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  第４回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１８年１１月２１日（火） 

午後２時００分～４時２５分 
                    ２．場  所       西仙北総合支所 ３階 第１・２・３会議室 
                                     ３．出 席 者       別紙のとおり 
                                     ４．会議内容 
          
 

１開 会 
○堀江考査員              ただいまより、平成１８年度第４回西仙北地域協議会を開催い

たします。はじめに会長よりあいさつをお願いいたします。     
   

２会長あいさつ        本日は大変お忙しいところお集まりいただき誠にありがとうご

ざいます。今日はいろいろご多忙な方がおるようでありますが、

振り返ってみますと１０月２３日には西部地区の地域協議会合同

研修会がユメリアで開催され、大変盛会の研修会でありました。

いろいろな地域協議会での意見交換をあのような形での研修会は

良かったというご意見が多くありました。それにつけても研修の

持ち方についてもいろいろ要望が出されております。今後の研修

の持ち方について良い機会であったと思います。又、１０月２７

日、仮称大仙市地域協議会会長連絡会が開催されした。今後どの

ような形で会議をもっていくのかという事についていろいろ協議

されました。詳細については後で事務局からご報告して頂きたい

と思います。いずれに致しましても年に何回か会長連絡会を開催

して情報交換をし、継続していく事としております。 

今日の協議会は１．地域枠予算について、２．平成１９年度地

域枠予算について、３，その他となっておりますのでどうぞよろ

しくご協議下さるようお願いいたしまして開会の挨拶といたしま

す。 

 

○堀江考査員         ありがとうございました。それでは会議に入ります前に先程会

長からお話がありました、仮称大仙市地域協議会会長連絡会の詳

細について副参事からご報告願います。 

 

○小西副参事         別紙（地域協議会会長連絡会（会議報告））により報告 

 

○工藤会長          ありがとうございます。今報告がありましてけれども、質問等

につきましては後の方でお受けすることと致します。 

               協議に入らせて頂きます。 

３協議 

○堀江考査員         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、会議の進行は会長にお願いいたします。 
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○工藤会長          それではこれから会議を進めていく事といたします。 

出席委員は１８名中９名で、過半数でありますので大仙市地域

自治区の設置等に関する条例第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、西仙北地域協議会運営規定第７条第２項

の規定により、会議録署名員を私の方から指名させて頂きます。 

五十嵐五郎委員と小笠原慶子委員にお願いいたします。 

 

それでは早速協議に入ります。西仙北地域枠予算について議題

といたします。 

事務局から説明願います。 

 

協議１ １西仙北地域枠予算について 

○小西副参事         西仙北地域枠予算事業について説明。 

（資料１ページ） 

 

 

○工藤会長          ただいま地域枠予算事業について説明を頂いた件についてご質

問、ご意見をお受けいたします。 

 

○佐藤（好）委員       それぞれの事業の概算事業費はどのくらいでしょうか。 

 

○小西副参事         植樹事業については１本当たり約３５,０００円で、樹高約４ｍ、

枝幅１．５ｍ、周径１８㎝で３本の植栽で総額１０５,０００円ほ

どとなります。植栽の場所は庁舎西北側の芝生の所を考えており

ます。 

集落名称板については過年西仙北町のときに設置したスタイル

を参考にすると１基約１１万円となっております。寺の下、石川

郷、沖田、野中、殿屋敷、田ノ沢、上戸川、小戸川、寺村（大沢

郷）の９基を予定しており、総額約１０４万円になります。 

大綱引きの場合はミニかまくらをできるだけ多く作成すること

とし、各地域のご協力をお願いし綱引きを盛り上げると言うこと

で５万円ほど見込んでおります。 

 

○佐藤（好）委員       私が居住している江原田という地域は３カ所の地域が集まって

いる。前に看板を立てたときも大場崎と江原田の間に篠山という

集落がある。その篠山と言うところにも看板を立てて貰えないか

と言うことでお願いしたところ、金額的に１０数万円もするから

とてもできない、ということで断られた経緯がある。集落と集落

の間にある集落であることから通行人は迷うと思います。できれ

ばその篠山という名称板設置をお願いしたい。寺の下に設置する
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くらいですから・・・・・ 

 

