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第４回 西仙北地域協議会会議録

１．日 時 平成１７年１２月２２日（木）午後２時～４時５０分

２．場 所 西仙北総合支所 ３階会議室

３．出席者 別紙のとおり

４．会議内容

○開 会

堀江地域振興課長 ただいまより、第４回西仙北地域協議会を開催いたします。

会長よりごあいさつをお願いします。

○会長あいさつ あいさつ

工藤会長

堀江地域振興課長 早速でありますが、議事に入らせて頂きます。

大仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第４項の規定によ

り、会議の進行は工藤会長にお願いします。

工藤会長 出席委員は１８名中１３名で、過半数を超えておりますので条例

９条第３項の規定により会議は成立します。

会議に入ります前に運営規定第７条第２項の規定により議事録署

名委員を私の方から指名いたしましのでよろしくお願いします。

議事録署名委員は佐々木修委員と佐々木忠永委員お二人にお願い

いたします。

それでは、議題の１大仙市総合計画素案について議題といたしま

す。

企画部総合政策課より、内容について説明をお願いします。

総合政策相馬主幹 総合計画素案について説明。

工藤会長 ありがとうございました。ただいま素案につきましてご説明して

頂きましたが、これから質問に入らせていただきます。質問ござい

ましたらご遠慮なく出して頂きたいと思います。

若松謙三委員 序論の部分の言葉について質問したいと思います。

５ページの２番「計画策定の背景と役割」という文章の中の５行

目の「先進的に市町村合併に取り組み」の「先進的」とありますが

どのように解釈したらよいのか。また、このページの下から４行目

「 」 「 」。将来像やまちづくりへの取り組みを体系的に整理し の 体系的
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また、下から２行目の「内容等を精査・見直し戦略性を持った」の

「戦略性 、６ページの下から２行目「弾力性」というのはどのよ」

うに解釈したらよいのかご説明をお願いします。

私なりの解釈だと「戦略性」というところを「大局的」にいう解

釈でよいのか 「戦略的」となれば的をやっつけるという意味にと。

られるのでこの文章にはあわないのではないかと思います。

総合政策課相馬主幹 「重点的に」と言う意味合いです。

若松謙三委員 そういう意味であれば素直な言葉で表したら良いのではないか。

その上の「体系的」という言葉は一つのことを一定の方向でまとめ

ると言うことでしょうか。

総合政策課相馬主幹 その通りです。

若松謙三委員 「先進的に市町村合併を進めた」と言うことはどうですか。

総合政策課相馬主幹 市町村合併は秋田県でも早いほうでありますし、全国的に見まし

ても進んでおりますので 「先進的」という表現をしております。、

若松謙三委員 「弾力性」という言葉は、状況の変化に応じて適応できると言う

ことでしょうか。

総合政策課相馬主幹 そういうことです。硬直させないでゆるみを持ちながら進めると

言うことです。

総合計画に対するご意見は配付しました用紙に記入の上１２月２

８日まで総合支所地域振興課まで提出して頂きたいと思います。

若松謙三委員 合併の時の計画書にはスローガンとして「おおきなせなかに」と

いう言葉がありましたが、今の計画にはそのような言葉が入ってい

ない。計画を策定する段階でスローガンはもういらないなどの話し

合いがあったでしょうか。というのは、他の市町村から「おおきな

せなかに」はとてもいいスローガンと言われたことがあります。総

合計画の中にもこの言葉を盛り込んだらいいのではないかと思いま

した。

総合政策課相馬主幹 詳細についてはわかりませんが 「おおきなせなかに」は合併す、

るために、各市町村の頭文字を並べてゴロ合わせで作った言葉であ

、 、ると聞いておりますが 今回策定する総合計画は合併前とは違って

大仙市として計画を作っていくということでありますので、スロー
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ガンではなく、新市の都市像として「人が活き人が集う夢のある田

