
令和 4年 12月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 12月 21日(水) 

午前 10時～午前 10時 50分 

 大雪の状況について 

 

 案件の前に、12月 18日からの大雪の状況から説明します。 

18日から 19日にかけて、平野部で 30センチ以上、山間部で 50センチ以上の積雪があ

りました。竹、木が倒れているところが非常に多く、それに関連して 18日から広範囲で

停電が発生しています。停電は両津内海府、前浜、畑野松ヶ崎、多田、赤泊、羽茂地区を

中心に最大で 6,000戸でしたが、現在 4,800戸になっています。5,000戸前後が通電や停

電を繰り返しています。 

本日、本土から東北電力の支援チームが来る予定になっているので、復旧作業に取り

組みます。道路の除雪も時間がかかり、市民のみなさんにご迷惑をおかけしています。今

回倒木の竹が大きく太いもので、切りながらの作業になっており時間がかかっています。

孤立しないように考えながらできるだけ早く除雪も進めていきます。 

市では停電地域 6地区 7カ所で避難所を設置し、本日（12月 21日）8時の時点で 19

名が利用しています。高齢者世帯や一人暮らし等心配な方については、車で行けないとこ

ろは職員が歩いて安否確認を進めています。水や必要な物資もお届けしており、集落の公

民館や集落センター等に一定程度の物資を届けています。電話が通じない所もあるので、

情報は集落センター等に紙に書いたものを置くので取りに行っていただきたいと思いま

す。取りに行けない方へは直接届けるよう指示もしています。 

昨日から三菱自動車との連携におけるプラグインハイブリッドを活用して松ヶ崎公民

館で電源の供給ができました。三菱自動車に支援要請していて今日中にはもう一台来るだ

ろうということと、日産にもリーフの供給できるものでということで議論しています。今

日、松ヶ崎の診療所をプラグインハイブリッド三菱の方で電源供給していきたいと思って

います。できる手段で市民の生活を守る取り組みをしていきたいと思っています。 

温泉については、集落名、お名前を言っていただければ、連携しているホテル、市の

施設を含めて無料で利用できます。また、有料になりますが提携しているホテルに宿泊も

可能です。素泊まりで 4,000円税別、お子さま 2,800円税別です。1泊 2食の場合はもし

かしたら「使っ得旅行支援割」を使えるかもしれませんので、長くなって体調もご心配の

方はご利用いただければと考えております。 

停電地域の学校や保育園、図書館などの公共施設が休校になっています。今日、東北

電力の支援チームが来てくれますし、電力事業者、除雪事業者、県を含めて取り組んでい

ます。少しでも早く通電、除雪できるよう取り組んでいますのでご協力をお願いします。 



必要、不安の点がありましたら、支所、行政サービスセンターにご連絡ください。で

きる限り対応していきたいと考えています。電話のできない方については、集落長さんを

通してこちらに連絡していただければ、こちらで調べて対応していきます。よろしくお願

いします。 

 

発表案件 

 

1 マイナンバーカードの申請をお願いします！ 

 

最大 2万円分相当のポイントがもらえるマイナポイント第 2弾の延長が発表され、申請

期限が令和 5年 2月末までとなりましが、申請期限が近づくと、窓口が大変混雑しますの

で、マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、是非、早めの申請をお願いいたします。 

マイナンバーカードは、健康保険証としての利用の他に、運転免許証との一体化も進めら

れる見通しですし、市の各種手続き・届出等を簡素化するための利用も検討しております

ので、普段の生活に欠かせない非常に便利なカードとなります。また、デジタル社会のイ

ンフラとして、今後、必要不可欠なものとなりますので、まだお持ちでない方は、是非、

早めの申請をお願いします。 

マイナンバーカードの交付申請の手続きは、市役所本庁舎、各支所・行政サービスセン

ターの窓口で受け付けているほか、ケータイショップでもカード交付申請をサポートして

います。 

12月 24日、25日の土日には、エーコープ佐渡金井店さまにおいて、ドコモショップ佐

渡店様主催による出張申請が開催されます。時間は 10 時～17 時です。マイナンバーカー

ド交付申請に必要な、顔写真の撮影から申し込み手続きまで無料で行うほか、マイナポイ

ント申込みのお手伝いもいたしますのでお気軽にお立ち寄りください。 

繰り返しになりますが、マイナンバーカードの申請がお済でない方は、最大 2万円分相

当のポイントがもらえるこの機会にぜひ、ご家族とご一緒に申請をお願いします。 

 

