
第３回協和地域協議会 議事録 

・日 時 平成１７年１２月２日（金） 午後１時３０分～ 

・場 所 大仙市役所協和総合支所 ４階大会議室 

 

・出席委員：加藤幸子、伊藤作十郎、加藤主税、加藤祐子、今野シオ子、今野庄蔵、、佐々木栄一 

進藤鐘一、柳原榮子、鈴木貞一、豊島萬蔵、武藤隆男、柳原忠幸、豊嶋一郎、今野弘子 

・欠席委員：進藤専一、加藤弘栄、茂木美竹 

 

・大仙市関係者 

協和総合支所：武藤支所長、今次長、滝沢税務課長、阿部市民課長、岩谷土木課長、加藤地域振興

課長、安田農林振興課長、教育委員会協和分室堀江副主幹、加藤峰山荘施設長、茂

木公民館長、佐川地域振興課副主幹、茂木地域振興課主査 

 

 

 

会  長  ：大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。一つ報告したいことがあり

ます。佐土原町と旧協和町は平成４年から交流事業を行っているが、今回佐土原町が

近々宮崎市に合併するということで交流事業を兼ねた研修をしたいということでこ

ちらに来られています。委員の皆様にも参加して頂きたかったのですが２日続けての

出席となるので当局と相談し副会長と私の二人で参加しました。１時間ちょっとの会

議でしたが、それぞれの立場で参加し意見を交わし、大変参考になりました。佐土原

では合併特例区という事で我々と全く違った形の自治区となっているようです。私達

のような立場の皆様が事務局と１３名でおいでいただいています。 

いよいよこの会議にも当地域の事業があがっており、後ほど説明があると思います。

事業についての予算折衝がはじまると予測しています。今日はこの会議を有意義に過

ごしたいと思っていますので御協力のほどお願いいたします。 

地域振興課長：会議録署名委員について運営規定第７条第２項に議長が指名することとなっています

ので、議長から指名をお願いいたします。 

会  長  ：会議録署名委員をご指名します。今野庄蔵さん、今野シオ子さんにお願いします。 

地域振興課長：議題に入りたいと思いますが、進行の方は会長さんよりお願いします。 

会  長  ：議題の総合計画協和地域関連事業の実施計画概要について説明願います。 

 

【 担当課長より説明 】 

 

地域振興課 → 市民課 → 農林振興課 → 土木課 → 教育委員会協和分室 

→ 協和公民館 → 峰山荘 

 

【 佐川副主幹説明 】 

 

