
平成１８年度第１回中仙地域協議会 会議録 
 

１ 開会の日時及び場所 
   ・日時 平成１８年６月１５日（木）午後２時３０分～午後５時３０分 
   ・場所 中仙総合支所 ２階 第２１会議室 
２ 出席した委員等の氏名 
   ・出席委員 秋山 康委員  古村貞夫委員  齋藤麗子委員  佐藤昭夫委員 

 佐藤育男委員  高橋國文委員  髙橋尊雄委員  高橋辰美委員 
 高橋亮光委員 傳農富士夫委員  長谷山祥子委員  平瀬一浩委員 
 藤澤英夫委員   藤田貞子委員  以上１４名 

        （欠席 木元洋子委員 佐々木郁彦委員 髙橋 修委員 髙貝昇太郎委員） 
   ・市職員  中仙総合支所長 後藤善良  地域振興課長 冨岡暁雄   

  地域政策考査員 田口元彦  地域振興課副参事 佐々木孝雄 
  地域政策課主幹 田口祥吾  農林振興課長 鈴木雅幸 
  市民課長 佐藤昭光  収納対策考査員 鈴木光信   

建設課長 傳農順一  教育委員会中仙分室長 五十嵐政博 
教育委員会中仙分室副参事 秋山功  八乙女荘事務長 佐藤和久   
桜寿苑施設長 加藤恭造  以上１３名            

３ 次第 
  【開会】 
    会長が開会を宣言 
 

【会議の成立】 
事務局から出席委員１４名、欠席委員４名で２分の１以上の出席があり協議会の成立する事

を報告。 
 
【会長あいさつ】 

 ・昨年の７月にこの協議会が設置され、これまで数回協議会を開催しましたが、皆様か

ら貴重なご意見・ご協力をいただき、市民の負託に応えられる状態になったと思いま

す。今日の議題にもあるように、これからも様々な問題について、皆様から忌憚のな

い意見やご協議をいただき、市役所の幹部の皆様からもご指導ご協力をいただきなが

ら会を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
【中仙総合支所長あいさつ】 

・合併から２年目となり実質的なスタートとなりました。今年度予算は一般会計が 443
億 8950 万円で前年当初予算より 2.6％の減となっています。予算詳細については、

後ほど各課長から主要事業について説明がありますのでよろしくお願いします。 
・大仙市では総合計画が策定されており、基本構想が平成 18 年から 27 年までの 10 年

間、基本計画が 10 年間を前期・後期に分け此度 22 年度までの前期計画が示されて

おります。実施計画ではこのビジョンの内容や実施期間について示されています。 
・大仙市行政改革大綱による行政改革集中改革プランが策定されておりますが、この推



進期間は平成 17 年度から 21 年度までの 5 カ年となっています。この推進項目の主

なものは、大きく三つに分かれています。抜粋してその中の一つについてご説明しま

すが、それは市民参画と協働の推進ということで、一つめは市民と行政の役割の見直

し、これについては地域住民に必要なサービスの向上の推進を図ることです。二つめ

は市民の行政参画の推進で、これについては地域協議会と共に地域づくりを推進する

内容となっております。後の二つは行政運営と財政の健全化なので省略させていただ

きます。 
・今後とも地域協議会として、地域特性を活かした魅力ある地域づくりを積極的に進め

ていただきたいと思います。本日の議題については、地域協議会委員活動支援事業、

地域枠予算事業、地区コミュニティ会議とありますがよろしくご審議願います。 
【議事】 

（１）会議録署名委員の指名 
    会長が髙橋尊雄委員、長谷山祥子委員の２名を指名。異議なしと認め了承する。 

（２）平成 18 年度中仙地域自治区関係主要事業について 
・傳農会長…議題（２）平成 18 年度中仙地域自治区関係主要事業についてを議題とい

たします。一通り説明が終わった後、質問意見を受けたいと思います。それでは関係

課長から説明をお願いします。 
・各担当課長次の事項について説明 
・地域政策考査員…乗合自動車補助金 
・市民課長…知的障害者通所更正施設整備事業、温泉ふれあい入浴サービス券交付事業、

