
 

      平成２４年度 第２回太田地域協議会 会議録 

 

■日 時  平成２４年８月７日（火曜日） 午後２時００分～ 

■会 場  太田庁舎 ２階 会議室 

 

■出席委員（９人） 

 大信田 孝 文、大信田 康 雄、倉 田 良 子、鈴 木 弘 之、髙 貝 恵 子 

 髙 橋 清一郎、川 原 猪 利、福 原 榮 司、藤 澤 由希子 

 

■欠席委員（８人） 

 石 﨑   尚、大信田 弘 喜、草 彅 太 郎、小 松   淑、鷹 觜 信 行 

 髙 橋 文 子、野 中 シゲ子、藤 原 鈴 司 

 

■出席職員（太田支所） 

  草 彅   均（太田支所長）     小 松   栄（市民サービス課長） 

  佐 藤   朗（農林建設課長）    長 澤   猛（太田公民館長） 

  湯野澤 俊 作（市民サービス課参事） 高 橋 正 由（市民サービス課参事） 

  福 原 幸 二（市民サービス課参事） 福 田 義 治（農林建設課参事） 

  武 蔵 一千代（農林建設課参事）   髙 橋 隆 伸（市民サービス課主席主査） 

  黒 澤 伸 朗（市民サービス課副主幹） 

 

                                         

  次  第 

   １ 開会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 支所長あいさつ 

   ４ 議題 

     ・会議録署名委員の指名 

   ５ 協議 

     （１）地域枠予算執行事業について 

   ６ その他 

      ・地域公共交通対策（コミュニティバス）について 

   ７ 閉会 

 

●開会（開会（開会（開会（小松市民サービス課長小松市民サービス課長小松市民サービス課長小松市民サービス課長）））） 

 本日は、お忙しい中にもかかわらず、ご出席くださいまして誠にありがとうございます。

定刻になりましたので、ただいまから平成２４年度第２回太田地域協議会を開会いたしま

す。 

 それでは、会長からごあいさつをいただきます。大信田会長、お願いします。 

 

●会長あいさつ（会長あいさつ（会長あいさつ（会長あいさつ（大信田康雄会長大信田康雄会長大信田康雄会長大信田康雄会長）））） 



 毎日体が溶けるような暑さで、皆さんもこういう暑さですと大変な毎日を過ごしている

ことと思います。昨日は恵みの雨が降りまして、もう１日、２日降ってくれたらと思って

ましたが、よその県は大変な豪雨であったり、また竜巻のような大きな被害があったり、

この太田はそういう意味で自然災害が少ないし、少し雪が多くて夏も他に比べると少し暑

い程度で恵まれた地域に住んでいるなと感じます。ここずっと猛暑が続いたので、体調を

保持するのに大変だったと思います。 

 地域協議会も今年度２回目になりますが、お陰さまでいろいろな事業が前向きに進んで

いるように思います。地域枠予算の執行状況についてご説明いただいて、委員の皆さんか

ら忌憚のないご意見をいただいて、地域枠予算の有効な活用を図ってまいりたいと思って

います。 

 今日は限られた時間ですが、活発なご意見をいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

○○○○小松市民サービス課長小松市民サービス課長小松市民サービス課長小松市民サービス課長 

 ありがとうございました。続いて、草彅支所長から挨拶をいただきます。 

    

○支所長あいさつ○支所長あいさつ○支所長あいさつ○支所長あいさつ    

 先程の会長さんのお話ではございませんが、毎日暑い日は続いておりましてお忙しいと

ころ、皆様にはご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 災害のお話ということで、会長さんからここは災害が少ないとお話がありましたが、大

