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    大仙市長大仙市長大仙市長大仙市長    栗林次美 
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１１１１    開会開会開会開会            総合政策課    福田浩参事  
 ２２２２    委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付            栗林市長  
 ３３３３    市長あいさつ市長あいさつ市長あいさつ市長あいさつ            栗林市長： 今年は大変な大雪でこの通り桜もだいぶ遅れているようであります。ようやく市役所周辺が咲き出していますが、残念ながら大仙市全域の桜の状況は鳥のうその被害を受けているようで５月３日あたりに満開になっても花がない地域もあるようであります。本当に残念ですけれども今年の大雪の影響なのではないかと思われます。あとは本当の意味での春という天候の回復を祈るばかりであります。 なお、雪の問題につきましては、３年連続大雪になり、これから大仙市全体が高齢化、過疎化していく中で、中期的に雪対策を今まで行ってきた施策を市全体でもう一度見直しをして対応策をきっちり作っていきたいということで今年度の大きな課題にしております。 さて、平成２５年度の第１回大曲地域協議会の開催ということで大変お忙し中、出席いただきましてありがとうございます。 また、先ほどは委嘱状を交付させていただきましたけれども新しく新任された委員の方が１１名、再任の方が６名、地域を様々な形で盛り上げる、様々な活動をこれからもよろしくお願いします。 みなさまご承知の通り、市町村合併をして丸８年でございます。合併当初から広域の合併でありましたので、それぞれの旧市町村、それぞれの独立した自治体でやってきた自治の問題をしっかり引き続き行えるよう、そういう意味を込めまして各支所はもちろんでありますが、旧市町村ごとに８つの地域自治区を設置し、それぞれの自治区に地域協議会を設けさせていただいております。 それから８年が経過し、その間、８つの地域協議会におきましては市民と行政の共同のまちづくりの核としてそれぞれの地域の課題を自らの力で解決するしくみづくりを進めていただくと共に、地域枠予算の活用や、市への提言のとりまとめなど、委員のみなさまには活発な活動を展開していただいております。 この場をお借りしまして改めてお礼を申し上げます。平成２５年
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度が始まり、地域協議会も新たな体制でスタートを切ることになりますが、引き続き委員をお引き受けいただいたみなさまにおかれましては協議会のリード役としてご尽力をいただきたいと考えておりますし、またこの度、新たに委員をお引き受けいただいたみなさまにおかれましては協議会の活動をより一層充実させていくため、積極的なご意見、ご提言をいただきますよう、お願いを申し上げます。 今年度の地域協議会関連予算におきましては、引き続き各地域協議会委員のみなさまを対象とした全体研修を開催するほか、視察研修などの活動を支援する活性化事業をする契機を創出するとともに、地域の特色、独自性を活かしつつ地域課題に対応するための地域枠予算を昨年度と同様に計上しております。総額で 5,600万円ほどの予算を計上しておりますこの地域枠予算につきましては、市民のまちづくりの参画意識を高めるため、制度を積極的に活用していただけるよう、また、一層 PRにも努めてまいりたいと考えております。 また、みなさんご存じの通り、人口減少や少子高齢化が進む中、生活環境の変化により地域のつながりが希薄になってきており、地域コミュニティーの基礎となる自治会組織の活力も残念ながら低下が懸念されております。こうした状況を踏まえまして、本市では平成23年11月から地域のみなさまが自主的に集落機能の維持や活性化に取り組む活動を支援するため、がんばる集落活性化支援事業を創設しております。これまで９団体から活用いただき、それぞれの集落単位で自分たちの魅力や特徴を活かした事業に取り組まれております。みなさまにはこれまでの地域枠予算の活用に加え、この新たな支援事業につきましても地域のみなさまに広く周知していただき、地域が元気になるような取組みに対し、ご支援、ご助言をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 私、このたびの市長選挙におきまして三期目の市政を担うことになりました。市政は連続しているという考え方でありますので、これまでと同様、「市政は市民のため」を基本理念として市民と行政が共通する目的や目標を実現するため、市民とともに汗を流しながら市民と行政との共同のまちづくり、地域づくりに努めてまいりますので委員のみなさまにはこれまで以上のご理解とご協力をいただきますようお願いを申し上げます。結びになりますが、本日の地域協議会が実りあるものとなり、地域発展に資する契機となります
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ことをご期待申し上げますと共にみなさまの益々のご活躍とご健勝を心からお祈り申し上げまして挨拶とさせていただきます。四年間、よろしくお願い申し上げます。 
    ４４４４    職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介  小松英昭企画部長  