園交流都市」を設定したと言うことであります。

若松謙三委員 もう一つだけお願いします。

「 」 。この計画の中に まちづくり という言葉が頻繁に出ております

「まちづくり」から一歩進んで「まちそだて」という言葉を計画の

中に入れた方が良いという意見は無かったでしょうか。

総合政策課相馬主幹 聞いておりません。

若松謙三委員 なぜ、このような話をしたかと言いますと、私が思うには、行政

側として都市計画でまちづくりを進めてきたと思います。一般市民

が行政に協力するようになってから「まちづくり 「まちおこし」」、

という言葉が出てきたと思います。

「まちづくり」という言葉の中には、行政だけが一方的に都市計

画を進めるのではなくて、市民の参加が必要だと言うことが含まれ

ていると思います。

合併して新しい大仙市ができたのだから、より一層地域住民とタ

イアップし、協力していく体制になろうとしています。そうした場

合「まちづくり」より一歩進んだまちを育てていくという発想が必

要となってくるのではないかと思います。

総合政策課相馬主幹 貴重な意見として参考にさせて頂きます。

この計画は、１０年間でありまして行政を進めていくなかで、市

民との共同ということを大前提にそれぞれ役割を持ちながら進めて

いく考えであります。

工藤会長 他にありませんか。

阿部一雄委員 冒頭の説明の中にありましたが、かなり綿密なスケジュールをた

てているようで、審議会があり、作業部会があり、ワーキングの委

員がおり、専門委員がおりますし、そして２月にはほぼ原案が完成

する計画となっています。

構想そのものはいいにしても、具体的な計画が見えてこない。構

想というものは「人が活き人が集い夢のある田園交流都市」で夢、

理想に向かおうとする方向付けを決めている。それを２月の議会へ

かけると言うことでしょうし、意見がある場合は２８日まで提出す

ればいいと思います。

また、若松謙三委員が述べたように「おおきなせなかに夢を乗せ

未来に羽ばたく元気な町」というキャッチフレーズは多くの市民に
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根付いているし、合併協議会の広報等にもあり、市民には良い印象

を受けております。総合計画の中にこのキャッチコピーがあった方

がよいという意見です。

総合政策課相馬主幹 貴重な意見として伺っておきます。

スケジュールの説明の中で説明不足な点があったかもしれません

が、皆様方に関心のある実施計画につきましては、下から２段目に

ありますように、各総合支所、あるいは各課から９月３０日までに

事業計画を提出して頂きまして、関係各課とのヒアリングを１０月

下旬から１１月上旬にかけて行っております。それを踏まえまして

。１１月中旬に市長ヒアリングを行い事業の方向付けをしております

現在は原案を作成中でありますが、各課への提示について若干遅れ

ており、計画では１月中旬となっておりますが、下旬になるかもし

れません。これは、１８年度の当初予算との兼ね合いもありますの

で調整しているところであります。２月の市長協議を終え、中旬に

は実施計画を作成したいと考えております。この部分を追加でご説

明いたしました。

工藤会長 他に質問はありませんか。

無ければ素案については一区切りを付けたいと思います。

休憩に入ります。

（休憩）

工藤会長 会議を再開します。

議題２の協議事項について、議題としますので事務局より説明を

お願いします。

堀江地域振興課長 はじめに、地域づくり課から課題の提供がありましたので、内容

について事務局より朗読し、詳細については教育委員会高橋分室長

から説明をお願いします。

齋藤地域振興課員 内容について朗読。

高橋分室長 教育委員会分室の高橋です。

ただいま朗読いたしました教育委員会の回答に補足いたします。

これまでも学校の部活動におきましては、公式大会派遣時に経費の

負担額を捻出するために、いろいろな対応策が当然必要でした。

市内の地域の一部では、各学校の体育文化事業を振興することを

目的に以前から後援組織を設立しまして、大会出場の際に必要な多
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額の経費に対しての支援を実施している事例もあるようです。当地