会  長  ：ただ今の説明について、ご意見ご質問お受けしたいと思います。  

佐々木(栄)委員：地域振興課に伺いますが、カントリーパーク事業のグランドゴルフ場ですが、これ

が出来たあかつきにどのような事業を行う予定でしょうか。協和地区内のものか全県



的なものなのか。利用を高める方法をお聞きします。また市民課にですが、水沢老人

憩いの家の給湯ボイラー等改修工事について、私も当事者で言いにくい部分もありま

すが、確定した予算ではないと思いますが、是非経営状況も厳しいので、満額の予算

若しくはそれ以上の予算をお願いしたいと思います。農林振興課にですが、協和農業

情報センターの屋上改修事業についてですが、情報センターはどの程度使用頻度があ

るのでしょうか。庁舎も空スペースが出てきたという状況ですので、雨漏りするよう

な状況だとは思いますが、情報センターのあり方について検討すべきではないでしょ

うか。 

地域振興課長：カントリパーク事業についてですが、補助事業で要綱にかなったもので最大限良いも

のを作りたいと考えております。完成の際は条例を設置し使用料は頂く事になります。

また、大会については町内だけでなく県内の大会もできるような整備になるように要

求しながら進めたいと考えています。 

市民課長  ：老人憩いの家の件についてですが、かなり老朽化が激しくなっており最低限の補修は

必要だということで強く要求したいと思っております。この後老人憩いの家について

は指定管理者制度が導入されるということで、その協議についても関係者と協議しな

がら進めていきたいと思います。 

農林振興課長：情報センターの利用に関して、建設当時と今では状況がかけ離れています。当初農協

がここに入るということで建設されましたが、基本的な合意が別の方向に向いており

ます。それから、いろんな情報機器が入っていますが、日々電算機器は進歩しており

現在のニーズに対応できなくなっています。また、古い電算機器を管理していると年

間１００万程度の維持費がかかり財政事情を考えると使えないものはメンテナンス

を止めるという相談はしています。利用についてはパソコン講習会等行っていました

が機器が古く講習をやっても現在のものと機種が違っており意味がない状況です。利

用については農業関係のいろんな方面から検討を加えています。その他に都市交流で

グリーンツーリズムなどにも活用していますが、当初計画したとおりの利用はされて

いません。建物の補修も必要で維持管理費がかかります。別の方向に向けて関係者と

相談しながら検討していきたいと考えていますが、雨漏りは直さないといけないので

要求させてもらったところです。 

柳原(忠)委員：土木課に質問ですが、ハンディーターミナル検針システム導入事業ですが、何を検針

するのでしょうか。 

土木課長  ：簡易水道の水道使用料メーター検針です。毎月検針員が紙に記載し確認していたので

すが、紙に書くのではなく、機械に打ち込んで戻ってそのままパソコンに繋ぐことで

一気に事務処理ができ、２度手間を防ぐものです。これまで協和だけが行っていなか

ったので要求しましたが、現在旧市町村でばらばらのシステムを使用していたり、老

朽化しているところも含め水道局のプロジェクトチームがシステムの更新について

検討しており、その結果を待って新しいシステムを導入するため現在動いているとこ

ろです。 

豊島(萬）委員：農林振興課の林道維持管理工事についてですが、１年に５００万ということですが、

３６路線あって昨年は今年の倍の予算があったと思うのですが、これで間に合うので

しょうか。もっと予算を置いた方が良いのではないでしょうか。 

農林振興課長：路線数、延長距離も多い状況です。１６年度までは毎年１千万という予算もつけてお

り、それなりの維持整備をしてきました。いままでの経過の中で整備はしてきていま



す。平成１７年度は５００万で予算化して半分を経過しようとしていますが、大きな

災害復旧については国庫補助の事業を導入したいと考えております。これは計画に載

りません。災害の補助をうまく利用して大きなものは対応したい。５００万について

は砂利敷きや草刈り等の通常の経費に使うことで間に合っています。 

豊嶋(一)委員：農林振興課にですが、土壌改善事業で荒川地区に必要なのは事実ですが、庄内地区か

らの土壌にも１ｐｐｍ超える数値が出ています。幸い玄米から０．１ｐｐｍしかでて

いないということですが、危険因子もあるので、そちらにもこのような事業を適用し

ていただければと思います。 

農林振興課長：庄内にも前に鉱山あったということで、県の事前調査のリストに載っております。汚

染米は出ていないということですが危険度があるということで、県の汚染地域の対策

マニュアルがあり、周辺の土壌関係の調査はして行きたいと思っています。汚染米の

レッテルを貼られると生産者も気落ちすることがありますので、そういったもの地域

の方が望んでいるとすれば、予防対策を進めて行きたいと思います。特に消費者の米

の品質、有害物質にかかる感覚は非常に敏感ですので対策をとっていきたい。 

加藤(主)委員：事業費について説明を受けましたが、このとおり実現すれば良いと思いますが、予算

の削減の話があり、全体的にとおるものでしょうか。計画どおり行けば最高ですが、

後になってあれもできない、これもできないではダメなので、そのあたりどのような

ものでしょうか。 

支所長   ：確実にできるという事ではありません。今合併して８市町村で協議しながら新市建設

計画を決めて進めていますが、財政的に厳しい状況です。できるだけ起債等を考慮し

ながらある程度借金をしないでやっていくのが財政の方針です。このとおり完全にで

きるということは約束できません。２１日には総合計画の詰めが出来た段階でもう一

度皆様にお示しいたします。その時になると多少の年度間の調整、事業の再考、次年

度のローリングに回る等、毎年度のローリング形式は行われると思うので、そういう

事で進めていく格好になると思います。このとおりはかなり無理があると思います。

当初新市建設計画にあげたものがあります。合併当初はできるものはなんでも上げて