 ５５５５    事務局説明事務局説明事務局説明事務局説明    高橋正人主幹    ・地域協議会について   ・地域枠予算について 
 高橋靖弘主席主査    ・「がんばる集落」活性化支援事業について 
 ６６６６    議題議題議題議題    （委員の２分の１以上の出席があり、会議が成立する旨を確認） 
 議題（１）議題（１）議題（１）議題（１）会長及び副会長の選任について会長及び副会長の選任について会長及び副会長の選任について会長及び副会長の選任について     相馬幸則 総合政策課長： 暫時、進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。資料 1 の地域協議会についての説明資料をご覧いただきたいと思います。 会長及び副会長の選任につきましては大仙市地域自治区の設置等に関する条例第６条の規定によりまして委員の互選により定めることとなっております。 その互選の方法につきましてどのように取りはからったらよろしいかお伺いしたいと思います。何かみなさん、ご意見等ございませんでしょうか。 

 山崎雄一委員： 継続で再任されている方がいらっしゃいますから、いままでの流れ、運営上のことを考えますと再任の方の中から決定していただいた方がいいのではないかなと思います。決めにくいというケースがあるのでしたら事務局の案で進めていただいた方がいいのではないかと思います。 
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相馬幸則 総合政策課長： ただいま山崎委員から継続の方の中で、事務局に案があったらお願いしたいということでしたけども事務局の方でなにか案ありますでしょうか。 
 高橋正人主幹：  事務局案としましては山崎委員がおっしゃったように、昨年度まで４年間、地域協議会委員を務められ、この度再度就任していただいた委員の中から会長には齋藤靖委員、副会長には佐藤美智子委員をお願いしたいと考えています。 

 相馬幸則 総合政策課長： 事務局案によりますと会長には齋藤靖委員、副会長には佐藤美智子委員ということでございますけれどもただいまの選任案につきましてご質問等ございませんでしょうか。 
 【「異議なし」の声あり】 

 異議なしとの声がありました。ここで採択をさせていただきます。事務局の意見に反対の意見は無いようですので大曲地域協議会の会長には齋藤靖委員、副会長には佐藤美智子委員にお願いするということでみなさん異議はございませんでしょうか。 
 【「異議なし」の声あり】 
 異議なしと認めます。よって大曲地域協議会の会長は齋藤靖委員、副会長は佐藤美智子委員と決定いたしました。会長が決まりましたので大仙市地域自治区の設置等に関する条例第８条４項の規定によりまして会の進行につきましては齋藤会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 
 

 

 議題（２議題（２議題（２議題（２））））会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名     齋藤会長： 会議録署名委員は伊藤明子委員と山崎雄一委員にお願いしたいと思います。 
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議題（３議題（３議題（３議題（３））））平成２５年度地域枠予算について平成２５年度地域枠予算について平成２５年度地域枠予算について平成２５年度地域枠予算について     齋藤会長：  続きまして、議題（３）にうつります。地域枠予算の事業について初めに２件の書面審査の結果について事務局より報告していただきたいと思います。 
 高橋正人主幹： 地域枠予算、書面審査の結果についてご報告申し上げます。資料
4をご覧ください。地域協議会に事業の開始時期が合わない場合、書面審査を行うことができるということとしておりまして、４月に事業を実施するという２件の申請について書面審査をいただいております。 結果については①余目地域活性化対策いきいき会議協議会、②内小友コミュニティー会議からの申請、２件について両方とも委員１７名全員の賛成を持って採択としてございます。 
 齋藤会長： 続きまして、今回９件の事業が申請されておりますので申請事業について協議したいと思います。まず、申請事業について事務局から説明をお願いします。 
 高橋正人主幹： 【資料 5より平成２５年度地域枠予算について説明】 