消防施設整備事業、平成 18 年度市民課関係事業の主な改正点（介護保険関係、障害

者福祉関係、医療関係、高齢者福祉関係、子育て支援関係） 
・農林振興課長…産地づくり推進事業、畑作園芸振興作物事業、あなたと地域の農業夢

プラン応援事業、フロンティア農業者研修、病害虫防除、中仙地域総合畜産振興会、

ジャンボうさぎフェステバル、県営ふるさと農道緊急整備事業、県営排水対策特別事

業、県営担い手育成基盤整備事業、県営担い手育成基盤整備事業（高度利用型）、森

林整備地域活動支援交付金、県営共生保安林整備統合補助事業 
・建設課長…交付金事業、まちづくり交付金事業、公共下水道事業、簡易水道事業、農

業集落排水事業、辺地対策事業 
・教育委員会中仙分室長…豊川小学校プール改修工事、中仙中学校体育館天井板止め具

改修工事、鴬野分館外構工事、長野分館多目的ホール間仕切り改修工事、農業者トレ

ーニングセンター屋根塗装工事、農業者トレーニングセンター渡り廊下屋根・水切り

材取替工事、（仮称）八乙女研修宿泊施設大規模改修事業 
・八乙女荘事務長…八乙女荘の現状 
・桜寿苑施設長…桜寿苑の現状 
・傳農会長…それでは説明が終わりましたので、委員の皆様から質問を受けたいと思い

ます。答弁は関係課長からお願いします。初めに１ページ地域振興課の関係ですがご

ざいませんか。 
・藤澤英夫委員…まちづくり支援事業と会館維持費助成は今年もあるでしょうか。 
・地域政策考査員…要綱等を近々行政協力員を通じ配付します。昨年と若干名前、内容 



が違っております。 
    ・傳農会長…他にございませんか。無ければ２ページの市民課関係の主要事業について質問

を承ります。 
    ・佐藤育男委員…地域包括支援センターの創設とありますが、内容について説明願います。 
    ・市民課長…介護要支援と要介護１～５まで認定していますが、できるだけ介護を自宅でで

きるようにするための施設です。今までは要支援者への事業だけでしたが、これからは高

齢者、一般の健常者も併せて、介護を受けるようにならないよう指導する総合的な施設を

めざしており、高齢者対策の包括的な事業をこの中で行っていく予定です。 
    ・佐藤育男委員…介護を受けないような指導をするということですか。 
    ・市民課長…そのとおりです。 
    ・傳農会長…課長の説明にもありましたが、ふれあい入浴サービスはかなりの不評を買って

おるようで、寝たきりの人に行ったとか、介護している家族のことも考えた方が良いじゃ

ないかとか様々な意見があるようです。再検討するようなのでよろしく検討してください。 
    ・秋山康委員…子育て支援関係が三つと医療関係が出産と丸福、子どもに対するものが五つ

載っていますが、旧中仙町の出生率とこの五つで出生率が上がると考えているのかお聞き

します。 
    ・市民課長…今手元に資料が無くわかりませんが、この施策だけでは数字として直ぐに効果

が出るとは個人的には思いません。方向としてはこのように支援していくことが大きな流

れであり、これに乗った事業となっています。 
・秋山康委員…是非加速していって貰いたいと思います。 
・平瀬一浩委員…放課後児童クラブは旧中仙幼稚園でやっているものか、また状況をお知ら

せください。 
・市民課長…昔の幼稚園で４０名の定員ですが、現在３０名弱が来ており、対象は小学３年

生までで、土曜日の朝から７時まで運営しております。主に自宅に親御さんがいない共稼

ぎ世帯のための施設で、勿論夏休みの期間中も運営します。 
・傳農会長…今年度からですか。 
・市民課長…前からありましたけれど、ドンパルから移しております。 
・傳農会長…他にありませんか。無ければ５ページ農林振興課関係に移ります。 
・高橋國文委員…担い手安定対策の法律がとおり、来年からそれの本番になりますが、あと

