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先日、春の選抜高校野球が甲子園球場で開幕致しました。石巻高校

の選手宣誓は被災地の思いを、全国に届けながら堂々とした素晴らし

い宣誓であったと思います。そして二日目の試合では、05 年選抜の準

優勝校である神村学園に最後までくらいつき、全力でプレーする雄姿

で、全国に感動を与えてくました。

石巻市は、東北 6 県で最多となる 4,000 人近い死者、行方不明者

を出したそうです。ナインは、グランドが津波に襲われ、市民 800 人

と校舎に避難し、カーテンで寒さをしのぎ、食べ物は、家庭科室の煮

干しと鰹節だけだったといいます。10 日後、当時の野球部員 30 名で、

グランド上に積もった 15 センチンのヘドロの撤去作業をして、4 月末

にようやく練習試合ができるまでにこぎ着けたそうです。大変な苦難

を乗り越え、野球が出来る喜びと感謝を伝えたいと言う彼らの姿は、被災地の光だと言う

人が居りましたが、まさに被災地だけでなく全国の希望だったように思います。心から拍

手を贈り、夏の復活を楽しみにしたいと思います。

又、当県代表の作新学園も一回戦を勝ちましたのでこれからの甲子園も、目が離せませ

ん、応援していきたいと思います。

それにしましても、先を生きる先輩方の生

きざまから、沢山の力や勇気を頂く事がたく

さん有りますが、次世代を担う若者から沢山

の感動や力をもらうという事も、本当に嬉し

い限りです。いろいろと暗い話題が多い中、

今日は若者のメッセージから挨拶をさせて頂

きました。

会 長 挨 拶
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1. 先日、田沼にて第 9 グループの会長幹事会が行われました。出席クラブは佐野、田沼､

岩舟､佐野東､そして当クラブの会長・幹事と長島職業奉仕委員長で出席をさせて

頂きました。議題は次の通りです。

1) ｢ファイプ･フォー・ワン｣その後の支援｢長島職業奉仕委員長｣より、前回国語辞典を

｢大谷小学校に 250 冊に続き｢大島小学校｣に 120 冊を贈った旨の報告がありました。

また､第 9 グループ全体で､被災地である､気仙沼市に出向くことで了承されました。

日時は平成 24 年 6 月 9 日(土)～10 日(日)訪問先は気仙沼市 大谷､大島地区などを

予定しています｡

尚､費用は 3 万円前後で参加者は 60 名前後とのことです。

2) 第 9 グループゴルフコンペの件

5 月 25 日(金)･唐沢ゴルフ倶楽部三好コース 開催予定

詳しくは後日改めて連絡します。

3) 1 年交換学生の件

佐野 RC が担当ということで､快く受け入れて頂きましたのでご報告いたします。

4) ｢秋の自然に親しむ会｣の件

今年度は 11 月８日(木)で日程が決まりました。

5) 次期ガバナー補佐 岩崎会員(岩舟 RC)の体調不良のため辞退の申し出があり､

岩舟 RC で再選をして後日報告があるとのことです。

1. 佐野東 RC､足利 RC より 4､5 月の月間プログラムが届いております｡

また､第 2520 地区 仙台山田 RC より、「震災後の山田」の作文が届いておりますので

回覧致します。

2. 米山梅吉記念館､｢館報｣が届いておりますので回覧致します。

3. 第 4 回会長幹事会(最後)が 4 月 13 日(岩舟 RC 担当)で行われます。

今回も会長､幹事と長島職業奉仕委員長の 3 名で出席致します。

4. 被災地､気仙沼方面訪問の件

今月中に､ある程度の人数を把握したいとのことですので､ご協力をお願い致します。

【家族委員会】 藤井眞治委員長

5 月 22 日の家族親睦観劇会の件ですが、まだ出欠の

返事を出されてない方は､本日までとなっておりますので､宜しくお願い致します。

【ＳＡＡ委員会】 斎藤孝之委員長

本日、操君の送別会に出席されます方は､17 時 20 分｢壱番館｣より送迎のバスが出ます。

各 委 員 会 報 告

会 長 報 告

幹 事 報 告
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本日は、葛生ロータリークラブの皆様との卓話ということ

