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平成平成平成平成２３２３２３２３年度 第年度 第年度 第年度 第２２２２回仙北地域協議会 会議録回仙北地域協議会 会議録回仙北地域協議会 会議録回仙北地域協議会 会議録

●日 時：平成２３年６月２８日（火）１５：００～

●会 場：市役所仙北庁舎３階 第１会議室

●●●●出席委員出席委員出席委員出席委員（（（（１４１４１４１４名名名名））））

池田キミ 池田佐喜男 伊藤良子 黒澤三郎 今野順子 戸澤龍悦

進藤勇吉 佐々木勝夫 佐々木忠雄 佐藤昇 佐藤力哉 進藤豊和

原松男 須田若子

●●●●欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員（（（（４４４４名名名名））））

池田武 大澤隆夫 伊藤まり子 千葉嗣助

●職 員（教育委員会）

石 山 齊（スポーツ振興課参事）

●職 員

佐々木 ジョージ（仙北支所長）

熊 谷 博 英 （文化財保護課次長兼課長）

髙 橋 薫 （市民サービス課長）

佐々木 博 （農林建設課長）

小 松 徹 （仙北公民館長）

伊 藤 明 (農林建設課参事）

佐 藤 初 美 (農林建設課参事）

伊 藤 隆 造 （市民サービス課参事）

鈴 木 美奈子 （市民サービス課主査）

開会に先立ちスポーツ振興課石山参事が全国高等学校総合体育大会の概要を

説明する。(質問等無かったので石山参事は退席する ）。

１１１１ 開 会 市民開 会 市民開 会 市民開 会 市民サービスサービスサービスサービス課 髙橋課長課 髙橋課長課 髙橋課長課 髙橋課長

２２２２ 会長会長会長会長あいさつあいさつあいさつあいさつ 仙北地域協議会 会長 佐藤力哉仙北地域協議会 会長 佐藤力哉仙北地域協議会 会長 佐藤力哉仙北地域協議会 会長 佐藤力哉

皆さんこんにちは。先ほどの議会基本条例に引き続き仙北地域協議会で

す。本当に今日は半日会議で大変おつかれのことと存じますが、もう２時



- 2 -

間ご辛抱いただきたいと思います。今年は地震あり、大雨ありで悲惨な年

だなと思います。自然災害がこれほど大きかったのも珍しいかなと思いま

す。歳を取ると自然災害は受け止めていかに早く元に戻るかという前向き

な気持ちが大事かなと最近思っております。噂によれば来年は２０１２年

問題というのがありまして、日本では政治が今混迷しておりますが、アメ

リカ大統領、ロシア、中国、主要な国々の首長がすべて変わる年でありま

す。過去にもこのような年がありましたが、必ず何かが起きているという

、 。 、ことだそうで 来年も予断を許さない年となるようです なにはともあれ

地元の方ではそのようなことがないように祈る気持ちです。今日、第２回

仙北地域協議会お疲れのことと存じますが、貴重なご意見お願いいたし

ます。以上であいさつ終わります。

３３３３ 支所長支所長支所長支所長あいさつあいさつあいさつあいさつ 仙北支所 支所長 佐仙北支所 支所長 佐仙北支所 支所長 佐仙北支所 支所長 佐々々々々木木木木ジョージジョージジョージジョージ