○阿部委員          大綱引きについてでありますが、嘗ては高校生までも関わって

ミニかまくらを創った経緯があります。我が昭和地区においても

同様であります。綱引きを盛り上げるためミニかまくらを創るに

あたり手間賃を払うわけでもなく、現実的にローソク代となると

思います。地域への働きかけにより、理解をいただければ可能に

なるだろうと思います。 

 

○小西副参事         綱引き行事と併せた形で各家庭から出る〆飾り等の消却のため

カマクラはできないものでしょうか。 

 

○若松（謙）委員       過去にこの役所の所が刈和野小学校跡地で舗装もされていなか

ったこと等から、今の駐車場敷地で実施した事がある。ナイロン、

プラスチックから出てくる黒煙とダイオキシンの問題が起きてか

らドンド焼きは無くなった。刈和野地域でのドンド焼きを行うに

は住宅も密集していること等から、非常に場所を吟味することが

必要と思われる。現実的には河川敷か・・・ 

               それから事業実施について今年度はこの状況でよいのか、小出

しに多くの事業を実施するよりも内容を充実させては如何なもの

でしょうか。例えば子どもの安心安全については十分か、不法投

棄看板はどうかというように、地域枠予算を効果的に使っては如

何でしょうか。但し今回出された事業計画について何ら反対する

物ではありません事を申し添えます。 

 

○小西副参事         今の安心安全、不法投棄のことについて後で報告と言うことで

考えておりましたが、ただいま若松委員から提案がありましたの

で報告させて頂きます。 

平成１８年度は殆どが安心安全と言うテーマのもとで予算執行

をしております。その中の一つとして交通安全の看板。これにつ

いては先般出来上がり各地区交通安全会に各４枚配布しておりま

す。不法投棄看板については春の地域説明会のとき要望があった

地域には１５０本つくった中で８０本ほどの要望を受けて既に配

布しております。今後は市民課での取り扱いをお願いしておりま

す。また、安心安全看板と言うことで各学校に１カ所設置するこ

とで、今月末日に入札という運びになっております。場所、標語

については各学校ほぼ決定しております。ちなみに標語について

は児童生徒による標語と言うことであります。もう一つ安心安全

活動の啓蒙ということで幟旗をつくり配布設置すると言うことで

委員の皆様に説明とご了解を頂いた事でありますが、時期的には

若干遅すぎた嫌いはありますが世情からすると丁度良い状況と思

います。今月末には３００本出来上がることになっております。 
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防犯協会等々の皆様からご協力を頂きながら配布活用をして頂

く事としております。 

不法投棄看板については先の要望箇所地域以外からの申し込み

は現在無いと言うことであります。ただ不法投棄については今後

何らかの問題が起きてくることと想定されます。 

 

○工藤会長          不法投棄看板については今のところ各地区からの要望がないと

言うことであれば、もう少し様子を見ては如何でしょうか。と言

うことでありますね。 

 

○佐藤（好）委員       看板の取り扱いについて何か指示をしておりますか。 

 

○小西副参事         看板配布のとき送り状をつけ、その中に、冬期間は除雪等の問

題により破壊される恐れがあるので取り外しをし、春に再度設置

して頂くよう協力の文面を付けております。 

 

○工藤会長          それでは、先程からの事務局から出された植樹事業、地域づく

り事業の集落名称表示板設置、大綱引き活動事業の３つについて

ご了承頂いたと言うことでよろしいでしょうか。 

 

○全員            異議なし 

 

○工藤会長          今回の事業は記念すべき事業であることと、この事業を実施す

ることによってその地域の活性化につながる事業である、という

ことでみんなが納得したということで案件の議決ということに致

します。 

 

協議２ 平成１９年度地域枠予算について 

○工藤会長          今年度は地域環境美化、地域の安心安全づくり事業と言う大き

なテーマのもと事業を実施して参りましたが、平成１９年度につ

いては如何したらよろしいものか。できればまた大きなテーマの

もと事業実施に取り組んで行けたら、と言うことを念頭に置いて

協議して頂きたいと思います。事務局からお願いいたします。 

 