で、お招きいただきましてありがとうございます。

奥澤会長さんをはじめ、葛生ロータリークラブの皆様には、

日頃から市政運営に対し、ご指導、ご協力を賜りまして、誠

にありがとうございます。この場をお借りしまして厚くお礼

申し上げます。

さて、我々が抱いていた、安心・安全の概念を根底から覆

した東日本大震災から１年余りが経過いたしました。

大震災では、本日お集まりの葛生ロータリークラブの皆様

をはじめ、たくさんの市民の皆さんから、被災 された地域

の方々に対して、温かいご支援ご協力を お寄せいただいた

ことにつきまして、改めて、この場をお借りいたしまして、心からお礼を申し上げます。

東北の被災地では、現在でも、多くの被災者の方が生活再建のために苦労されております。

また、県内では、東京電力福島原子力発電所の事故による風評被害の影響などにより、地

域経済の冷え込みや地域住民の不安が解消されない状況が続いております。

本市においても、昨年秋の調査で、鹿沼市、日光市の境界付近で、毎時０ .２８マイクロシ

ーベルトの 放射線量が観測されたため、国から汚染状況重点 調査地域に指定されており、

市民の皆さんにとりましても、不安感が払拭されない状況でございます。

本市といたしましても、周辺自治体と協力し、国や東京電力に対し、要望や働きかけを行

い、安心・安全な市民生活を取り戻すための方策を講じてまいりたいと考えております。

さて、この東日本大震災では、本市におきましても、市役所本庁舎 議場棟の柱が損壊し、

閉鎖を余儀なくされるなどの被害がございました。

そこで、本日は、「新庁舎建設について」ということで、お話をさせていただきたいと思い

ます。

実は、市役所本庁舎につきましては、３月の大震災が発生する前の、昨年１月に「耐震診

断」を実施しておりました。

診断結果が判明したのは、大震災の後であったわけでございますが、その結果は、「必要と

される３分の１の強度」しかなく、「震度６強の地震で倒壊、または崩壊してもおかしくない」

という「診断結果」で、「仮に、耐震補強工事をしても、耐震性が保証できるものではなく、

建替えなどの抜本的な対策が必要である」というものでございました。

そこで、私は、来庁される市民の皆さんと、職員の安全のために、早急な仮庁舎への移転

と、防災拠点としての新庁舎の建設について、決断をしたわけでございます。

なお、葛生庁舎につきましても、耐震診断を実施し、その結果が昨年の１２月に判明した

わけでございますが、本庁舎と同様の結果となったため、直ちに、仮庁舎への移転と葛生庁

舎の閉鎖を決断したところでございます。

本日お集まりの皆さんを始め、市民の皆さんには、大変ご迷惑をおかけしているところで

ございますが、どうぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

さて、新庁舎建設に関する、これまでの経過でございますが、５月に本市の内部検討委員

会において「新庁舎建設計画（案）」の策定に着手いたしました。

並行して、６月１日号の「広報さの」と一緒に、全世帯に「新庁舎建設に関する自由意見

の募集について」のチラシを配布し、市民の皆さんから、ご意見をお伺いし、新庁舎建設計

画（案）の参考にさせていただきました。

また、市議会におきましては、６月から９月にかけて、議員全員協議会４回、議員懇談会

２回と、節目ごとに、議員の皆さんに対し、ご説明し、ご意見をお伺いしてまいりました。

卓 話 佐 野 市 長 岡 部 正 英 様
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こうして策定いたしました「新庁舎建設計画（案）」につきましては、７月から８月にかけ

