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会 議 録

１．会議名

平成２２年度 第３回仙北地域協議会

２．会長あいさつ

３．支所長あいさつ

４．会議録署名委員の指名

５．議題（公開・非公開の別）

（１）後期基本計画・実施計画策定について（公開）

（２）地域枠予算について（公開）

６．その他

７．開催日時

平成２２年８月５日（木） 午後３時～

８．開催場所

仙北庁舎「第１会議室」

９．傍聴人の数

０人

１０．出席したものの氏名

委 員 ：池田武 池田キミ 池田佐喜男 熊谷政子 黒澤三郎 今野順子

小柳都 佐々木勝夫 佐々木忠雄 佐藤昇 佐藤力哉 進藤豊和

進藤勇吉 須田若子 原松男 千葉嗣助

（委員１６名の出席、欠席２名 大澤隆夫 戸澤龍悦）

出 席 職 員：総合支所長 佐々木ジョージ

総合政策課 主幹 五十嵐秀美 主査 稲田智文

市民課 課長 樫尾幸雄 建設課 課長 佐々木博

教育委員会 仙北分室 参事 佐々木良行

地域振興課 参事 伊藤隆造 主査 鈴木美奈子
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１１．発言内容

【開会】伊藤参事

第３回仙北地域協議会の開会の宣言

【会長あいさつ】佐藤会長

皆さんこんにちは、大変暑い日が続きまして会議の前に「温暖化の

影響かな」と皆さんで話しておりました。先週は仙北市で豪雨があっ

て、大仙市も被害があったという話でしたが、ここいら辺はなにも影

響がなくてよかったと思います。今日は総合政策課からも基本計画・

。 、実施計画の策定について説明があります 良く説明を聞いていただき

お気づきの点があれば聞いていただけるという話でございました。長

時間になりますが、よろしくお願いいたします。

委員の皆様にはご多忙のところご出席いただきまして誠に有難うご佐々木支所長

ざいます。会長のお話でもありましたとおり今日も大変暑いです。

最近暑い日が続きまして雨が降れば災害が起きるほど降り続けるとい

う状況でありまして、身近な中にも温暖化が感じられ、エコを意識し

ながら生活していかなければならないと感じております。

それでは、最近の仙北地域の事業の状況についてご報告させていた

だきます。６月２６日河川清掃が７９２人の参加をいただきました。

昨年は７５０人でしたので４２人の増となっております。ご協力本当

に有難うございました。７月１７日郡市の消防訓練大会が行われ、規

律訓練の部で仙北支団第４分団が準優勝をいただきました。仙北地域

の消防団を誇りの思うとともに、一致団結して練習に励んだ団員の方

々のご労苦が本当にきれいな規律訓練となって、見せていただき感動

いたしました。７月２２日中払田部落会館において、山王丸副市長が

出席して中払田部落会集落座談会が開催されました。当日は地域振興

課長・参事と本庁総合政策課の職員と小規模コミュニティ対策委員で

もあります当地域協議会の千葉委員、熊谷副会長からもご出席をいた

だきました。会議の中でたくさんの要望事項があったようですので、

部落会長から地域枠予算で対応できる事項について要望書を提出して

いただく予定になっております。後日提出なりました際にはご審議よ

ろしくお願いいたします。

７月２３日仙北地域ラジオ体操が４８０人の参加で、仙北球場で開

催されました。大変残念でございましたが、ラジオ体操の伴奏曲が一

時中断いたしました。参加いただいた皆様には本当にご迷惑をおかけ

いたしました。大変申し訳なく思っております。今後このようなこと

がないように気をつけて事業を遂行して参りたいと思っております。

本当にすみませんでした。毎年８月１５日に彩夏せんぼくが開催さ
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れます。今年は平安行列、花火とあわせまして、大仙市仙北観光協会

のご協力によりまして 「響け平安の音」と題しまして、太鼓ミニフ、

ェスティバルが開催されることになっております。昨年は好天に恵ま

れまして３０００人という大勢の方々よりご来場をいただきました。

今年も天候に恵まれますように祈っているところでございます。

本日は案件も多くなっておりますが、ご審議の方をよろしくお願い

いたしまして、簡単ですがあいさつといたします。本日はご苦労さま

です。

有難うございました。この後は会長より会を進行していただきたい伊藤参事

と思います。

会議録署名委員の指名を行います。池田佐喜男委員、千葉嗣助委員佐藤会長

にお願いいたします。それでは議事に入ります。

【 １）後期基本計画・実施計画策定について】 資料１総合政策課 （

説明稲田主査

質問はありませんか。 特に無いようなのでご退席していただきま佐藤会長

す。

【 ２）地域枠予算について】資料２ ．８ 市道仙北５２号線伊藤参事 （ NO
看板設置事業 説明

設置後に調査した結果、運行車両が減になったようです。住んでい樫尾市民課長

る池田佐喜男委員にも聞いていただきたいと思います。

前に比べて運行車両、振動、騒音が非常に少なくなっております。池田（佐）委員

本当にありがとうございました。

今後も市民の身近なことを実施してもらいたいと思います。よろし佐藤会長

いでしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】 ．９ 防災行政無線「市民歌」メ伊藤参事 （ NO
ロディー追加事業 説明 （メロディー試聴）