仙北地域協議会委員の皆様には御多忙のところご出席いただき誠に有り

難うございます。本日は１時３０分から「大仙市議会基本条例(素案 」）

、 、 、を傾聴いただき その後の会議ということで お疲れのことと存じますが

何卒ご審議のほどよろしくお願いいたします。

６月２４日に発生した水害の仙北地域の被害状況についてお知らせいた

します。主に自動車学校付近ですが、住居の床下浸水が９件、作業所・車

庫は５件、農作物の冠水は大豆３ｈａ、水稲２５ｈａ、麦２５ｈａ、農業

関係の建物で牛舎１棟、ハウス３棟。道路では高梨水里、戸地谷沼田付近

の市道が冠水いたして合わせて９か所の通行止めを実施いたしておりま

す。当日は消防団員が多数出動いたしまして、災害復旧、排水活動にあた

り、幸いにも大きな被害にいたらず感謝申し上げる次第です。６月２６日

仙北地域の消防訓練大会が執り行なわれ、規律訓練の部で４分団１位、３

分団２位、小型ポンプ操法で第１分団第１班が１位、第４分団第２班が２

位、第３分団第２班が３位となりました。水害時に出動した疲れが溜まっ

ていたようでしたが、それにも拘わらず機敏な動きで大会を盛り上げてい

ただきました。なお、規律訓練、ポンプ操法の１位は７月１６日に雄物川

の河川敷で行われます郡市消防訓練大会に出場が決まっております。ご検

討をお祈りいたします。

７月２０日に東部・西部農業委員会を統合して「大仙市農業委員会」が

、 。設置されることに伴い 農業委員の選挙が行われる予定となっております

７月２４日告示され、７月３１日に投票が行われます。選出選挙で４０人

議会選出が４名、農協・共済・土地改良区合わせまして３名の農業委員と

なります。仙北地域におきましては４人の定数となっております。投票場

所は横堀小学校と就業改善センターの２か所となり、開票は就業改善セン

ターで午後７時から行われ午後８時過ぎには当落が判明する予定です。
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最後に、皆さんよりご審議された地域枠予算が仙北地域の活性化につな

がるものと期待いたしまして、私の挨拶といたします。本日は本当にご苦

労様です。よろしくお願いいたします。

４４４４ 会議録署名委員会議録署名委員会議録署名委員会議録署名委員のののの指名指名指名指名

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は佐藤曻委員、黒澤

三郎委員にお願いいたします。

５５５５ 議 事議 事議 事議 事

１１１１））））地域枠予算地域枠予算地域枠予算地域枠予算についてについてについてについて

．．．．３３３３ 上沖田部落会館駐車場舗装事業 説明者 伊藤参事上沖田部落会館駐車場舗装事業 説明者 伊藤参事上沖田部落会館駐車場舗装事業 説明者 伊藤参事上沖田部落会館駐車場舗装事業 説明者 伊藤参事NO

６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日にににに事前承認済事前承認済事前承認済事前承認済みみみみ

○○○○佐藤曻委員佐藤曻委員佐藤曻委員佐藤曻委員

我々の会館ですが、伊藤参事からも説明がありましたが、会議で審議す

る前に道路舗装が始まりまして、皆さんのお許しをいただかない裡に事業

をしてしまったことに対してどうかよろしくご理解いただきたいと思いま

す。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

皆さんに事前に通知を差し上げて、ご承認いただいたものと思いますの

でこの件については解決済みとさせていただきます。

．．．．４４４４ 地球地球地球地球にやさしいにやさしいにやさしいにやさしいエコエコエコエコなななな暑暑暑暑ささささ対策事業 説明者 伊藤参事対策事業 説明者 伊藤参事対策事業 説明者 伊藤参事対策事業 説明者 伊藤参事NO

○○○○進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員

今日決定今日決定今日決定今日決定すればすればすればすれば配布配布配布配布はははは何時何時何時何時ごろですかごろですかごろですかごろですか。。。。

○○○○伊藤参事伊藤参事伊藤参事伊藤参事

引き換え券を自治会の会長さん宛てに送付しまして、自治会長さんはそ

れを持って７月７日・８日・９日の３日間で引き取り場所に取りに来てい

ただき自治会会員に配布していただくようにしたいと思っております。

なお、引き換え券には引き換え場所、時間、苗数を明記する予定となっ

ております。
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○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

他に特に意見が無いようですので、この事業について承認してよろしい

でしょうか。

【【【【全員一致全員一致全員一致全員一致でででで異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり】】】】