て、「政策審議会」において、合計５回のご審議をいただきました。

８月３１日には、政策審議会から、「新庁舎建設計画（案）」は、おおむね、ふさわしい旨

の答申をいただきました。

その後、岩舟町との合併解消に伴い、計画案を見直す必要が生じましたので、規模や財源

につきまして、市の内部において、見直しを行ってまいりました。

また、この「新庁舎建設計画」につきましては、「計画案」の段階で、市民の皆さんの率直

なご意見をお聞かせいただきたく、昨年の１０月１４日から１１月１４日まで、１か月間に

わたり、パブリック コメントの募集を行い、３６２人の方からご意見をいただきました。

これらの意見につきましては、すべて、新庁舎建設推進本部において検証をいたしました。

こうした手続きを経て、策定いたしましたものが、本日皆さんにお配りいたしました「新

庁舎建設計画」でございます。

昨年の１２月議会には、この「新庁舎建設計画」に基づき、「設計業務」を実施するための

補正予算を市議会に提案いたしました。

しかしながら、議員さんの中には、「時期尚早である」、「もっと時間をかけて検討すべき」

などの理由で、補正予算案に反対をされた議員さんもいらっしゃいました。

新聞等で、すでにご存知かと思いますが、採決の結果は可否同数で、議長採決という形に

なってしまいましたが、最終的には、補正予算案は可決され、新庁舎建設に向けた第一歩を

踏み出すことができました。

この採決で、反対をされた議員さんが、異口同音におっしゃっていたのが、「時期尚早」と

いうことで ございました。

確かに、反対の議員さんが主張しているように、合併特例事業債については、合併後１０

年から１５年に活用期限が延長されるなどの状況の変化もございましたが、なぜ、平成２６

年度末の竣工を目指しているかということを、皆さんに誤解があるといけませんので、ご説

明させていただきます。

まず、１点目でございますが、冒頭に、申し上げましたとおり、本庁舎につきましては、

東日本大震災の影響で、本庁舎議場棟が閉鎖となり、また、耐震診断の結果、耐震性が保証

できないという結果を受け、市民の安全を守るため、早急に仮庁舎へ移転する必要があった

わけでございます。

このような状況に加え、仮庁舎は民間が保有する ビルの一部を間借りしたり、プレハブ

のリースで対応いたしております。

スライドをご覧いただければ、お分かりいただけると思いますが、スケジュールを先延ば

しにすれば、 その分、賃借料やリースに要する経費がかさむことになります。これに加え、

仮庁舎分の光熱水費などの維持管理経費が必要となります。

それから、２点目として、財源のことが挙げられます。

スライドをご覧ください。

「建設のための財源について」は、庁舎建設基金、地域振興基金、合併特例事業債を活用

することにしております。

国の支援策である合併特例事業債を最も有効的に活用するためには、本庁舎の解体と新庁

舎の建設が一体的に実施されなければならないという条件がございます。

また、３点目として、庁舎分散の弊害があげられます。

本庁舎の機能が、東仮庁舎と南仮庁舎に分散することになりますので、市民の皆さんにと

って、「どこの庁舎に行けばよいか分かりにくかったり、１ヶ所の庁舎で用事が済まなく、複

数の庁舎間の移動しなければならない」などの、ご不便をおかけすることになります。

また、事務執行上、文書送達や連絡調整に多大な時間的ロスが生じることなり、結果とし

て、行政執行に遅れが生じ、市民の皆様に、ご迷惑をおかけすることにもつながります。

４点目として、国の財政は地方にも増して、厳しい状況が続いており、将来的な国の財政
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支援が不透明な状況にあることが挙げられます。

