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会 議 録

１．会議名

第１回仙北地域協議会

２．議題（公開．非公開の別）

○会長及び副会長の選任について（公開）

○大仙市地域自治区の設置等に関する条例について（公開）

○仙北地域協議会運営規定について（案 （公開））

○会議録署名委員の指名（公開）

○地域協議会の役割について（公開）

○共通テ－マ

ア）大仙市総合計画及び実施計画について（公開）

イ）仙北地域自治区における重点事業について（公開）

○その他（公開）

３．開催日時

平成１７年７月２１日（木） 午前１０時から

４．開催場所

仙北就業改善センタ－ １階 大会議室

５．傍聴人の数

０人

６．出席したものの氏名

委 員： 池田武、大澤隆夫、熊谷政子、小松田有佳、小柳都、佐々木忠雄

佐藤昇、進藤豊和、千葉嗣助、戸沢龍悦、原松男、茂木保治

池田佐喜男、黒沢三郎、小林千歳、佐藤力哉、竹村正資、進藤勇吉

（委員１８名全員の出席）

事務局 ：

（本庁） 栗林市長 、佐々木企画部長、小松総合政策課長、菅原地域づくり課長

秘書広報課小野地主幹 、総合政策課加賀主幹、地域づくり課佐々木主席主査

（ 仙北総合支所 ）藤肥支所長、川越次長、税務課小松副主幹、土木課樫尾副参事

高橋市民課長、鈴木農林振興課長、後藤教育分室長、

仙北保健センタ－武藤副主幹、熊谷地域振興課長、

地域振興課田口副主幹、同池田主事、同熊谷主事、

７．発言の内容
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地域振興課長 ［開会］

仙北地域協議会の開会を宣告 。

市長 ［委嘱状の交付］

最初に市長が座席順に委嘱状を交付する。

市長 ［市長あいさつ］

総合支所長 ［委員の紹介］

委員名簿順に委員を紹介。

総合支所長 ［事務局職員の紹介］

座席配置図の順に職員を紹介。

市長 ［会長及び副会長の選任］

暫時の間、進行役を務めさせていただきます。

それでは、議題の１、会長及び副会長の選任についてであります。

会議資料の２ペ－ジをご覧いただきたいと思います。

会長及び副会長につきましては、大仙市地域自治区の設置等に関す

る条例第７条の規定により、委員の互選によって定めることとなっ

ております。

その互選の方法について、どのように、取りはからったら良いか

お伺いをいたします。 ご意見ございませんか。

佐々木（忠）委員 事務局に一任したらどうか。

市長 事務局に一任の意見がありますがいかがでしょうか。

［異議なしの声］

市長 それでは、事務局何か腹案がございましたらお願いします。

地域振興課長 事務局の案といたしましては、より多くの委員の意向を踏まえな

、 、 、がら 適切な人選をしていただくために 選考委員会を設けまして

候補者を選考していただく方法がよいのではと考えております。

具体的には、資料の１４ペ－ジをご覧いただきたいと思いますが、

協議会委員は選考理由により３つの区分に分けられておりますの

で、その中からそれぞれ１名の選考委員を選び３名の選考委員が協

、 、 。議の上 会長 副会長を選出する形がいいのではと考えております
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なお、事務局としましては、選考委員は各委員区分の中の年長の方

にお願いしてはと考えています。

市長 ただいま事務局から選考方法について話しがありましたが、この事

務局案でいかがでしょうか。

［異議なしの声］

市長 それでは、ただいま事務局から説明のありました選考委員会方式

で会長、副会長を選出したいと思います。

事務局よりその手順について説明をお願いします。

地域振興課長 それでは、各委員区分の年長の方から選考委員になっていただき

会長、副会長の人選案を検討していただきます。

「公共的団体等を代表する委員」からは千葉嗣助委員、

「学識経験委員」からは黒沢三郎委員

「公募により選出されました委員」からは進藤勇吉委員に選考委

員をお願いいたします。

以上３名の選考委員は、別室の方にご移動願います。

、 、 。市長 それでは 選考委員会を開催する間 協議会は暫時休憩します

「暫時休憩」

市長 会議を再開します。

選考委員の代表の方から会長及び副会長の選任案のご説明をお

願いします。

進藤（勇）委員 ただいま選考委員会を開きまして、これからは若い方から頑

張っていただきたということで、会長には佐藤力哉さん、また

副会長には女性の方からというこで熊谷政子さんにお願いした

らどうかと言うことになりましたのでご報告いたします。

市長 ご報告によりますと、会長に佐藤力哉委員、副会長に熊谷政

子委員ということでございますが、ご異議ございませんか。

［異議なしの声］
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市長 ご異議がないようですので会長には佐藤力哉委員、副会長に

は熊谷政子委員にお願いいたします。

それでは、会長が決まりましたので、大仙市地域自治区の設

置条例等に関する条例第９条第４項の規定により、会議の進

行につきましては、佐藤会長にお願いいたします。ここで私

の任は解かせていただきます。

ありがとうございました。

地域振興課長 会議の進行打ち合わせのため協議会の会議を１０分ほど休憩

いたします。

〔暫時休憩〕

地域振興課長 お待たせいたしました。

ここで仙北地域協議会の会長に就任されました佐藤会長より

ご挨拶をお願いします。

佐藤会長 私が会長になろうとは思ってもいませんでしたが、とまど

いもありますが、委員の皆様方のご協力をいたたきながら進

めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

この地域が埋没してしまうことのないよう委員と協力して

頑張ってまいりますので宜しくお願いいたします。

佐藤会長 それでは、会議を再開いたします。

． 、議題の２ 大仙市地域自治区の設置等に関する条例について

並びに議題の３．仙北地域協議会運営規程につきましては、関

連がありますので一括議題とさせていただきます。事務局から

説明願います。

田口副主幹 【会議資料により説明】

佐藤会長 この件について、ご意見、ご質問ございませんか。

茂木（保）委員 運営規程の第２条に会議を欠席する場合は会長に届けるとな

っているが、会長に連絡するのは難しいと思うので条文に事

務局を追加してはどうか。
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地域振興課長 実質的には、事務局へ連絡を頂き、事務局で会長に連絡を