変恐縮ですが、４月に強い風が吹きまして太田地域でも被害がありました。住宅、非住宅

で１４２件、倒木が３６件、農家のビニールハウスで６０件、畜舎で１件の被害がありま

した。大きな被害でなくてよかったと思います。 

 また、昨年度の震災で発生した災害廃棄物を、大仙市は早くから受け入れを開始してい

ますが、４月２３日から受け入れを開始しています。広報等で放射能の測定の結果を報告

していますが、基準を大きく下回っている状態で安全にガレキの受け入れを進めておるよ

うです。今後も細心の注意を払い、安全を確保しながら受け入れを進め、また測定結果も

公表してまいりたいと思います。 

 太田中学校が大槌町と交流し、支援活動をしているということで、今年度もその活動を

継続しているようです。地域とともに地域の思いを大槌に向けるということで、お手元に

中学校の校長先生のセイラという学校通信の中にも、生徒会活動を続けていますが学校で

はどうにも出来ないこともあり、そんな時には中学校では強力な応援団が手助けしてくれ

ていると書いてあります。太田支所、公民館、ライオンズクラブ、もちろん地域の方々、

保護者の皆さん、本当にたくさんの方々の力に支えられて活動していると書いてあります。

この地域協議会でも、皆様方からご意見ご指導を賜りながら、そして太田全体で盛り上げ

ていきたいと思います 

 ここ一週間ばかりオリンピックの情報が入ってきておりますが、太田地域の太田中学校

でもスポーツで良い結果が出てまして、野球部は２年ぶりに県大会で２回戦まで進みまし

たし、女子バレー部は全県大会で優勝しまして、明日から青森で開催の東北大会に進んで

おります。 

 毎日暑い日が続いております。熱中症などに十分お気をつけながら、そしてご健勝であ

りますように、そして変わらぬご指導、ご支援たまわりますようお願い申し上げまして、



はなはだ簡単ではありますが、あいさつといたします。 

 

○○○○小松市民サービス課長小松市民サービス課長小松市民サービス課長小松市民サービス課長 

 それでは、本日の案件に入りたいと思います。なお、会議録作成のため発言の際はマイ

クを使用くださるようお願いします。本日の地域協議会は、委員の２分の１以上が出席し

ておりますので成立していますことを報告します。 

 会議の進行につきましては、規定により会長にお願いします。 

 

●会議録署名員の指名（大信田会長）会議録署名員の指名（大信田会長）会議録署名員の指名（大信田会長）会議録署名員の指名（大信田会長） 

 会議に入ります前に会議録署名委員を指名させていただきます。福原榮司委員と藤澤由

希子委員のお二方にお願いします。 

 

●協議協議協議協議 

（大信田会長） 

 それでは、次第５の協議に入ります。協議は地域枠予算執行事業についてでありますの

で事務局の方から説明をよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 【資料１ 太田地域予算特集号作成事業（Ⅰ型）について説明】 

 【資料２ ナチュラルガーデン整備事業（Ⅱ型）について説明】 

 【資料３ 東北地区高等学校親善招待事業（Ⅱ型）について説明】 

 

（大信田会長） 

 ただいま事務局から説明ありました３件について、皆さんからご意見などありましたら

お願いします。事前に協議会に諮る前に執行したということですが、それなりに事業の内

容については内々にお話はありましたので、内容についてとか、今後の進め方についてご

発言いただければと思います。何かございませんか。 

 

（倉田良子委員） 

 倉田です。前のときにお話いただいていたものもありますので、そういうのは時間がな

かったのかということで事後承諾ということだと思います。が、今の３つの件に関しては、

だいたい聞いていたことだったので、地域協議会が開かれる前にしなければならなかった

んだな、もう少し早く準備されていたら、もしかして間に合ったのではないかということ

で、一応承諾した後で執行していくことが望ましいということは、ここで確認していかな

ければならない事項ではないかなと思います。この後のことも考えながらできるならば事

前に承諾を得る方法というか努力していくことが正式な形ではないかなと思いましたので

意見を述べさせていただきました。 

 

（大信田会長） 

 倉田委員から委員としての立場からご意見をいただきました。その点は、事務局の方で

今後の進め方としてそういう方向でご努力いただくようによろしくお願いします。 

 他に内容などについて何かないでしょうか。 



 

（大信田孝文委員） 

 予算特集号ですが、広報と一緒に配布されたので作成したんだなと思いましたが、今ま

では太田地域の予算について情報が少なかったように思います。地域枠予算についても記

載されているし、来年度以降も予算の中できるとすれば継続していただければと思います。

ナチュラルガーデンの整備事業ですが、本年度が３年目の最後ということでしたが、４年

目以降は、花を愛する会の皆さんが管理していくことでしょうが、これからがいろいろ大

変なのかなと思いまして、維持管理について余計な心配かもしれませんが、気になりまし

たので発言しました。 

 

