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（仙北地域振興局）

平成２４年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：産業振興（多分野）～元気な企業～

日 時：平成２４年８月２３日（火）１０：００～１２：００

場 所：大仙市 強首温泉「強首樅峰苑」

【知事あいさつ】

就任以来、それぞれの分野、地域で、現場の方々を中心にある程度話を絞って意見交

換会をやってきた。今日は地域を支えている中小企業の皆さんから話を伺って勉強し、

今後の施策等に反映させていきたい。

日本は現在、岐路に立っている。日本ほど政策が手厚いところはないが、余りにも政

策が進みすぎて、伸びるものも伸びないといった国になって、活力をそいでいる。国も

そうだが、救済のためだけの経済政策はしないというのが、これからの流れになってい

くと思う。

大変だけれども一生懸命がんばっている方々からいろいろなお話を聞きたいと思う。

私からの情報提供が出来ることもあるかもしれないので、今日はざっくばらんに話をさ

せてもらいたい。よろしくお願いする。

【参加者自己紹介】

（Ａ 氏）

二カ所の蔵で日本酒をつくっている。140年ほど前に創業。会社化してから来年でちょ

うど百年になる。

海外マーケットの開拓を進めており、20年ほど前から積極的に取り組んでいる。北米

が６割、残りの２割ずつがアジア・ヨーロッパ方面となっている。紆余曲折を経て付加

価値の高い商品をコンスタントに海外で販売できるようになり、輸出部分は全体の５％

程度を占めている。今後４～５年で、10％ぐらいまでもっていきたい。

県内５社で、秋田県の酒の海外輸出促進に取り組んでいる。５年ほど前、県から補助

金をもらい、その事業の一環で始めた。北米を中心に取り組んでおり、昨年は震災や非

常な円高にもかかわらず商品は流通している。

日本酒を売り込むことはもちろん、日本の中の「秋田」という地域を、日本酒の名産

地であるということを海外に意識づけしたいと考えＰＲしている。ワインで考えると、

ボルドーやブルゴーニュなどの地名が自然に浮かぶと思うが、日本酒の産地は外国人の

方はほとんど分からない状況 「日本酒は秋田」ということを定着させることができれ。

ば効果的と考えている。

秋田県は他の県と比べても環境が良く、ポテンシャルが高い。そして、手つかずの自

然が良い状態で残っており、酒蔵、酒造業と観光業を結びつけ、新たな産業づくりに結

びつけることが出来るのではないかと思う。フランスでは、ワイナリーを巡って楽しみ

ながら走る「ボルドーマラソン」がある。大仙市周辺は酒蔵が点在しているので、観光

、 。業と結びつけた売り込みが出来れば 海外での評価も上がってくるのではと考えている
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（Ｂ 氏）

