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会 議 録

１．会議名

第５回仙北地域協議会

２．議題（公開・非公開の別）

（１）地域枠予算について（公開）

３．その他（公開・非公開の別）

（１）東部３地域観光マップについて（公開）

（２）仙北地域委員研修会について（公開）

４．開催日時

平成２１年１１月２７日（金） 午後１時３０分～

５．開催場所

仙北庁舎「大会議室」

６．傍聴人の数

０人

７．出席したものの氏名

委 員 ：佐藤力哉 熊谷政子 池田キミ 池田武 黒澤三郎 大澤隆夫

佐々木忠雄 佐藤昇 進藤豊和 進藤勇吉 原松男 茂木保治

（委員１２名の出席、欠席６名 池田佐喜男 小柳都 須田若子

今野順子 千葉嗣助 戸澤龍悦 ）

仙北総合支所：総合支所長 佐々木ジョージ 地域振興課 課長 熊谷博英

市民課 課長 齋藤修、農林振興課 課長 佐藤喜三男

地域振興課 主幹 伊藤隆造 主任 池田奈緒子

８．発言内容

【開会】熊谷地域振興課長

第５回仙北地域協議会の開会を宣告

【会長あいさつ】佐藤会長

皆さんこんにちは。大変お忙しいのところご出席いただき有り難う
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ございます。今日は日中ということで、欠席される方が多く時間帯も

関係あるのではないかと思います。第 回協議会ということで地域枠5

予算について何点かございます。その後 時から地域自治連合会と合3

同会議があります。午後 時 分まで会議を終了したいと思います2 45

ので、ご協力お願いいたします。あいさつを終わります。

【支所長あいさつ】佐々木支所長

仙北地域協議会委員の皆様方には御多忙の処ご出席いただき本当に

有り難うございます。また今日はこの後に仙北地域自治会連合会と合

同会議もありますので、長丁場となりますがよろしくお願いいたしま

す。

さて、今月の３０日に予定されております「ふれあい体育館」竣工

式に地域協議会委員の方々のご出席もご案内されているかと思います

が 「だいせん日和」でもご紹介ありましたふれあい体育館がオープ、

ンいたします。

この会議で、分室長が新しい体育館の今後の運営につきまして話し

ていただく予定でしたが、今日会議が重なりまして欠席となっており

ますので、私の方から簡単ですが説明いたします。

ふれあい体育館は、１２月７日から利用開始になっております。平

成２３年４月に指定管理をお願いする予定でございますが、それまで

の管理は仙北分室が対応することで体育館に常勤する管理人はシルバ

ー人材センターに依頼して、５人体制の輪番制で日中は９時～５時、

夜間は５時～９時の勤務体制となってございます。電話は今までの古

い体育館の番号をそのまま引継いで６９－２１１５です。オープンを

記念して１２月５・６日大仙市長杯ミニバスケット大会、１２月２０

日仙北支部ソフトバレーボール大会、それから今日の案件にもござい

ますが１２月１３日第３２回大仙北柔道大会・第４回大仙北スポーツ

少年団柔道大会が開催されます。みなさんの心に残る大会になってほ

しいと思います。今日出席の進藤(豊）委員も役員として活躍されて

おります。

役所では１１月の後半から来年度予算編成にとりかかっております

が、自主財源が約２６％に対し、実質公債費比率、これは具体的には

借金のことですが、平成２１年度１８．９％となっておりまして、公

債費の増加が財政圧迫の大きな要因となっております。国では事業仕

分けで無駄を省く作業を行なっておりますが、これに連動して市にお

いても新年度予算に影響がでてくることは必至でございます。少ない

予算で職員が一人ひとり工夫して事業が遂行できますよう、地域協議

会委員の方々の皆さん方よりさらなるお力添えをお願いします。

それから、ご報告でございますが第 回協議会において市民生活部3

の環境課より参りまして、家庭系廃食用油回収ネットワークの普及に
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ついて説明がありました。この廃食用油回収ネットワークですが、去

