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第２回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成 20 年７月 22 日 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：加藤主税、加藤久孝、加藤祐子、今野庄蔵、今野弘子、佐々木栄一、田崎孝、茂木隆、 

茂木美竹、柳原榮子（10 名） 

 

・ 欠席委員：五十嵐陽子、加藤弘栄、加藤幸子、進藤専一、進藤衛、鈴木貞一、武藤隆男、柳原忠幸 

（８名） 

 

・ 大仙市関係者 

建設部都市計画課：竹谷課長、高橋主任、三浦主任 

協和総合支所：加藤総合支所長、安田地域振興課長、加藤地域振興課参事、佐藤市民課長、 

阿部農林振興課長、伊藤建設課主幹、加藤教育委員会協和分室主幹、 

五十嵐峰山荘施設長、佐川地域振興課副主幹、伊藤地域振興課主任 

 

１． 開     会 

開会と委員の２分の１以上の出席があり会議は成立する旨を報告 

 

２． 副会長あいさつ 

 

３． 会議録署名委員の指名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定により田崎孝委員、加藤久孝委員を指名 

 

４． 報     告 

 

（１）大仙市都市計画マスタープラン作業状況について 

都市計画課長・三浦主任： 【 報告 】 

 

今野弘子副会長： ただいま 19 年度・20 年度の途中経過についてご説明がありましたが、かなり前向きな

明るい計画なようですけども皆さんから何かご質問がございましたらお願いします。 

 

加藤久孝委員： いま都市計画について説明がありましたが、ただいま行われている大曲の市内の区画

整理についていつ策定されて何年後にどのようになるのですか。 

 

都市計画課長： 旧大曲では区画整理事業といっていわゆる農地でいいますとほ場整備みたいなもの

で土地の形を変えまして整形に戻して建物を貼り付けるという事業で、現在大曲駅前第

２地区を進めております。この事業は現段階では平成 24 年度までですが現在の状況で

はかなり厳しくて２，３年延びるであろうということで近々議会の方にも報告なされることと

思いますけどもいずれ平成 24 年度に完成という事業計画で進めております。 
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加藤久孝委員： あの事業は合併前の計画なのですか。 

 

都市計画課長： 区画整理事業は平成元年に事業着手しており、国からの補助事業として行ってござい

ます。ですからもう 20 年経っているということになります。 

 

加藤久孝委員： 20 年もなって最近にわかに建物を解体したりしてやっているようですが、もっと何年か

前から進めることはできなかったのですか。 

 

都市計画課長： 区画整理事業というのは皆さんから土地を出していただきましてその土地を道路や公

園に使うということになりますが、駅前第２地区はだいたい 96％ほど建物移転が生じると

いわれる住宅密集地の中に道路や公園を作るためにそれぞれの土地が動くということで

建物補償というものが事業費の３分の２以上を占めているという状況であります。通常の

道路改良でありますと土地の一部を提供していただいて引っ込んでいただくということで

道路の拡幅が出来ますが、土地区画整理事業は土地全体の面的なものに道路や公園

を配置してそこへまた新たに換地という形で貼り付けるということで、一番ネックになって

います建物補償が大きな事業費を占めるということで 20 年かかっておりますがだいたい

駅の西側ができまして今後は駅の西側の大花町から東の方に進んでいくという予定で

ございます。この事業については担当が別ですけども私の知っている範囲でお答え申

し上げますのでどうかよろしくお願いします。 

 

加藤久孝委員： これは完成まで総事業費はいくらぐらいかかるのですか。 

 

都市計画課長： 手元に資料がございませんけども 240 億と聞いております。 

 

加藤久孝委員： そのうち地元負担というものが当然あろうかと思いますが何％ぐらいですか。 

 

都市計画課長： 土地区画整理事業の補助事業ということで普通は国から２分の１補助で後は地元自治

体が出すということになります。半分半分ということです。 

 

加藤久孝委員： いずれ大仙市としてはかなりの支出ということですね。わかりました。 

 

今野弘子副会長： ほかにございませんか。 

 

田 崎 孝 委 員： いま説明いただいたことは大曲にしろ神岡、西仙北にしろ旧市町村で都市計画を持っ

ておったのをそのまま引き継いだのかなという感じを持っておりますが、協和は持って

おりませんでした。ここで都市計画を説明するよりも都市計画以外の地域がどういうよう

なものなのかということをむしろ私は聞きたいのですが、現在市街地だからその計画で

なくて現在農村地帯であっても都市計画として組み入れて将来を活性化させていくとい

う考えはないものですか。 



 3 

 