角館・田沢湖はすごくブランド化しており、全国からお客様が訪れるが、店を構える

西木町に何があるか説明できず悔しく思ったことがきっかけで、地元の情報マップの編

集や、地元から発信するＵstreamへ出演するようになり、活動をとおして地域の良いと

ころ、宝物を見つけられるようになった。

、 、 。「 」仙北市は 観光のブランドがあるのに お客さんが少なくなっている現状がある 人

を前に出すことが必要と感じた。試しに西木町が好きな女性を集めてＵstream配信をし

たところ、人気となり県内各地から来るお客様がふえた。

また、県の支援制度を活用し仙北市で情報マップをつくることになった。集まった情

報は、仙北市のことをとても良くＰＲしているが、埋もれている場所が多いことにも気

づいた。もっと自己ＰＲが出来る方法を考えないといけないと思い活動している。

仙北市には、生産者が誇りを持ってつくっている野菜や、地域のお菓子などがあるの

で、私がブランド化も視野に入れ、ジュニア野菜ソムリエや食生活アドバイザーなどの

資格を取りながら、情報発信に努めている。

店は昭和48年創業でお肉屋から始まっている。母が総菜屋を立ち上げ、自分が調理師

の免許を取って県外から戻り、12年前に自分の家の畑を新しくお店にした。現店舗オー

プン10年を記念してローズガーデンを併設したところ、ガーデンを見に来るお客様も多

くいる 「オープンガーデン秋田」という団体のメンバーとしても活動している。。

これからの時代は、女性に癒やしを与えるもの、女性が価値を見出すものが重要にな

ってくると思う。ローズガーデンをカフェスペースにしたり、畑の採れたて野菜を提供

できるようなシステムもつくりながら 店を拠点に田沢湖や角館のことを紹介できる 地、 「

域のコンシェルジュ」になれたらと思い活動をしている。

（Ｃ 氏）

県内産の桃を丸ごと使用した創作菓子を持ってきた。その時期の良い産地の桃を使っ

ており、今は秋田産が良い時期になっている。

地元のものを使って、いろいろな菓子をつくっていきたいという思いもある。３月下

旬に美郷町で「スイーツフェスタ」を開催した。美郷町と言えば皆さん思い浮かべるの

は水。生活していく上ではとても大切なものだが、美郷町に来る方は、水を汲んで帰っ

て行くだけで、地元にお金が落ちない、観光に結びつかないという課題があった。観光

協会で寺巡りなども行っているが年配の方が多く、若い方をもっと呼びたいということ

で、観光協会から「スイーツマップをつくるので、イベントをやらないか」という話を

持ちかけられた。美郷町にある卸菓子屋も含め12店舗でイベントを行い、大変好評であ

った。今年の11月にも開催する予定で準備を進めている。その様子を見た大仙市の菓子

屋でも、同じようなイベントをやりたいという声があった。

現在、コンビニや大手スーパーには全国各地からお菓子が入ってくる中、地元を元気

にしようということで取組を行っている。イベントをやるまでは難儀だったが、予想以

上の集客や、来たお客さんが笑顔で帰ってくれ、とても大きな効果があったと考えてい

る。

（Ｄ 氏）

製造業として特にこだわっているのは、環境をベースにして品質の高い物をつくって

いるということ。県の工業技術センターと協力して、環境にこだわった製品開発を行っ

たりもした。
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メインはメディカル関係の製造である。そのためには、外気のクリーン度を高める必