おいた方が良いということで落ちなくあげてきた経緯があります。今は必要性、優先

順位、実際その地域で必要かどうか住民が本当に望んでいるかが重要になります。わ

がままもいっていられない面もでてくると思います。そういうことでお願いしたいと

思います。 

加藤(主)委員：こういうことで合併すると地域の皆様はかなり悩みながらそれに従ったと思うが、合

併したのに事業も行わずに進んで、予算は削減という話が聞こえてきます。我々はそ

ういう話をこういう場で聞く事ができるのでよいが、地域の人たちは合併当時の気持

ちでいるので、かなり心配はしているのは事実だと思います。 

支所長   ：全体的に１０９億という数字も報告していますが、１８年度だけで普通建設事業で４

４億、１７年度は各旧市町村の持ち寄りだったが２０億ぐらいの実施事業費でした。

１８～１９年度では６６％の事業が全体の中に入っています。その中で大きいのは市

民体育館建設８億や統合小学校建設２２億ぐらいとなっておりそれだけでも３０億

近くなります。全部ダメになるという事はありませんが、苦しい事情もあり多少の年

度間の調整はあると思います。全体的にこのとおりにはならないということ。大筋は

各課から説明してもらいましたが、通らないという事ではなく実施されるものもある

ので、もう一度この次の協議会で皆様に相談できればと思っています。 



加藤(幸)委員：土木課に質問ですが、除雪対策で小種地区は大仙市の隅で一番除雪がどうなるか住民

も心配しています。２０年度から全面委託になるとの説明でしたが、どういう風に除

雪のサービスが変わってくるのかご説明をお願いいたします。 

土木課長  ：除雪ですが、現在は直営班として市の臨時職員オペ９名に、あと市職員１名の１０人

で行っているもの、それから市の持っている機械を貸与して業者にお願いしているも

の４業者、機械も含め全面委託しているもの９名くらい、こういった形で生活路線を

除雪しています。これを合併の協定どおりもっていくとなれば、３年後に全面委託の

方向で協議されていますが、その具体的な方法については今協議されている状況です。

緊急時のため直営班と機械２台ぐらいは配置しなければいけない。他は全て委託し出

動からどういうときに除雪するかまで全てお願いすることになると思います。協和地

域の中で具体的に委託するのは、現在委託を受けている業者。それから、直営班が行

っていた路線については、協和地域だけではありませんが、１０人を委託組織を結成

し機械を市から借りて行うという形もあり、大曲でもそういう形で３年後にはやらせ

てもらえないかとう直接要望もされています。そこで心配されるのは、今よりも良く

なるのか悪くなるのかが心配なところだと思います。なんとも言えないが商売として

行ったときの自覚が良い方に変われば良いと思いますが、役場から頼まれてやってい

るだけという意識であれば悪くなると思います。そこには期待しています。必ずしも

除雪経費を抑える為に導入した訳ではありませんが、積雪を感知するセンサーを導入

しております。１０ｃｍになったらオペの携帯電話に信号が入ることになっています。

協和地域では４台あり、それで出動して除雪するのがこれまで人の判断で行っていた

ものより質が落ちるのではと懸念されていますが、あくまでもこれを参考にして住民

が困らないように除雪していく方針でいます。 

佐々木(栄)委員：私も除雪の件で聞こうと思いました。先ほどの説明で業者が商売としての意識で行

えばという話でしたが、住民が不便を感じないよう行政側から除雪を行う方々に指導

して住民に迷惑をかけないようお願いしたい。 

伊藤（作）委員：農林振興課に伺います。夢プラン事業のパイプハウスリースについて、いろいろ制

約がありますがリースを使う事により１００％ＪＡに出荷するという条件でリース

できるようですが、私どもとしては不自由しています。というのも道の駅が２月から

オープンしていますが、一番心配されるのは冬期間の野菜の供給です。この野菜をで

きればハウス栽培によって供給できるような体制をとりたいのですが、ＪＡへの出荷

という制約があるとすればこのリース事業を使っても道の駅にだせないということ

で、できればもう少し柔軟な対応をしていただき道の駅に野菜を出している方々にこ

の事業を使ってもらいたいと思っていますがいかがでしょうか。もう一つは無人ヘリ

３機を導入する事業が記載されていますが、差し支えなければ３機の申請先を教えて

いただければと思います。 

農林振興課長：一点目の夢プランのリース事業ですが県の要綱上農協に出荷する事が前提で進められ

ております。道の駅への出荷は農協を経由した形の出荷体制がとれれば夢プランの要

綱に合いますので、そのような形態をとれないか３セクとの絡みもありますが検討は

していきたいと思っています。いずれ冬場道の駅ができたおかげで冬場の直売もでき

るようになりました。それを生産するハウスが必要になってくるとは思います。県の

要綱は変えることができないので出荷段階の契約の仕方、流通の方法について検討し

ていきたいと思います。無人ヘリの３機については峰吉川方面、船岡方面と中淀川の



無人ヘリが古くなっている為その分を含めた３機を計上しています。大型ヘリはドリ

フト対策という事で、農地に関係ないところに霧状の農薬が飛散する問題があります。

大型ヘリに依存するのは環境上問題があるという事で県の防除基準も変わってくる

と思います。きめ細かい防除体制が可能な無人ヘリが今後必要となってくるというこ

とで３台計上しております。これで全部出来るかわかりませんが、これまでの１台を

あわせた４台あればカバーできると考えております。 

支所長   ：総合計画５ヵ年についてはもう一度次回の地域協議会で出しますが、その時に金額の

減少だったり、年度間の調整で後にのばされたりというのがあると思います。その時

にどうしても必要な事業があれば、次年度の計画に組み入れて行くという事も考えら

れると思いますのでよろしくお願いいたします。 

会 長   ：概算要求が通るように担当課より頑張っていただきたいと思います。次に小中学校の

各種大会についてお願いいたします。 

 

【 堀江副主幹説明 】 

 