．．．．５５５５ 仙北地域観光振興事業 説明者 伊藤参事仙北地域観光振興事業 説明者 伊藤参事仙北地域観光振興事業 説明者 伊藤参事仙北地域観光振興事業 説明者 伊藤参事NO

○○○○佐佐佐佐々々々々木忠雄委員木忠雄委員木忠雄委員木忠雄委員

私は賛成です。ただこの資料で決まったわけではないと思いますが、間

違いのないように吟味して作成していただきたいと思います。

○○○○池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員

文化財関係のイベントの日程が違っているようです。文化財保護課と良

く打ち合わせて作成していただきたいと思います。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

作るか作らないかを協議していただきたいと思います。反対意見はござ

いませんか （無しの声あり） それではこの事業を承認してもよろしい。

でしょうか。

【【【【全員一致全員一致全員一致全員一致でででで異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり】】】】

○○○○佐佐佐佐々々々々木支所長木支所長木支所長木支所長

、 、今年から支所の方の機構が変わりまして 課長が２人になりましたので

今回から新しく参事も出席していただくようにしましたので、ご紹介申し

上げます。(支所長が参事を紹介する ）。

．．．．６６６６ 観光観光観光観光ボランティアボランティアボランティアボランティア支援事業 説明者 伊藤参事支援事業 説明者 伊藤参事支援事業 説明者 伊藤参事支援事業 説明者 伊藤参事NO

○○○○熊谷文化財保護課次長熊谷文化財保護課次長熊谷文化財保護課次長熊谷文化財保護課次長

地域枠予算のお願いのときだけ出席ということで、大変申し訳ございま

せん。今担当の方から説明がありましたが、柵の案内人がエアコンを付け

たことによってブレーカーが落ちて、アンペアを上げたことにより電気料

が非常に高くなっております。そちらの支払については、売店で払って分

担金を柵の案内人が払うということになっておりました。今回については

売店の方は自主営業ということで、収益の中で、電気料金を支払うことが
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できますが、柵の案内人はまるっきりボランティアでございます。無報酬

なので、エアコンについては、ガイダンスに接続して電力をもらうための

工事費なのでよろしくお願いいたします。

○○○○池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員

私も柵の案内人ほたるの会の会員になっておりますが、会長から是非こ

のようにしていただきたいということで相談してお願いするものでありま

す。ボランティアということで、案内の料金をもらっている訳でもありま

せんし、会員による会費で運営しているような状態ですのでどうかよろし

くお願いいたします。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

文句ではないですが、ボランティアとはいえ募金とか気持ちを入れても

らったらどうでしょうか。

○○○○池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員

これも総会などで検討いたしました。今案内人が少ないです。もう少し

案内人がほしいと思っております。支所で申込みを受付して、会で割り振

りして誰それさんでてくださいとお願いするわけですが、料金をもらって

やるとすれば私のような案内人ではふさわしくないので、やめるというこ

ともありましてますます案内する人が少なくなるようなことや、ボランテ

ィアなので私のような案内人でも許してくれるだろうということで、案内

料金は頂戴しないことにしました。研修をしてうまくなれば料金をもらえ

るようになるかもしれませんが、現在のところはそこまでいっておりませ

んのでご理解のほどお願いいたします。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

何かございませんか。(無しの声あり）それでは、この事業も承認して

よろしいでしょうか。

【【【【全員一致全員一致全員一致全員一致でででで異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり】】】】

．．．．７７７７ あじさいあじさいあじさいあじさいキャンパスキャンパスキャンパスキャンパス花花花花いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい運動 説明者 伊藤参事運動 説明者 伊藤参事運動 説明者 伊藤参事運動 説明者 伊藤参事NO

○○○○進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員

この花壇の場所はどの辺ですか。

○○○○小松公民館長小松公民館長小松公民館長小松公民館長
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このあじさいキャンパスについては、老人クラブの寿学級と婦人会の婦