、 、 。要があり クリーンなエネルギーを自前で調達しようと ソーラー発電の設備を整えた

７月から系統線に電気を流している。電力会社としても前例がなく、認可するまで時間

がかかった。来年度までに200kWhの発電が可能になる。年間1,500万円ほどの電気料金を

ほぼ充当できるくらいの発電ができる。

原発で失敗したら大事に至るし、火力発電は二酸化炭素の問題がある。風力発電の実

証も行ったが、今回は太陽光パネルに主力を置いてやってみた。今のところ、シミュレ

ーションした以上の電力が起きている。

秋田は、もっと環境をベースにした方が良い。人が少ないと自然環境が良く、そうい

ったところでモノをつくれば品質の高いものができる。

（Ｅ 氏）

フィルムコミッションの会長をしている。たそがれ清兵衛の支援をきっかけにスター

トし10年目になる。小さいながらも独自の活動が認められて、2007年にはシネマ文化賞

をフィルムコミッションとしては初めて受賞した。第20回国際東京映画祭では取組につ

いて事例発表を行い、海外へも情報発信をした。2010年にはフィルムコミッションの全

国組織の総会を誘致して、一通り結果を残してきている。

昨年度の震災により、観光の落ち込みは相当あり、それを何とかしようと、震災後に

来日した外国人留学生の協力を得て、どうして日本に来たのか、どんなところが素晴ら

しいのかということをレポートする動画をYoutubeに投稿している。

インターネットが普及した中でも、日本語で表現したものは海外に伝えきれないが、

、 。動画であれば言葉の壁はなくなるのではないかと考え 力を入れていこうと考えている

また、テレビであれば、放送局の系列などの関係で放送される範囲も限定されるが、イ

ンターネットを活用すればその壁がなくなる。

目指すところは、小さな会社でもインターネットを活用して世界に存在感をアピール

できる時代になることである。地域で良い人材と巡り会うことも必要ではないかと考え

る。

昨年と今年、振興局主催で企業の就職面接会があり、２年連続で雇用した。会社の方

もどんどん勢いづいている。仙北市は小さな市であるが、そこから力をつけて発信をし

ていきたい。

（Ｆ 氏）

紳士服の製造、販売、その周辺事業に関わること全般をやっている。創業は昭和49年

でまだまだ新しい会社である。創業以来 「地元で」ということをキーワードに、愚直、

。 、 、にこだわってやっている バブルの時代に中央 海外へ進出する企業は数多くあったが

私たちは地元の経営者、資本で、地元の人を採用し、全国にその製品を売って集めたお

金を、地元の経済の中で循環させるというスタイルにこだわりやっている。雇用の受け

皿となる企業そのものが元気である必要がある。

かつて出稼ぎが頻繁に行われていた頃、農業以外の手軽な現金収入を得られる場は、

誘致工場であったと思う。ちょうど現在、同じことが中国、東南アジアで行われている

と思う。多数の地元の若者の県外流出を防ぐには、何よりも安定した職場の提供に尽き

ると思う。

現在は、情報はインターネットでいち早く得られる時代。また、物流のインフラは全

国に張り巡らされ整備され、１～２日で物が届く時代であり、仕事をするということに
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ついて考えれば、中央、地方は関係なく、むしろ、土地代、人件費が安い地方が有利で

あるとすら考える。

、 。それなりの人数を必要とする労働集約産業の地方でのあり方も 捨てたものではない

安定した雇用の受け皿を提供することで若者の県外流出に歯止めをかけ、まちの活性化

にもつなげていくという形で社会貢献ができればと考えている。

（Ｇ 氏）

全国を転勤する職業で、強みはいろいろなことを比較できること。例えば、白神のブ

ナは男性的、乳頭のブナは女性的など、比較する目が備わっていると思う。話題をこち

らから探すというのも得意で、見つけた話題をマスコミに対し「マスコミうけ」するよ

うに仕上げて提供している。

昨年と今年、ブナの森を知ってもらいたいということで「ブナの森」コンサートを開

催した。秋田県にあるブナの森の価値を、乳頭に訪れた人、秋田県民、全国の人にと、

地道に継続しながら広げたいと考えている。おもしろい話題を積み上げてイベントをつ

くり上げようと、稲庭うどん流しや岩魚のつかみ取りなども実施した。

以前、愛媛県で勤務していたが、西条市は、行政の方がまちの売り物をつくろうと水

を売り物にした。今治市は、タオルと造船が盛んなところで、石ころを蹴飛ばせば社長

に当たると言われるくらい中小企業が多い地域で、民間が先行し行政が後からサポート

をしていた。

西条市では、30代くらいの若手を集め、市長の肝入りで何かをやろうということで取

り組み始めた。民間でも元気な人を集めてやっているのを行政がうまくサポートしても

らえると良い取組につながっていくようだ。

（Ｈ 氏）

当法人は農家レストランを３月にオープンさせた。県から支援をもらい、順調にがん

ばっている。現在、常勤３名、パート５名を雇用している。

もともと、水稲20ha、大豆５ha、アスパラ１ha、メロン30aを栽培しており、本物を食

べさせたいという思いを設立当時から持っていた。

元気な企業イコール、元気な秋田をめざすということだと思う。

これからＪＲのＤＣなどがあるが、食に携わる者として「本物を食べさせたい」とい

う思いがある。また「食で人を呼ぶ」ことをしたい。芝居や噺に携わる人は勲章をもら

えるほど評価されているが、料理人に対する評価は低いのではないか。食で人を呼ぶと

いうことについて、団塊の世代の方は、時間もお金も、多少余裕があると感じている。

、 、 。景色を見る観光もそうだが 泊まって 癒やしと美味しいものを提供することをしたい

食農観に本気で力を入れていただきたいが、そのためには、女性の力を大切にしてい

ただきたい。法人や集落営農の様々な取組に女性の力を取り入れたいと考える一方で、

東京での売り込みの際に秋田の人が直接声をかけるセールスも必要なのではと思う。

農家レストランは、一日平均70～80人の利用客のうち、女性が８～９割を占める。女

性のお客さんはグループで訪れるし、子育て世代の人も団体でよく来る。

食を通して「ここにこんなものがある」ということを発信することによって、農家も

かなり元気づけられていると思う。秋田は農業県で米どころというイメージがあると思

うが、県外の人には伝わっていない部分もある。
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【意見交換】