 齋藤会長：  以上、９件の説明をいただきましたのでただいまより協議してまいりたいと思います。最初の角間川まちづくりの会からの申請についてはいかがでしょうか。 
 佐藤美智子委員 角間川は昨年に引き続いてですが、昨年は２０万円でしたが今回は３０万円です。１０万円アップした理由はわかりますか。 
 高橋正人主幹： １つ新たなメニューとして、三上洋子遺作品絵画展示があります。実はこの三上洋子さんという方は秋田びじょんのポスターのモデルになっている方でありまして、その方が生前、ロサンゼルスで描き続けた油絵１１５点、その他水彩デッサン２００点が昨年、この会に寄贈されたそうでございます。それを展示するための費用ということで昨年とは違った部分がでています。 
 松塚委員： ほとんどの案件が去年に続いてとのことなので他の案件にも関係することとして質問させていただきます。 
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今のような去年と変わったところがあって増額したという説明を聞いてわかったのですが、これをパッとみたときにこの事業費３３万５千円の根拠が知りたいのではないかと個人的には思います。 他の応募事業を見ますと細かく積み上げになっています。例えば次のところでは資材に対して３万円だとか、借金がいくらだとか、何人ぐらい使うからこの金額になるというような根拠が明確になっているからトータルでこのぐらい必要になるというのがよくわかります。趣旨には多いに賛同できるのですが、併せてこの地域協議会ではお金の部分についてもみなさんで見ていくということになればもう少し踏み込んだ部分でお金の根拠を知りたいと思うのですがこの部分についてはどうでしょうか。 
 高橋正人主幹： この件につきましては収支予算書がまとめて提出されております。こちらの方で実施する角間川まちづくりの会に問い合わせをしまして内容を確認したいと思います。また、今後こういった申請につきまして、ある程度細かな事業費を添付していただくよう、指導してまいりたいと思います。 
 山崎委員： 今の質問に関連しますが、この申請様式自体を研究する必要があるのではないかと思われます。たとえばいつどこで何を実施するのかという形が謳われていますけども、これを５Ｗ１Ｈに切り替えた方がわかりやすいのではないかと思います。そこは研究課題として捉えていただきたいと思います。 
 高橋正人主幹： これまで地域枠予算ガイドラインも含めまして何回か協議を重ね、訂正をしてきています。ただいまのご意見につきましても今後の研究課題、協議課題とさせていただきたいと思います。 
 齋藤会長： 今の件につきましては、事務局の方で検討していただきたいと思いますし、事業費の方も前年と同じ金額であればいいと思いますが、金額が変わるとか、新たに申請するものに対してはもっと細かく内容を提出してもらうように検討していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。他には何かありますか。 
 佐藤啓子委員： 角間川に限らずのことなのですが、事業を行った後の領収書などのチェックは市の方でされているのでしょうか。 
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事後処理を役員の方たちだけで決めないで会員の方たちにも広く開示して事業を終えているものなのか。役員の人たちだけで事業を終わらせてしまうような事業は良くないと思います。 
 高橋正人主幹：  事業が終了しますと実績報告書を提出していただいております。実際の収支決算、事業による効果、今後の課題等を提出してもらっていますし、その決算額の裏付けとなる領収書はすべて写しを提出していただいております。 事務局ではそれを１つ１つ支給科目とあっているかを検査し、合計金額を算出しまして、３０万円補助をもらうための５／６要件がありますので最低３６万円の事業が行われたのかということも確認しています。 また、細かな点では食糧費が全体の１／５以内であるとか、委託費が全体の３／４以内であるというような要件もガイドラインの中にありますのでその点もすべてチェックをした上で事業報告を受けまして、額の確定通知というものを作成するというのが事務の流れになります。 

 齋藤会長： 佐藤啓子委員からの質問は報告というのもありますが、地域枠予算でその事業が行われているということがわかっていない地域の人たちが結構いるのではないか、その辺も市の方でアピールしていく必要があるのではないかということでよろしいでしょうか。 
 高橋正人主幹：  申請団体にもよるのですがお金の部分ではなくて最終的な事業報告をした会議の資料などを出していただいて、その中で地域枠予算の実績について会議の中で報告しているというような資料をいただいているところもあります。 

 佐藤啓子委員： 会員への情報開示をしっかりやっているかどうかのチェックを市の方でもやってもらいたいです。 
 齋藤健太郎委員： 会員への監査報告などはその会がやるべきことであって市や行政がその会の会員のためにやるというのは話がずれているのではないでしょうか。 
 本間和也委員： 要するにこの事業が予算、決算的に適正に処理されているかどう
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かということではないでしょうか。もしそうであるとすれば例えばこの協議会の中からすべての事業が終わった段階で監査員を設けて適正に事業が行われているかどうか見るといったことはできないでしょうか。 
 佐藤美智子委員：  団体の運営というのは難しいことだと思いますが、私たち協議会委員が何のために集まってきたかを考えると、その事業が趣旨に則って地域の活性化ができるように私たちも一緒に考えてこの事業を盛り立てましょうと判断するのが私たちの役目であって、領収書の金額に対してどうのこうのということは私たちの役目では無いと思います。 