域では、どのような方策でこの関係につきまして関わっていくべき

かを、地域協議会として今回意見集約してほしいとの主旨のようで

あります。市内全域の調査結果によりますと、小学校３１校のうち

１１校、中学校１２校のうち９校においては後援会が組織され、活

動しております。

今後において当地域としまして、補助以外をすべて保護者が全額

負担することがいいのか。それとも都度都度に協賛金を募る方法と

するべきなのか。それとも今提案されているような後援組織を立ち

。 。 、上げるか 大きく分けまして３つの選択肢があると思います なお

当地域におきましては西仙北西中学校では後援会組織が設立されて

おりますし、活動しております。

これまで、町からの補助と住民からの一時的に協賛金を募るなど

致しまして大会の参加経費を全額まかなっておりました。中学校の

大会出場に対しましては、交通費と宿泊費の全額を平成１６年度旧

西仙北町当時は補助しておりました。延べ１９回約１５０人分の経

費で総額２２０万円程度の決算額となっております。小学児童につ

きましては、スポーツ少年団に入団してます関係から少年団本部に

総額７０万円程度を補助しております。

本年度大仙市予算では当地域分の大会派遣費といたしまして、９

０万円が予算措置されております。現行制度下では全県大会の出場

に対しましては３分の１以内、東北及び全国大会出場に対しまして

は２分の１以内の補助率と言うことで要綱上定められております。

従ってこれ以外の残りの経費につきましてはすべて保護者負担、あ

るいは協賛金でまかなわなければならないという状況であります。

市としての基本的な考え方は、現行の補助要綱に基づきまして補

助するわけでありますが、補助の対象者、交付の基準の範囲と言っ

たものを教育委員会としましても拡大するよう今後とも働きかけて

参りたいと存じます。

堀江地域振興課長 その後の地域づくり課の対応ですが、地域の課題解決といたしま

して、地域が支援する仕組みを作ることが、今後自立した地域コミ

ュニティの形成にとって大切だと言うことで、支援母体作りを是非

実現させて頂きたい。というふうに考えているということだそうで

す。具体的には、学校単位のスポーツ文化振興会等に主体的に関わ

って行くことが大切になると思います。このように地域づくり課で

は考えており、対応しているということです。

工藤会長 今ご説明があったとおりでございますが、これについてご質問、

ご意見をいただきたいと思います。
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阿部一雄委員 これは旧市町村によってかなり補助額についてまちまちだったの

は事実だと思います。たとえば旧協和町の場合は全県大会への出場

。経費を臨時議会にかけてほぼ全額を補助していたような気がします

それはさておきまして、地域の支援母体を作るということは、いわ

ゆる他の旧町村にある体育文化後援会的なもの作ると言うこととで

しょうが、どのような構成メンバーであるのかということも考える

必要があると思います。

学校に子供を入れている保護者だけで体育文化後援会を組織して

いるところもあると思います。

また、地域の住民全体を巻き込んだ体育文化後援会というものも

あるやに聞いております。地域全体を対象とすることは保護者を対

象とすることと違って、経費を集める面や理解を得るのにかなり困

難な点があると思います。

地域づくり課で考えていることは保護者だけでなく、地域全体を

巻き込んだ支援母体づくりということを言っているのかお聞きした

いと思います。

堀江地域振興課長 今の質問につきましては、地域づくり課では地域住民を巻き込ん

だ支援母体づくりが一番良いのではないかと言う考えのようです。

阿部一雄委員 支援母体があれば大会出場のための寄付集めが無くなることにつ

ながるような気がします。大会で優勝し全県大会への出場する場合

パレードをするようですが、パレードをすると言うことは寄付集め

を予告していることとおなじと考えております。そのようなことが

無くなってくることにつながってくることはメリットがあると思い

ます。寄付集めについては使い道がはっきりしないなどの問題があ

るやに伺っております。

また、この支援母体は文化面もあるわけで、今回マーチングバン

ドの全国大会へ大仙市では太田中学校と大曲中学校と花館小学校が

参加し埼玉県のスーパーアリーナで行われました。出場にはかなり

の経費がかかるわけで、保護者の願いとしては、補助金が無くても

子供のためにこのような体験はさせたいものと考えていると思いま

す。

経済的な支援体制が必要とするのであれば全市的に支援母体を作

っていくことは良いことだと考えますが、住民に周知し理解を得る

のは難しいと思います。

若松謙三委員 地域づくり課の対応についての文面は、部活動を支援する団体を

各地域に作ることを地域振興課が応援すると言うことを書いている
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のですか。