（Ｄ 氏）

太陽光発電について、皆さんの参考になればと思い、簡単に説明したい。今回600枚の

太陽光パネルを設置したが、日の長い時期は15度、彼岸が過ぎたら45度、雪が降ったら6

5度に角度を変える。太陽光発電で効率が一番良い季節は冬なので、雪を味方にしたいと

思っている。

65度の角度だとパネルに雪は乗らないし、太陽光と雪から返ってくる反射光を両方取

ることができる。来年一年やって、しっかりデータを取り公表したい。環境とエネルギ

ーさえしっかりしていれば、ものづくりにこんなに適した場所はない。インフラも整備

、 。され 中央から仕事を持ってきて地元に外貨を落とすのには良いチャンスであると思う

皆さんとは業種が違うが、秋田県には何があるのか、何をベースにしてプラスに展開

していくのか、議論を交わせることを期待したい。

（知 事）

秋田市では例えばアルヴェの屋上には太陽光パネルががらりと並んでいるし、各学校

やコミュニティセンターなどにも設置されている。

また、市町村の土地も含め、大きな発電ができる用地は、県内ほとんどを調査し、県

内企業には優先的に貸与する形で、メガソーラーにも取り組んでいる。県北のメーカー

で表雪が滑りやすいよう表面に加工を施すなど対策もしている。

風力、メガソーラー、地中熱、地熱、小水力などを組み合わせて、適地でやろうとい

うことにしている。メガソーラーについては、県内６社から申込みがあり、県有地中心

にかなりの発電量が確保できそうである。住宅でも県内では年間600戸くらいずつ助成を

している。

（Ｂ 氏）

秋田県は、雪が降り、冬の間が良いということだったが、曇っているとどうなるか。

秋田美人の定義として、日照時間が少ないから色が白い人が多いという話があるが。

（Ｄ 氏）

曇っていると発電量は落ちる。反射光を取ったり、いろんなことを工夫すれば良い。

（知 事）

県でもすべてデータを取っているので参考になると思うが、太陽光だけで消費する電

力すべてを賄うことはできない。夜は発電できないので、一般の電気と併用して組み合

わせることが必要。場合によっては風力と太陽光と一般の電気など。太陽光発電設備の

設置には４年前から県は補助しているし、市町村でも補助制度がある。

（Ｆ 氏）

東日本大震災の発生以降、被災地支援活動に奔走した。それを通して、東北地方の物

流と移動の大動脈となっている東北自動車道は、絶対に二系統必要であると考える。も

、 、 。う一本 もしくはそれ以上の大動脈は 当然日本海側になければいけないと思っている

また、秋田県は港を含めた物流のインフラも活用しない手はない。日本海はアジアに

面しているし、秋田はロシアに近いのが太平洋側と決定的に違うところ。

北極海の海上輸送のルートが通った暁には、ヨーロッパとの物流は、秋田や日本海側
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の方が近くなると聞いている。全世界に発信するという点でも、早急に日本海側の高速