 齋藤会長： 領収書とかそういうのは全部事務局で管理している部分なので、佐藤啓子委員が言っているのはわれわれ自体が地域から出てきている人たちなので地域枠予算でやっているということを地域にも話してくださいということなのでそんなに難しい話ではないと思います。 
 佐藤美智子委員：  そういう点では私も佐藤啓子委員に賛成です。話は少しずれますが、ここは初めての人はここに来て質問を受ける、２度目からは書面でも結構ですということだったのですけども、この期間は最長どのくらいか決まっているのか、１０年だったら１０年間いいのか、軌道に乗ってそれで OKなのか、それがよくわからないのが１点、もう一つが例えばこの１８年度から去年までの資料を見たときに８つの地域に分かれていて、みなさん予算限度まで使っていますが、大曲地区だけ１０００万の予算がありながら、半分ほどしか使っていないので予算が多いのか、佐藤美智子委員が言ったたように宣伝の仕方が悪いのか、これはあくまでも地域を活性化するためのものだとしたらもっと使って欲しいです。そのために私たちがいるわけなのでそういう宣伝の方法も足りないのかなということも佐藤啓子委員は言いたかったのではないでしょうか。 

 高橋正人主幹： それにつきましては、これまでの協議の中でも話は出ています。自立していただくところには自立していただくという考え方もありますが、その事業そのものが例えば自己資金が増えていって自主事業でやっていけるものなのか、あくまでも公的な団体に近いもの
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で自主財産というものがなかなか出ないところなのか、そこについては事業の内容、もしくは団体の内容によって自立を目指していただくのか、継続してやっていただくのかという線を引くのはなかなか難しいものと考えています。今後の検討課題としてみなさんと引き続き検討させていただきたい部分というように考えていますが現在のところまだ結論は出ていません。 
 佐藤美智子委員： １０００万の予算はもったいないのでそれはこれからの課題としてもっと有効に活用するためにみなさんのいろんな意見を聞いてもっと有効に使うという方法も一つの議題だと思います。 
 齋藤会長：  その辺を地域枠予算というものがありますよということは有効に使うという部分では必要なことだと思います。だからといって無理して予算を使うという予算ありきで事業するというのは別の方向になってしまいますのでその辺はうまく説明していただきたいと思います。それでは角間川まちづくりの方の採択を行いたいと思います。この事業について賛成の方の挙手をお願いします。 