豊島(萬)委員：スポ少は学校教育外という事ですが、今回船小が全県大会に出場するということで、

親の会から色々と経費がかかるとの話しですが、教育委員会では全く予算はないとい

うことでしょうか。 

堀江副主幹 ：スポ少に関してはスポーツ振興課で対応していますが、県大会の補助については、大

仙市からスポ少に支払われる補助金の額の中に県大会分のものまで入っているとい

う内容のもとで市からスポ少の方にでています。その中からスポ少の方に支払ってい

ます。大仙市スポ少協和支部の予算の中で補助金が出る事になります。それが宿泊を

考えていない為、小額で２万円ぐらいとなっています。その他に市長がスポ少の県大

会に行った場合に助成したいということで、市長の方からバスで行った場合１万円く

らいの助成があります。それについては、スポ少の本部の方から支給となります。旧

協和町時代から比べると大分少なくなっている状況です。 

豊島(萬)委員：若干は出るという事ですね。 

堀江副主幹 ：旧協和町の時は交通費、宿泊費を補助しておりましたが今の段階では数万円程度とな

ります。 

今野(庄)委員：今の理解としては、旧協和町では予算が出ていたが、合併したらあまりにもの少ない

ので、郡・県大会に出るにはおぼつかない状態。財源を確保する事を協議してくださ

いという事で、その中で体育文化振興会というのも一つの方策という事で、それにつ

いて協議会で体制づくりを協議してくださいという事ですよね。 

会 長   ：要するにお金が少なくなったのでしっかりした会を作って応援するようなシステムを

作ってもらいたいという事ですね。 

加藤(主)委員：交付要領からは合併する前より額が少なくなるので対応を協議してくださいというこ

とですよね。 

堀江副主幹 ：あくまでも１ページに記載されているように大仙市教育委員会としては要綱にあると

おりしか対応できないので、２ページの地域づくり課の対応にありますように学校単

位で地域の中で体育文化振興会を作って対応させて頂ければという事です 

今野(庄)委員：体育文化振興会のある稲沢小学校や峰吉川小学校の状況をわかる人はいるのでしょう

か。 



今野(弘)委員：峰吉川地区の一員として説明します。加入については、希望者となっているがほぼ全

戸賛同して加入しています。年間１０００円の会費を出して峰吉川全地域で子供達の

活動に援助しています。 

加藤(幸)委員：ＰＴＡ会費とは違うのでしょうか。 

今野(弘)委員：子供のいない世帯で加入しているので、違うものです。 

会 長   ：学区ごとに検討しますか。各学校ごとに検討して応援体制を作るようにしてはどうで

しょうか、中学校も。 

豊嶋(一)委員：マーチング、駅伝の東北対会の際は御支援いただいてありがとうございます。２０年

度には小学校が統合する予定になっているので、地区ごとよりは小中学校一本の体制

で行った方が良いのではないでしょうか。 

会 長   ：今の意見でよろしいでしょうか。特に各地区振興会長がおりますので、そこら辺を加

味して進めていただければと思いますが、どうでしょうか。 

武藤(隆)委員：２０年度に小学校一本になるのでその時に作るという事ですか。 

豊嶋(一)委員：既に体育文化振興会があるところもありますが、ゆくゆくは小学校も統合するので今

の段階から全体で小中を含め一本のものを作ってはという事です。 

会 長   ：各振興会会長がいますので、そこを中心にして進めてはどうでしょうか。 

今野(シ)委員：地域の応援団がいればそれでいい。補助金どうこうではなく、子供がいてもいなくて

も皆が子供達をサポートしていかなければ子供は成り立っていかない。徐々に進めて

いってはどうでしょうか。 

支所長   ：そこら辺の進め方について、どのように進めていけばよいでしょうか。教育委員会の

分室でもう一度検討してこういう組織で行ったらどうかという案を作ってもう一度

この会に諮った方が良いでしょうか。 

会 長   ：そのようにしてもらいたいと思います。教育委員会で検討して次回出してもらいたい。 

支所長   ：特に問題なのは、中学校の場合ＰＴＡの中で体育文化後援会がありＰＴＡの人が会費

の中から７００円を納めている。これを地域の各世帯に広めたらという案もあるので

