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  第３回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１９年７月６日（金） 

午後２時００分～４時３５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 
          
 

○小松地域振興課長        開会に先立ちご報告申し上げます。大沢郷振興協議会の役員改選

により堀江忠男氏が退任され当協議会委員も辞職し、齋藤郁雄氏が

委員に就任することになりました。齋藤氏は以前からの行事が組ま

れており、本日の会議はどうしても出席できないと言うことの連絡

を受けました。従って本日の委嘱状交付はありません。次回の協議

会には紹介できるものと思います。 

（欠席委員の報告と確認） 

 

Ⅰ 開 会 
○小松地域振興課長      ただいまより、平成１９年度第３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。 

 

Ⅱ 会長あいさつ         今日は今年度第３回目の地域協議会であります。皆様大変お忙

しい中お集まり頂き誠にありがとうございます。今日は方々で

様々な行事と重なり出席委員も少ないようです。今日の案件は予

てからの案件の通り教育委員会からの「新しい時代の学校教育だ

いせんビジョン」について、市民生活部環境課から「ごみ有料化」

につての二つの案件であります。最初に教育委員会からの案件で

教育長、教育次長と担当各課長さんをお迎えしての説明でありま

す。二つ目は市民生活部環境課長と参事をお迎えしゴミの有料化

についての説明であります。皆様どうぞよろしくお願い致します。 
 

Ⅲ 協議 

○小松地域振興課長       ありがとうございました。 

それでは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。 

 

○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、２分の１以上の出席であります。

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。 
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伊藤智子委員と小笠原慶子員にお願いいたします。 

 

それでは早速協議に入ります。 

 

協議             １．「新しい時代の学校教育だいせんビジョン」についてであ

ります。教育委員会からよろしくお願いいたします。 

 

○相馬教育次長        教育委員会教育次長の相馬でございます。教育長が若干遅れて

参ります。来た段階で教育長よりご挨拶させて頂きますのでよろ

しくお願い致します。 

本日は西仙北地域協議会の中で、この３月に策定致しました「新

しい時代の学校教育だいせんビジョン」について説明時間を頂き

誠にありがとうございます。これから約３０分近くの説明となる

と思いますのでよろしくお願い致します。説明が終わってから教

育長がご挨拶を申し上げることと致します。出席委員の皆様方か

ら忌憚のないご意見を沢山いただきたいと考えております。 
ここで教育委員会出席者を紹介させて頂きます。 
主席参事兼教育総務課長服部、説明を担当する教育研究所長高

橋、当地域出身の教育総務課副主幹伊藤です。丁度いま教育長と

学校教育課長の藤原が見えました。それでは説明に入る前に教育

長からご挨拶を申し上げます。 
 
○三浦教育長         遅れてきて申し訳ございません。地域協議会の中に教育委員会

の案件を取り入れて頂き感謝申し上げます。今国の方の動きがい

ろいろありますが、子ども達の動き、全国的な様々な事件とか事

故との拘わりを見たときにこの後の学校教育、子ども達をどのよ

うに育てていけば本当に少子化時代に対応できる大人になって頂

けるのかというようなことを真剣に考えさせられます。いま国の

方で制度、仕組みをかなり変えております。教育基本法、教育三

法も全て変えました。これから子ども達が習うことも来年あたり

から変わってくる事がたくさんあります。こういう激動の中で振

り返ったときに非常に少子化が激しく進んでいる。この後大仙市

では６年間で１３００人の子どもが減少していく。この様にどん

どん減少していく状況の中で少ない子どもをどのように夢を持ち、

チャレンジ精神を持って行動できる人間に育てて行けばよいのか

ということで、学校教育について焦点を絞らせて頂き検討させて

頂きました。１５名の大仙市の有識者に参加しご提言を頂きまし

た。そして当地区、東部地区、中央地区のＰＴＡ関係の方々から

も話を伺いました。そして案というものをつくらせて頂きました。

この後説明させますので色々ご意見頂ければありがたいと思って

おります。私たちもいろいろ詰めながら今後の望ましい子ども達 
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のあり方について検討し進めて参りたいと思いますのでご指導方

よろしくお願い致します。 
 
○相馬教育次長        それではスクリーンを見ながら説明致します。 
 
 
 
○高橋教育研究所長      資料にとプロジェクター画像により説明 
 

 