三 浦 主 任： 第一点として旧協和町では都市計画がなく、大曲・神岡・西仙北で都市計画がござい

ましてそれをまず合併してそのまま引き継いだかというと確かにそうなってしまうので、

今回マスタープランというものにつきましては大仙市全体としての都市のあり方を策定

するものであります。ですから協和地域ないし中仙・太田など遠方の地域も含めまして

大仙市としての都市のあり方を決めるものが今回のこのマスタープランになっておりま

す。都市計画ということでいま乱立する市街地というイメージがございますけども決して

そういった都市を形成するというものではなく、人が住みやすい都市を形成するという

意味でのプランを策定するというものでございますので、こちらの協和地域では都市計

画というもので進めるのではなく、まちづくりという大きなイメージで考えてもらえれば分

かりやすいのかなと思います。 

 

田 崎 孝 委 員： それは分かりますがここで都市計画を説明したという意味合いですね。全く都市計画と

関係ない地域で都市計画を説明するという意味合いを考えるときに私はこれと連動した

形で都市計画地域外の何かがあるのかなという期待を持って申し上げたつもりでした。

市の総合計画というのは前にたぶん説明されていて私は後から委員になっているので

分からないだけの話かもしれませんが、これは都市計画課の皆さんよりも他の方の皆さ

んに申し上げたいのですがやはり都市計画に変わるような計画、きちっとした総合発展

計画を作っているはずですのでそういうような説明があって欲しいと思います。それでど

れだけ計画だけ作っても果たして実際の効果はどうなのかなという兼ね合いもございま

す。住民の皆さんにどうやって知らせるかということもただパンフレットや広報に書いたり

しただけではほとんど理解されないというのが実情です。少なくとも町内会ぐらいにまで

下ろして説明してもらえればみんなに理解してもらえるし、参画も参加もしてくれると思

いますがやはり通り一遍の計画をやったのでは私の反省を含めて効果が上がってなか

ったことが多々あったのでそういう無駄なことをやってもらいたくないという反省を込めて

申し上げたまでです。 

 

都市計画課長： さきほど三浦から説明しましたとおり大仙市全体でまちづくりをしようということで考えて

おりまして、これから地域協議会も含めまして各８地域に都市計画とはなんぞやという初

歩的な簡単なお話をさせてもらう懇談会、勉強会を開きながら都市計画というのはどうい

うことをやるのかということにつきまして各地域で２回か３回を予定しております。その会

の中である程度のご理解が得られるのかなということと各地域で都市計画を持っている

ところがありますけどもないところもあると、これまで各地域回ってきましたけども太田地

域では都市計画がないから関係ないというお話がありました。実際として大仙市全体の

まちづくりを考えたときに協和地域をどうしますかと駅や総合支所を拠点にいろいろまち

づくり交付金でいろいろ事業を進めてきましたけども今度は隣接する西仙北であれ他地

域との関係もはっきりさせておくということでこれからは都市計画道路も定めていきます。

それはあくまでも各地域とのアクセス道路という連携を図るために道路を整備するという

ことでこれから都市計画マスタープランの一歩先を進んだ後で出てくると、それから用途

地域ということで建物を建てる段階で建坪率、容積率というのが制限されますけどもそれ
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も含めまして現在段階ですけども国道 105 号、13 号関連で旧大曲だけでなくて仙北地

域それから中仙地域の方もいずれは都市計画区域に含んでいこうということも私は考え

ています。ただ、協和地域については街並みは 13 号線に沿ってあるわけですが 46 号

線もあります。その辺も都市計画に含めた方が良いのかということも含めてこれは地元

の皆さんとご相談をしていきたいと思います。ただし、区域を定めることによっていま言

ったような制限が皆さんにかかると制限するということは私どもの言っています誘導も含

めましていずれ工業団地いろいろこれから進出するであろうそういうものもにらみ合わせ

まして各地域それぞれがそれぞれの地域と連携するために道路の整備を含めてこれか

ら都市計画のプランを作っていくということで地域協議会の皆さんも含めましてそういう

検討会に参加していただきまして協議していきたいと考えております。 

 