その辺はどうでしょうか。 

今野(弘)委員：一気にやるというのは無理があると思います。統合までの間は各地区で対応し、それ

から徐々に全体のものを作っては。 

支所長   ：１案、２案を教育委員会で作成するようにします。 

会 長   ：そのようにお願いいたします。次に総合支所の空スペースの活用について説明をお願

いいたします。 

 

【 地域振興課長説明 】 

 

会 長   ：皆さんの中でこれについて良い案がございましたらお願いします。 

豊島(萬)委員：検討委員会は案であって、課長会議では図面に書いているとおり実施するということ

でしょうか。 

地域振興課長：この会で良い案があれば検討願いたいということです。 

今野(庄)委員：ここで仕事する人が使いやすいようにと考えて、職員の意見を聞いて自分達が仕事を

しやすいようなレイアウトにしたらよいのではないでしょうか。民間でもなかなか使

えるようなものでもないので。 

加藤(主)委員：世の中に逆行するような話ですが、タバコの好きな人もいると思います。よく階段の



下で吸ったり、堂々と吸えないでいる。一室ぐらい喫煙室を設けてストレスを発散す

るようにしては。 

支所長   ：そのような話もやはりでました。これから先はおそらく全部禁煙になると思いますが、

愛好者の方の事を考え、これまでも分煙室を設けていました。２階の階段の脇と３階

の選挙管理委員会室、ここには換気扇をつけて煙が外にいくようにしています。世の

中に逆行するような事もあって、そこをそのままにしてこれから先、分煙室を作るの

はどうかということになっています。１階は外に出て吸っていたりしますが、できれ

ば現在の２ヶ所で吸うようにしていきたいと思っています。 

加藤(主)委員：仕事に影響しないような体制で作った方が良いと思ってでした。 

豊島(萬)委員：森林組合と土地改良区が農林振興課に関連があるので２階にという意見が出ています

が、森林組合は財産やお金の話があるので、できれば個室が良いと思います。今の事

務所には色々な資料があり、お客さんも入りやすい２階に上がるとなると大変。また、

職員は毎日作業服と長靴で現場に行っており、できれば現状のままでお願いしたい。

そこら辺も森林組合と協議してもらいたいと思います。 

加藤(幸)委員：青空市も何年も外で行っていますが、庁舎の下の駐車場を借りたらという話がお客さ

んからあがっています。ただ貸して頂けるのであれば、暗いので電気をつけて貸して

もらいたい。 

支所長   ：現在車が入っているので、実施するとすれば公用車を青空駐車しないといけない。こ

の場所が一番良いのでしょうか。道の駅にもドームができるのでそちらで対応する事

はできないものでしょうか。 

加藤(幸)委員：そちらはそちらで、やはりここら辺のお客さんが行けないのでここで行いたい。お客

さんは時間になるまで待っているので、待っている方が寒いし、私達は慣れています

が、お客さんの方からそのような要望でした。 

支所長   ：車が置かれている以外のところは使っても良いのではないでしょうか。 

加藤(幸)委員：ただ電気をつけてもらいたい。 

次 長   ：電気があまり明るくないので、電気をつけても暗い状態だと思う。  

支所長   ：庁舎の正面玄関はどうでしょうか。 

加藤(幸)委員：実は何回か借りた事がありましたが、風が入ってくる。 

支所長   ：検討させてもらいたいと思います。 

加藤(主)委員：農業情報センターの利用について話しがありましたが、空きスペースとして利用する

事を検討してはどうか。あのような立派建物があるので、庁舎よりも情報センターに

ついても検討したらどうか。 

支所長   ：情報センターの機械が古くこれから先は活用できないという事で県ともやりとりして

いますが、空きスペースと情報センターの利用についても協議していく予定です。案

が出たら皆様に出したいと思ってますし、皆様からもこういうのに利用してみたらと

いう案があれば出していただければと思います。この後にも空きスペースのような問

題もでてくるのでご相談したいと思いますのでお願いします。 

会 長   ：ここで１０分くらい休憩をとります。 

 