 

○工藤会長          ただいま「新しい時代の学校教育だいせんビジョン」について

ご説明を受けました。この事についてご質問などがありましたら

お願いいたします。 

 

○若松謙三委員        質問事項の要約 

               １、大仙市が提唱している地域住民との協働について学校教育

との拘わりをどのように考えるか。 

２、学校評議委員ということについての考え方はどのように考

えているかお聞きしたい。 

３、学校運営協議会の設立を要望するがどのように考えている

かお聞きしたい。 

４、様々な子どもが関わる問題が社会的な問題となっている。

大人として、人としてのどのように見直し子どもに関わるべきな

のかお聞きしたい。 

５、教育主として義務教育の公平平等の観念についてどのよう

に考えるかお聞きしたい。 

６、教育委員会、教育委員、教育長の制度についてどのように

考えているかお聞きしたい。 

 

 

 

○三浦教育長         素晴らしい最先端なご意見を頂きました。全国的に話題になっ

ていることを取り上げて頂いたし今必要なこともお話頂きました。

問い合わせが多数有りますが順次お答え致します。 

１、住民との協働の学校教育についてであります。 

私達は賛成であります。これが今何故法律を改正していろいろ

な仕組みを変えようとしているかという原点を辿りますと、秋田

県の学校は上手くいっていると解釈しております。ところが都会

の公立小中学校が色々課題を吹き出している。私立の学校があり

そこに希望して入学してしまう。入学できない子どもが公立学校 
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に行くという矛盾があり従って公立学校がなかなか成果を上げ

られないし、悩みを抱えているという実態を国ではそれを改革し

たいと言うことで今学校選択制とかをどんどん取り入れられてい

る。そのようなことから品川区はどこの学校に行っても良いとい

う自由選択まで出されてきている。正に規制緩和であります。今

までは学区の所に入るのが筋だ、といっていたことが規制緩和法

律改正であるという観点からでてきました。ところがこれに対し

て地方の学校では殆ど皆反対しております。つまり先程委員さん

がいうとおり正に安心安全だって地域の住民が支えてくれている

でしょう学校だって、それから例えば農作業体験であっても皆地

域の住民が支えてくれているでしょうと言うことと職場体験であ

っても同じでしょう正に生きる力という私たち掲げましたが生き

て働く知恵でありますよね。この様なことは地域の大人から学ぶ

ものであり学校選択というフリーになると正に競争社会競争原理

が全て導入されるという形になるわけであります。となると地域

の学校という視点は失われてしまいます。従って各学校にお願い

しているのは私たちはどこまでも地域の学校だ、学校の学校では

ない、地域の学校だ、地域のために役立つ学校でなければならな

いし地域住民に助けてもらう学校でなければならないということ

を原点としている。この事で先程「共」と言う言葉を出させて頂

きました。共にという言葉がこの中に入るし、「公」という言葉

も入れさせて頂きました。と言うことは今の家庭教育の問題を含

め日本全体を含め個人主義と言う考え方が「個性」という捉え方

が個人主義に走りすぎると所がある。私が良ければ他の人はどう

でも良いというものの考え方があるのではないでしょうか。その

ような意味からすると自分も良いしみんなも良いというものの考

え方をしていかないと公立学校は存在しないのではないでしょう

か。そのように私たちは考えており「公」という精神も入れてい

こうということで、全面的に「公」と「共」という事を出させて

頂きあらゆる機会にこの様なことを大事にしていこうと言うこと

で頑張っているところであります。 

２、学校評議委員についてお答えします。 

いま大仙の小中学校全部配置しております。少しでも外の意見

地域の意見を導入して行こうと言うことで各小中学校に配置して

おります。 

３、学校運営協議会設立に対する要望についてお答えします。 

この事は委員がいうとおり最先端の考え方であります。全国の

中にも出てきており、大仙市ではモデル的に神岡地域の学校をと

り今年からスタート立ち上げました。これは正に学校運営協議会

というものをつくり多くの地域の方が委員として入っている。そ

してコミュニティスクールと言うことで立ち上げました。この成 
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果を見ながら各地域にも展開して行きたいと思っている。モデル