○小西副参事         平成１８年度は安心安全づくり、地域環境美化という大きなテ

ーマのもと事業を行ってきました。中でも地域環境美化と言うこ

とで１９年度も継続的に進めていきたいと思っております。その

内容につきましては、各地区からのゴミ集積所への廃棄方法につ

いての案内看板について何とかならないかという各地域から要望

があります。そのことについては地域枠予算と言うよりも市、市

民課サイドで行うべきものと働きかけをし、新年度予算計上と言

うことでお願いをしております。地域協議会としてはこれだけで



 5 

はなく、地域の美化を考えるにもう少しゴミ集積所周辺を心和む

状況をつくってはどうかと言うことで、プランターに花を植えて

いただきゴミ集積所を気持ちよく利用して頂くと言う環境をつく

ってはどうかと言うことで提案いたします。集積所は西仙北地域

内で現在約１１０カ所あります。そこの所にプランターに花を植

えていただき管理して頂くと言うことになります。集積所には最

低週２回は行くことになると思います。そのときに水やり、除草

等の管理ができるだろうということです。１カ所当たり９個ほど

のプランター設置と考えております。このことにより約１００万

円の予算が必要となります。地域環境に役立つものであればと言

うことと、地域づくり予算計上にあたり委員の皆様から目標とい

うものを提案して頂きたいと思います。 

各地域の地域枠予算の執行状況である平成１８年度大仙市地域

枠予算一覧表と、同じく配布してあります委員の皆様方から頂い

た要望文、平成１８年度総合支所枠予算事業についても未だ実行

されていないところもありますので、総合的にご提案頂ければ１

９年度予算の方向付けができると思いますのでご検討願います。 

 

○佐藤（好）委員       どのような方法でプランターに花を植えるのでしょうか。 

 

○小西副参事         各地区ゴミ集積所設置地域にプランター、土、苗を支給した後

に植栽をして頂き、そして日常管理を地域に行って頂くというこ

とになります。 

 

○若松（謙）委員       ゴミ集積所周辺の花いっぱい運動を全町に広めると言うことは

非常に良いことと思います。また、先程出ました綱引きのミニか

まくらを設置して大綱引きを盛り上げようということもまた非常

に良いことと思います。このような事をよく考えると地元の町内

会、自治会とタイアップしていかなければならない事業がこれか

ら多々出てくると思います。このことから今年度地域枠予算の中

で事業をおこしておりました自治会連絡協議会まちづくり委員会

を早急に設置して頂き、そこの協議会とタイアップしてまちづく

りをし、西仙北地区地域づくりのために広く広めて行くことと思

います。まちづくり委員会というものをできるだけ早い時期に立

ち上げて頂きたいと思います。 

 

○佐藤支所長         今若松委員から出て参りました西仙北地域の自治会連絡協議会

通称まちづくり委員会の設置についてでありますが、実は去る１

１月１７日（金）に仮称と言うことで各地域土川、刈和野、強首、

大沢郷の各振興会・協議会・集落会長さんと副会長さん等に集ま

って頂きこの趣旨の思いを相談致しました。 

その結果、当地域協議会委員の中にも出席者（１ 人）はおり
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ますが、全員の方々から賛成の同意を頂きました。今後の方向付

けとして２月上旬頃までは第２回目を開催し、役員構成、メンバ

ー、事業計画等々の規則をつくりあげ、正規に活動に移していく

運びとなる事としております。          

 

○若松（謙）委員       その会議に地域協議会の委員として会長も出席し、地域協議会

と自治会協議会とが協働でまちおこしをしていくと言う体制に持

って行ってもらいたいと思います。 

 

○佐藤支所長         先の会でも地域協議会と自治会協議会との違い兼ね合いについ

て問題になりました。 

                

○若松（謙）委員       解釈の仕方によって言い方は変わりますが、話は来年度の計画

から先般の西部地区地域協議会研修会の話になります。私達の小

委員会の中で、地域協議会でいろいろ検討するだけではなく、地

域のみんなと行政と一緒になって町おこしをしていかなければな

らない地域協議会であるけれど、実質行政側から案件が出され、

事実上諮問機関と同じではないか。これを何とかして我々が行政

と一緒になって協働で行っていくという体制を地域協議会でつく

っていかなければならない、と言うことを私と南外の伊藤会長さ

んが提案をしました。委員の中にはそのことが良く理解されてい

ないらしく、伊藤会長が委員の中に温度差があると言うことを発

言した訳であります。そのようなことで、今の体制だと事業計画

も何でも、事務局から出てきて我々はそれに対してどうのこうの

意見を言うことで、果たしてこれが目指している地域協議会なの

かなとこの頃疑問に思ってきました。自ら要望したり提案・提出

をするけれど、行政と協働でタイアップして、同じ土俵で委員の

方の意見を取り入れる等の協議をしていくのが地域協議会ではな

いでしょうか。 

 