～ １０分休憩 ～ 

 

会 長   ：それでは会議を再開します。各地区振興協議会要望について説明をお願いします。 



 

【 佐川副主幹説明 】 

 

会 長   ：１４０数件によるもので大変な数ですので一つ一つ説明してもらう訳にいかないので、

これを振り分けていただいて、後日じっくりみていただいてから協議していただけれ

ばと思います。その他について何かありますでしょうか。 

地域振興課長：地域協議会の会議の進め方について、いつもこちらの方から提案しておりますが、何

か別の進め方等意見がありましたらお願いしたいと思います。 

会 長   ：何か会の進め方について意見ありましたらお願いします。このままで良いとすれば、

現状のままで良いと思いますが。 

豊島(萬)委員：これまでどおりでお願いします。 

支所長   ：今までは議会があってそこで結論が出ていましたが、これからはここだけで結論がで

ないときが沢山あると思います。地域協議会が協和地域では一番重要になります。地

域協議会でお話していただいてそれを市長に上げていく事になると思います。今まで

の議会に代わるほどの会だと思います。是非協議会の皆様方から意見を出していただ

いてまとめたものを上にあげたいと思います。空きスペースでも話が出ましたが、地

域協議会のスペースを議員の控え室に設けるつもりです。いつでも来て頂いて資料を

見てもらうなり研究するなりしていただければと思います。また、机をセットして会

議もできるようにしたいと考えております。 

進藤(鐘)委員：当初から地域協議会は重要視されて期待されていました。私自身地域協議会の権限と

か役割とかどこまでのものかよくわからないが、今支所長さんがいったとおり意味の

ある地域協議会にするには、結局議会でもなく市長に直接繋げるという役目があると

思う。市長さんの考え方一つで協議会に異議も来るし、一般の方から期待されて、議

会とは立場が違うが、当局の方々のバックアップはできると思います。そういう意味

で一所懸命やれば力にはなる。上から来るものだけをこなしていれば良いという訳で

はない。下からの意見は上がっていかないという意見もあるが、政策的なものを要望

していくには一つにまとまれば大きな力になると思います。まずみんなで頑張らなけ

ればならない。支所長さんの話しを聞いて一所懸命みんなの意見を吸い上げるという

気持ちでしたので頑張らなければならないと感じました。 

支所長   ：市長も地域協議会について、いつも話しをしています。空きスペース、小中学校の各

種大会についても市長からの指示で案件としているもので、地域の考えた方をまとめ

たものを聞きたいということのようです。範囲も広範囲になっているので地域協議会

の意見を反映させたいという市長の考えなので、なるべくここの意見をあげて、だめ

な場合は振興会長からのバックアップも必要かと思いますが、皆様の意見をまとめて

本庁、支所にあげたいと思います。ここは特に振興協議会もあるので地域集落の問題

もあがってきますので、他地域とは違い、ある程度の住民の方々の要望が伝わるよう

な経路はできているのではないかと感じています。 

今野(弘)委員：この会を市長は大事にしているという事なので、地域からの声を聞くという姿勢が一

番の悩みの種でもあるし、明るくなるも暗くなるも、それが大事だという考えからだ

と思いますし、私達もそのような役目を持っているという事で認識する必要があるし、

私達委員一人ひとりがこの地域で何が欲しいのか要望する訳ですが、私達がどこまで

自分達の力でできるのかという意識を持つ事が大切。私達はこうしていきたいし、こ



うやりたい、そういう形の会にしていきたい。ただ要望するだけ、文句を言うだけ、

それでは意味がないと思う。そういう形で会長さん是非お願いしたいと思います。 

会 長   ：会もまだ３回目なので、会を重ねるごとにそういう意見を出して頂いて良い方向に進

めていきたいと思います。ほかになければ今日はこれで閉じたいと思います。ありが

とうございました。 

 

午後４時 閉会 

 

 

 

 上記の記録が確かであることを証するため、下記のとおり署名する。 

 

 

 平成   年   月   日 

 

 

        議事録署名委員 

 

 

                                        印 

 

                                        印 