的に今立ち上げたと言うことであります。これが「公」とか「共」

ということに関する問題であります。 

４、子どもの問題に関して人間を見直すと言うことについてであ

ります。 

この言葉について私は大賛成であります。今全国的に見て「人

間力」と言う言葉が大変多く使われております。私達は更に「人

間関係力」という言葉を使わせて頂いている。いわゆる関わりで

あります。人と人との関わりが間違いなき落ちている。コミュニ

ケーションも含め非常にいやがる場面が出てきている。嘗ては地

域の中にはいりいろいろ加わり問題解決をした。いま家族も含め

どんどん核家族化しているし、個室を持つようになってきた。一

緒にご飯を食べない子どもが存在したり、バラバラと行動する事

の時代になってきた。従って人と人とのつながりが非常に弱い、

何か悩んだとき相談する人がいないとか、それがいじめに繋がっ

ていくと言う関係がたくさんあります。従って小規模校の弱さと

いうのはそこに一つある。人間関係が幼稚園からズーと学級編成

なくそのままの世界で卒業していくことにより固定観念を持たれ

やすい。この様な意味では交流交わりと言うことを徹底して広げ

ていかなければならない。幼稚園、保育園、小学校との連携とか

小学校同志の連携とか、小と中との連携が大仙市では強力にお願

いして進めているところであります。そして職場体験とかは大人

との交流という交わりと言うことで今広げて盛んに行っているの

が大仙市であります。「人間関係力」を鍛えていきたいと言う思

いで頑張っているところであります。 

５、教育の公平平等についてであります。 

義務教育の場合は公平平等全くその通りであります。公立学校

でありますので機会も均等であります。従って同じ機会を与えな

ければならないし義務教育であり当然であります。ただ結果が平

等ではないことがたくさんあります。人間一人一人みな能力が違

いますので運動が得意な子がいれば成績が得意な子もおります。

ただ最低限の基礎的な学力について義務教育は補償していかなけ

ればなりません。これは基本のものであります。心技体に関する

義務教育として学校の役割の中で大切なものは集団の教育であり

ます。学校というのは集団の教育であります。個別の塾の教育と

は視点が異なります。集団の中でどのようにルールを学んでいっ

たり社会生活を学んだりするのは非常に基本的な事にありますの

で、そこで規範意識集団の中でも規範意識を鍛えていくものであ

ります。個人的規範意識は家庭でしっかり躾けて頂きたい。そう

言うことは連携の中でやっていかなければならないのではないで

しょうか。 
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６、教育委員会制度についてであります。 

いま教育委員会制度について教育三方の中で改正されました。

国の権限を少々強めると言うことであります。地方分権でかなり

地方に権限を与えておりましたが、一部は国の権限を強めていく

と言うことで是正指導の権限を国では持つと言うことであり乱発

はしないという形であります。従って地方の実態に即して地方の

教育委員会が学校と連携して頑張り、そして特色を大いに発揮し

てもらうと言うことであるが、いまどうしても全国的にいじめの

問題等で騒がれたものに関しては是正指導を国では行っていくと

言うことであります。教育委員に対し教育委員は非常勤であり教

育長は常勤であります。教育委員と教育長とが同等の仕事をする

ことは不可能であります。教育委員は毎日出勤ではありません。

ただ大仙市の場合教育委員に頑張って頂いているのは殆どの学校

を訪問して頂いております。幼稚園、学校を訪問して頂き実態を

全て把握して頂いております。専門分野の方々もおります。経済

界、医師、農業関係、教育関係と得意分野を持っております。そ

の立場により提言いただき非常に良い機能をさせて頂いていると

いう認識を持っているところであります。 

以上であります。 

 

○阿部委員          教育研究所長さんの説明の中で、一番地域住民が関心を持つ事

は学校規模のへき地化と思われます。資料の中に旧市町村にとら

われない柔軟な学校づくりと言うことがあります。それから学校

選択の自由化について大仙市では取り入れていないと言うことで

ありました。２０年度には先行的に協和地域の小学校が統合廃校

するわけであります。協和地域がそのまま学区地域となっている。

私達の直ぐ向かいに過去にいろいろ歴史的問題はありますが峰吉

川地域があります。地理的、交通的な面からも共通学区を見直す

ことも考えていかなければならないと思います。やがては総合支

所も西部とか東部とかになることも考えられます。学区編成につ

いて幅を持たせて頂ければと思います。 

 