道路網の整備が必要であると感じる。

私たちの会社は昔の縫製工場であり、ローテクな分野になる。日本全国、特に地方な

、 、 、 、どを見た場合 大多数を占める業種は 従来型の中小企業のものづくり 製造業が多く

日本全体を支えているといっても過言ではない。新規産業や新技術の開発は大切なこと

だと思うが、地味だけれども地域の雇用と経済を支え維持している従来型の産業にも目

を向けてもらえればと思う。震災以降、エネルギー産業や食物工場などが脚光を浴びて

いるが、小さな会社にとっては、リスクも高いと感じ、興味はあるけれど、手が出せな

いといった状況である。行政の各施策の中で示される条件を見ると新技術や新分野への

、 。参入という条件が非常に多くあり 従来型の企業にはなかなか使えるような制度がない

（知 事）

観光客に関しては、60歳以上の年金生活で、時間を持て余し、ある程度元気で動ける

人もたくさんいる。

県内の観光地を見たときに、田沢湖はスキー場や合宿施設やアクティブなところがあ

るが、見るだけの十和田湖は落ち込みが大きい。

また、秋田の料理人は非常にレベルが高いが、秋田県人はお酒を多くして料理を少な

くする傾向がある。しかし県外から来た人は高くてもいいから両方欲しい。仙北市内の

高級旅館では、東京から２泊３日で20万円くらいのコースだと人が集まる。秋田は料理

の質は大変良いが、地元の人がいつも美味しいものを食べているので、お金を払ってま

で美味しいものを食べない。すると料理人はやる気がなくなる。もう少し地元のことを

評価してプライドを持てば良くなると思う。

物流についてはその通りで、日沿道の日本海側の自動車道は25年度に着工し、新潟か

ら青森までつながる。あとは東北中央道の整備が残っており、新庄から米沢が今後の課

題。港もまさにその通りで、秋田港が拠点港に指定され、港周辺は景気がいい。

中国を含めた東アジアの海外戦略については、昼の会議ではものは決まらず、何回も

押しかけいかに何回も酒席を共にするかが大事である。

日本酒は、売り込む先の生活の様式を頭にたたき込むこむことが大事。日本の冷蔵庫

では一升瓶は入らないが、アメリカ人の冷蔵庫には入る。日本の酒はものすごく評価さ

れており、非常にきれいだと言われる。問題は、酒と秋田と環境など秋田に付随するも

のを、どうやってセットで出していくのか、ということにかかっていると思う。

雇用や設備投資関係についてはローテク、ハイテク関係ないと思う。どのようなこと

をしたいのかが大事。世界で生き延びているブランドなどは、すべてローテクで、価格

は絶対に安くならない。秋田でも、伝統工芸などについては、デザイン面でのバックア

ップなど、地元にもともとあるもの、生活に必要なものなど、それぞれ一定の販売額を

維持し、技術力を持ちながら今残っているところは、絶対に残していかなければならな

いという方針でやっている。

（Ｇ 氏）

秋田に来てから３年、楽しくて仕方ない。各地を転々とした中で、これほど宝箱のよ

うな地域はない。これまで勤務した地域では、もともとあるものをみんなで盛り立てて

特徴化したというよりも、ないがためにつくり出している。

秋田県はとにかく宝の山のよう。食についても、昔から食べられていたものを少しア

レンジしたり、昔はこうやって食べていたという文化を伝えながら食べてもらうと、イ
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ンパクトが残り、旅の思い出になると思う。浅漬け、とんぶり、豆腐カステラなど、日