2 行政手続のオンライン申請をトライアル開始しました 

 

放課後児童クラブの一部の手続について、令和 4年 12月 12日から「ぴったりサービス」

によるオンライン申請を開始しました。 

 市民の皆さまには、貴重なお時間を割いて市役所までお越しいただいておりますが、ス

マートフォンやパソコンで、いつでも、どこでも、放課後児童クラブ関連の申請を行うこ

とができます。 

 現在、「入会申請」、「退会届」、「利用料免除申請」、「申請事項変更届」の、四つの手続で

オンライン申請を受付けています。今回の４つの手続きは、マイナンバーカード不要で申

請出来ますが、今後、マイナンバーカードによる電子署名が必要な手続も、追加していく

予定です。皆さまの利便性向上のためにも、マイナンバーカードの申請はお早めにお願い

いたします。 

 放課後児童クラブをご利用の皆さまは、待ち時間の無い、ぴったりサービスによるオン



ライン申請をぜひご活用ください。 

 

3 佐渡市民限定の「Webプログラミング講座」を実施します 

 

市長： 

これからのデジタル社会の進展を見据え、デジタルに対応できる人材育成の一環として、

市民を対象とした「Ｗｅｂプログラミング講座」を実施いたします。 

 この講座は、Ｗｅｂサイトの作成から公開までを、マンツーマンの講義形式で学習でき

るオンライン講座で、ご自宅から、自由な時間に学習でき、分からない箇所などは質問を

投稿することもできるため、プログラミング未経験の方でも安心して受講できる内容とな

っております。 

 講座の実施主体となるのは、佐渡市に本社を置くｔａｎｅＣＲＥＡＴＩＶＥ㈱様で、市

の政策を民間が実現する新たな事業形態として、同社が本年１月に公開した有料講座を、

市民限定で毎月 100名様に無料提供いただけるものです。 

 受講を希望される方向けに、お申込み用の特設サイトやサンプル動画もご用意しており

ますので、ここで担当よりご紹介いたします。 

 

デジタル政策主幹： 

 サイトにつきまして、ご紹介します。 

現在、佐渡市トップページは、避難所情報となっておりますが、通常は Webプログラミ

ング講座への導線を設けておりますので、そこからご確認いただけます。今回は、講座の

サンプル動画を少しだけご覧いただきたいと思います。 

＜サンプル動画 再生＞ 

このように、対面式で分かりやすい講座となっています。 

ご興味のある方は、ぜひお申し込みください。 

 

市長： 

特設サイトにつきましては、市報さど 12月号やＳＮＳでも周知いたしております。 

 お申込期間は、2022年 12月～2023年 11月までとなっております。 

 Ｗｅｂサイトの制作や仕組みにご興味のある方など、たくさんの皆さまからのお申込み

をお待ちしております。 

 

4 定額タクシーの社会実験について 

 

 小木地区において、タクシー定額乗り放題の社会実験を12月19日から開始しています。 

この定額タクシーは、通院や毎日のお買い物に、定額料金でタクシーを何回でも利用で

きるサービスであり、地域内の新たな交通サービス導入に向けた社会実験です。 

期間は、令和 5年 3月 17日までの土日祝日を除く、平日の午前 9時から午後 4時まで、

料金は利用されるエリアによって異なりますが、月額 5,000円または 1万円の定額で乗り

放題となります。 

詳しくは交通政策課にお問い合わせください。 



 

5 自動運転実証調査及びデマンド交通の社会実験について 

 

自動運転による移動サービスの実現について、国は 2025年をめどに全国で 40カ所以上

を目標にしています。 

佐渡市としても国の事業採択を受けて、自動運転技術を活用した持続可能な移動サービ

スの構築に取り組みます。自動走行には高精度三次元地図データが必要で、今回は相川市

街地においてオンデマンド交通の試験運行を行いながら、専用カメラで道路や構造物など

の地図データを収集します。 

相川地区と小木地区でワークショップを開催し、自動運転への理解促進と実際に自動運

転車両が走行する際の課題等の整理を行う予定です。 

オンデマンド交通については、運行日程が決まり次第お知らせいたします。 

 