○三浦教育長         今のようなことは全国的に増えてきております。従って学区に

雁字搦めになって一歩たりとも出てはならないと言うことは一切

ありません。基本的には子どもと保護者が地域を越えてそちらに

行きたい。部活動の関係で行きたいとか。この様なことはニーズ

の中にあります。従ってそのような場合は十分ご意見をお聞きし

てこちらでも検討させて頂き許可するものは許可していくという

方向であります。無理をして共通学区を設定しなくてもどうして

もそのような希望があるとするならばそれで供用していく範囲に

なると言うことであります。また、地域に固定すると言うことで 
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出てくる課題として、自分の所にだけいるとよそが見えなくなる

と言うことであります。それから競争意識を持たない、切磋琢磨

しないと言うことが都会ではかなり指摘されております。私達大

仙市では地域の学校を標榜し、その学校は特色を前面に出してい

くということを行っております。縮こまっていないよう頑張らせ

たいと思います。 

 

○伊藤智子委員        私の子どもが小学校に入っている最中に第１回目の小学校の統

合があると言うことを知りました。これから少子化と言うことが

ありますので、いずれは統合と言うことでＰＴＡの方々親も大体

解っております。あと５年後は最初の統合があると言うことです

ので、これまで中学校統合の時の問題を昔話のように聞くがあり

ます。その時住民の感情的なトラブルがあったようです。是非こ

のあとスタートされるかと思いますがいち早く少子化とビジョン

と今のデータを保護者の方々に提示し、これからの方向をだして

頂きたい。それから、学力的には大仙市は上の方で不登校は全国

的平均をかなり下回っていると言う話を聞いて安心はしますが、

実際のところ刈和野小学校で不登校３年目を迎えている子どもが

おります。それから先週行った小学校６年生の学力テストではか

なり悪かったという結果を子どもは先生から聞いて平均を下回っ

ていたことも聞いてきております。全体的に見ると上回っている

と思いますがそれぞれの小学校ではまだ問題が一つずつ残ってい

る状態です。この統合とかこれからのビジョンを考えるこの機会

に改めて一つ一つの問題を解決できるよう具体的な方法を是非Ｐ

ＴＡと教育委員会の方々と席を同じくし意見を述べ意思の確認と

かの機会を５年までの間にもっと増やして頂きたいと思います。

それから、教育の平等と言うことがありました。この教育委員会

のビジョンを創るに当たり委員会に参加させて頂きました。学校

の校長先生の意見として小学校に上がる以前の就学前の教育が本

当に大事であり、これからはこういうものを重点的に改善してほ

しいと言う意見がありました。この教育の平等と言うことを考え

るに、刈和野地区の私立「ひまわり幼稚園」が無くなろうとして

おります。この地域でも幼児教育の専門家から十分教育を受けら

れるような、大曲地区と同じような就学前教育を受けられるよう

整えて頂きたいと思います。 

 

○三浦教育長         大変貴重なご意見を頂きありがとうございました。学力検査に

ついては未だ結果は出ておりません。検査を行った子どもさん方

の様子を伺っての話ではないのかなと思います。一昨日も県の学

習状況調査も実施しております。その都度結果が出次第対応策を

講じる訳であります。今一番問題視されているのは知識としての 
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学力と、読解力とか活用する能力と二つあります。全国調査の場

合その二つの観点から実施しました。全国的に活用する力が落ち

ております。これは間違いない現象であります。知識はドリルと

かで一生懸命勉強をすることにより付いていきますが、何かの資

料を見てそれに対して自分の考えを持つと言うような事になると

弱い自分があると事が解る。従ってこれからの学校の授業はそこ

の弱いところをキッチリ把握し展開していかなければならないし、

家庭では親子の読書、お互いの考えを言い合うとか、お互いの働

くところを見てどうしてそうなのとかそういう事を行っていく必

要があるので家庭との連携をしていかなければならないと思いま

す。その弱点は持っております、これは課題としてこれから指導

研修を深めていかなければならないと思います。 

 