○佐藤支所長         全くその通りだと思います。今出されている案はあくまでも参

考意見であり、実質的には地域協議会の委員の中から来年度はこ

の様なことを行ってはどうか、という事を出して頂くことでもあ

ります。事務局から出された案が必ずしも必要とされるものでは

ありません。誤解のないようお願い致します。 

 

○堀江考査員         理想とするのは地域住民からこの様な事業を行いたい、と要望

が出され、その上で地域協議会で協議し、ＯＫという事業が最適

と思います。 

 

○若松（謙）委員       住民から早く意見が出てくるような地域自治区、まちづくり委

員会を設立して頂いて、住民から意見が出てくるような体制づく
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りをして頂きたいと言うことであります。 

 

○阿部委員           地域協議会委員から提案するのも良いけれど、事業実施はまち

づくり委員会等から実行部隊でもあることから提出して頂きたい。

浮き上がった、足が地に着かない地域枠執行になってしまう。何

とかお願い致します。 

 

○工藤会長          いまいろいろ話し合いが出たわけでありますが、来年度のテー

マについて環境美化は必要でありますね。それから安心安全のま

ちづくりについては如何なものですか。 

 

○佐藤（和）委員       安心安全についても欠かすことのできない大きなテーマと思い

ます。是非継続すべきテーマと考えます。 

 

○工藤会長          そうですね。環境美化については生ゴミの問題もありますが、

特に世情の中で公徳心が欠けている。自己中心的な行動が目立つ。

人に迷惑をかけることが増えてきており、全く公徳心の問題と思

います。この公徳心について地域の中にどのように活かし繁栄さ

せていくのかの運動が大事なことと思う。お金をかけ安心安全の

看板をいくつ立ててもきりがないと思います。今後この様な公徳

心育成の活動が課題となると思います。この様な意味合いから秋

田県の社会福祉大会において、八郎潟町（潟上市）の自治会会長

が自ら活動し実践し、如何にして住民の方々を地域活動に参加さ

せていくかの発表があり、正に生きた地域づくり活動と思いまし

た。大学教授の話はともすれば理論であり、生の状況が伝わらな

い事がある。あのような八郎潟の方の話を聞く事も大事ではない

でしょうか。研修としては非常によいことと思います。 

１８年度要望文として委員の方々から出された中でまだ具体化

されていないものもあるようです。このことも来年度の事業の中

で検討しても良いのではないでしょうか。 

 

○佐藤（好）委員       地域枠予算事業は２カ年に渡る継続的な事業も認められている

事で記憶しております。 

               そこで、できるものならば先程の平成１８年度事業への追加と

１９年度への継続、と言うことで郷土の歴史文化についてもう一

度考えて頂ければ幸いと思います。その中で我が郷土西仙北地域

について菅江真澄氏が記された「月の出羽路」という図書があり、

当時のこの地域の様子を詳しく述べられた図書であります。ただ

現代文とはかなりかけ離れた文体で、困難な解釈解読文章であり

ます。そこで、西仙北支部文化財保護協会では何とかして地域の

皆様に当時の状況を伝えたいと言うことで解釈文とともに研究を

重ね一冊の図書としてまとめ隊と考えております。しかし図書と
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して印刷製本、一部カラー印刷となればかなりの金額になると思

います。このことからこの地域枠予算の中で何とかならないもの

でしょうか。と言う提案であります。 

 

○工藤会長          私も西仙北支部文化財保護協会の一員でありますが、確かにこ

の真澄の記録を見ると当地域のことがかなりの事まで知ることが

できます。また合併以前各地域では解釈文を入れた現代文として

の「月の出羽路地域版」的な図書が発行されております。 

         地域を知るための歴史書は必要であり大事なことと思います。 

 

○佐藤（好）委員       この総合支所枠予算要望文の中で、協議会委員名が記されてい

ないのはどのような訳でしょうか。 

最初から記入する気がなかったらこの欄を設ける必要が無いの

ではないでしょうか。 

 

○工藤会長          同じような意見を出している人があれば集約しているところも

ある訳ですよね。 

 