今野弘子副会長： いまの説明によりましてこれから都市計画を地域ごとの学習会で煮詰めていくとことで

すので、今日はこの説明だけにして今後この会議もこの話も煮詰めていくという形で持っ

ていきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

－ 全会一致で賛成 － 

 

（２）廃校小学校跡地管理について 

地域振興課参事：  【 資料により説明 】 

 

今野弘子副会長： 説明いただきましたけども何かご質問等ございますか。 

 

佐々木栄一委員： 体育館やプール周辺の草刈で委託されてますけどもこれは証拠写真や領収書等の提

出義務がありましたでしょうか。 

 

地域振興課参事： 特に領収書等の提出は必要ないですが、いずれ作業前と作業後の完成写真等の提

出はお願いすることになると思います。 

 

田 崎 孝 委 員： 峰吉川の小学校の淵の出っ張りの下に容易でない木材等があって草刈等でじゃまな

ところあるのでよせて欲しいこととそこにある鶏とか飼ってたような畜舎をどうするのでしょ

うか。誰も入っていかないので困ってますが一向に解体してもらえれば一番楽でいいの

ですがそこら辺を含めてご検討願いたいと思います。 

 

地域振興課参事： はい、わかりました。 

 

（３）地域枠予算申請事業実績報告について 

伊 藤 主 任： 【 荒川鉱山跡地桜植樹事業報告 】 

 

加藤久孝委員： 苗木は何本植樹したのですか。 
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伊 藤 主 任： 20 本の植樹です。 

 

今野弘子副会長： ほかに質問ございませんか。なければ賛同得たものとして終わります。 

 

５． 議     題 

 

（１）平成 20 年度地域枠予算申請事業審査について 

     ■稲沢サマーフェスティバル（稲沢広域青年会「ＩＭＯの会」） 

伊 藤 主 任： 【 資料により説明 】 

 

今野弘子副会長： ただいま説明がありましたが、この事業についてご意見ありましたらお願いします。な

ければこの事業についてご承認いただけますでしょうか。 

 

   － 全会一致で承認 － 

 

（２）意見・要望・提言事項について 

今野弘子副会長： 今日のこの提言についてはここで結論を出すということではなくて今日話し合って次回

に結論を出すようにしたいと思います。提案の一番から順に事務局から説明願います。 

 

佐 川 副 主 幹： 【 資料により説明 】 

         なお、今日は関係課長さんがお見えになってございますのでこの４つに関してそれぞれ

の関係課の方から若干の説明がありますのでよろしくお願いします。 

 

教委協和分室加藤主幹 ： 分室長が教育委員会定例協議会に出席しておりますので代わって説明いたします。

一番目の生涯学習推進事業の一部見直しについてという提言についてですが、このご

提言の社会教育指導員設置そのものの見直しに関しまして本庁生涯学習課の方から市

としての考えを聞いておりますのでご回答申し上げます。大仙市では 17 年度より大曲地

域、神岡地域、西仙北地域、中仙地域、太田地域に５名の指導員が配置されております。

設置規則に基づき指導員の役割として社会教育に関する講座または直接指導または学

習相談、社会教育関係団体の部類に関わる助言、育成等に関わるような指導、また市職

員では団体の育成にまで関われない部分について専門的知識経験を活かした相談、

事業企画をお願いしているところであります。今年度からは配置していなかった南外、協

和、仙北について神岡地域に配置されている指導員が南外地域へ、西仙北地域の指

導員が協和地域へ、太田地域の指導員が仙北地域へと日常を通して活動できるよう４月

当初にお願いしております。５人で構成されている社会教育指導員連絡会も年３回ほど

の交流会を開き、地域の特色を活かした事業について協議しております。次に公民館職

員の果たす役割についてですが、分室長の考えによりますと協和地域は他の地域と比

較しても事業量、公民館兼務、自主事業、能公演、スキー場等々節数が他の地域を圧

倒しております。職員数においても他地域は７人から８人のところが多い中で協和は 14

人でございます。公民館部門におきましても他の地域に遜色のない事業量を持っており
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ます。またそれに加え、仙人大学、芸文協等々活動範囲が他の地域の事業より格段に