6 文化財防火デー「消防訓練」の実施について 

 

毎年 1月 26日は「文化財防火デー」に定められており、これは、昭和 24年に奈良県の

法隆寺金堂での火災を契機として、昭和 30年からこの日を「文化財防火デー」としたもの

です。全国的にこの日を中心に文化財防火運動が展開されますし、佐渡市でも文化財防火

デーに合わせて消防訓練を実施します。 

今年度は、昨年度開催を予定し、新型コロナウイルスの影響で実施できなかった金井地

区の「正法寺」において、令和 5年 1月 28日（土曜日）午前 10時から実施します。 

 内容としましては、建物からの出火を想定した「消火訓練」や「消火器の取扱い講習」

を予定しています。 

当日は、佐渡市消防本部や地元消防団とも連携した訓練を実施しますので、地域住民の

皆さまにもぜひご観覧いただきたいと思います。参加を希望する場合は世界遺産推進課文

化財室まで事前にお申し込みをお願いします。訓練終了後には、正法寺の文化財について

解説を交え見学する時間を設けておりますのでこちらもぜひご参加いただきたいと思いま

す。 

市内でも指定文化財に影響する火災が令和 3年に 2件発生しました。文化財防火デーを

通して文化財保護の意識醸成を行うとともに、貴重な文化財を火災から守るため、春と秋

の火災予防運動に合わせた啓発活動などにも力を入れ、普及啓発に取り組んでまいります。 

 

事前質問 

 

① 本年度から民間人材の活用に力を入れていますが、ここまでの成果や課題、今後の展望

などについて総括してください。また、これまで議会では企業選定の経緯や他企業との

公平性を問う声が目立ちましたが、あらためて市の考えを示してください。 

市長： 

国から 2名、民間から 6名の人材を受け入れております。それぞれの国の職員の見方、

民間の事業の考え方を公の職場である佐渡市でも政策立案、市民サービス、議論も含め



た庁内の事務作業というものに反映させていきたい、効率化を図り、レベルを高めてい

きたいという思いです。国の方も佐渡にくると地方の現場学べるということと、民間企

業の方からも市の職務というのは非常に難しいという話も伺っております。さまざまな

形で職員と話しながら、市民のためのサービス水準を上げて取り組んでいくこの一点に

つきます。 

具体的には、佐渡市デジタル化構想の策定や、ＳＤＧｓ未来都市認定を受けた取り組

みや、ふるさと納税の取り組み強化など、さまざまな業務に取り組んでいただいていま

す。産学官民が連携した「佐渡島自然共生ラボ」の立ち上げなど、生物多様性社会と脱

炭素社会に向けた地域づくりなど産学官金が連携した多様なパートナーシップを推進

していく中で、市の職員として活躍していただきながら連携体制を強化していく、佐渡

市を元気にしていくということで取り組んでいきます。 

基本的には国・県も今は民間の人材を入れておりますし、佐渡市のようなやり方もあ

りますし、そこの職員として割愛として受け入れるケースもあると思います。事業発注

等につきましては、決裁権は部長もしくは当該以外の職員にやらせることになっており

ますので、公平性という点では全く問題ないと考えております。 

 

② 来年 1月に新潟空港で台北線が就航しますが、市としての受け止めや期待感、佐渡市へ

の影響の見通しなどを示してください。 

市長： 

1 月 17 日から運航が開始されると聞いております。毎週火曜日金曜日ということで

す。運航翌日に、団体ツアーおおよそ 30名が佐渡にきていただけるという話も聞いてい

ます。同様の団体ツアーが今後８回組まれているほか、今までのインバウンド状況をみ

ても、今後も台湾との連携は重要であり、新潟空港を経由できるのは大きな交通の利便

性だというふうに考えております。令和 5 年の外国人入込客数およそ 8,000 人のうち、

4,000人が台湾からのお客さまでございます。 

  12 月 17 日から台湾・高雄市の陳市長ともお会いさせていただき、山本悌二郎像の除

幕式に出席させていただきましたが、佐渡・日本に対する想い、そして山本悌二郎さん

に対する想いも含めてこれからさまざまな連携を結びたいとありましたので、非常に良

好なパイプが今構築しつつあるという認識です。 

多くのお客さまからおいでいただくということで、新潟空港拠点にするということは

今後のいろんな意味で広がりが考えられますので私自身は大きな期待をしております。 

 