皆様も、新聞等でご存知かもしれませんが、東日本大震災の影響で、各地で、新庁舎建設

に向けた動きが加速しております。

県内でも、小山市、大田原市、真岡市などが新庁舎建設に向けた具体的な検討を始めてお

ります。

全国的に見ましても、市町村役場の庁舎は高度成長期の昭和３０年代から４０年代に建設

されたものが多く、これらの建物は、今回の大震災を踏まえ、建て替えの機運が高まってき

ております。

国としても、決して、ゆとりのある財政状況ではございませんので、多くの自治体が新庁

舎建設に名乗りを上げれば、その分、補助率を下げたり、補助対象の選別をしたり、限られ

た財源の中で、まかなえる方法を考えてくる可能性があるわけでございます。

事実、栃木市で進めておりました、下都賀病院など３病院の統合計画や小山市の「市民病

院新築移転計画」につきましては、国の「地域医療再生臨時特例交付金」をあてにしていた

わけでございますが、岩手、宮城、福島の被災地を最優先にするということで、栃木市の計

画については大幅減額、小山市の計画に至っては、ゼロ回答という非常に厳しい結果となっ

たわけでございます。

これらのことを総合的に考えますと、最短のスケジュールで執行することが、市民の皆さ

んへの負担を最小限にとどめるとともに、市民サービスの向上につながっていくものと考え、

新庁舎の早期竣工を目指していくものでございます。

もちろん、議論を尽くすことは、とても大切なことです。しかし、無駄に時間をかければ

よいということではありません。「時は金なり」とも申します。

企業経営をされている皆様であれば、常に心がけていることだとは思いますが、重要なの

は、決断のタイミングと、決断をした後、スピード感をもって事に当たることであります。

この「新庁舎建設計画」を作り上げるにあたりましては、短い期間ではございましたが、

行政といたしましても、市役所の英知を結集し、また、市民病院の諸課題を解決したとき以

来となる「政策審議会」を 立ち上げ、学識経験者、商工業、農業、女性団体、教育、医療

などの各種団体の代表者や公募により参加していただいた一般市民の方々に委員になってい

ただき、いろいろな立場から、様々な視点で、集中して、議論を尽くすことができました。

お集まりの皆さんも、この「新庁舎建設計画」をじっくりご覧いただければ、お分かりに

なると思いますが、私といたしましても、非常に素晴らしい「計画」を作り上げることがで

きたと考えております。

それから、もう一つ重要なことがございます。

今年の１月には、耐震診断の結果、葛生庁舎も閉鎖し、「葛生総合窓口課」と「葛生行政セ

ンター」については、「葛生あくと保健センター」に仮移転をいたしました。

私は、このままの状態を、長期間にわたり、放置しておくことは、この「葛生地区」のま

ちづくりを進めていくうえで、好ましくないと考えております。

新庁舎を建設いたしましても、当然、葛生地区には、最低でも、今の葛生総合窓口課と同

じレベルの窓口機能の配置を考えておりますが、葛生の中心市街地の空白期間を極力短くす

るためにも、葛生地区の住民と行政をつなぐ、総合窓口機能を備えた拠点施設を整備してい

かなければならないと考えております。

そのためにも、一日も早く新庁舎建設に着手し、葛生地区の拠点施設整備の検討に入って

まいりたいと考えております。

これから、新庁舎の基本設計・実施設計を進めていくわけでございますが、これと並行し

て、この葛生地区の拠点施設の在り方を検討する委員会を立ち上げ、地域住民の皆さまのご

意見をお伺いしながら、窓口機能のほかに、地域コミュニティを活性化できるような機能を

備えた拠点施設が整備できるよう、準備を進めてまいりたいと考えておりますので、皆様の

ご協力をよろしくお願いいたします。

次に、「新庁舎建設計画」の概要について、ご説明させていただきます。
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時間の都合もございますので、要点をかいつまんでご説明いたしますので、ご容赦願いま