数ヶ月ということで、農協でも専門スタッフ３人程を配置し、集落営農の法人化、グルー

プ作りに一生懸命市の応援を得ながら頑張っております。しかし新法に載ることができな

い方も相当おるようで、こうした日陰部分の支援策について方向性を紹介していただきた

いと思います。１６年度の産地づくりの補助金が１億４５００万円ぐらいだったと記憶し

ておりますが、新法がこのまま適用になりますと、１９年度ではこの金額が確実に目減り

すると思われますので、何とか方向性を示していただきたいと思います。 
・農林振興課長…これは農協さんの方が詳しいと思われますが 19 年度対策から漏れた方に

ついてはどのような方法があるかというと、基本的には集落営農で行ってほしいと考えま

す。今の段階で、集落営農が進まない集落は認定農業者制度がございますので、こうした

制度に乗っかった担い手を作った形で、その中に作業の受委託とかそういった面で進んで

いただければと思っております。ただ来年度から始まる生産調整もあるわけですが、その



大部分というのは、担い手に加われない人についての生産調整で、このような方々からも

協力を貰わなければ 100％達成は無理と思われます。ある程度、19 年度対策に移行する

段階でそういうような手段も出てくるのではないかと思います。今現在農業夢プラン事業

が行われておりますが、この事業については、今までは個人でも対応できた事業ですが、

今年から 19 年度対策に向けた形で、担い手だけが対象となるということです。今まで中

仙地域だけを見ると、このような制度を利用しての園芸産地の拡大について、殆どの部分

が個人対応の部分が大きな面を占めているわけでして、こういった面も来年度仙北枠、特

別枠を設けていただきたいと振興局にお願いしています。もしかすれば、夢プランについ

ては年齢制限があると思いますが、来年から若干の枠がとれると思っております。来年度

から始まる担い手づくりの枠からはずれた方々については、あくまでも集落営農、営農だ

けじゃなく対策ということと、認定者、法人の方々に作業の受委託をもって対応していた

だきたいと思います。 
    ・高橋國文委員…そういった方向性で、私共農協もまとまるよう誘導をしますけれど、そう

ならない農家の方も若干いることも予想されますので、市行政、農協、集荷団体の皆さん

からの良いご意見を纏めて、陰の部分の方々にも手を述べていかなければならないと思い

ますので協調・共同でよろしくお願いします。 
・古村貞夫委員…集落への説明会は計画的に行っているものか、又は集落からの要請による

ものでしょうか。集落からの要請とすれば、要請が無ければやらないと云うことでしょう

か。 
・農林振興課長…集落座談会は要請により出向くことにしており、それに基づき今まで行っ

てきました。現在一回りしたと云うことで、第 2 段階の説明会に入っております。 
・傳農会長…他にございませんか。（声無し）無いようなので 6 ページ建設課関係に移りま

す。 
・平瀬一浩委員…二日町石持線は中仙小学校の裏を通る路線と思いますが小学校に直接来る

ことになりますか。父兄の中では通してほしくないとの意見が多く出でいます。又、新山

５号線はどのようになる予定でいつ頃完成か教えてください。 
・建設課長…学校に通すかどうかは、学校と協議することになりますのでよろしくお願いし

ます。新山５号線は用地が決まれば小滝側から先１４０ｍは今年中に完成します。幅員は

歩道を含め１２ｍです。 
・傳農会長…他にございませんか。（声無し）無いようなので 8 ページ教育委員会中仙分室

関係についての質問を承ります。 
・藤澤英夫委員…八乙女宿泊施設ができれば、さくら荘は取り壊すのか、それとも 2 本立て

となるのでしょうか。 
・教育委員会中仙分室長…さくら荘はそのままで、八乙女研修宿泊施設に湯だけ分けて貰う

ことになります。 
・傳農会長…他にございませんか。（会場より無しの声）そうすれば八乙女荘、桜寿苑につ

いてございませんか。（会場より無しの声）無いようですので、（３）地域協議会… 
・佐藤育男委員…すみませんお願いします。 
・傳農会長…はいどうぞ。 
・佐藤育男委員…市当局の方から予算が 10％減だということは、私らも財政難だというこ



とで理解しています。今その 10％減で執行されていると思いますが、当初合併前の五カ

年計画とかあったと思いますが、それに比べるとどのくらい減っているのか、比較とかで

きますか。一般会計当初の事業課について。 
・支所長…合併時に策定した基本計画は、あのような実態で、合併後に活かされるかどうか

は財政次第ですが、そういう総額的な財源がないということで、現状のような財政となり

それに伴って計画が新たになりました。その辺のご理解を願います。 
・佐藤育男委員…前回市長さんが見えたとき、発展計画の中で 17 年度一般建設費が 79 億、

18 年度が 106 億、という風に何か特別な事業があるのか質問しましたが、総合政策課長

さんが、旧市町村単位の時の要望事項で消化しなければならないのがあって、膨らんでい

るとの説明でした。今現状１０％の減として出てきているものと、そのときの答弁の矛盾

を感じますが、18 年度の発展計画に載ってる 100 何億の内容について、提示とか見せて

貰えるでしょうか。均衡ある発展を考えれば、20 何億も増えて減っているというのはど

うなのか、単純に知りたいところですので、資料とか提示できるとすればお願いします。 
・支所長…地域協議会にですか。 
・佐藤育男委員…はい、協議会にです。 
・支所長…出しても結構ですが、見るだけです。 
・佐藤育男委員…どうなっているのか見たいだけです。 
・地域政策考査員…これについてはこちらで協議し、次回までどうするかということで検討