これは、市民歌を若干編曲しているメロディーなので、マッチする樫尾市民課長

のではないかということでお願いいたします。
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、「 」 。池田（武）委員 前回放送したとき この曲は何 という人が多かったと思います

これが市民歌であるということを する必要があるのではないPR
か。

今聞いていただいたメロディーを明日から流して反応を伺いたいと樫尾市民課長

思います。

これを放送して苦情や反応をみて、悪かったらもう一度この会で審佐藤会長

議することでいかがでしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

、 。進藤（勇）委員 関連ですが 防火週間のときにサイレンが凄い勢いで鳴っています

騒音障害にならないように、考えていただけないでしょうか。

端的にいうと、流さないでほしいということですね。こういう意見樫尾市民課長

もあったということで検討させてください。

【 ２）地域枠予算について】 ．１０ 史跡の里の秋まつり事業伊藤参事 （ NO
説明

地域枠予算の助成をお願いします。自衛隊のコンサートも併せて実佐々木参事

施する予定です。

全市の「秋の稔りフェア」に期間的に重なりませんか、以前重なっ熊谷副会長

て来客が非常に少なかったと記憶しておりますが。

時期的なことや定期的に開催しているところでは、日時が最初から佐々木参事

定まっているところもございます。

昨年は私が担当でありました。昨年は自衛隊のコンサートの時期が樫尾市民課長

ずれまして、出前民謡を前に持って来ました。そのせいで来客が少な

かったのではないかと思います。

「秋の稔りフェア」は翌週のようです。他に何かございませんか。佐藤会長

この件もよろしいですか。

【全員一致で異議なしの声有り】
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【 ２）地域枠予算について】 ．１１ スポーツ振興に伴う用具伊藤参事 （ NO
の補填事業 説明

私もこの前グラウンドゴルフをプレイしましたが、ボールスタンド佐藤（曻）委員

が減っていて、玉が落ち着かないで落ちてしまうような状態でした。

これだけの補填では不十分だと思いますが、払田柵の東屋に置いて千葉委員

いる宝くじで買った用具も、だいぶ痛んできています。ここのゲート

ボール場にもいくらかあるという話ですが、そちらも同じような状態

です。大きな大会があると移動しなければいけない。補填していただ

けるとするともう少し規模の大きいものにしていただきたいと思いま

す。何回も同じことを繰り返すよりはよいと思います。

今回は必要なものということで、遠慮があったと思います。熊谷副会長

本当に必要なものということで今回は遠慮しながら出していただき伊藤参事

ました。千葉委員さんからの申し出を追い風として、許されるならば

もう少し精査して購入させていただくわけにはいかないかという佐々

木参事の話もありますので、どのようにしたらよいでしょうか。

昨年大きい大会で、グラウンドゴルフを経験させていただきました佐々木（忠）委員

が、一緒にラウンドした人たちが非常に喜んでやっておりました。

その時に感じたことで用具が非常に劣化しているということが素人

の私も感じられました。予算の関係もあると思いますが、出来るだけ

地域枠予算で出していただけたらと思います。

せっかく仙北地域の３団体で要望した金額なので、ここで増額する進藤（勇）委員

ということは少し僭越だと思います。ですから、この案は保留しても

う一回申請をだしてもらったほうがよいと思います。

要望する側ではいつまでほしいと言っておりますか。佐藤会長

８月中旬に購入予定となっております。９月までほしいということ佐々木支所長

です。できれば、この金額でご了承をいただいて、千葉委員さんから

だされたことについては、今一度調査をして対応するということにし

たいと思います。

今回提出された金額を承認して、また新たに補充したいものがある佐藤会長

とすればだしていただくということでいかがでしょうか。
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大仙市はグラウンドゴルフの普及が早く盛んであることから、ルー千葉委員