○小西副参事         このことについては今回初めて資料として提出しているもので

はありません。先の協議会（第３回）のときも同じものが提出し

ております。委員の皆様は当然一読目を通したものと解釈してお

ります。今更名前がどうのこうのと言うには当てはまらないもの

と思うし、事務局としては言われるにあたらないと思います。 

 

○佐藤支所長         会長さん、平成１９年度事業について決定するというものでは

なく、未だ時間もあるので次回にまで更に検討し、提案すると言

うことで如何なものでしょうか。 

 

○工藤会長          今日はかなりの時間をかけ熱心に協議して頂きましたが、いま

支所長さんからもお話がありましたように、平成１８年度総合支

所枠予算事業についてという中にもっと具体的に事業を実施して

いくという形のものが残されていると思います。先程以来様々な

ご意見が出されましたが、次回にもう一度平成１９年度地域枠予

算事業について皆さんから意見を出して頂きご協議して頂きたい

と思います。今日の段階ではこのくらいのところで如何でしょう

か。 

 

○小西副参事         確認でありますが、今日の段階では１地域の安心安全、２地域

環境美化、３郷土の文化と歴史ということで菅江真澄の月の出羽

路西仙北地域版翻訳本作成について、の３本柱となる事でよろし

いでしょうか。 
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○全員            よろしいです。 

 

 

 協議３ その他について 

○工藤会長          それでは次にその他についてお願い致します。 

 

○小西副参事         その他についてでありますが、先程大仙市地域協議会会長会の

報告のとき、他地域では協議会委員の先進地視察を実施している

とのことで報告致しましたが、当地域協議会では如何したらよろ

しいでしょうかと言うことであります。 

 

○工藤会長          先進地視察研修それを何としたらよろしいでしょうか。また予

算はどうなっているでしょうか。 

 

○堀江考査員         先般の西部地区合同の協議会委員研修でありますが、あれは各

地区２０万円、４地区で８０万円という予算で実施しました。し

かし実情は１地区当たり１０万円にもなっておらない状況であり

ます。その点では大丈夫と思います。但し食料費については考え

ないでください。実行する場合は市のバスを利用ということにな

ると思います。また日帰りと言うことで考えて頂きたいと思いま

す。 

 

○若松（謙）委員       先般西部地区の地域協議会合同研修会を行ったとき、他地区の

人達の考えを聞くことができ非常に刺激になり勉強になりました。

また、同じ西仙北地区の委員の中でも各会議毎出席が叶わない事

もあったのでその方と話を十分にしたこともなかった。会員の親

睦に繋がること、先進地で勉強することは私達の刺激にもなると

思いますので、会長及び事務局で実施という方向で考えて頂きた

い。 

 

○工藤会長          それでは、事務局と相談をして決定したいと思います。よろし

いですか。その様なことで進めさせて頂きます。 

               その他に何かございませんか。 

 

○佐藤（攻）委員       地域協議会委員の構成でありますが、１８人いる中でやっと半

数しか出席していない。このことも問題ではありますが地域バラ

ンスが非常に悪いのではないかと思います。強首地区から私１人

です。佐々木智子さんが木売沢というところから選出されており

ましたが刈和野に移転してしまいました。ですから私１人です。

これが今度は０になる可能性があります。というのは、私は集落

会長会の会長ということでここで委員になっている。集落会長を

辞めると自動的に地域協議会委員も下りると言うことになります。
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ですから強首からは０になる、ということが十分にあるわけです。

事務局でどのように対処するか解りませんが今から検討しておい

て頂きたい。 

 

○堀江委員          ０になるということはないと思います。いわば後任の会長がそ

れにあたることとなれば何ら問題はなく、０になるということは

ないと思います 

 

○佐藤（攻）委員       自治会の会長の任期は今年１２月末で、１月１日に役員改選と

なっております。また強首地区集落会長会は３月末と言うことに

なっている。もし私が辞めるとなれば１月から３月までの間は０

ということになります。 

強首地区集落会長会会長は各集落の会長であればこそできる資

格である。自動的に立場を失うこととなるのではないでしょうか。 

 

○堀江委員          私も振興会の会を代表して来ている。私ももし辞めるとどうな

るかという心配はあった。会を解散しない限り団体は存在するも

のであり、貴方の代わりの代表者が残任期間を全うする事になる

のでは。とすると０になることはないのでは・・・・ 

 