本人が知らないようなものがたくさんある。

また、日本で一番最後まで旅行に行けない、残る県が秋田、山形と言われている。こ

れを逆手に取って 「なかなか行けない県に来ませんか」という対外的なＰＲをする方、

法があると思う。

観光では旅の入口が大事。バスやＪＲを降りたときの観光案内所の人が親切であった

り、最初に乗ったバスの運転手が愛想良かったなど、それで県の印象が決まってくる。

県外客が最初に降りた入口のところを華やかにしたり、アットホームにしたりして「秋

田って凄いね」と思わせ、気分良く回ってもらうことが大事。入口でつまづくと、以後

あら探しをされてしまう。

（知 事）

新年度から、市町村の様々な催しなどで、あきた美彩館前に広場があるという特徴を

活かしていただきたいと考えている。県内の市町村に温度差がある中で、大仙や仙北地

域は市町が一生懸命である。それは角館・田沢湖や、大曲の花火があり、たくさんの観

光客が訪れることから、たくさんの批判にもさらされるので真剣になっている。

我々としては、市町村が主体となって連携を取っていろいろな試みをできればと考え

ている。

、 「 、 」県北のある直売所に行ったところ 理事長である女性が 男は役に立たない 邪魔だ

と言っていた。そこの直売所は、女性だけで二百数十名の会員がいて、お母さん方が北

海道の学校を巡ってセールスし、修学旅行の誘致まで行っている。

（Ｈ 氏）

先ほど女性パワーという話をした背景には２つの視点がある。１つは、地域の保全や

地域のつながりという面で、農家の果たす役割は大きい。女性が頑張ってモチベーショ

ンが高まることが、地域の活性化につながると思う。もう１つは、女性が自らつくった

漬け物、野菜を美彩館などに持っていくと、なかなか行く機会のない東京へ行って売っ

たというのがモチベーションの向上につながるし、県外に対するＰＲにもつながると思

う。その際、県の支援をいただければ、行きやすいし、出しやすい。内なる面の活性化

と、外に向けたセールス、現場の声を伝えるという意味では、効果のあることではない

かと感じる。

（知 事）

観光庁長官賞をいただいた仙北市の秋田美人100人キャンペーンでも、市から支援をし

ていると思うが、一定の目論見があれば、支援をするのはやぶさかではない。ただし、

東京で物産販売する場合、目的をある程度絞らないと、せっかく行っても１回売って終

わりとなってしまう。

食べ物に関して、ビジネスの観点では東京に持っていくと、この辺りのものはほとん

ど通用しない。

（Ｈ 氏）

美彩館の前で過去に販売した経験から、秋田に呼ぶ、セールスといった意味合いで行

くべきではないかと感じている。
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（知 事）

店の売り上げよりも、秋田のイメージを高め、観光と結びつけて、秋田に目を向けて

もらうようなイベントをやることが良いと思う。ミズのたたきが東京で売れる。叩いて

冷凍して、味をつけていないものを売っている。

（Ｅ 氏）

秋田美人100人キャンペーンをやった際、クーポンのついたパンフレットを配り、実際

に仙北市に来た方がお店を使うことなどに結びつけた。現地での物販ではなく、実際に

来ていただくための道筋をつけることが効果的だと感じる。

（知 事）

本日集まった皆さんは企業のタイプも違うが、企業というのは一定の利益がないとや

っていけない。古くからある企業に加えて、新陳代謝という意味からも、新しく立ち上

げることも必要だが、日本ではやりにくく、銀行は新しいところにはなかなかお金を貸

さないし、行政もリスキーなものに対する支援はやりにくい。Ｅさんは、苦労したとこ

ろも多いのでは。

（Ｅ 氏）

Windows95が出た当時起業したが、こちらでの反応は鈍く、国がＩＴ戦略を掲げ始めた

頃から、割とスムーズになった。先行して動いていたところに時期がうまく当たったと

いう印象。

、 。雇用情勢が厳しい中 就職面接会などマッチングの機会としてはすごく効果があった

現在、２人雇用しているが、良い仕事をする会社として、機会があれば雇用をしていき

たいと考えている。

（知 事）

歴史上、バブル期を除いて、秋田では今、一番求人が多い。人手不足の状態である。

東日本大震災で建設業関係が求人を出し始めているのと、大企業が全然ダメな状態が同

時に来ている。景気はそんなに良くないけれど人手不足という不思議な現象が起きてい

る。地元定着志向の高まりもあるようだ。

また、これからの人は、英語くらい出来た方が良い。秋田の子どもは国語力が日本一

なので、英語を教えても飲み込みが良いだろうという考えのもと、英語力日本一に取り

組んでいる。

秋田はお菓子のレベルが高いと思うし、全国的に共通のイメージだと思う。飢饉が多

いところには良いお菓子がないと言う。角館の武家屋敷、訪れる女性はイタリアンを食

べてケーキを食べている。鎌倉では古い歴史のあるまちでカフェが繁盛しているという

ギャップがおもしろいと思う。

秋田の観光で、田沢湖・角館と新たな県立美術館を結びつけるのに必要なものが酒蔵

であると安藤忠雄氏が提案している。新しいものと古いものの融合、単に秋田の酒では

なく、酒蔵をどうやって売り出すか考えているところである。

（Ａ 氏）

酒蔵も観光資源になりうると感じている。我々もこれまでは観光資源という意識が少

なく、お客様が来ても、基本的には無料で見せていた。海外のワイナリーでは、お金を
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いただく代わりに十分楽しめる内容がある。そのあたりの意識を変えていかなければな

らないと思う。しっかり勉強したい。

（知 事）

酒蔵単体でお金を取らなくても、コースを組んでチケットを販売して経費を割り振り

することもできる。ネットワークの構築が大切。

最近、ただ食べるだけではなく、つくっている途中を見るというのが流行っている。

（Ｄ 氏）

今秋、全国47都道府県からの視察を受け入れる。製造業も、ものを作る過程、環境、

すべてバランスのとれたものがものづくり。農業も一緒。環境を大事にしないものづく

りの考え方は下火になっていくと思う。

（知 事）

それぞれやっていることのジャンルが違って、まとまらない部分もあったが、これか

ら私たちもいろいろな面で支援をしていきたいと考えている。他の地域の話と重なる面

もあり、共通した課題として、来年度以降の施策に反映させていくように考えていきた

い。

行政は、最初から出来る、出来ないを決めるのではなく、やりたいことがあれば相談

して欲しいと思っている。100％でなくとも、部分的にできる面は支援したり、抜け穴が

あれば制度を考えたりしていきたい。

国の政策とは違い、フレキシブルに小回りが利くのが身近な行政だと考えている。今

後ともよろしくお願いする。

（終了）