堀江地域振興課長 支援母体を作る前の段階で、他に考えられる案はないのか。と言

っているのだと思います。これも含めて協議して頂ければと思いま

す。

。若松謙三委員 この経緯は市長面会日にこの案件について要望があった訳ですか

堀江地域振興課長 その通りです。

若松謙三委員 地域づくり課の対応として、子供たちを支援する団体を作るため

地域づくり課がリードして地域住民に働きかけると言うことでしょ

うか。

堀江地域振興課長 それは違います。地域づくり課がどういう立場で回答したのかわ

かりませんが、支援母体を作って活動した方がよりベターではない

かということで地域協議会の意見を伺いたいと言うことだと思いま

す。

若松謙三委員 部活動の支援は、今までも教育委員会から補助金交付基準に基づ

いて、助成しているのだから、それ以外のことは地域でも慣例があ

ることですので地域で考えればよいことだと思います。ですから行

政側の地域づくり課で作った方が良いということではないと思いま

す。

、 、高橋分室長 先ほど予算的なお話もしましたが １７年度を暮らしてみますと

、あらゆる大会の派遣費が予算的にもかなり厳しくなっておりまして

大会に参加する保護者の皆さんは高額な費用を負担しているのが現

状であります。ですので、我々といたしましては、今運用しており

ます要綱の金額の拡大などについて、本庁の財政担当に要望してい

くことになります。

当地域としまして小学校４校、中学校２校があり、県、東北、全

国大会と進む場合に、今規定されているように３分の１、２分の１

の補助でいいのか。合併したことによって補助金が少なくなり、父

兄の負担が増加したのが現状でありますので、このような制度でい

いのか。また、どうあるべきかという道筋を協議会として議論して

頂きたいと言うことだと思います。

地域づくり課の方では、手法の一つとして後援会組織を立ち上げ

てはいかがかと言うことだと思います。
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ただ、この後援会組織については、阿部委員もおっしゃっており

、 、 、 、ますが 各学校 その学校を卒業した同窓生 現在のＰＴＡの方々

地域で暮らす住民の方々などの声が一つにならないと組織作りとい

うものは難しいのかなと思います。

この協議会において、このままでいいのかと言うことも含めてご

検討していただきたいということだと思っております。

ちなみに教育委員会の情報では、南外地域協議会としての意見は

全額補助した方がいいと言う意見にまとまったように伺っておりま

す。

工藤会長 これは大変難しい問題だと思います。現在、３分の１、若しくは

２分の１の補助以外は保護者が全額負担している現状であります。

全額公費で行けるような形がいいのか、補助以外は保護者負担が

いいのか、あるいは補助以外について支援母体を作って助成して頂

き、いくらかでも保護者負担を少なくした方がいいのかをこの場で

検討してほしいと言うことのようです。

小笠原博委員 現在よりも補助を減額する。保護者の負担が増加する。というこ

とは避けなければいけないことであると思います。南外地域協議会

では経費全額を行政側で負担した方がよい。と言うことのようです

が、それが一番好ましい姿でしょうが、実際問題としてかなりの金

額になると思われるのでそれはなかなか難しいと思います。各地域

の協議会で検討されていることだと思いますが、この件については

性格上、行政としての方針を示した上で、地域として父兄としてど

う対応するのかと言うことになると思います。

若松謙三委員 私がＰＴＡ活動をした経験から言いますと、地域の方々に寄付を

お願いして実施してきました。また、このようなことを行うことに

よって部内の父兄のまとまりが強くなっています。野球だと寄付が

多く集まり、テニスだと少ないなどはっきりしていることもありま

す。学校に対する支援の組織を作るということが、ＰＴＡの方から

の働きかけであれば当然必要なことだと思います。地域づくり課の

対応と書いてありますが、地域づくりの担当ではないと思います。

、教育委員会の方からそのような組織を作りたいという要望であれば

地域として応えていくべきでないのかなと思います。

また、そのような組織で集めた経費は各部平等に使ってもらうこ

とが基本であると思います。

赤川和浩委員 若松委員の考えに同感ですが、主に全県、全国大会に行くのは野

球部が多いわけです。そのほかにも剣道部、和太鼓部という文化的
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な部も全国大会に行っています。しかし全国大会へ出場するからと