③ 17日に山本悌二郎像の除幕式が現地で行われましたが、当日の模様や受け止めを聞か

せてください。 

市長： 

  台湾の高雄市ですが、日本の市とは異なり、290 万人いる市であります。日本でいう

と県くらいの規模感になります。高雄市からご招待を受けまして、山本悌二郎像除幕式

に参加させていただきました。 

  高雄市の陳其邁(ちんきまい)市長、台北駐日経済文化代表処の謝(しゃ)長廷(ちょう

てい)代表、台湾文化部の蕭宗煌(しょうそうこう)次長、台湾糖業(とうぎょう)株式会社

の陳(ちん)昭義(しょうぎ)取締役をはじめとする大勢の方々がご出席され、厳かに、ま

た盛大に執り行われました。 



  改めて、山本悌二郎氏が高雄市の発展へ貢献し、尽力してくれたという感謝の念が感

じられる式典であったというふうに思っております。高雄市長からは佐渡市民への感謝

と佐渡市議会への理解の感謝のお言葉をいただきました。 

  私自身が感じたのは山本悌二郎氏も含め、佐渡出身の先人が世界の歴史に名を残すよ

うな活躍をしている取り組みを今後、子どもたちに伝えていく、しっかりと教育として

やらなければいけないと思いました。子どもに限らず、大人も学べるよう教育委員会と

も協議しながらすすめていきたいと考えています。 

  また、台湾の方が「佐渡市と台湾と 100年を超えるつながり」というような言葉をい

ただき、このつながりを次の 100年につなげていきましょうと私からも伝えました。 

  当初、高雄市長は 15分くらいの時間の予定でしたが、1時間の間さまざまな話をさせ

ていただきまして、市と市の交流、市民の交流をぜひ取り組んでいきたいとご提案いた

だきましたので、新潟県とも相談しながら、大きなつながりにしていきたいと考えてお

ります。 

 

 質疑応答 

 

1 マイナンバーカードの申請をお願いします！ 

 

質疑はありませんでした。 

   

2 行政手続のオンライン申請をトライアル開始しました 

 

質疑はありませんでした。 

 

3 佐渡市民限定の「Webプログラミング講座」を実施します 

 

 質疑はありませんでした。 

 

4 定額タクシーの社会実験について 

 

記者： 

  （実験開始から）二日ほど経っているが市民の反応はどうか？ 

交通政策課長： 

  利用状況は、定期券として売れたのは 2枚 5名でした。大雪の関係でまだ利用はあり

ません。 

市長： 

  小木地区に関しても一部停電がありましたので、その影響があったのかと思います。

大雪等が落ち着いたら PRをしてきたい考えています。 

 

 



5 自動運転実証調査及びデマンド交通の社会実験について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

6 文化財防火デー「消防訓練」の実施について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 事前質問（追加） 

 

① 本年度から民間人材の活用に力を入れていますが、ここまでの成果や課題、今後の展望

などについて総括してください。また、これまで議会では企業選定の経緯や他企業との

公平性を問う声が目立ちましたが、あらためて市の考えを示してください。 

 

記者： 

2023年度も拡大する予定はあるか。 

市長： 

  現段階として、課題解決のための外部人材は補充できているというふうに思っており

ますので、基本的には拡大しないことで考えております。様々な形でその地域の課題解

決に急に必要が生じたり、また、企業の方からご提案があれば、検討していきますが、

このまま 2年間をやっていきたいと考えております。 

 

記者： 

  外部人材が入ることで市職員とのコミュニケーションに確執は起きているか。 

市長： 

  私自身が経験する中ではうまくいかない部分もありましたし、上手くいく部分もあり

ましたので、確執がないとは言い切れないと思っていますが、仕事をする上でのいろん

な議論があって当然ですし、そこ噛み合わせながら仕事をしていく必要があると考えて

います。市職員も民間の方と一緒に仕事をするということは初めてなので、多少戸惑い

もあると思いますし、来られた方も戸惑いがあると思います。一個一個議論しながら課

題を解決していってほしいと部長に指示をしているところです。 

 

② 来年 1月に新潟空港で台北線が就航しますが、市としての受け止めや期待感、佐渡市へ

の影響の見通しなどを示してください。 

 