 賛成 全員 
 全員賛成です。ありがとうございました。 続きまして２番、フラワーデザイン普及協会からの申請についてご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。 
 賛成 全員 
 全員賛成です。 続きまして３番、大曲地区コミュニティー会議からの申請についてご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。 
 齋藤健太郎委員： 事業費ですけども、５／６以内という上限があると思いますが、１４４万の事業費が無ければこの金額にはならないのではないでしょうか。ご説明をお願いします。 
 高橋正人主幹：  その点について説明が不足していて申し訳ございません。本日お渡ししていますガイドラインをご覧いただきたいと思います。ガイ
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ドラインの２ページ４の事業申請の部分でございます。齋藤健太郎委員からご指摘ありました通り、原則としては補助対象経費の５／６以内で３０万円を限度とするとあります。その次、ただし地区コミュニティー会議およびそれに準ずる組織については３０万円を限度とし、補助対象経費の全額を補助することができるというようにこの地区コミュニティー会議については特例を設けています。また、大曲地区コミュニティー会議におきましては４ブロック制ということもあり、１ブロックあたり３０万、トータルで１２０万を上限としていますので今回、このような申請となっています。 
 松塚委員：  これは各ブロックでこういうことをやりたい、それに対して１ブロック２５万円かかるだろうという予測での申請だと思います。この部分に関して「そのぐらいかかるだろうから」という申請でも応募を受け付けていいものなのか、それともこれぐらいのことをやるからこれくらいの金額かかるという形で明確に提示していただいた方がいいのか。現状だと各ブロック一律２５万の中身がわからないところがあります。事業の趣旨が則っているから協議会として賛同しますと判断していいものなのか、それともその額のところまで知る必要があるのかどうか、どういうスタンスでわたしたちが判断していいものか伺いたいです。 
 佐々木巌委員： 私も松塚委員の意見に賛成です。やはりこういう申請というのは予算を積み上げてきて初めてこれくらいかかるというのが出てくるので、初めから各ブロック２５万という形では内容が見えてこないと思います。市の経費というのは無尽蔵ではありませんので、中身を工夫してその予算が出てきてこの申請が出てくるという跡が見えないとおかしいのかなと思いますので、これから本当に地域を活性化させる具体策というものを申請書に盛り込んで欲しいなという感じがいたします。 
 山崎委員： 今のご意見はたしかにもっともなご意見ですけども、実は私もこのコミュニティーの代表で、これは去年急遽できた会議でありまして大曲地区５８町内を４つに割ったものになります。私は北西の１６町内の代表ですけども、事業がそれぞれまったくバラバラです。でも共通してやらなければならないことでは例えば防災、洪水、地震、高齢者どうするかという問題がありますが、何から手をつける
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かというのはそれぞれのブロックで町内会長、副会長が全部集まって決めていくことになります。それで私たちのところでは防災ということになって勉強会を行ったりもして積み立てていってはみたのですけども２５万ではとても足りなくて、防災バッグを買っていただいても各町内１個だけです。これだからいいという考え方ではないですけども、もうちょっと時間をいただければ来年ぐらいから違った形での予算化、申請で出せるというふうに思います。 事務局を責めてはならないと思います。自分たち甘えるという考えはありませんので来年は実績として報告できると思いますので少し時間をください。 
 高橋正人主幹： 山崎委員がおっしゃったとおり、大曲地区コミュニティー会議は２４年３月に設立されましてまだ１年経過したばかりでございます。４ブロック制という特別な形を作って事業を推進しているのですが、これまでまとまって事業をやるということが実施されておりませんでした。そういった形にもっていきたいということで２５万円の予算をつけさせていただいたということであります。その２５万円を使いながら各ブロックにおいて会議を重ね、ブロック独自の事業を展開していただきたいということでそういう枠を設けたというのが実情でございます。山崎委員がおっしゃったようにこの後ブロック会で検討してそれぞれの事業を行い、来年度におきましてはもう少し細かな設定ができるのかなと考えています。今回はそういう実情でこういう申請をさせていただいております。 
 齋藤会長： 大曲地区のコミュニティー会議については他の団体と違う進み方をしているということで、まず、このコミュニティー会議ができたということを評価していかなければならないというふうに思っていますし、今年こういう予算をつけて最終的にはどういう使い方をしたということをきっちり報告してもらって、来年また新たな形で予算づけをするということでありますのでそういうことで委員の皆さんも理解していただきたいと思います。 それでは大曲地区コミュニティー会議について承認される方は挙手をお願いします。 

 賛成 全員 
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全員賛成です。 続きまして４番、浜倉ふれあい会の申請について何かご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。 
 よろしいでしょうか。それでは浜倉ふれあい会の申請について承認されるかたは挙手をお願いします。 
 賛成 全員 
 全員賛成です。 続きまして５番、大川西根地区コミュニティー会議の申請についてご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。 よろしいでしょうか。それでは大川西根地区コミュニティー会議の申請について承認されるかたは挙手をお願いします。 
 賛成 全員 
 全員賛成です。 続きまして６番、大川西根子ども会の申請についてご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。 よろしいでしょうか。それでは大川西根子ども会の申請について承認されるかたは挙手をお願いします。 
 賛成 全員 
 全員賛成です。 続きまして７番、四ツ屋地区子ども会の申請についてご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。 よろしいでしょうか。それでは四ツ屋地区子ども会の申請について承認されるかたは挙手をお願いします。 
 賛成 全員 
 全員賛成です。 続きまして８番、いきものみっけファームの申請についてご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。 
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齋藤誠吾委員： これは大仙市だけの対象なのでしょうか。住所が佐野町になっていますけども農協なのではないですか。 
 高橋正人主幹： このいきものみっけファーム in 大仙おばこ推進協議会については会長が小松憲司さん、その他、大仙おばこ大曲花火米研究会の方々、秋田おばこ農業組合、ドレミ保育園、その他会社関係でありますとか、そういった方々が構成員となっている団体です。事務局が農協となっておりましてこの住所が農協の住所になっているということであります。 
 齋藤誠吾委員： 以前見たことがあったので、大仙以外の仙北や美郷も対象になっているのかと思いまして質問しました。それと、この件だけではないのですが、成果と継続ということからすると事務局が挙げたということは今年もやりたいという意味で挙げたと思うので、だとすれば去年の成果がどうだった、今年の新しい事業はこういうのがある、そういうことがこの資料に欲しいなと思いました。 
 高橋正人主幹： このいきものみっけファーム推進事業に関わらずということかと思います。このいきものみっけファームに限って言いますと昨年まで花火米研究会において農業体験学習を実施しておりました。昨年はいきものみっけファームにつきましては研修会とかそういった事業を展開しています。大曲花火米研究会がこの一員になっているということからそれらを引き継いだ形でこのいきものみっけファームでの農業体験学習の申請があったものでございます。 なお、この実績等につきましては昨年度までの地域協議会の中で実施事業の様子でありますとかそういったものは紹介させていただいておりましたけれども最終的な成果、そういったものについてはお話をさせていただいておりませんでした。 今後につきましてはこういった事業の成果、そういったものがわかりやすくなるように説明をしてまいりたいと思います。 
 齋藤会長： これは花館小学校と四ツ屋小学校が田植えしたり稲刈りしたり新聞にも載っていた事業だと思います。結構いい事業になっていますからそういう成果を出すというのは必要だと思いますのでそういう資料も成果として載せる必要があると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 
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松塚委員：  応募様式の用紙について継続応募する団体に関しては継続応募用のフォーマットを考えてもいいのではないかと思います。去年の記事などコピーして付けるという事務局の手間も大変でしょうし、そもそも応募する団体にとって去年はどうだったのかと考え直して、その上での課題は何か、そういうことをもう一度考えていただいた上で応募していただくというプロセスが大切だとすれば継続応募する団体についてはそれ専用のフォーマットにするのもいいのではないかなと思います。その部分についてご検討いただきたいと思います。 
 齋藤会長： よろしいでしょうか。それではいきものみっけファームの申請について承認されるかたは挙手をお願いします。 
 賛成 全員 