言ってパレードもしないし、寄付も集めないが、同じくらいの経費

はかかります。野球の場合は優勝してパレードをし、寄付を集める

といった場合も住民からの同調が得やすいと思います。支援組織を

学校関係、ＰＴＡ関係が地域の人にお願いして、組織づくりをして

くれれば一番いいのではないかと思います。

また、補助金について旧大曲の要綱に基づいて地区大会以上が対

象となって補助率を設けていると言ってますが、できれば地区大会

までは補助がないけれども、県、東北、全国を全額に近い率を補助

して頂きたいと思います。

工藤会長 今までのご意見をまとめますと、一つは現状よりも子供たちに負

担を多くすることはいけない。そのためには教育委員会として補助

率の問題もあると思いますが、それぞれの学校で援助していくため

の支援団体を作ってそれを元にして市民から協力をいただいて経費

を集める。各クラブに平等に計画的に支援することを基本とする。

南外地域協議会では全額行政にお願いするというお話だったそう

ですが、行政としても全部対応することは難しい問題であると思い

ます。住民の方々ができることは自らやっていくという考え方で後

援会組織を作ることは望ましいと思います。

その組織作りをどの課が音頭をとって進めていくということにつ

いては、教育委員会が音頭をとって、ＰＴＡや関係団体と一緒に進

めてほしいと思います。

協議会の意見としてこのようなまとめ方でいかがでしょうか。

委員 異議ありません。

工藤課長 協議会の意見としてまとめさせて頂きます。

阿部一雄委員 教育委員会から校長会、教頭会、連合ＰＴＡなどの会議の際に提

案し、話し合っていただけたらと思います。実際に西中学校では体

育文化後援会費を集めて活動しております。

若松謙三委員 地域協議会は意見を言うということもさることながら、地域住民

の先となっていろいろなことを行動していくことも含まれておりま

すので、支援団体を作った方がよいというところで終わるのではな

く、ＰＴＡの関係の赤川委員、伊藤委員がおりますので、この方々

を中心に後援会組織ができあがるまで、私たちも支援していかなけ

ればならないと思います。
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工藤会長 この件につきましては、これくらいとしまして次の議題に入りた

いと思います。

堀江地域振興課長 次に、前回からの協議事項についてでございます。施設の視察研

修の意見等についてまとめてありますのでご報告致します。

（資料２ページ、３ページの視察研修の感想、意見についてを朗

読）

工藤会長 ただいま事務局より朗読されました内容について、再協議という

ことですが、いかがでしょうか。

ご意見をお願いします。

堀江忠男委員 大半が大沢郷地域の施設となっておりますので、地域の意見を聞

いている範囲で話したいと思います。

青少年自然の家は最近では利用者が少なくなったということで、

特にあってもなくても支障がないような意見があります。

大沢郷老人憩いの家については利用者がいないし、老人クラブで

も旧大沢郷出張所を集いの拠点にしてくれれば憩いの家は解体して

も良いという意見のようです。

旧大沢郷出張所は出張所を廃止してから土地改良区の事務所とし

て使用され、屋根補修や改築など実施しているので、地元の老人ク

ラブから憩いの家としての要望があります。

伊藤智子委員 職員会館を前回視察させて頂いたんですが、雪が降り始め冬休み

に入りますと、遊ぶ場所がなかなか確保できなくなります。遊ぶに

は狭いような気がしますが、昼間親の方がいない家庭の子供が集ま

、 。って宿題をするなど 拠点としての施設にして頂きたいと思います

若松謙三委員 平成１８年度総合支所枠予算と言うことで５００万円程度で意見

がありましたら出してくださいとの照会がありました。５００万円

でどの程度の事業ができるのか見当がつかなかったのですが、４、

５点ほど提案しました。その中の一つに総合支所の利用について記

載しましたが、皆さんは３階の利用を考えているようですが、事務

室を２、３階としても用事のある方はエレベーターもありますので

それほど不便は感じないと思いますし、１階を多目的ホールとでも

いいましょうか、伊藤委員さんもおっしゃいましたが、子供達も自

由に出入りできるスペースとして、また、曲屋等にある貴重な資料

を展示するなど１階を地域住民に開放するような施設に改造するよ

う検討してほしいと思います。
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、 、阿部一雄委員 職員会館の問題ですが 常に職員が利用していると思いますので