る 月 日に主に女性の方々が主体となって会議を開催して、その11 19

日の内に仙北エコ協議会が発足してございます。当協議会の熊谷副会

長がエコ協議会でも副会長として頑張ってくださるということと仙北

エコ協議会が発足したというご報告を申上げます。

またお手元にインフルエンザについて資料が置いておりますが、こ

れが現在の大仙市内のインフルエンザの罹患の状況でございます。大

仙市では中学生まで予防接種の料金無料で実施されておりますが、ま

だまだ学級閉鎖、休校等ございますので、後ほどご覧なっていただき

たいと思います。

本日も委員の皆さんにはご難儀をおかけしますが、よろしくご審議

お願いいたします。以上で終わります。

早速議事に入らせてもらいます。会議録署名委員の指名、議事の進熊谷地域振興課長

行については、会長よりお願いします。

それでは、会議録署名委員の指名を行ないます。佐藤会長

、 。署名委員は進藤勇吉委員 黒澤三郎委員よろしくお願いいたします

今日の会議の欠席者は小柳委員、今野委員、須田委員、千葉委員、

池田佐喜男委員が欠席でございます。また戸澤委員ですが、いま別の

会場で会議に参加しておりますが、途中で関連した議事について出席

する予定となっております。それでは議事に入ります。

【 ．１３ 地域枠予算 大仙市ふれあい体育館落成記念柔道大会伊藤主幹 NO

事業について説明】

これは進藤豊和委員が関係者となっておりますので、進藤豊和委員佐藤会長

から補足ありましたらお願いいたします。

月 日ふれあい体育館の落成記念ということで、かつては 月進藤委員 12 13 9

頃実施しておりました大曲仙北郡内の小・中・高校生、一般が一堂に

会した大会と大曲・仙北郡内スポーツ少年団の大会は 月の第１週10

にいままで実施しておりましたが、それを合同でお祝いを兼ねて開催

したいという事業になりました。しかしながら大会独自の予算しかあ

りませんので、こけら落としということで大仙市からも援助いただけ

るものと思っておりましたが、大仙市ではこけら落としの予算は当初

から無いということでした。折角の記念大会ですので心に残るものを

差し上げることができたらいいなという思いから申請に至りました。

大会ですが、選手は ・ 名くらい、小学校の１年生から 年生の205 6 6

各個人戦学年ごとのトーナメント、 年生以下の団体戦 チームの3 11
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トーナメント、 ・ ・ 年生の団体は チームのエントリーがあり4 5 6 13

ます。それ以外の中学生ですが、紅白戦を行ないます。市内の大曲・

大曲工業・大農高校生による紅白戦、一般チームは大仙市内に職域あ

るいは地域のメンバーで構成した チームが参加します。このよう11

にして大仙市武道館、ふれあい体育館 面をとりまして行ないたいと3

いう大会の中味でございます。よろしくお願いいたします。

この件については前回の協議会の方にふれておりましたが、実際に佐藤会長

この会議で決定してからでは間に合わないということで、 月 日10 30

に東部地区合同研修会の日にこの件につきましては、バスの中で説明

させていただきました。参加者の中で了解をいただきました。皆さん

からもご理解のほどよろしくお願いいたします。みなさんいかがでし

ょうか。

【全員一致で異議なし】

【 ．１４ 新入学児童へ黄色い帽子贈呈事業について説明】伊藤主幹 NO

高梨・横堀小学校合わせて新入生がたった 名しかいないという佐藤会長 49

ことに衝撃を覚えますが、ご意見があれば承りたいと思います。

私は見守り隊に参加しておりますが、この黄色い帽子が見えてくる熊谷副会長

と大変良い目印になりますし、他の地域で実施していなくても仙北地

域では長年実施してきたので、予算が付かなくなっても、是非地域枠

予算でだすことはとてもいいことだと思います。

地域の子どもは地域で守るという観点から賛成です。池田(キ）委員

どうですか皆さんよろしいでしょうか。佐藤会長

【全員一致で異議なし】

未来の子ども達のために少しでもお手伝いしたいと思います。

【 ．１５ 地域枠予算 荒巻会館敷地整備ついて説明】伊藤主幹 NO

ちょうど荒巻地区の戸澤委員がおいでなりましたので、戸澤委員の佐藤会長

ほうから補足説明いただきたいと思います。

私達の自治会館は 月に竣工いたしまして、竣工式が 月 日でし戸澤委員 8 9 6
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た。その中で敷地を舗装工事したほうがいいのではないかという意見