多く思います。職員は土曜日日曜日に問わず頑張っているところであります。各分館担

当としまして職員を１名ずつ配置しているところであり、地区分館の行事があるつど職員

がおもむき事業展開をしているところでございます。しかしながら各分館につきましては

昨年度まで小学校と共に活動していることから小学校統合にともない、変革期、転換期

にきているというのも事実であります。そうしたことから来る 30 日には分館長会議を招集

しているところであり、それらの意見集約をした後、分館長、生涯学習奨励員、教育委員

などのご参集をいただきながら公民館の活動につなげるような方策を考えているところ

であります。その中で各地区分館のあり方などについて検討していかなければならない

と考えております。もう少しメリハリのある事業展開が出来ないか模索していかなければ

ならないと考えております。皆様方からも様々なご提言、ご意見などを拝借しながら公民

館づくり、地域づくりに努めていきたいと考えておりますので今後ともよろしくご指導を賜

りたいと存じます。 

 

建設課伊藤主幹： 課長が仙北地域振興局の建設部との会議に出席しておりますので代わりに私の方か

ら説明させていただきます。２番と３番につきましては先ほど説明がありましたように毎年

国の方に要望している事項でございます。２番のバイパスの新設については右折レーン

を設置してもらいたいというような要望を出しておりまして今年も国土交通省との会議の

際にその旨をお願いしているところでございます。それから４番の市道の改良について

ですが本村の奥の方の未舗装部分のことだと思われますけどもこれは市の総合計画に

のっているか確認しておりませんけどもそこら辺を確認しながら本庁と実現に向けて協議

を重ねて参りたいと思っております。 

 

今野弘子副会長： いま４つの提言についての説明がありましたのでそれを踏まえて話し合いに入りたいと

思います。今日の話し合いを次回で決定していくということで審議していきたいと思いま

す。 

 

田 崎 孝 委 員： ２，３，４については私が提案したわけですけども、私というよりは峰吉川振興協議会と

いうことでご理解願いたいと思います。２，３というのは旧町村時代からの 20 年も前から

同じ事を要求しているものでして、私たち振興協議会が毎年毎年繰り返して要望してい

る項目でございまして前段の方が分からなかったので提言を出して欲しいというのであ

ればまずはこの二つだと思って出したところでした。いま国道のバイパスでなくて右折レ

ーンというお話もあったようですが、どちらにしても実現してくれればと思っております。

３番の河川改修ですが、これは後先ができて峰吉川だけが残っており、中村集落の移

転の後は全く進んでないという状況で去年あたりもかなり被害を被ってます。住民が苛

立っているということも事実でございますので、こういうものについては 10 年前の状況と

いまの状況と当然異なってございますのでそういうのを念頭に置いて国や県なりの方に

陳情していただければと思っていたところであります。それから４番ですが、これは前は

協和町としてはかなり重要な路線として取り上げて様々な政策を施してきたところでござ

います。現に白糸の滝にも昔の協和町の施設がいろいろあった中でいま残っているの
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がゴミ焼きの炉だけです。かなり大きい炉ですので邪魔で本当はこれも撤去して欲しい

ところです。ただ、そこに行く道路が極めて悪くて道路の真ん中を水流れているぐらいで

すので当然側溝は埋まっています。地域の人達はそこの神社含めて道路については

常に放っておかずに去年も一昨年も雪で倒木により道が塞がれておったのをよせたりし

ております。ただ、道路改良となりますと地域の我々ができるわけがないので何とか市の

事業として取り上げてもらいたいということであえて出させてもらいましたのでよろしくお

願いします。 

 

今野弘子副会長： いま田崎さんより話がされましたようにみんなで話合うという問題でもないようですので

いまの説明で皆さんに分かってもらって次回にもっと煮詰めた形で提案事項を決定して

いきたいなと思いますけどもいかがでしょうか。 

 