３階の議員控え室を職員会館として活用し、現在の職員会館を子供

。 、 、達に開放していただきたいと思います 独立した建物であり 和室

洋室、トイレや冷暖房も完備しています。ただ、児童館的な利用す

る場合の管理者、子育て支援センターであれば専門の保育士が必要

などかいろいろな課題はあると思いますが、子供達に解放できるよ

う検討してほしいと思います。

また、職員には労力奉仕として大変難儀をかけましたが、わんぱ

く広場が完成した記事が広報に載っておりました。そのそばに安ら

ぎの場として職員会館の場所を利用できたらと思います。

小笠原慶子委員 強首にある多目的研修センターは維持管理が大変であり、解体し

ても良いと思いますが、中には貴重な資料やめずらしいものがたく

さんありますので、総合支所か中央公民館など別の場所に保管、展

示し役に立ててほしいと思います。

工藤会長 他にありませんか。

この中の統合保育園の建設については、大沢郷保育園、強首保育

園ともに老朽化しているので早急に建築が必要と思います。これに

ついては皆さんご意見ありませんね。

土川老人憩いの家はここに書いているとおりでよろしいですね。

曲屋民家と多目的研修センター大沢郷老人憩いの家についてはこ

のとおりと致しますし、旧大沢郷出張所は地元から要望が来ている

というご意見がありました。

青少年自然の家については活用の仕方を再度検討して、いろいろ

な機能を持たせて活用した方がいいという意見と、役割は充分果た

したので解体しても良いという意見もありましたが、皆さんいかが

でしょうか。

佐藤支所長 青少年自然の家、土川老人憩いの家は地元の意見を未だ聞いてお

りません。地域の意見を聞きながらこの会に報告し、方向付けをし

て参りたいと思いますので、この場で結論を出すのはもう少し待っ

ていただきたいと思います。

伊藤智子委員 青少年自然の家は地域の方々、関係者から意見を聞いて決めるこ

とはいいと思います。子供達がこのような施設を他の地域でも利用

、 、しておりますが この近くでは保呂羽山というところにありますが

施設がだいぶ古くなってきており、だんだん人気が落ちてきていま

す。

しかし、保呂羽山のいいところは、内容がとても充実しています
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し、春から冬までそれぞれいろいろな内容で子供を引き寄せる企画

をしています。私の意見としては、存続させて内容の充実に努めて

頂きたいと思います。いろいろな体験ができる場所を増やして、将

来的に子供達の経験が豊富になるようにして頂けたらと思いますの

で、なくさない方向でお願いします。

工藤会長 建物そのものは老朽化しており、もちろん整備が必要ですが、周

辺の山を整備し、オリエンテーリングができるような施設にするな

ど検討の余地はあると思います。支所としましては地元の意見を聞

いて方向付けをしていきたいということのようです。

赤川和浩委員 各学校からの意見も参考にしたらいいと思います。

佐々木忠永委員 建物はそのままとしても、トイレなど中の設備をある程度改修す

ればまだまだ子供達が利用でき、集まれる施設であると思います。

工藤会長 職員会館と総合支所の１階を市民の方々に開放し、どのように活

用していくかを検討して頂きたいと思います。

小野地総務課長 庁舎そのものが公共財産ということで、公の施設と別にする部分

があります。庁舎の中にいろいろな施設が入ると言うことは、自治

法上の問題があります。自治法の解釈も柔軟性を持たせるような形

で検討されており、庁舎の中に銀行や郵便局が入ることについて国

の方で協議が進められているようです。住民に開放して子供の遊び

場にすることは可能だと思います。若松委員がおっしゃいました事

務室を２、３階に移すことですが、支所そのものが住民の窓口であ

りますので、ダイレクトにサービスを提供できないのではないかと

いう心配があると思います。

また、伊藤委員がおっしゃいましたように、職員会館については

３階の議員控え室に機能を移して、その建物を児童館的なものに活

用することは可能かと思います。ただ、一つの施設を設けて管理す

るとなると、ハード的な面については協議して決めることはできる

、 、と思いますが ソフトの面でどのように運営していくかについては

まだ議論の必要があるのではと思います。

３階の議場部分をどうするかをご協議お願いしておりましたが、

実施計画に上げましたが、予算は計上されておりません。地域協議

会の議論を受けて、具体的な計画が進んだ段階で予算付けするとい

う本庁の考え方であります。

工藤会長 施設の今後の方向付けは、かなりまとまりつつありますが、地元
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。住民や関係者からの意見も聞きながらまとめていきたいと思います

次にその他に入りますが、事務局よりお願いします。

堀江地域振興課長 はじめに総合支所長から皆様にお礼を申し上げたいとのことです

ので、よろしくお願いします。

佐藤支所長 支所枠予算事業に対する提案のお礼

堀江地域振興課長 一つめといたしまして、協議会委員の会議室利用についてであり

ますが、３階の第７会議室を地域協議会室にすることとなりました

ので利用して下さるようお願いします。

また、前回の協議会の際、若松委員からのご質問の中で協議会の

意見がどのような形で市長に伝わるのかと言うことでしたが、それ

について、１７年度の最終協議会には市長が必ず出席するとのこと

でしたので、その際闊達な意見交換をお願いしたいと思います。

今後の日程につきましては、第５回目が２月中旬、最終の第６回

目は定例議会終了後の３月下旬を予定しております。

工藤会長 本日の協議会はこれで終了致します。長時間にわたりありがとう

ございました。