す。

お手元の「佐野市新庁舎建設計画」の１１ページをご覧ください。

「第３章 新庁舎の位置」でございます。

新庁舎の位置を選定するにあたりましては、地方自治法第４条第２項や「合併協定書」を

踏まえ、

（１）安全であること

（２）交通事情等の利便性が高いこと

（３）市の中核的な位置であること

（４）関係法令や都市計画マスタープランなど、市の上位計画に即した土地であること。

（５）用地買収を必要としない市の土地、または、これに準じた土地であること

の５つの前提条件に基づき、１２ページの表のとおり、６か所の候補地を選定し、検討し

てまいりました。

これからの日本は、人口減少社会の到来を迎えようとしております。また、私たちの子孫

のために、地球環境を守っていく責務もございます。このように、世の中は、拡大と成長の

時代から人や環境に力点を置いたまちづくりを進めていかなければなりません。

なおかつ、さらに厳しさを増す地方財政を取り巻く環境を鑑みれば、私は、より効率的か

つ効果的な行財政運営のかじ取りをしなければならないと考えております。

このためには、本市はコンパクトシティの構築を目指す必要がございます。

すなわち、都市拠点の既存のストックを有効に活用し、都市機能の集積を促進する拠点を、

地域特性に応じて配置しなければなりません。

また、本市の都市計画の基礎となるもので、将来のまちづくりの指針となる「佐野市都市

計画マスタープラン」、これは、皆さんの中にも参加された方もいるかもしれませんが、地区

ごとに地域懇談会なども開催し、地域のご意見も参考に、平成１８年度から３年間をかけて、

つくり上げたものでございます。

この「佐野市都市計画マスタープラン」においては、本市が目指す将来の都市構造は、そ

れぞれの地域特性を活かした拠点の連携を図ることとなっております。

これらのことを、総合的に検討いたしますと、３番から６番については、都市拠点の既存

のストックを有効に活用するコンパクトシティの考え方に相容れない地域となります。

また、市庁舎といえども、都市計画法や建築基準法など法令上の制限は遵守しなければな

りません。

１３ページから１４ページに記載のとおり、３番の新都市エリア、４番の自動車学校跡地

については、用途地域が不適格であり、５番の田沼庁舎敷地については、用途地域が不適格

であることに加え、一部に 市街化調整区域が存在しております。

また、６番の「どまんなか田沼南側」については、「民有地であること」、「市街化調整区域

であること」、「農振農用地の除外手続きが必要であること」、「佐野市洪水・土砂災害ハザー

ドマップの災害想定区域とされていること」などから、それぞれ不適格といたしました。

合併当時、「どまんなか田沼周辺に庁舎建設を」とおっしゃっていた方がいたことも承知し

ておりますが、当時は市街化調整区域に庁舎を建設することが可能だったわけでございます

が、平成１８年に都市 計画法が改正され、現在では、市街化調整区域であるこの地域に、

庁舎を建設することはできなくなりました。

その結果、法令に適合し、かつ、本市のまちづくりの方向性と整合が図れる場所というこ

とで、１番の 現在の本庁舎敷地、２番の文化会館北側について、さらに細部にわたり検討

を重ねた結果、１５ページから１６ページのような評価結果となり、１番の現在の本庁舎敷

地、高砂町１番地を建設地として決定いたしました。

１９ページをお開きください。

第５章「新庁舎機能」の考え方でございます。

まず、共通機能でございますが、省力化、省スペース化を追求したコンパクトな庁舎とし

ます。

また、ユニバーサルデザインの理念を取り入れ、高齢者や障がい者、お子さんや外国人な

ど、すべての方々に配慮した、わかりやすく、利用しやすい庁舎とします。
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さらに、省エネルギー、省資源の実現に向けて、地球環境に配慮した庁舎といたします。