したいと思います。 
・地域振興課長…今 10％の削減とありますが、これは補助金交付の団体に対する削減で、

普通建設事業費の一律 10％カットではないので訂正させていただきます。 
・傳農会長…他にないようですので、（３）地域協議会委員活動支援事業を議題とします。

事務局から説明願います。 
（3）地域協議会委員活動支援事業について 
・地域政策考査員…当事業につきましては、本年度からの新しい事業で、目的として市長の

諮問機関としての枠にとらわれない地域協議会委員の多様な活動を支援し、地域協議会の

活性化を図るとしています。事業内容としては先進地研修等への研修助成金として 1 地域

２０万円を計上しています。これにつきましては、計画書を提出し審査を受けて決定する

こととされています。また、指導助言のためアドバイザー派遣費として次回の協議会まで

どのように活用するか考えていただきたいと思います。 
・傳農会長…今説明ありましたように、一地域協議会で 20 万円使ってよろしいということ

のようです。別枠の指導助言のためのアドバイザー派遣費というのはどういうことですか。 
また、1 回 8 千円で終わりですか。 

・地域政策考査員…研修会へ学識経験者等を呼んだ場合の費用で 8 千円で終わりのようです。 
・傳農会長…審査もあるようなので、開催計画を作成し、皆さんから検討していただきたい

と考えます。良い案がありましたら次回までお願いします。次に（4）地域枠予算事業を

議題とします。事務局から説明願います。 
（４）地域枠予算事業について 
・地域政策考査員…これにつきましては、大仙市全体で 4,500 万円で大曲地域 1,000 万円、

他の地域は 500 万円です。今回 7 ページに運用イメージがありますけれど、今日要綱等



について完全な形でご説明したいと考えておりましたが、細部についてまだ流動的な面が

ございます。このイメージは 3 パターンの類型となっており、実施類型Ⅰは市が行う事業

で、地域団体が行うよりも市が行った方が事業効果が高いとされるものです。実施類型Ⅱ

は地域の団体と市が協働で行うもので、市が原材料等を団体に支給するものです。支給対

象団体は自治会登録団体、地域内の任意団体で、支出科目は原材料費、消耗品等で現物支

給となっています。実施類型Ⅲは地域の団体への補助で、対象団体は地域内の任意の団体

となっております。補助対象事業はごらんのとおりで、補助額は 20 万円限度となってい

ます。各団体から支援要請があった場合、市長が申請者の地域協議会の意見を尊重し交付

の可否を決定するという運用となっています。もっと詳しく細部についてご説明したかっ

たのですが、先程言いましたとおり、まだ中身に流動的なこともございまして、8 月に予

定している協議会で詳しい説明をしたいと思いますのでよろしくお願いします。続いて今

回地域枠予算について各団体から要請がございました。地域内の任意団体と言うことで、

ボランティア団体、学校や企業など地域内団体、土着した風俗を通じた地縁団体、支給対

象団体これについては流動的ではありませんので、私の方で受け付けまして、今日協議会

の皆様から協議していただきたいと思うわけでございます。土着した風俗を通じた地縁団

体につきましては伝統芸能関係の団体でございます。要請団体でございますが、豊川小学

校児童安全見守り活動を行う、かわっ子見守り隊で、事業の目的は、登下校時に児童の安

全見守り活動を地区全戸で行い、子供の安全を見守るということでございます。内容は、

防犯腕章を全戸配付し、地区民がそれを着け自分の意志で子供の安全を見守るということ

です。活動時間は朝が７時 30 分から 8 時まで、下校時は 2 時 30 分から 4 時まで、予算

につきましては 21 万円で収入は補助金が 20 万円、寄付金が 1 万円となっています。支

出も同額となっております。2 番目は清水っ子防犯パトロール活動を行う清水っ子防犯パ

トロール隊で、目的は防犯パトロール活動を通じ、地域住民が一体となって子供の安全に

取り組むこと、内容はパトロールベスト等を購入し、夏期休業中を含め見守り活動が通年

にわたり継続するようにすることです。予算は 16 万 7 千円で、収入は市補助金 16 万 7
千円、支出も同額としております。3 番目は不審者対応安全見守り活動を行う豊岡小学校