記者： 

  市として新たな受け入れ体制を考えていることはあるか。 

市長： 

  どうやって資産などを見える化していくことが大事だと思っています。  

  外国の方にも単にまわってもらうのではなく、佐渡金銀山の歴史などを視覚的に分か



りやすくするために、業務に取り組んでいることころです。今後、きらりうむ佐渡で映

像をお披露目できるかと思いますので、また、改めてご案内させていただければと思っ

ています。 

 

記者： 

  受け入れ側の旅館・ホテル含めて台湾の方への対応は。 

市長： 

  ホテルは外国の方をある程度、受け入れられる体制だと思っています。翻訳アプリ等

を利用しているところもありますし、レンタカーを借りる外国の方もいましたので、そ

こは大丈夫だと思っています。 

  ゲストハウスなど、長期滞在できるところの需要があると思っていますので、そうい

ったところをどんどんつくってほしいですし、民間企業の参入を望んでいるところでご

ざいます。おもてなしも含めた多言語化をどう見せていくのか、観光庁・文化庁と事業

をずっと議論していますので、特にイコモス対応までにできるだけ取り組んでいきたい

と考えております。 

 

③ 17日に山本悌二郎像の除幕式が現地で行われましたが、当日の模様や受け止めを聞か

せてください。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  停電が県内でも佐渡だけ突出して多くて解消されていないが原因や課題は。 

市長： 

  倒木と倒竹が多く、特に竹の場合、電気を通しやすいため、電線自体に大きな影響を

与えてしまうことが要因かと思います。現地の停電の多い箇所をみると、倒木と倒竹が

多いです。 

  これは調べてみないとはっきりとはわかりませんが、今年大きな台風も来ておらず、

安定した年で、フルーツなどが非常に良いできだったですが、いつも台風で倒れる木が

倒れなかったことも要因としてあげられるのではないかと思います。 

  課題として考えなければいけないのは、電線に木や竹がかかっていると除雪作業が入

って木や竹を切ろうとしても切れない状況があり、電線に関わるものの作業は専門の知

識が必要であり、そこのやりとりに時間を要してしまったことが大きな課題だったと考

えております。 

  これからやらなくてはならないことは、市有財産である木や竹を切ることは通常でき

ないですが、東北電力や NTTと含めて、災害が起こりやすい場所は、通常の管理を強化

していくということを取り組まないといけないと思います。今回は、直している横から

倒れていく状況です。全然、停電世帯が減らない状況は一か所直しても、一か所が倒れ

ていること、また、大きな木があるとその木を切って、出してそれから除雪しなければ



いけない現状があります。今は、除雪もだいぶ進んでおりますが、東北電力などと今後

の対応を考えていかなければならないですし、危険な場所などを一定程度管理する仕組

みを考えていかなければならないと思っています。 

  落ち着きましたら検証して、その対策をしっかりとしていきたいと考えています。 

 

記者： 

  落ち着いたらと言えど、週末寒波が来るし台風が来なかったのは他の地域も同じ。電

力会社と通信会社が共架しているのは佐渡だけではないが。 

市長： 

  エリアをみていただければ分かりますが、柏崎市は佐渡市より停電が多いですが、平

野が多く、倒木や倒竹でなく、積雪による断線が主だと思います。積雪による断線であ

れば、つなげば電気が届くと思いますが、佐渡の場合、木を切って、竹を切ってそれか

らつなぐ作業になっていますので、そこが一番の違いだと思います。 

  停電における要因は、雪ではありますが単に積雪だけなのか、それとも倒木や倒竹に

よるものなのかによって違ってくると思っています。地形上の違いと停電の要因の違い

があり、遅れていると感じております。 

  次の寒波が来ると想定していますので、そこに向けて厳重に注意していきたいと考え

ております。 

 

記者： 

  現状、孤立している集落はあるのか。 

市長： 

  昨日の段階では、畑野地区の猿八集落に孤立していると話を聞きましたが、本日解消

していると聞いておりますし、そのほかは、完全に孤立しているところはないと聞いて

おります。 

  しかし、電話がつながらないエリアもありますし、車が行けなくても物資が届けられ

ているかなどもありますので、再度各支所・行政サービスセンターと連携し、把握をし

てほしい、また、集落センター長と連絡して状況を把握するように指示をしております。 

  万が一のことがあってはならないので、確認を徹底するようにしています。 

 