がありましたので申請することといたしました。

事業の効果は車や自転車が整理整頓されること、子ども達がラジオ

体操したり、老人の方々の集合場所として利用できますのでこれらの

ことより是非お願いいたします。

これについてご意見のある方ございますか。佐藤会長

過去にもこのような例がいくつかありました。この件も過去と同じ原委員

ようなことでございますので是非進めて実行していただきたいと思い

ます。

よろしいですか皆さん。佐藤会長

【全員一致で異議なし】

【 ． 】伊藤主幹 NO １６ 仙北地域近代化スポーツの足跡展示事業について説明

これも前々回からの懸案事項でございました改めて進藤委員のほう佐藤会長

から補足説明をお願いいたします。

前々回は具体的な数字もなかったのですが、新たな要望も加味して進藤委員

いただき、地域振興課のみなさんと打ち合わせしてこれでいいのでは

ないかという内容をふれあい体育館に展示なると思いますので、よろ

しくお願いいたします。また、秋田の柔道史も見開きで来館者にみて

もらいたいと思いますのでこれも合わせて展示の予定となっておりま

す。

こけら落としの大会には間に合いますね。これについてご意見のあ佐藤会長

る方黒澤委員さんどうでしょう。

大変結構なことで、早く出来てよかった思います。黒澤委員

この件についてよろしいでしょうか。佐藤会長

【全員一致で異議なし】

有り難うございました。以上で議事を閉じます。次にその他に入り

ます。
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《所用により戸澤委員退席 》。

【 その他 （１）東部３地域観光マップについて説明 】伊藤主幹

東部地区地域協議会合同研修会が１０月３０日に実施されました。

その時に東部地区の観光マップを作ったらどうかということで、それ

ぞれの地域の史跡、特産品等についてワーキンググループを作ってい

ろいろ出し合って、作ることについて話合われました。太田地域が主

催して実行しましたが、太田地域に来る道順がわからないということ

もあり、東部地区 地域の観光マップを是非作っていただきたいとい3

うことを要望されました。太田総合支所の地域振興課長より今年度中

にマップを作製したいので協議会より承諾をとっていただきたいとい

う申出がありましたので、後ほど地域枠予算議案として計上させてい

ただきますが、五千部で約十五万円ほどの経費をお願いしたいという

ことでした。マップを作製するために打合せ等準備に取りかかる関係

から、作製してもよろしいか内諾をいただきたく会長さんより皆さん

。 。の意向を聞いていただきたいと思います よろしくお願いいたします

今説明いただきましたが、東部３地域で意見を出し合って、名勝、佐藤会長

名産、史跡等をそれぞれ出し合って実施されました。その時に３地区

の観光マップを作ろうということになりました。先程十五万円と言い

ましたが、地域から十五万円ずつで３地域合わせて四十五万円の経費

ですか。

そのように太田の地域振興課より伺っております。伊藤主幹

それでは、五千部で四十五万円で作るということのようですので、佐藤会長

このことについてご意見ある方ございませんか。

実施主体は観光協会ですか、総合支所ですか。進藤(勇）委員

実施主体については、そこまで煮詰めておりません。いずれにしろ熊谷地域振興課長

観光協会ではなく、大仙市として実施するか、３地域地域協議会とし

て実施するかのどちらかと思います。

観光マップですが、一番充実していないのが仙北地域でした。他の佐藤会長

地域のパンフレットは非常に充実しておりました。旧仙北町としては

作った方が良いのではないかと感じたところです。主体は地域協議会

か市になると思います。

作るということが決定しましたら、校正を見せていただいてから本佐々木委員
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刷りしていただきたいと思います。

差し当たって、今日の会議は予算支出の内諾でございますので、ゲ佐藤会長

ラ刷り等いろいろ情報がありましたらその都度担当者より報告してい

ただくようお願いします。

、 。大澤委員 先程の案件で済みませんが ふれあい体育館にタタミはありますか

市の備品として購入しました。佐々木支所長

この前３地区東部研修会で作業しましたが、楽しくやらせていただ池田(武）委員

きました。是非進めていただきたいと思います。

このことについては進めてよろしいですか。佐藤会長

【全員一致で異議なし】

それでは、他地域の担当者にも今のことをお伝えするようにお願い

します。

【 その他 （２） 仙北地域委員研修会について説明 】

１２月１０日に仙北地域委員研修を実施したいと思っております。伊藤主幹

会長さんと相談のうえ、昨年は仙北地域単独で研修が行なわれなか

ったので今年度は実施したほうが良いということを伺いましたので、

実施することにいたします。日程を組ませていただきましたが、ご要

望等ありましたら委員の皆さんよりお聞かせいただきたいと思いま

す。

特に皆さんから何かございましたらご発言願います。南外の 終処佐藤会長

理場を見学することはできますか。

そのような要望であれば日程を組み替えて、実施するようにいたし伊藤主幹

ます。

よろしくお願いいたします。他に何かございませんでしょうか。佐藤会長

先程のスポーツ展示の件ですが、今回は武道から池田さんの関係に原委員

集中して行なうようになるようですけれど、ただスポーツ少年団と言

ってもいろいろなスポーツがあるので、その中で過去の貴重なもの柔

道、剣道のみならず発掘していただいて展示していただいたらいかが
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なものでしょうか。

大変良い意見だと思います。支部長が進藤豊和委員でありますし、佐藤会長

役員の構成を見てみますと、いろんな方がおりますので、それぞれの

担当の方に広く周知していただき、実施したいというものについては

取り上げたいと思います。支部役委員会のほうでそれぞれ説明してい

ただきたいと思います。他にございますか。

年内の地域枠予算の執行率、進捗状況についてお知らせ願います。熊谷副会長

今日決定いただいた事業を含めまして、四百二十万円程なっており熊谷地域振興課長

ます。

まだ八十万円ほどありますので、ございましたら活用していただき佐藤会長

たいと思います。他にございますか。

インフルエンザの現在の状況をお知らせください。進藤(勇）委員

現在は小康状態となっております。今年のピークは十二月の中頃と齋藤市民課長

みております。一般の方々の状況はわかりませんが、学校の状況はそ

うなってございます。それから報告ですが、旧北保育園ですが、選挙

の投票所としては使われておりましたが、十一月の議会で廃止するこ

とになりました。いずれは解体して土地については売り渡すというこ

とになるかと思います。ご報告いたします。

少子化が影響していると思いますので、たくさん子どもができれば佐藤会長

解消すると思いますが、他にございますか。ないようなので、以上を

持ちまして第５回仙北地域協議会を終了します。長時間どうも有り難

うございました。
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この会議録の記載が真正であることを保証するためここに署名、捺印する。

仙北地域協議会署名委員

仙北地域協議会署名委員