ＰＴＡで、目的は児童の安全を見守る活動を進めることで、不審者が入り込めない地域づ

くりに寄与することです。内容は登下校時のパトロール、通学路の巡視等となっています。

予算は 14 万円で収入は市補助金 14 万円、支出も同額となっています。4 番目は中仙公民

館豊岡分館環境美化活動を行う豊岡分館環境美化実行委員会で、目的は市と同実行委員会

が協働し、分館周辺の環境美化を行うことで、内容は分館敷地内の法面の雑草を除去し、

1 万 4 千株の芝桜を植え付けるとしています。予算は市の支出 97 万 4 千円で芝桜購入費

96 万 2 千円、機械借上 1 万 2 千円を見ています。5 番目は長瀬部落の街灯設置事業で、

この事業は今年度から地域枠事業とされております。内容は 40ｗの水銀灯を東北電力の

電柱に設置する費用の 2 分の 1、13，650 円の補助金申請です。6 番目は黒土神楽伝承活

動事業を行う黒土神楽伝承活動推進委員会で目的はこの伝承芸能を保存記録し、後世に伝

えることで、内容は太鼓、囃子の衣装が無い状況にあり、衣装も重要な位置を占めること

からこれを揃え、活動及び伝承して行くことです。予算は 20 万円で、収入が市補助金 20
万円、支出も衣装 40 枚 20 万円と同額になっております。以上簡単な説明でしたが、審

議の程よろしくお願いします。 



・傳農会長…ただ今地域枠予算について説明がありましたが、（１）の豊川小学校児童安全

見守り活動については、年度当初から要望がありました。そして昨今藤里町の事件があり、

地域振興課と協議して待っていられないとなり、私と市とが協議して専決して承認してお

ります。この件については実施してしまったと言うことでご了承をお願いしたいと思いま

すがいかがでしょうか。（異議なしの声あり）そうすれば 1 番は了承ということとします。

次に 2 番、3 番、4 番とあるわけですが、地域協議会の中で協議して善し悪しを決定する

と言うことですので、審議を行います。2 番の清水っ子防犯パトロール活動はいかがでし

ょうか。 
・平瀬一浩委員…2 番 3 番は異議ありません。豊川小、清水小、豊岡小と主体がＰＴＡにな

っているようですが、中仙小学校が無いのはどうしてでしょうか。たしか 17 年度事業で

有ったと思いますが、ただ別の事業でやっていたかもしれませんが、地域枠にこのように

各校のものが上がるのはそぐわしいのか、これだけの状況になっているのなら地域枠じゃ

なくて本来の自治体なり、市の予算でやれるのじゃないかと思います。これについてもし

決定事項があったら教えてください。 
・地域政策考査員…先程支給対象と言うことでお話ししましたけれども、学校等も地域内の

団体と言うことになっています。その中において中仙小学校からも要望が出てましたが、

ソフト関係で地域の課題を解決するというのにはそぐわないということで話し合った結

果、県で今始まった補助制度を利用することにしました。これにより中仙小学校からは今

回出ていません。 
・平瀬一浩委員…中仙中も出たはずですがどうなったでしょうか。 
・地域振興課主幹…中仙中は防犯グッツの購入、パトロール隊の結成ということで出てきま

したが、将来的に継続するかとなればそうでもなく、防犯グッツの購入も地域の課題を解

決ということにはそぐわなく、中学校の了承を得ながら別の予算でということになってい

ます。 
・平瀬一浩委員…別の予算というのは 
・地域振興課主幹…県の予算で何かあればそれを利用するということです。防犯ステッカー

の購入、立て看板の作成、会議費等で地域枠予算を使い課題を解決するというのにはそぐ

わないようでした。 
・平瀬一浩委員…今年から始まった地域枠予算事業ですが、申請段階でそぐわないものが有

れば指導していただき、別のものに変えて出す事ができるなら、そういう指導をしていた

だきたいと思います。 
・地域政策考査員…それについては申請段階で学校の先生とも話し合いをしております。 
・平瀬一浩委員…わかりました。私は２、３については賛成です。 
・傳農会長…1 については専決しましたけれど、2，3 についてどうですか。（会場より異議