茂 木 隆 委 員： 事務局から説明もありましたけども１番目の生涯学習推進事業費の一部見直しについ

て提案者として一言説明したいと思います。生涯学習について私は社会教育委員を仰

せつかっておりますので予算書をたまたま見る機会がありましたけど全体的な生涯学習

課の事業の予算が約 2,230 万であります。事業は細かくありますけどもその中で突出し

て多い予算の 28％を占めているのが社会教育指導員の報酬であります。これは協和に

は配置されておらず、旧５ヶ町村に配置されておりますけども果たして全体の予算の中

で 28％もの予算を人件費が占めるということはそれも市役所職員以外の人件費でまず

学校の先生を退職された方とかが勤めておりまして 17 年度からずっと続いておりますが

それはどうかと思います。確かに効果はあるとは思いますけども例えば他の公民館活動

も昔と比べればだれが見ても協和の場合は特に何か覇気が無くなったとか、これは人

口も少なくなってきたという面からもそのように見えるということありますけどももうすこし地

域の末端にある程度の予算を貼り付けるようなことをしていかなければ合併後ますます

尻すぼみになるというような懸念もあります。また、生涯学習奨励員という方もおりますけ

ども私もかつてやっておった時もあってわかりますけども、いまは協和の奨励員が一緒

に集まって何かをするということはほとんどないということでありますし、やはり生涯学習

奨励員で協和は協和だけで研修をしたりと一堂に会しながらこれからの自分達の活動

を話し合う場が必要だとも思います。例えば高齢者大学であっても協和の場合は二十

何万とか予算が付いてますけども他の予算を見ればほとんど２万とか３万とか 10 万、20

万とかそういう予算です。そういう中で625万円というのは財政的に市が豊かであれば問

題ないと思いますが、これをずっと見直しをしないで合併当初からこの予算を付けてい

る当局に対してもう一度議論をして、もっと予算を向ける事業に持っていくべきだと考え

ております。 

 

今野弘子副会長： ただいまの茂木さんのお話で意図するところ十分分かったと思いますのでそういう意を

酌みながらこれを残していきたいと思います。 

 

佐々木栄一委員： いま茂木委員からいろいろ意見や生の数値が出ましたけども社会教育指導員というの

はどのような役割や仕事をしているのでしょうか。５名で 625 万円の報酬をもらっていると
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いうことですので一人 100 万強の報酬が出ているわけですが、合併する前は公民館活

動でも例えば私の方の稲沢自治公民館なんかでも何かをやるとすれば１、２万円の予算

をもらったりすることもできておったのですが、それすらいまはなくなったというのに自前

でその事業はまだ継続しているんですよ。社会教育指導員の役割や仕事の内容につい

て教えてください。 

 

今野弘子副会長： いま５名の社会教育指導員のお名前も聞くことができますか。それと一人一人がどうい

う分野で活躍してくださっているのかということも教えてくだされば持って行き方も違うと

思います。 

 

教委協和分室加藤主幹 ： いまの社会教育指導員の仕事と名前ということですが、まず設置規則がありまして任期

は１年で職務内容は社会教育に関する学級講座における直接指導または学習相談に

関すること、社会教育関係団体の運営に係る助言、育成に関することとなっております。 

 

加藤主税委員： 簡単にどういう仕事なのか教えてもらえれば、そして実際ここに来ているかどうか教え

てください。 

 

教委協和分室加藤主幹 ： 大曲の方では生涯学習課で伊藤清一さん、神岡分室が佐々木昭元さん、西仙北分室

が新谷嬢子さん、中仙分室が田口省吾さん、太田分室が草薙稔さんです。主な仕事とい

うのはそれぞれ各分室によって違うようですが、芸文協の事務局だとか企画文書作成、

生涯学習奨励員の人もおりますし、学校との連絡、企画、いろいろな行事に協力したり、

学び教室等の生涯学習等の場所を設けてやったり、コスモス情報室を作成したり、子育

て講座をしたりといろいろあるようです。 

 

６． その他 

 

茂木美竹委員： 昨年の会議で旧小学校の備品等を８月頃にオークションに出すというお話があったの

ですが、７月のいま現在でどのようなところまで話が進んでこれからの予定はどうなって

いるか教えていただきたいと思います。 

 

地域振興課参事： 教育委員会の施設管理課でやっておりますが、こちらの方に入ってくる情報ではいま

は大仙市内の校長先生とか事務の担当者が集まりまして使用できる備品を見ていただ

いて各学校に運搬しているという状況だと聞いております。前の計画ですとその後に各

集落へ、そして最終的にはオークションで一般の方々へと進めるということです。 

 

茂木美竹委員： そうすれば一般へというのは８月を越してしまいそうですね。 

 

地域振興課参事： 廃校計画にありました備品の計画書で８月と出てましたので基本はそれだとは思いま

す。 
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茂木美竹委員： それは広報か何かで一般の人達にも分かるような形で告知されるのでしょうか。 