（大信田会長） 

 大信田孝文委員から、二つについてご意見がありました。特集号については私も同感で、

非常に見やすい子供が見てもわかるような、小学生でも太田地域でやっていることが分か

りやすい内容になっていますので、今後もこういうことには地域枠予算を有効に活用され

たほうがいいだろうと思います。 

 それからナチュラルガーデンですが、３年終わって、その後終わったからあと終わりだ

ということにならないように、というご発言と思いますので、今後の予算のことなどあり

ましたら、また協議するとか支所の方でお考えいただいて指導いただければ、地域枠予算

の近い道としては非常にいいなと思います。 

 あと三つ目の高校野球については、太田球場は前は立教大学に活用されていましたが、

せっかくある施設ですので大いに活用された方がいいし、支援した方がいいと思います。

ほかに何かありませんか。 

 それでは、３つの執行事業については、皆さんからご承認いただけるでしょうか。 

 

     異議なし声あり 

 

（大信田会長） 

 事前に協議のないままに執行してしまいましたというお話がありましたが、内容は非常

にいい内容ですので、皆さんからご賛同いただいたということにいたしまして、次に４番

目からの内容について、説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 【資料４ 秋田県民歌碑音響設備改修事業（Ⅰ型）について説明】 

 【資料５ マスコットキャラクター「ささ太」着ぐるみ作成事業（Ⅰ型）について説明】 

 【資料６ 太田の夏まつり支援事業（Ⅱ型）について説明】 

 

（大信田会長） 

 ただ今、３つの件についてご説明いただきました。皆さんからいろいろとお話があると

思います。何か内容についてありませんか 

 

（鈴木弘之委員） 

 奥羽山荘の県民歌の歌碑のことですが、よく山荘に行くんですが、まだ壊れた状態で残



念だなと思っておりました。そのまえに歌碑周辺の環境が悪いのかなと、草を取るとかき

ちんとした清掃をしなければ、いくらこういうものにお金をかけてももったいないなとい

うことで、もう少し管理者に言っておいてもらいたいということをお願いしたいと思いま

す。マスコットキャラクター「ささ太」の着ぐるみ作成についてですが、私、グラウンド・

ゴルフなどのスポーツイベントに関わっていますが、こういうような着ぐるみのマスコッ

トキャラクターがあればいいなと思っておりますが、発注の時にデザインをもう少し検討

いただいて、可愛いのを作っていただければありがたいと思います。 

 

（大信田会長） 

 今、２点ほどご意見がありました。まず１点目の歌碑ですが、私も５月いっぱいまでは

東今泉の代表をしていましたので、自治組織連絡協議会という会がありまして、２４集落

の代表が集まって協議する場があるんですが、その中でこの歌碑の話があって、住民のな

かでもあまりよく理解していない人がいるということで、もう少し宣伝のためにイベント

をしましょうということで、地域協議会からご支援を賜りたいという話がありました。私

も委員の一人でありましたので、協議会で委員の皆さんにお話して、できるだけ協力する

ように頑張りますと申し上げています。今、鈴木委員からありましたように、せっかく立

派なものを作っても管理が悪ければ、これ何だろうとただちらっと見ていく程度ですので、

もう少し、あそこに来た人が見るだけでなく、わざわざあそこに行って歌を聞くに行くと

いうぐらいまで管理が行き届いたほうが、そのためには録音テープをきちんと整備して早

めに県民歌を聞けるようにしておいたほうがいいと思います。それとマスコットキャラク

ターのデザインですが、公募したのでしょうか。 

 

（長澤公民館長） 

 写真と見取り図がありますが、中に入る人が１メートル７０センチメートルを想定して

作ってあります。そして点線がその人の大きさですので、獅子頭の部分から見ますと全体

的にはやや細目かもしれませんが、ご承認いただいて作成するときにはバランスのとれた

マスコットに仕上げていきたいと思っています。これはマークを作ったときのある会社に

版権があります。まだそれが譲られておりませんので、その業者さんが自社で作ったもの

で、これからご承認いただければ、様々注文をつけて仕上げていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

（大信田会長） 

 特にキャラクターのデザインについては、おそらくこれからずっと何十年も太田のマス

コットキャラクターとして認知されていくと思いますので、皆さんからこうした方がいい

とか、何かご意見ございませんか。 

 そうしますと４つ目から３つの案件について、いろいろご意見いただきましたが、特に 

なければ皆さんからご承認いただいて、それで協議会としては承認するということでよろ

しいでしょうか。 

 