人学級が一緒になって始めたあじさいキャンパスです。毎年花いっぱい運

動を実施しておりました。今回インターハイが行われることで歓迎したい

ということで、申請にいたりました。場所はふれあい文化センターのとこ

ろに信号機がありますが、そこに土を盛ってございます。いつでも植えれ

るように耕起しておりますのでその部分にマリンゴールド、サルビア、ベ

コニアを植えたいということです。それからその場所から体育館にいたる

道路側にひまわりを植えております。８月１７日頃咲いてくれたら良いと

思っております。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

何かございませんか。(無しの声あり）それでは、この事業も承認して

よろしいでしょうか。

【【【【全員一致全員一致全員一致全員一致でででで異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり】】】】

．．．．８８８８ 生涯生涯生涯生涯スポーツスポーツスポーツスポーツ普及事業 説明者 伊藤参事普及事業 説明者 伊藤参事普及事業 説明者 伊藤参事普及事業 説明者 伊藤参事NO

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

何かございませんか。(無しの声あり）それでは、この事業も承認して

よろしいでしょうか。

【【【【全員一致全員一致全員一致全員一致でででで異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり】】】】

．．．．９９９９ 彩夏彩夏彩夏彩夏せんぼくせんぼくせんぼくせんぼく 平安大行列事業 説明者 伊藤参事平安大行列事業 説明者 伊藤参事平安大行列事業 説明者 伊藤参事平安大行列事業 説明者 伊藤参事NO

○○○○佐佐佐佐々々々々木忠雄委員木忠雄委員木忠雄委員木忠雄委員

毎年大変なご負担の内容をお願いしておりますが、年々運営が厳しくな

っております。今年運営が出来るかなと広告料の集まり具合を祭りの担当

者に聞いたところ、新規にだしてもらうところが、６件ほど決まっており

ました。委員の皆さんからは頑張って、それぞれ個別にあたってもらって

おりますが、現在のところ集まり具合が半分に満たない状況です。そんな

中で平安行列の部分は地域枠予算からよろしくお願いいたします。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

私も史跡の里づくり委員会の副委員長ですが、今年も大震災で募金のお

願いがあちこちからきたり、花火大会のお願いもがきましたが、この広告

料もあまりいい顔をされることはありません。しぶしぶ協力してもらって
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いる状態です。なんとか多くの皆さんから協力をもらって成功させたいと

思っております。何かご質問ありますか。

○○○○進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員

ポスターは何枚ですか。

○○○○伊藤参事伊藤参事伊藤参事伊藤参事

当初２０枚ほどを予定しておりましたが、２０枚も１００枚も２～３千

円ぐらいしか変わらないそうです。それで公共施設のみならずいろんな場

所に貼りたいと思っております。

○○○○佐佐佐佐々々々々木忠雄委員木忠雄委員木忠雄委員木忠雄委員

、 。会議の中でも 何年も使えるポスターを作ることで話し合っております

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

何かございませんか。(無しの声あり）それでは、この事業も承認して

よろしいでしょうか。

【【【【全員一致全員一致全員一致全員一致でででで異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり】】】】

５５５５ そ のそ のそ のそ の 他他他他

○○○○進藤豊和委員進藤豊和委員進藤豊和委員進藤豊和委員

ふれあい体育館について、昨年の協議会でも説明していただきましたが

かび臭や床の凹凸があるということで改善の工事が３月に行われました。

６月の中頃に大会等ありまして長く体育館におりましたが、まだかび臭は

治まっておらず、今年インターハイがあるので心配に思います。どのよう

になっているか分かれば教えていただきたいと思います。

○○○○佐佐佐佐々々々々木農林建設課長木農林建設課長木農林建設課長木農林建設課長

ふれあい体育館につきましては、アリーナ床の段差の改修工事を去る３

月１日～１８日までに、利用者にご迷惑をおかけしましたが、床の一部貼

り替え工事等を終了しました。その際に床下についても貼り替えた部分で

ありますが、カビの確認除去また、土間コンクリートの含水率検査、床下

の清掃など処理いたしました。

しかし前回ほどではないにしても、換気口付近に鼻を近づけますと臭い

が残っている箇所が一部あるようで市長、副市長及び設計業者と建築業者

と協議して、床下に強制換気装置(南側に吸気用ファンを、北側に排気用
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のファン）を設置して、床下に強制に外の新鮮な空気を送り込み空気の循