○相馬教育次長        ひまわり園のことについて、折角の機会でありますので状況を

お話し致します。 

               委員さんがお話しされるように就学前の教育は非常に大事なも

のであります。この地域にはひまわり幼稚園が半世紀以上に渡り

幼児教育に対し頑張ってきて頂いたと言うことに敬意を持ってお

ります。現状を見ますと今７人の園児、経営者が高齢になった事、

経営上の財政的な問題、園舎の環境の問題とかがありこれ以上は

考えなければならない時期が来たなという感じを私どもも持って

おりますし、経営者も持っているようであります。今まで行って

きた幼児教育の思いを新しい形で何とか上手く引き継いでいきた

いなと考えているところであります。このあと保護者の方々と

我々も呼んで貰えれば一緒に話し合いをし、今までの保護者の

方々、地域の方々の幼児教育にかける思いをしっかり受け止めて

新しい形で何とか持っていかなければならないと考えております。

このあと皆さんと協議しながらこの問題について取り組んでいき

たいと考えております。 

 

○藤原学校教育課長      三者の協議の機会を設けて頂きたいということで提言を頂いた

と思います。今年度市のＰＴＡ連合会を立ち上げようと今働きか

けているところで、年度内には立ち上がる状況であります。その

機会を上手く利用して三者で共同して協議し取り組んではと思い

ますのでご理解頂きたいと思います。 

 

○若松謙三委員        学校運営協議会設立についてどうして神岡地域がモデルとなっ

たのか教えて頂きたい。地域住民と連携する事であれば住民は協

力すると思いますし我が地域でもできたのではないでしょうか。

それから子どもの安心安全について知らない人に声をかけられた

ら直ぐ逃げなさいと言う教えも有るように聞いております。子ど 
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もは勿論命についてどのような考えのもと子どもに接しているの

かお尋ねしたい。 

 

○三浦教育長         昨年秋田県では大館市が立候補致しました。それが一つ目です。

今年は神岡地域が立候補し全県で二つ目です。これは学校長にも

相当勇気度胸がいることであります。また地域と相当にマッチし

て実施来ている学校はやりやすい。これから組織をつくり全面見

直しをして実施していくとなれば相当に時間のかかるところで有

ります。そう言う土台ができているところが手を挙げた訳です。

私達がやりたいと言うことで手を挙げたので今回モデル的に神岡

にお願いしたと言うのが実情であります。このあと当地域が準備

体制ができれば神岡の様子を見ながらどのような形で進めていく

かが解ると思います。ただこれは全国のモデルであり国の許可も

必要であります。形的には特区みたいな形になっていき相当な準

備は必要であります。また有る部分で特色を発揮する事で認めら

れる場合もあります。ただしこれも国が認めなければとおりませ

ん。 

 

○藤原学校教育課長      知らない人に声をかけられたら直ぐ逃げなさいと言う指導につ

いては非常に極端な例であります。ただ藤里町の場合知っている

人でもあのような事件が起こります。私達は命は最も大事にしな

ければならないと言うことは勿論でありますが、その時にはその

ような指導をしなければならなかったかもしれません。いま大仙

市内ではおはようプロジェクトというものを立ち上げあいさつを

地域の人に声をかけようということと、先日は大仙市の各校中学

生の代表が集まり中学生サミットを開き自分達のこれまでの挨拶

について反省し地域の人に声えかけをしよう、挨拶を自分達から

行おう、地域の方々に発信していこうという取り組みがなされ報

道もされております。非常に張り切っておりますので今後温かい

目で見守って頂きたいと思います。命の大切さについては、危険

察知能力だとか安全教育について大変大事にしているところであ

ります。危険を未然に防ぐためには自分の命は自分で守ると言う

ことを学校でも取り上げております。そして防犯教室も取り入れ

てその場にあった体験的に自分の命を守るという取り組みをして

おります。 

 

○工藤会長          いろいろ多岐にわたり協議されておりますが、時間の関係から

教育委員会からの「新しい時代の学校教育だいせんビジョン」に

ついては以上を持って一段落させて頂き、次の「ごみの有料化」

に入らせて頂きます。 
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○三浦教育長         ありがとうございました。こらからＰＴＡ、先生方にも説明を

行っていきます。様々な一つの方向性を提案して頂ければ非常に

ありがたいと思っております。この後もよろしくお願いします。

本日はありがとうございました。 
 
○工藤会長          ここで５分間の休憩をします。 

               ３時３５分から開会致します。 
 
 
○工藤会長          会議を再開します。 

協議２のごみの有料化についてであります。 

市民生活部環境課からお願い致します。 

 