    異議なしの声あり 

 

（大信田会長） 



 ありがとうございます。ということで、本日の地域枠予算の案件はすべてご承認をいた

だくということで、委員の皆さんからご賛同をいただきました。 

 次に協議会の協議の内容は終わりましたが、その他ということで事務局から何かあるで

しょうか。 

 

（事務局） 

 その他の前にすみません。協議案件に関わることですが昨年度から協議会でお話があり

ました多目的掲示板の設置に関してですが、いろいろ方法など考えながら進めているとこ

ろですが、横断幕を道路脇に掲示できるようにということで、太田中学校のところ、永代

食堂の丁字路のところにポールを建てて横断幕を掲示できるような形で設置したいと考え

ております。決まりましたら事前に地域協議会に諮りたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 それと、文化講演会に絡みまして倉田政嗣さんの没８０年顕彰事業も進めていまして、

そのなかで歌詞の額と政嗣さんの説明板を作成する計画ですが、県民歌にちなんだ事業と

して映像を流すということと、８０周年ということで手拭いを作成することを考えていま

す。事業費として８５万８千円ほどを地域枠からの執行をお願いしたいということで、来

月の協議会に諮りたいと思いますが事前にご報告させていただきました。 

 

（草彅支所長） 

 太田地域文化講演会を９月２１日に開催する予定でいるわけですが、この日に地域の方

たちにお集まりいただくことになりますので、文化講演会の第２部という形で倉田政嗣さ

んの顕彰の場面を作りたいと自治組織連絡協議会の会長さん、事務局長さん等で様々検討

を加えている状態のようです。その倉田政嗣さんの顕彰のなかには、県民歌の詩のパネル

を作ったり、あるいは歌を披露しましょう、政嗣さんの活躍や人となりをお話ししましょ

うというようなことがあります。今のところ、８５万８千円ほどの予定で事業を組んでみ

たいということで進めているようです。次の協議会を９月の初めころに開催しまして、皆

さんにご承認いただきたいということで進めているようですが、この事業の予算について

は、次回の会議でご承認いただく頃には発注していなければ２１日には間に合わない状態

になるかと思われますので、詳しい内容につきましては９月の協議会でお話させていただ

きますが、今、口頭でお話ししたように８５万ほどの事業を進めさせていただくような形

で事前にご承諾いただければありがたいなと考えております。その点について会長さん、

大変申し訳ございませんが、皆さんのご意見を伺わせていただけるとありがたいと思いま

す。何卒ご承認いただけるとありがたいと思います。 

 

（大信田会長） 

 次回の協議会が９月上旬頃ということなので、協議会で承認するかしないかの議題が出

たときは、もう発注していないといけないということですので、詳しい内容まではまだ成

案が出来ていないけれども８５万ほどの予算のなかで事業を執行したい考えのようです。 

内容としてはお話があったように、文化講演会の事業のなかの一つだということで、何年

に一度しかない機会を捉えて顕彰したいといことでありますし、文化講演会の小松信さん

はふるさと会の会長さんで東今泉出身の方で、そういう人が来て講演をしてくださるとい

うことですので、自治組織連絡協議会ではお金がないので、協議会の地域枠予算を活用さ



せていただきたいということなので、皆さんからご賛同いただいて、詳しい内容について

は９月上旬の３回目の協議会の際に多少の手直しはあると思いますが、概ね８５万ほどの

事業を執行させてほしいということですので、何とかご賛同いただけるようにお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（倉田良子委員） 

 二つのことが地域づくり講座の一部と二部という形で事業をしたいということですね。

であれば、この前、新聞か雑誌かについていたんだけれども、税金のことは自分のお金で

ないものだからべらべらと使っちゃう。だけれどもやっぱりこれは吟味してきちんとした

内容でなければならないということを感想を書いていた先生がおりました。今、私も聞き

ながらその言葉をぱっと思い出したわけなんです。とてもいい事業と思いますけれども、

やはりきちんとした内容で、それからやはり私たちは住民の代表ということで、ここに座

らせていただいていることですので、これが町民に出たときにきちんと説明できる力を持

っていなければならないと思います。ですからこのことに関しては非常に大きなお金であ

りますので、どうか私たちにもきちんと分かるように、できるだけこういう事業の場合に

は分かっていることであれば早く見積りを取ったり、早め早めに伝えながら、そして理解

してもらって広く伝えて、これからもいい形で私たちの先になる人だったんだなというこ

とを感じ合いたいと思います。 

 