記者： 

  停電解消の見通しなどについて東北電力から連絡は入っているか。 

市長： 

  東北電力からは、本日岩手県から大きなチームが入ってきて復旧作業を全力で行うと

聞いているところです。復旧目途はいつなのかは市には入ってきておりません。電波の

弱いところなどがあるという情報も聞いておりますが、いずれにせよ、分かり次第情報

を出してきたいと思っております。現在、公表している以外の情報はありません。 

 

記者： 

  雪が止んで一回通じたのが切れるのはまた倒れているということか。 

市長： 

  5センチや 10センチ程度少しずつ降っている状況であります。竹に関しては、雪がな



くなると、上に跳ね上がると思うかもしれませんが 1回しなるとなかなか戻らない、結

果切らないといけない、雪の降り方などの状況の変化によって、一回通電するもまた、

停電してしまう状況があると聞いております。 

 

記者： 

  竹がゆっくりしなって電線を潜り抜けて雪が解けたあとに弓のように戻ると聞いたが

どうなのか？ 

市長： 

  そういった話は、直接聞いておりません。今回は断続的に雪が降っており、じわじわ

と竹がしなっていくことが大きな要因でないかと思っています。ただ、全部が全部そう

いうことではないケースもあると考えておりますので、この後、落ち着いた段階で、し

っかりと検証していきたいと思います。 

 

記者： 

  柏崎市で一酸化炭素中毒によって亡くなる事故が起きたが発電機の使い方など市から

注意があれば発信を。 

市長： 

  支所・行政サービスセンターを含め、発電機の使用については、必ず外で使うように

指示をしているところです。今の家は、高気密ですので発電機を使うと一酸化炭素にな

りますので、注意喚起していますし、情報を得られない方々には最寄りの公民館等に文

書を配布したり、集落長を通じて連絡をして取り組んでいるところです。これに限らず、

色々な情報を発信してきたいと思います。 

 

記者： 

  島の医療体制についてどの竹でどういう影響があるのか？松ヶ崎診療所へはどのよう

な対応をしているか。 

市長： 

  赤泊診療所が停電の中で対応しています。現在、三菱にもうプラグインハイブリッド

車をもう一台手配できないか調整中です。本日、松ヶ崎診療所にもプラグインハイブリ

ッド車を手配して、診察を実施しているところです。あわせて、日産にも同様の車を手

配できないか調整しています。停電の影響を受けているのは、赤泊診療所と松ヶ崎診療

所のため、電源供給を行い、なんとか診察が出来る体制をとっていきたいと思っていま

す。 

   一か月、二カ月間診療所が使用できない場合は、話が変わってきますが、現段階では、

プラグインハイブリッド車を活用しながら、電源供給をしていく形で進めていきたいと

考えております。 

   

記者： 

  竜巻の可能性のある事案や雪の被害とあわせて市の経済損失はどれくらいか。 

市長： 

  竜巻の事案後すぐに雪の被害となっていますので、まだ、状況把握までいってない状

況です。竜巻の被害については、全容がおおよそ見えてきたところですが、大雪で防災



課が対応しておりますので、状況を見ながらお示しできたらしたいと思います。 

 

記者： 

  防災担当職員の数が少ないのではないかと市民からの声があるが。 

市長： 

  各支所・行政サービスセンターに本庁から人を派遣する、本庁の防災課も電話対応が

非常に多くなっていますので、庁内のほかの職員で対応するということで、市民サービ

スの一番課題で急ぐところに集中的に職員を充てることで、今対応しています。状況に

あわせて、増やすことも可能ですので、通常業務を止めてでも、そういう形を取ってい

かなければならないと思っています。 

 

 最後に 

 

ありがとうございます。 

今週末から冬型の気圧配置となり、風が強い冬型予想されています。今回は、雪でなく

風の方の被害も考えなければならない可能性があります。気温も下がっておりますので、

市民の皆さまには、まず体調が大事ですので、体調面などで気になることがありましたら、

支所・行政サービスセンターなどに連絡いただれば、できるかぎり、対応していきます。

この後も東北電力・ＮＴＴと引き続き対応していきたいと思います。 

今月もありがとうございました。 

 