 全員賛成です。 続きまして９番、藤木地区コミュニティー会議の申請についてご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。 よろしいでしょうか。それでは藤木地区コミュニティー会議の申請について承認されるかたは挙手をお願いします。 
 賛成 全員 
 全員賛成です。 以上で地域枠予算申請事業に関する協議を終了させていただきます。 

 議題（４議題（４議題（４議題（４））））大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦について大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦について大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦について大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦について     齋藤会長： 続きまして議題４にうつります。大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦についてであります。事務局より説明をお願いします。 
 小山田雄弥主事： 【資料 6 より大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦について説明 】 

 齋藤会長： では委員の選出について事務局からの案をお願いします。 



16 

 

高橋正人主幹： 事務局からの案としては新任であります佐藤久美子委員にお願いしたいと思います。 
 齋藤会長： 事務局によりますと、佐藤久美子委員を推薦したいということですが、ただいまの案につきましてご意見、ご質問等ありますでしょうか。 
 賛成 

 賛成の声がありました。それでは大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員に佐藤久美子委員を推薦することにご異議ございませんか。 
 異議無し 
 異議無しということで佐藤久美子委員を推薦することに決定いたします。よろしくお願いします。これで第６の議事を終わらせていただきます。 

 ７７７７    その他その他その他その他  齋藤会長： 次にその他に入ります。事務局から何かありますか。 
 高橋正人主幹： 【諸事項について連絡】 山崎委員： 事務局大変でしょうけども、できたら資料を１週間くらい前に事前配布していただきたい。そうすればもっといろんな意見を出せると思いますのでよろしくお願いします。 
 高橋正人主幹： 今回は資料の準備が間に合わなくて本日の配布になってしまいました。大変申し訳ございません。今後は事前に配布するように努めますのでご理解いただきたいと思います。 
 齋藤会長： 次回からは事前配布という形でよろしくお願いします。 
 佐々木委員： 事業申請についてですが今回２件ほど書面審査がありましたけども、せっかくこのような協議会があるわけですからできればこの場で採決できるようにしてもらいたいです。だいたいが継続事業で
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すので早めに申請を出してもらうとかそういった工夫をされたほうがいいのではないかと思いました。 
 高橋正人主幹： 継続している事業に関しましてはだいたい予定している時期というのはわかっておりますので地域協議会の日程に合わせて事前に申請をしていただくというように努めたいと思います。 ８８８８ 閉会閉会閉会閉会  齋藤会長： 他に委員のみなさんから何かありませんでしょうか。 よろしいでしょうか、無いようですのでこれをもちまして本日の会議を閉じさせていただきます。長時間にわたりありがとうございました。 
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以上は、会議の内容を記したものであり、相違ないことを証するために下記に署名する。 
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