（大信田孝文委員） 

 今、倉田委員からもありましたが、金額が結構張ることもありますが、文化講演会とし

ての事業なのかどうかというのがひとつまず疑問です。文化講演会並びに秋田県民歌云々 

という名称でいくのか、全く別の事業として計上するのかということが、これでいくと文

化講演会の小松信さんの講演会と両方合わせれば、もしかすれば１００万円を超えるかど

うか分かりませんけれども、そういう事業になるわけで、太田の住民の方々にもかなりア

ピールできることも多いので、やること自体についてはすごくいいわけですけど、事業を

進めるかたをもうちょっと検討してもらえればと思います。 

 

（大信田会長） 

 ちょっと整理してみますと、まだその内容が固まっていないために、こういうような説

明の仕方になったと思います。講演会は講演会で予算を計上して、歌碑に係るイベントと

かの事業と別けたほうが分かりやすいようですので、ただ事業の中身はこの協議会で決め

た予算で動くということですので。 

 

（小松市民サービス課長） 

 今年の一番最初のときも、今年やるべき事業をすべて網羅してから皆さんから審議して

もらうのが本来だったわけですが、ただそのとき詳細が決まっていなかったから、特にこ

の文化講演会については、去年は１５万円くらいで出来ているわけです。講師の謝礼とか

旅費くらいなので。今年も文化講演会にはおおよその予算として５０万円を置いていて、

そのときは講演会そのものだけの予定だったんですが、自治組織連絡協議会のなかから、

一昨年だったか倉田松濤展やりましたが、それと似たようなことをやりたいといことで、

倉田政嗣さんの没８０年の年なのでやりたいという話は伺っていましたが、実際どれくら



いの事業を何としてやるかは、自治組織連絡協議会の担当と一部の人たちが練っているわ

けでまだ見積書も上がってきていない段階で、ただ今日は皆さんが集まるということで、

詳細は決まっていないけど、おおよそこれくらいでやれるだろうということで、また委員

の皆さんから事後承諾かという話になるので、細かいことは見積も出てくるだろうし９月

のときになりますが、ゴーサインをいただけませんかと相談した方がいいということです。 

 

（大信田会長） 

 私が自治協のほうで多少中身を分かっているから分かったようなふりをしていたけど、

皆さんは初めて今、この事業の話を耳にしたろうと思いますが。今、課長さんが話したよ

うな内容です。要は文化講演会は毎年毎年やりましょうと、ただどういう内容でどういう

ものをやるかは個別の話で当初から予算が分からいのが慣例なので、今年はたまたま県民

歌のこともあるので何かやるだろうということで５０万円程度を見越したというようなこ

とのようなので、多分これは今お話しがあったような内容で大体まず固まるんだろうと思

います。自治組織連絡協議会では、こういったことをやりたいということで何とか支所の

方で考えてもらいたいとお願いをしているわけなんです。支所では地域枠予算を活用して

ということで地域協議会へ諮っていきましょうということですので、内容はいろいろ細か

いことは９月の協議会でご審議いただくことにして、取り敢えずこういう内容で概ね大体

１００万円以下で進めたいということについての説明です。私個人的には、このイベント

というか２部のほうはかなり注目される、おそらく報道機関が相当来てくれるだろうと思

います。こちらからそういう働き掛けしなければいけないんだけども。やはり県民歌はず

っと後世に残していきたいということのようですので、この際なんとかして全県的にＰＲ

していきたい、そのためには歌詞額などはきちんとしたものにしたい、多少お金をかけて

でも何回もやることではないのでという意味で、地域枠予算から可能な限り出すというこ

とで皆さんのご賛同いただきたいのですが。 

 

（小松市民サービス課長） 

 自治組織の方々は没８０年になったので、せっかくここと所縁のある人なので、秋田県

民歌の歌詞を額にして後世に伝えていきましょうということを計画して、イベントという

かセレモニーをしましょうと、その考え方に同調してもらえないかということと、予算の

ことについては、もうちょっときちんとしたものを出せと言われれば、今のところ見積も

上がってきていないし、おおよそこのくらいだろうということなので、２１日に間に合わ

せることになるだろうし、８月の末ころにもう一回皆さんにお集まりいただいてやること

になるんですが。 

 