○堀江考査員         集落会の総会は１月であるけれど、もし佐藤さんが選出されな

かった場合今度は強首地区集落会会長会の臨時役員会とか総会と

かは開催しないものでしょうか。 

 

○堀江委員          地域協議会委員は市長が委嘱したものであり、簡単に辞めると

かはないのではないでしょうか。 

 

○堀江考査員         改選された場合強首地区集落会長会、または集落会として役所

に届出しますよね。 

 

○佐藤（攻）委員       勿論その方向で動くこととなります。 

 

○堀江考査員         それまで検討、相談しておくことと致します。 

 

○若松（謙）委員        先般の西部地区協議会委員研修会分科会のとき、他地域委員か

ら我が地域協議会の参加率が悪くてという地域がありました。私

の方も現状はこの様な状況であると伝えました。地域の方々の意

見を繁栄させる為には何としてもこの会に出席し、意見等を出さ

なければ効力を発しないと思う。事務局として会の開催の仕方に

ついて例えば平日の日中のこの時間でよいのか、ということも検

討して頂きたい。また、各部会に分けて会を進める方法は機能的

には効果的と感じております。これも検討課題として考えて頂き
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たい。少なくとも１５・１６人の参加になるようにお願いしたい。 

               また○○会の会長が出席できない場合は副会長が代理出席とい

うことも考えるべきではないでしょうか。 

 

○堀江考査員         若松委員の言うとおりと思います。ただし市長の任命というこ

とになっていることから、条例改正ということまで発展すること

から非常に困難な面があります。 

 

○若松（謙）委員       西部地区地域協議会委員研修における講師および事務局ではど

のように評価しているものでしょうか。講師の先生は懇親会にな

ったら非常によい雰囲気であった。アフターフォローをしたいの

で来年もう一度このことについてみんなで勉強したい。というこ

とをいっておりました。１回で終わりではなく後日また評価、フ

ォローが必要ではないかなと思っております。来年も検討して頂

きたいと思います。 

 

○堀江考査員         資料のふりかえりシートに記されておるように、非常に好感を

もった研修会であり好評でありました。 

 

○若松（謙）委員       ほかの地域のことを言って申し訳ないが、太田地域で開催した

東北公益大学の講演よりは実りある勉強会であったと思っており

ます。 

 

○堀江考査員         来年度の地域協議会研現在未定で修会については今年度と同じ

ような方法で実施できるかどうかはあります。今後実現に向けて

検討したいと思っております。 

 

○小西副参事         最後のその他についてであります。お知らせと言うことでお聞

き下さい。 

１１月３０日午後２時から太田文化プラザにおいて、三度東北

公益文科大学教授による講演会があります。演題は地域協議会と

委員の役割となっております。この講演会は東部地区地域協議会

委員合同研修会にもなっております。特別な案内はありませんが

ご聴講下さい。以上です。 

 

○若松（謙）委員       先の太田地域での講演会は如何なものでしたでしょうか。出席

された方がおられましたら教えてください。 

 

○小西副参事         佐藤（攻）委員と小笠原（浩）委員が参加されております。 

 

○佐藤（攻）委員       視点の問題で、西部地区協議会委員研修会は良かったと思う人

もいるし、ドンパルよりはかなり質が落ちると思う人もいる。捉
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える側の問題なので自分が良ければ他の人も良いとは必ずしもい

えない。この間の公益大学の講演は実践活動としてどのように地

域づくりをしていくかという点ではみな同じです。大森教授があ

ちこちで地域づくりについて指導している事が小型化したものが

この間の講演会であったと私は捉えている。 

 

 

○小笠原（浩）委員       太田の方に参加しましたが、基本的には講師の先生方の話を一

方的に聴くというスタイルである。それはそれで勉強にはなりま

したが、委員同志で話し合えるとか、講師との意見交換を十分で

きる等の形をとれればもっと勉強になったと思います。ただ、質

問の時間はあるけれど、時間的にかなり押していたことから十分

ではなかったと思います。 

 

○工藤会長          ありがとうございました。 

それでは今日の協議会はこれで終わる事にいたします。大変長

時間に渡り熱心な協議を頂き誠にありがとうございました。 

大変ご苦労さまでした。 
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