なしの声）それでは２、３番を了承する事とします。4 番の中仙公民館豊岡分館環境美化

活動についてはいかがでしょうか。要綱上でこの事業は良いですか。 
・地域政策考査員…地域の団体と協働という事で、原材料の支給となります。 
・高橋亮光委員…面積、金額も大きく又、管理もすごく難しいと聞いております。植えた後

の管理をどうするか、現地を見ながら意見を聞き、もう少し検討したらいかがでしょうか。 
・傳農会長…協議会の中で実地調査をするなどして、管理の関係を聞かなければならないし



継続審議という事でどうでしょうか。 
・長谷山祥子委員…こめこめプラザにも芝桜が植えられていますが、最初はすごく綺麗でし

たが、だんだん雑草にまかれ、今随分時間を掛けて除草しているようです。何年も経つと

状況が良くないようなので、よく考えてやった方が良いと思います。 
・傳農会長…継続審議という意見がありますがどうでしょうか。（異議なしの声有り）それ

では継続審議といたします。機会があれば現地調査をしたいと思います。 
・地域政策考査員…現地調査という事ですが、全員で調査するよりも総務まちづくり班で調

査し、結果を次回協議会に報告することにしてはどうでしょうか。 
・傳農会長…どうですか。（賛成の声有り）それでは総務まちづくり班に調査をお願いしま

す。 
・地域政策考査員…それでは総務まちづくり班の皆様には、後日日程調整をし、ご連絡をい

たします。 
・傳農会長…5 番の長瀬部落街灯設置事業ですが、前はまちづくりの方にありましたが、今

年から地域枠予算事業になったようです。いかがですか。 
・平瀬一浩委員…これは新規の設置という事で要望ですか。又これについて地域協議会に諮

らなければならないものですか。 
・地域政策考査員…前のものが老朽化のため使えなくなり、一式取り替えるものです。地域

枠予算事業については、地域協議会の了承を得る事となっておりますので、街灯設置につ

いても他の事案と同様となります。 
・傳農会長…新規でも改修でも全て地域枠予算になりますか。 
・地域政策考査員…完全に新しくなるものは該当になりますが、修繕については該当になり

ません。 
・傳農会長…5 番についてどうですか。ご異議ございませんか。（異議なしの声あり）それ

では 5 番を了承することとします。6 番の黒土神楽伝承活動事業はいかがでしょうか。 
・藤田貞子委員…清水小学校において代々伝承してきておりますが、衣装が全部揃っていな

いので、完全な神楽を伝承させるためにも承認くださるようお願いします。 
・傳農会長…藤田委員から承認の要請がありましたがいかがですか。（異議なしの声あり）

異議無いようですので 6 番を承認することとします。次に（５）地区コミュニティ会議に

ついてを議題とします。事務局より説明願います。 
（５）地区コミュニティ会議について 
・地域政策考査員…本庁より、各地域に活動部隊としての地区コミュニティ会議を設置する

かどうか照会がありました。当地域では地域協議会で課題を解決するとし、設置の必要性

がないと考え、この旨回答しております。大仙市において、このコミュニティ会議の設置

は少ないと聞いております。ご協議の程よろしくお願いします。 
・傳農会長…協議会と別個に設置するものですか。 
・地域政策考査員…はい、そうです。実践活動部隊として設置されるものです。 
・傳農会長…今の地域協議会も月足らずであり、定着したときに考えることとし、現在では

時期尚早ということでいかがですか。（異議なしの声あり）それではこの件は時期尚早と

いうことにします。次に（６）その他ということですが何かありますか。 
（６）その他 



・平瀬一浩委員…市長への要望事項についての回答を、議事録とは別に委員に配付していた

だきたいと思います。 
・傳農会長…そのとおりだと思います。次回までお願いします。 
・藤田貞子委員…中仙地域の市外電話局は、住民の要望が有れば市内局にできると説明があ

りましたが、皆様どう考えているでしょうか。 
・地域政策考査員…中仙としての総意がなければならないので、市とＮＴＴと深い協議が必

要と思います。これについては相当長い期間が必要と思われます。 
・傳農会長…他に何かございませんでしょうか。（声無し） 

  【閉会】 
     会長が閉会を宣言 
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