次に、（２）の基本機能でございますが、まず、①の窓口機能でございますが、市民サービ

スの向上に努め、いろいろな手続きにかかる時間と移動距離の短縮を目指し、ワンストップ

サービスの手法を取り入れ、わかりやすく、市民の皆さんのニーズに対応した窓口とします。

２０ページに移りまして、④の防災機能につきましては、災害時に、拠点として機能する

ために必要な設備や備蓄を整備し、「危機管理の拠点」や「災害復興の拠点」となり得る自立

対応が可能な庁舎を目指してまいります。

⑤の市民機能につきましては、市民との協働によるまちづくりの拠点として、市民、議会、

行政が共同で利用できる情報共有のスペースや、市民が気軽に立ち寄り、多目的に利用でき

る交流スペースの導入を目指します。

２２ページから４０ページは、「新庁舎建設の基本計画」となっております。

ここでは、どのような部署を配置し、執務することが想定される職員数から、総務省が定

める基準に防災機能や市民利用機能に必要な面積を加え、新庁舎に 必要面積を １６ ,
０００平方メートルと定めました。

そのほかのことに関しましては、庁舎建設のまさに基本的事項、いわゆるアウトラインを

定めたものとなっております。

つまり、この「新庁舎建設計画」を定めたことは、新庁舎建設のスタートラインに立った

ということで、「何階建てにする」とか、「庁舎のデザインをどうする」とか、「具体的にどん

な機能を持たせる」などという部分は、これから、設計者が決まって、基本設計・実施設計

を行っていく段階で、市民の皆さんからのご意見もお伺いしながら決定していくわけでござ

います。

私といたしましても、後世に誇れる、より良い庁舎にしていくために、できる限り、皆さ

んのご意見を反映させたいと考えておりますので、本日お集まりの皆様からも、ぜひ、ご意

見をお寄せいただきたいと考えております。

例えば、県庁や佐野駅前交流プラザ「ぱるぽーと」には、「栃木県石灰工業協同組合」様よ

り、非常に素晴らしいフレスコ画の寄附をいただきました。

「ぱるぽーと」に立ち寄ったお客様からは、この「フレスコ画」についてのお問い合わせ

もよくあるようでございまして、「葛生地区は江戸時代から石灰の町として栄え、全国有数の

生産地となっていること。」、「地元で採掘された石灰を使ったフレスコ画でまちおこしをして

おり、市内１３か所で見ることができること」、「葛生伝承館では、１０年がかりの大作を作

成中であること」などを紹介させていただいております。

このように、新庁舎の一部にフレスコ画を描いてみたり、または、「みかも材」を一部に取

り入れるなど、新庁舎が合併後の新佐野市の縮図として、市域全体を表現するようなものに

できたらと考えておりますので、地域を良く知る、地域を愛する、皆さんから、たくさんの

アイデアをお寄せいただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

最後に、４１ページからは、新庁舎建設への具現化方策の検討でございます。

ここでは、設計に着手するための概算事業費と財源をまとめました。概算事業費について

は、免震構造の類似事例などを参考に、建築単価を１平方メートル当たり３５万円に設定し、

本体工事費は５６億円となりました。

４２ページをご覧ください。

駐車場工事や外構工事などを含めた全体工事費は約６８億円でございます。その財源とい

たしまして、庁舎建設基金１７億円、地域振興基金１５億円、合併特例事業債３４億円、一

般財源２億円を想定しております。

４５ページをご覧ください。

事業スケジュールでございますが、現在、基本設計・実施設計を行う業者の選定を行って

いる段階でございます。

設計者選定にあたりましては、提案内容を重視し、より優れた設計者を選考できるように

「公募型プロポーザル方式」により選定いたしますが、公平性、透明性を確保するため、東

京大学名誉教授の内藤廣先生や日本大学名誉教授の斎藤公男先生に委員をお願いし、「佐野市
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新庁舎設計者選定審査委員会」を立ち上げました。

１月１０日には、第１回目の審査委員会を開催し、１月１２日から３１日まで、提案書の

募集を行いました。

２月９日には、第２回目の審査委員会を、明日３月２８日には、第３回目の審査委員会を

開催し、提案者からの技術提案書のヒアリングを行い、その後、最優秀者と優秀者を１者ず

つ、特定する予定でございます。

以上が、新庁舎建設についての概要でございますが、この度の東日本大震災の結果、短期

間で新庁舎を建設するという、一大プロジェクトを実施することになったわけでございます。

新庁舎の建設にあたりましては、様々な点を十分考慮し、コンパクトで環境に配慮した安

心・安全で、また、本市の歴史や文化を表現し、市民が誇りや愛着の持てる新庁舎を建設し

てまいりたいと考えておりますので、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げま

す。

なお、この新庁舎の建設につきましては、今後も 引き続き「広報さの」や「市ホームペ

ージ」などに おいて、積極的に説明、お知らせして参りますので、重ねて、よろしくお

願いいたします。

さて、時間に限りがございますので、十分なお話ができませんでしたが、本日はこの辺で

終わりとさせていただきたいと思います。

お手元には、市議会でお認めいただいたばかりの「新年度予算の概要」をお配りさせてい

ただきましたので、お時間があるときにご覧いただければと思います。

本市の財政状況は健全でございます。というのも、合併時に１３００人以上いた職員を４

００人削減し、いまは９００数十人まで減らしてまいりました。

平成２４年度は、佐野市総合計画中期基本計画の３年目となり、また、平成１９年度から

平成２９年度までの１１年間を目標とした長期構想のちょうど折り返し地点となります。

総合計画中期基本計画のリーディングプロジェクトであります「観光立市」につきまして

も、ようやく軌道に乗りはじめたところでございまして、「住んでよし、訪れてよし」の活力

と魅力ある佐野市を実感しつつあります。

平成２２年に、皆さんのご協力のもと、「町会のお宝・自慢調査」を実施いたしましたが、

葛生地区からも、数々のお宝を報告していただきました。

いずれをとりましても、葛生地区には、本当に素晴らしい魅力があるなと感じた次第でご

ざいまして、今後、これらを、市内外に情報発信をしてまいりたいと考えております。

平成２４年度は、私も市長として２期目の最後の年となります。私の政治信条であります

「対話・協調・融和」の精神で、本市の将来像の「育み支えあうひとびと、水と緑と万葉の

地に広がる交流拠点都市」を 目指し、「夢と希望と潤いのあるまちづくり」を市民の皆様と

力を合わせて全力で取り組んでまいりいりたいと思っております。

結びに、葛生ロータリークラブの皆様には、今後とも市政に対しまして、ご指導ご協力を

いただきますようお願い申し上げますとともに、葛生ロータリークラブの益々の発展と、会

員の皆様のご活躍をご祈念申し上げまして、私の卓話とさせていただきます。

長時間にわたり、ご清聴ありがとうございました。
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