、 。 、ルも厳しく 中央の役員になっている人がたくさんおります 全国的

全県的な大会も開催するときに、あまりにも企画はずれなものを使用

するのはよろしくないと思います。最初の大会に最低限間に合う用具

ということで今回は認めていただきたいと思います。

、 。進藤（豊）委員 申請されているものを審議するのが 地域協議会の役割と思います

今後、３団体なり、スポーツ振興課で点検してみた結果、必要であれ

ば今一度地域協議会に出してもらって審議してもらったほうが良いと

思います。

この件につきましては、議案に提出された金額で決定してよろしい佐藤会長

ですか。

【全員一致で異議なしの声有り】

仙北地域のグラウンドゴルフ人口が増えておりますので、３団体と佐々木支所長

一緒に調査させていただきまして、後日また審議していただくという

ことも出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。

【 ２）地域枠予算について】 ．１２ 指笛ファミリーコンサー伊藤参事 （ NO
ト開催事業 説明

事前に高梨地区にチラシを配られて、事後のような格好になって申佐々木支所長

し訳ございません。いずれにしましても、小学校のほうではこれに対

して十分な予算がありませんので、地域枠予算でお願いできないかと

いうことでございました。よろしくお願いいたします。

以前にも芸文協でお呼びして、指笛コンサートを開催したことがあ佐々木（忠）委員

り、配られたチラシを見てまた開催するんだと懐かしく思いました。

このことについては大賛成です。

地域的な偏りがあるということが、いかがかなと思いますが、大目佐藤会長

に見ていただきたいと思います。他に意見がなければこれは認めてよ

ろしいでしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】 ．１３ 福嶋部落内の環境整備事伊藤参事 （ NO
業 説明
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費用については、問題視するわけではありませんが、申請者が地域原委員

振興課長というのではなく、福嶋部落会より要望されているにも関わ

らず課長名で申請する理由は何かありますか。

これは集落の要望ということでⅡ型にしたかったのですが、伐採す伊藤参事

る部分が労務費的ものになってしまいますので、Ⅰ型の申請で行政が

事務局となるということの申請になってしまいました。もっとⅡ型が

増えるといいのですが。また、伐採後の片付けは集落の方でやってい

ただくことなっております。

同じ質問だったんですが、原委員と同様のことを考えていました。熊谷副会長

、 、 、Ⅰ型になった経緯はどうなんだろうか 申請は全部が支所長 分室長

地域振興課長の名前になっております。例えば、指笛ファミリーコン

サートは高梨小学校長が要望者だと推測できますが、がんばっている

背景が見えない、どんどん出てきて一方的にやられているので却下す

べきかなとも考えました。このままでは、どうなっているんだろうか

と思います。

Ⅱ型では、原材料、印刷製本費、燃料費、消耗品費、使用料、賃借伊藤参事

料という科目該当しないという指導で、前には柔軟に対応しておりま

したが、そのようになっておりますのでよろしくお願いいたします。

それから、各要望書については前回紙の無駄ということで割愛させ

ていただきましたが、もし必要とあれば添付することもできます。

そこまでは望んでおりません。申請者のところに書き加えてくれた熊谷副会長

ら良いと思います。

熊谷副会長のいう通りだと思います。地域からの要望を何とか叶え佐々木支所長

ようと各課長から提出しておりますので、そこはご理解いただき、申

請書欄に連名でこの次からは掲載させていただきます。

他にございませんか。それではこれを承認してよろしいですか。佐藤会長

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】 ．１４ 仙北地域集落活性化ミニ伊藤参事 （ NO
フォーラム開催事業 説明

高山課長は彩夏せんぼくにおいても観光協会として多大なお金を提佐々木（忠）委員
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供していただき、太鼓ミニフェスティバルを実施することとなりまし

た。非常に積極的な方で、夜遅い会議でも積極的に参加をいただきま

した。これほど真面目な方がいるだろうかと思う人です。

後援の中に仙北地域協議会を入れてもらった方が良いと思います進藤（勇）委員

が。

ここで決めていただいたら、チラシに名入れさせていただきます。伊藤参事

後援するということでよろしいでしょうか。またこの事業を承認し佐藤会長

てもよろしいでしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【その他】会議が始まる前に千葉委員より、この前に私の提言で戸地佐藤会長

谷自動車学校の前の橋から降りた道路をまっすぐに環状道路につなげ

るということの結果について教えていただきたいということです。

今のところまだ返事は来ていないですけれども、大花町の方が進ん佐々木支所長

でくれば接続にはなりそうな気配ですが、正式に来ていないので、出

来ますとは言えません。

他にございませんか。佐藤会長

地域枠予算ですが、今日までも会議で約２５０万円ほどの支出の予伊藤参事

定なっております。５，７２３千円の半分にも達しておらない状況で

す。委員の皆さんよりアンテナを高くしていただき、もし地域で要望

がありましたら、教えていただき一緒に解決していきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

まだ、３００万円ほど残っておりますので、残るともったいないの佐藤会長

で、是非皆さんからも情報をキャッチして、委員の皆さんよりご協力

いただきたいと思います。他にございませんか。無ければこれで地域

協議会を閉じます。長時間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