○菊池環境課長        市民生活部環境課の菊池でございます。 

本日は大変お疲れのところゴミ有料化について説明する機会を

頂きありがとうございます。このあと早速説明に入りますが、当

課の佐々木参事から説明致しますのでよろしくお願い致します。 
 
○佐々木参事         皆様初めまして市民生活部環境課佐々木でございます。どうぞ

よろしくお願い致します。 
では早速説明に入りたいと思います。 

 
 

以下資料により順次説明    
 
 
○工藤会長          ただいま「ごみの有料化」についてご説明を受けました。この

事についてご質問などがありましたらお願いいたします。 

 
 

隣同士及び説明者への質問が各々多面的多岐にわたり話し合い

討論協議が続く・・・・・ 
 
 

まとめ 
ごみ（もやせるごみ）有料化に向け 
 
過去にごみ減量化に向け住民に働きかけた事があったか。 
 （広報等により限りある資源 リサイクル 軽量化について

一部周知） 
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市でごみ処理は税金で賄っていくべきではないか。 
 （税負担にも限度がある公平平等性を考慮） 
 
有料化は税の二重取りではないか。 
 （税とは異なりあくまでも負担金である） 
 
ごみの問題は地域住民が理解できるような行政側の説明が必要。 
 
地域協議会で何ができ、何をしなければならないか。 
 （ごみに関する多面的な地域環境と住民の意識改革） 
 
不法投棄が増えない方策はないものか。 
 （人としてのモラルの問題が大きいのでは） 
 
お金を出せばいくらごみを出して良いのか。何故３割負担その

根拠は何か。 
 （近隣市町村とのバランス整合性による） 
 
リサイクル率について大仙市の目標として理解できるが現実的

にはかなり困難なことではないか。 
 （地域住民の協力が第一） 
 

       不法投棄が目立つ。注意札看板を設置しても増量の傾向にある。 
全市的に見て西仙北地域は山間部が多く不法投棄されやすい。夜

間の不法投棄と思う。今頃の時期は草木が生い茂り目立たないが、

雪解け春先は見るも無惨な状況で極めて目立つ。 
 
合併したらごみに関わる負担が多くなった事と、環境問題につ

いて住民意識が低く、生ごみ（菓子弁当酒ビールなどの食べ残し）

の不法投棄は人間にも害を及ぼすが自然界鳥獣類への影響も大

きいのでは。 
 
ゴミ処理機、コンポストに対する補助があるか。 

（２分の１ 上限２万円補助） 
 

ごみコンポスト使用について異臭があり他人迷惑である。敷

地が広く、ごみ再利用できる状況であれば有効的と思う。 
 
不法消却対策 煙と異臭がある。隣人知り合いで注意しづら

い。稲藁消却も大きな環境破壊で交通事故・災害にも関連する。 
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婦人会活動でごみ分別講習をしたことがあるが難しく、ごみ

分別看板も解りづらい。 
（指導の徹底と意識改革をすすめ、機会が有れば説明会を開

催したい。） 
 
平成２０年４月から有料化実施としているが、所有している

袋の扱いはどのようになるか。（３か月後は買い取り） 
 
○工藤会長          ごみ有料化の件について以上のようなまとめでよろしいでしょ

うか。 

               この他に皆さんから何がございませんか。 

                 （特にありません） 

 

               それでは３、その他について事務局からお願いします。 
 
○小西参事           今日の会議は「新しい時代の学校教育だいせん」と「ごみの有

料化」についてのみの協議会としておりましたので、その他とし

ての協議事項はありません。 
 
○工藤会長           今日は本庁より教育委員会の教育長さんをはじめ教育次長さ

んと担当各職員の皆さん、ごみの関係では市民生活部環境課の

課長さんと参事さんを迎えての協議会でありました。少子化高

齢化を迎えている大仙市にとって今日の二つの議題は極めて大

事な問題であります。ごみ・環境については大仙市だけの問題

ではなく広く日本、世界、地球規模的な問題にまで発展するも

のであります。 
 

それでは今日の会議はこれで閉じて宜しいでしょうか。 

 

 

閉  会          大変長時間にわたりご協議頂き誠にありがとうございました。

今日の協議会はこれで終わることといたします。大変お疲れ様で

した。 

 
 

 

会議録署名委員                  

 

 

会議録署名委員                  

 