 

地域振興課参事： どういう形にするのか協和地域の各集落を対象にするのか大仙市全体の集落を対象

にするのかということもありますが、まず協和地域の学校で使われたものですので協和

地域の集落を対象にして進めるものだと思います。はっきり言えないですけども大仙市

全部に呼びかけするということはしないと思います。各集落で使いたいというところに下

ろしていくと思います。 

 

田 崎 孝 委 員： この会議は欠席が多くないですか。前回から初めて出席させていただきましたが、前

回も欠席して今回も欠席している方もおられるようですし、行かなくてもいいというのであ

れば無理して来なくてもいいのでしょうか。本当は今日私は神社の会議が横手であった

んです。こっちの方が大切だろうと思って来たにもかかわらずこのような状態ですので。 

 

加藤主税委員： それぞれ理由があって来られないのであって出席してしなくてもいい会議ではないで

すよ。それぞれ事情があるだろうから届出もしているだろうからね。 

 

佐々木栄一委員： 一つ提案ですけども６つの小学校が一つになったということは事実ですので小学校の

代表みたいな人もこの委員のメンバーに今年度は無理だとしても今後参加していただく

ようなことはできないでしょうか。たぶん学校ＰＴＡがあるかと思いますので皆さんで協議

してはどうでしょうか。 

 

－ 全会一致で賛成 － 

 

総 合 支 所 長： まずそのあたりにつきましては任期が来年の３月いっぱいとなっておりますのでそうい

うことも含めて検討して参りたいと思います。 

 

茂木美竹委員： いまの話に少し絡むのですが、この間大曲の支所で聞いた学校と地域が連携して行う

国の方から下りてきた大仙市の神岡と協和で実施する事業があるのですが、小学校の

先生達の手が及ばないところを地域でやろうという事業でそのコーディネーターみたい

なのに協和小学校の方から代表になっている方が一人いまして、３年間だけの限定の

事業です。その３年間で協和小学校の中でこういうことができるようになった、地域の力

で地域住民が協力してこういうことができるようになったということがあったとしてもその３

年で終わってしまえばお金も下りてこないので継続するには地域協議会とか力がすごく

有効に使えるのではないかという話がちらっと出ました。ですからもし協和小学校の中か

ら一人委員に入っていただくことが可能だとすればそういうことと絡めてやっていただけ

ればありがたいと思っております。 

 

今野弘子副会長： そういうことも内容に含めて検討願います。いろいろ課題を残しながらですが、今日は

これでこの会を閉じたいと思います。委員の欠席についてはそれぞれの理由があると思

いますし、無断で欠席した人は一人もいないというお話ですのでできるだけ出席すると、
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それだけこの会は大事な会議だということは十分に委員の委嘱を受けたときから自覚し

ていると思いますので今日来た皆さんも含めてこれからの会議もできるだけ出席するよう

に努めていきたいものだと思います。この後もいろんなことを皆さんで力を合わせながら

協力して協議していきたいと思います。今日は本当に長時間に渡ってありがとうございま

した。 

 

佐 川 副 主 幹： 一言お知らせしたいと思います。８月 31 日の日曜ですが午後１時半から４時頃を目途

に大仙市全体の地域協議会委員の合同研修ということで連絡が入っております。まだ詳

しい資料につきましては本庁総合政策課の方から届いてございませんけどもこちらに届

き次第、委員の皆様にお配りして交通手段等取りまとめたいと思いますのでよろしくお

願いします。それからもう一点でございますけども、例年各地域協議会にそれぞれ地域

ごとの委員の研修というものが予算 20 万円ほど計上されております。これまでは単一の

地域協議会の研修会は仙北西部の４地区の合同研修会というものを過去３回行ってご

ざいまして、先般、加藤参事が会議の席で他の支所の方にお話をしたところ今年度に

ついてはそれぞれの地域でそれぞれの知恵を絞りながらやったらどうかということで今

年は西部合同ではなくて協和だけで何かやってみたいと考えております。したがって事

務局で計画立案すればいいわけではありますけども、ここはぜひ委員の皆様からもいろ

んな意見をいただきながら計画していったらどうかと考えておりますのでよろしくお願い

したいと思います。 

 

午後３時１５分終了 