（大信田会長） 

 そうすれば協議会としては、講演会の事業と切り離して予算項目を作ってもらうと。そ

うすれば講演会の事業としては１５万円くらいにしてもらって、県民歌のイベントという

か事業については、例えば５０万なら５０万、そのなかは看板だとかひっくるめて例えば

５０万の範囲内で両方合わせて７０万になると概ね分かるわけですよね。その程度であれ

ば、そうすれば屋内に額をつけることを前提にして７０万前後の範囲であれば、細かい出

入りはあっても地域協議会としてはイベント事業に対して全面的に協力しましょうという

ことでご賛同していただけないでしょうか。 



 

    異議なしの声あり 

 

（大信田会長） 

 ということで、７０万前後ということで、事業するときに大幅にかかれば前後だからい

いけど、１００万近くなってしまうと連絡いただければ。電話でいいので。よろしいでし

ょうか。大変いろいろなご意見いただきまして、ありがとうございました。 

 今日の地域枠予算の執行についての議論をいろいろ皆さんから知恵をだしていただきま

した。他になにかありませんか。 

 

●その他●その他●その他●その他    

（鈴木弘之委員） 

 その他です。２，３年前からいろんなところで松枯れの被害がかなりあるということで、

大きな松が枯れたりして気の毒だなと思っています。太田町のメインストリートなのかな

農協のスタンドから診療所までいく両側の松の木が大変かわいそうな状態になっています。

死んでいるような松もあります。太田町の顔として如何かなと思っています。どうか処分

するなり、新しいものに植え代えるなりしなければということで、そうしたことにも目を

向けていただきたいと提案します。あと毎年、私、防災タワーの件のお話をして、防災タ

ワーはお金かかかるし無理だと言われております。太田の庁舎のすぐ隣に大きなスピーカ

ーのタワーがあります。チャイムが鳴りますが、風向きで聞こえたり聞こえなかったりし

ますけれども、ほとんどの場合チャイムが聞こえると。そうすればあのタワーにスピーカ

ーとか付けるだけで、太田地域の半分なり３分の１が網羅できるのかなと思いました。そ

れで、あのタワーは青少年健全育成なんかで立てたと思いますが、もし出来るとしたらあ

のタワーからいろんな情報を発信できるようなことが出来ないのかなと思っていますので、

考えていただければありがたいと思います。 

 

（大信田会長） 

 ２点ほどの意見、要望がありました。まず一つ目ですが、現状をよく見ていただいてい

い方向へお願いします。あそこの管轄は支所ですか。 

 

（事務局） 

 すみません、捕捉で。ちょっと調べてみました。松葉古病だそうです。それは剪定のし

すぎでそうなるようなので、あまりにも手をかけすぎてしまったことが原因であろうとい

うことでした。葉っぱがほけてくるときに、ほけてくることもあるようなので、それにち

ょっと期待していたところです。もし期待に沿わなければ、それぞれ所管に話して何とか

してもらいたいとは思っているところです。 

 

（大信田会長） 

 まず様子を見させていただいて、もしどうしようもない場合は、それなりの対応をして

いただくということで。それでは、ほかになければコミュニティバスについてお願いしま

す。 

 



（湯野澤市民サービス課参事） 

 ・地域公共交通対策（コミュニティバス）について 

   太田地域のコミュニティバスの現状と課題について資料により説明 

 

（大信田会長） 

 はい、ありがとうございました。公共交通につきましては、これまでいろいろご検討な

さって、大変な大きな課題となっております。今お話しあったとおり現状と課題について

は、なるほどそのとおりだと思います。いずれこれについては、次回の協議会までにご意

見をまとめていただいて、まず現状を認識していただいたうえで、次回の協議会で話し合

うということでよろしいでしょうか。そういうことで本日の内容については予定より時間

を大幅に超過しましたが、大変ご熱心に内容のある協議をしていただきました。本当にあ

りがとうございました。支所のほうにはいろいろご意見を申しましたが、ご検討のほどよ

ろしくお願いいたします。ということで本日の協議会はこれをもって終わらせていただき

ます。どうもありがとうございました。 
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