環を図り、その後外に排気することで、カビ等の発生を抑える方法の工事

をしているところであります。利用制限など利用者になるべく迷惑をかけ

ないために体育館の空いている時の工事のため、少々時間がかかっており

ますが、７月６日までには終了の予定であります。この工事の負担は設計

業者でやっていただくこととしております。

また工事と同時に委員の方々もご存じかと思いますが、刈和野にありま

す秋田今野商店の今野社長にお願いをして、カビの種類とその割合の分析

を依頼して、その報告もいただいております。その結果カビの種類につい

、 、 、ては ペニシリウム５０％ クラドスポリウム２０％など７種類であるが

どこの家庭でも発生するもの又、空気中にも浮遊しているごく普通のもの

であるとの報告をいただきました。ただ、今野社長のお話によれば、換気

を良くしていれば、カビは減少してきて、臭いはしなくなるが、カビの種

といいますか、大元は仮死状態になっているだけで、条件があえば復活発

生してくる可能性はあるとのことでありました。強制換気装置設置で換気

はよくなるのですが、念のため、市では今野商店に依頼して、紫外線・オ

ゾン室内殺菌脱臭装置を準備することとしました。これを改良して可搬用

にして、換気口から床下に送風機で送り込んでやれば９９％死滅すると説

明をうけております。定期的に活用すれば効果があると考えております。

この装置はカビだけでなく、ハエ、ゴキブリ、ネズミなどまた、トイレ等

の脱臭にも効果があるようです。

いずれにしましても、体育館利用されている方々、また、まもなく開催

される北東北インターハイで来場される方々に、処置努力しますので、ご

理解賜りますようお願いいたします。

○○○○進藤豊和委員進藤豊和委員進藤豊和委員進藤豊和委員

体育館の周りに芝生を張っておりますが、スギナがかなり増えているよ

うです。指定管理の職員が手で抜いておりますが、大量に発生すると手に

負えなくなると思いますが。

○○○○小松仙北公民館長小松仙北公民館長小松仙北公民館長小松仙北公民館長

体育館の管理につきまして公民館の方からお答えしたいと思います。４

月１日から株式会社オーエンスから指定管理をお願いしております。最初

うまく話が通じなくて９時開館ですが、職員は８時半頃入って全部窓を開

けます。しかし管理する職員が一人なので全部開けるまで玄関は開けませ

ん。開館する段階でホールから玄関のあたりにカビ臭がこもっております

ので換気を良くしてくださいとお願いしておりますフロア内のグレーチイ
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ングのような換気する部分ですが、ゴミが溜まっているような状態でした