して承諾をもらう形になると思います。

茂木（保）委員 そうすれば、事務局を追加しないということか。

地域振興課長 はい。結果として事務局で連絡を受けて会長にお話をする

と言うことですのでご理解いただきたいと思います。

佐藤会長 ほかに御座いませんか。ないようですので、議題の３．

仙北地域協議会規程について採決いたします。本案のとお

り決定して宜しいですか。

【異議なしの声】

佐藤会長 ご異議がないようですので、仙北地域協議会規程につい

て原案どおり決定いたします。

次ぎに、議題の４、会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員は、仙北地域協議会運営規程第７条第２項

により、議長が指名することとなっていますので、署名委

員には進藤豊和委員と小林千歳委員にお願いいたします。

引き続き議事に移ります。

議題の５ 「地域協議会の役割について」事務局より、

説明をお願いいたします。

次長 【資料により説明】

佐藤会長 説明ありました件について、ご質問等ございませんか。

進藤（豊）委員 協議について、いろいろとわからないものもあるが、今

後は資料等については出してもらえるものか。

地域振興課長 今後いろいろな協議に入っていくわけですけれども、

資料については出来る限り委員の皆様に提出していきたい

と考えていますので、必要な書類があれば事務局の方に言

っていただきたいと思います。
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佐藤会長 その他、ご質問ございませんか。

ないようですので、次ぎに議題の６，共通事項「ア．大仙

市総合計画及び実施計画について」を議題とします。事務

局説明願います。

総合政策課長 【資料により説明】

佐藤会長 ただいまの説明について、ご質問等ございませんか。

、 、 、「 ．質問 ご意見がないようですので 次ぎに議題の６ イ

仙北地域自治区における重点事業について」事務局より説

明願います。

総合支所長 【資料により説明】

佐藤会長 ただいま説明ありました件について、ご質問、ご意見ご

ざいませんか。

大澤委員 道路新設改良事業ですけれども、仙北８号線の工事は載

っていないようですが。

総務課長 仙北８号線は継続として行ってきましたが、今年度は

財源等の関係もありまして事業の優先順位などにより幹

線道路や主要道路への接続道路の整備を予算化させてい

だきましたので宜しくお願いいたします。

大澤委員 そうすれば、今年は仙北８線はやらないということで

すか。

総務課長 今年度につては、難しいとおもいますが、早期に工事

ができるよう本所の方にもお願いして参りたいと考えて

おりますので宜しくお願いいたします。

佐藤会長 その他ございませんか。

佐々木（忠）委員 仙北２２号線ですけれども、延長６０２ｍとなってい

るが、どこからどこまでなのか。

樫尾土木課副参事 須田商店の前から大嶋会館のＴ字路のところまでで

す。
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佐藤会長 その他ございませんか。

、 ．「 」ないようですので 次ぎに議題の６ その他について

を議題といたします。事務局より説明願います。

地域振興課長 次回の委員会の開催についてですけれども、次回の開催

は１０月上旬頃を予定しておりますが会長と相談の上、開

催通知を差し上げたいと思いますので宜しくお願いいたし

ます。又、今後の委員会の開催曜日、時間につきましては

委員の皆様方の仕事の都合もあると思いますので協議して

いただければと思います。

今回、委員の席順につきましては５０音順といたしました

が、今後についても、この席順でよろしいかお伺いしたい

と思います。

佐藤会長 事務局よりお話がありましたが、今後の開催曜日、時間

についていかがでしょうか。

佐藤（昇）委員 次回の開催が１０月上旬頃ということですが、農作業で

乾燥など夜が忙しい時期ですので日中の開催ではいかが

か。

佐々木（忠）委員 私は、仕事の都合もあり夜でなくしてほしいが。

茂木（保）委員 今、ここで個々でいろいろ話しても、さまざまの事情

があり難しいのではないか。

佐藤（昇）委員 それから、会議の資料についても３日前に出すとなって

いるが、１０日ほど早く出すことはできないか。

佐藤会長 会議の資料については、なるべく早めに提出するように

したいと思いますのでよろしくお願いします。

開催の曜日ですけれども、事務局は土曜日、日曜日の開催

は休みですのでどうか。

地域振興課長 事務局としては、皆様方は仕事をお持ちの方々ですので

土曜日でも日曜日で結構ですし、時間についても夜でも結

構です。



- 8 -

熊谷副会長 佐藤さんの言ったのは、たまたま次回の開催が１０月上

旬だからということですので、今はっきり決めなくてもい

いのではないか。

地域振興課長 そうすれば、今後については次回の開催日等を会議の中

で話し合い決めていくと言うことで宜しいでしょか。

佐藤会長 いま話があったように、今後の話し合いの中で決めてい

きたいと思いますのでいかがでしょうか。

【異議なし】

佐藤会長 次ぎに、委員の席順ですけれども今のままでいかがでし

ょうか。

【異議なし】

佐藤会長 そうすれば、このままの議席にさせていただきます。

その他ございませんか。

ないようですので、本日は長時間にわたり協議をいただ

きまして大変有り難うございました。委員の皆様方には

これからも大変ご難儀かけると思いますが、今後とも宜

しくお願いいたします。本日は誠にありがとうございま

した。


