備の材料は可能な限り枯れ木を利用

することを考えている。作業については 2 班に分かれ、具体的な重作業にあたるもの

は若手や経験者にお願いし、看板作成などは高齢者で対応していきたい。 

委員  地権者が複雑なため行政が対応できないことを地域住民で行うということは、特別

緑地保全地区である蕃山に何らかの手が加わるということだが、届け出が必要かどう

かなどの手続きについては担当課とやり取りしているのか。 

説明者 何かあった時に困らないように、担当課にも事業実施について話しながら進めたい

と考えている。また、活動するボランティアについては保険の問題があるが、万が一

の場合には仙台市の市民活動補償制度で対応したいと考えている。 

 

 



（4）平成 31年度まちづくり活動助成申込事業の評価及び選考 

①青葉山・八木山フットパスの会 

   （ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

・新規の参加者が増えるような広報などの取り組みを期待したい。 

・経費縮減や収入増など収益を上げる仕組みを検討してほしい。 

・助成期間終了後を見据えた今後の活動に期待する。 

   （ウ）助成額について 

     ・助成額を 40万円とすることが妥当である。 

 

②北仙台地区連合町内会 

（ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

     ・もっと北仙台女性防災ネットの活動の独自性を期待したい。 

     ・講座の参加人数にこだわらず、内容の充実について検討してほしい。 

   （ウ）助成額について 

・助成額を 15万 7千円とすることが妥当である。その際、北仙台女性防災ネットの活

動を事業の中に入れて、事業計画、予算について改めて検討してもらうこととする。 

 

  ③桜ヶ丘学区連合町内会 

   （ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

     ・看板作成などの結果にこだわらず、地域住民が企画に参画する過程を大事にしてほ

しい。 

     ・広報紙の内容や活用法についてより具体的に検討してほしい。 

   （ウ）助成額について 

・助成額を 31万 2千円とすることが妥当である。その際、地域住民が企画運営に携わ

ることのできる仕組みづくりを踏まえ、事業計画、予算について改めて検討しても

らうこととする。 

 

  ④仙台芋沢自然薯研究部会 

（ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

     ・とろろ飯や豚汁などの現在無料で提供しているものは、受益者負担の観点から有償

とすることなどを検討してほしい。 

     ・軽トラ市を活用して、自然薯まつりとの相乗効果を期待したい。 

     ・助成額は助成期間終了後を見据えて評価したい。 

   （ウ）助成額について 

・助成額を 30万円とすることが妥当である。 



 

  ⑤Sendai West 

（ア）協議結果：助成事業として採択しない。 

   （イ）評価委員からの意見 

・企画自体は良いと思うが、事業内容について不明瞭な点が多々あり、まちづくり活

動助成の対象とするにはふさわしくないと判断する。 

 

  ⑥折立学区町内会連合会 

（ア）協議結果：助成事業として採択しない。 

   （イ）評価委員からの意見 

・地域資源を自分たちで整備したいという思いは素晴らしいが、事業の進め方につい

て不明瞭であったため、まちづくり活動助成の対象とするにはふさわしくないと判

断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