、 。ので １０日に一回位開けて掃除機をかけてくださいと指示しております

ゴミと一緒に臭いも吸収して、大分違うんでないかと思っております。

スギナのほうですが、結構広い芝生の部分がありまして、７月１日に支所

の職員、公民館職員、スポーツ振興課職員の方々からご協力をいただきま

してスギナや雑草を取り除いて芝生を刈り上げる予定になっております。

○○○○佐佐佐佐々々々々木農林建設課長木農林建設課長木農林建設課長木農林建設課長

付け加えますが、装置をつける前にカビ用のバルサンみたいなものを

入れて一端吐き出してから実施する予定です。

○○○○進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員

私たちは冬に体育館を利用しておりますが、そのような臭いはしませ

んでしたが、夏限定ですか。

○○○○佐佐佐佐々々々々木農林建設課長木農林建設課長木農林建設課長木農林建設課長

冬場は床下も乾いていてカビも発生しませんが、ある程度気温が上が

って条件が整ってきますとカビの種が死なないで残っていて臭いがする

ようです。

○○○○池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員

体育館の利用者が玄関で開館前に待っている場合は、ちょっとした愛

情を持って早く開けていただけないでしょうか。指定管理者になったこ

とで無理な話かもしれませんが。

○○○○小松仙北公民館長小松仙北公民館長小松仙北公民館長小松仙北公民館長

大きな大会のあるときは準備の都合もあると思いますので早く開けて

。 、 、おります 指定管理者の方に早く来ていて 利用者が待っている場合は

。早く開けてもらって待合室にいてもらうことでお願いしたいと思います

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

他にご意見はございますか。無ければこれで閉じます。

○○○○伊藤参事伊藤参事伊藤参事伊藤参事

６月６日芸文協の理事会のときに資料「地域枠予算Ⅲ型を利用して事

業を実施するには」を理事の皆さんに手渡し、昨年の地域枠予算の反省

でもありましたが、Ⅱ型、Ⅲ型の増を推進することが課題と言われてお

りましたので、芸文協においても地域枠予算の使用が出来ることと、気
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軽に相談してほしいとお願いしてまいりました。今日のご審議で決定な

った金額は２，０７６，３４４円で予算残額３，６４６，６５６円であ

ります。地域協議会委員の皆さんも各団体の長であられる方もございま

すので、是非ご利用くださるようお願い申し上げます。

また、事前承認について皆さんのお考えを聞いてここである程度のル

ールを定めたいと思います。原則は会議を開催してご審議していただき

会議の中で承認していただくことですが、月に何度も開催することも出

来ず、予算もありません。隔月で開催することの予算しかいただいてお

りませんので、上沖田部落会のように開く暇がない時の事前承認のルー

ルを予め決める必要があるのではないかという会長の意向もありこの会

で決めていただきたいと思います。

事務局の案といたしましては、集落で実施する駐車場舗装など皆さん

からやる必要があると認められているものについては、緊急を要すると

認められるものに限り書面で予め送付して事務局で意見を取りまとめそ

の意見に基づいて会長と相談して事前承認としたいと思っております。

新規のものについては事前承認は出来ないものと思います。あくまでも

、 。案ですので 後は皆さんでご審議の上決定していただきたいと思います

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

事前承認は以前に２回ほどありましたが、この地域協議会にかける時

間がないということで、会館駐車場の舗装を実施しましたが、このよう

に会議にかける時間がない場合については、どのようにすればよいか協

議してもらいたいと思います。事務局の案としては、これまであった事

例については事前承認してはどうかという案ですが、それはどうでしょ

うか。

○○○○原松男委員原松男委員原松男委員原松男委員

私も伊藤参事の案に賛成です。いままでやってきたものについては、

それぞれ実績もございますので伊藤参事に任せたいと思いますが、新規

事業については幅広い意見を聞きながら実施していかなければならない

ということもございますし、あるいは伊藤参事と佐藤会長が取組しても

らって伊藤参事の方に意見を言ってもらうことでよいのではないでしょ

うか。

○○○○進藤豊和委員進藤豊和委員進藤豊和委員進藤豊和委員

前に、払田スキー場の管理棟修繕についても事前承認という形で実行

した経緯もありますが、行政側の方と話して誰でも納得いくものであれ

ばよいと思います。あまり固まらないで緊急に着工というのもやむを得
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ないと思います。

○○○○池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員

、 。新規の事業であっても緊急を要する場合は やむを得ないと思います

たとえば遊園地の木が台風などで倒れそうになって危険だというような

場合はやはり事前に事務局と会長が相談してやったほうが良いと判断し

た場合は事前に文書をいただければいいのではないかと思います。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

本当にいい意見をいただきありがとうございます。今回も書面でどうで

しょうかというご意見求めました。今回の方法で今後進めて行ければ良い

なと思います。皆さんいかがでしょうか。

【【【【全員一致全員一致全員一致全員一致でででで異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり】】】】

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

そうすれば私と伊藤参事とで通常の範囲内で判断した場合はこちらの方

で進めさせていただきたいと思います。時間もありますので、仙北地域の

観光事業のパンフレットについてご意見を賜りたいと思います。

○○○○佐藤曻委員佐藤曻委員佐藤曻委員佐藤曻委員

高梨神社ですが、秋田県の中でも社が高梨神社ぐらい大きい神社はない

ようです。神社の面積とか載せていただければ良いと思います。

○○○○進藤豊和委員進藤豊和委員進藤豊和委員進藤豊和委員

写真でみると普通の神社と変わらないように見えます。迫力がないよう

に見えますので、撮り方を考えた方が良い。

○○○○今野順子委員今野順子委員今野順子委員今野順子委員

高梨神社の草刈はどうなっておりますか。以前見に行った時にすごく草

で登って行くにも大変で、いつでも見に行けるような状態ではないようで

すが。

○○○○熊谷文化財保護課長熊谷文化財保護課長熊谷文化財保護課長熊谷文化財保護課長

神社は市の指定文化財となっておりますが、所有者が市ではございませ

ん。したがいまして管理については所有者が管理することになっておりま

す。

その敷地が草が非常に多いということも分かっておりますが、境内敷地で
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ございますので、役所の方では手が出せないということもあります。

文化財では緊急雇用を使って参道付近までは実施しておりますが、境内地

まで行うことは、違法ということになりますので、その辺がなかなかむず

かしいなと思います。

○○○○池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員池田佐喜男委員

この問題も、以前は高梨地区全体から前は寄付をもらって実施しており

ました。だんだん寄付が少なくなってきました。それと同時に神社も壊れ

てきて修理に追われる状態でお金が無くなってきたんです。本来ですと円

満蔵作の彫刻があるあたりも壊れてきていて危険なような状態です。段々

市の方に管理をお願いしなければならなくなると思っております。

○○○○熊谷文化財保護課長熊谷文化財保護課長熊谷文化財保護課長熊谷文化財保護課長

これは問題となっております。神社は当時お金あって建てた神社は結構

あります。当時は氏子さんがたくさん居てそれで良かったんですが、この

時代になって氏子の人数も少なくなって、経済的に余裕もなく困っている

ところがたくさんございます。ただこれは全て個人所有なので、援助はで

きませんが、市の指定文化財となっているものについては、修繕について

は３分の１以内の補助となっております。いろいろ問題がこれから出て来

ると思いますが、現状では、いまの方々で頑張ってもらうほかないと思っ

ております。

○○○○佐佐佐佐々々々々木支所長木支所長木支所長木支所長

柵の湯ですが、日頃からご利用いただきましてありがとうございます。

大震災から露天風呂の利用を止めております。当初は油が足りないという

ことで利用を止めておりました。その結果、露天風呂をやっているときと

比べて１か月の燃料が多いときで１万リッターほど違うということで、実

際のところ柵の湯で少し赤字になっております。これからこの露天風呂を

どうするかという問題で本庁の方と協議中です。今しばらくご不便をおか

けしますが、よろしくお願いいたします。併せて皆さんからご利用をよろ

しくお願いいたします。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

関連で被災者は何人泊まっておりますか。

○○○○佐佐佐佐々々々々木支所長木支所長木支所長木支所長

先日までは９人きておりました。
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○○○○今野順子委員今野順子委員今野順子委員今野順子委員

前回の子宮頸がんワクチンのことで迅速に対応していただきましてあり

がとうございました。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

他にないですね。第２回の地域協議会をこれで閉じます長時間ありがと

うございました。
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