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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３３３３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８月１１日（木）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））））

池田佐喜男 伊藤良子 黒澤三郎 今野順子 進藤勇吉 佐々木勝夫

佐々木忠雄 佐藤昇 佐藤力哉 原松男 須田若子 池田武 伊藤まり子

千葉嗣助

●●●●欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員（（（（４４４４名名名名））））

池田キミ 大澤隆夫 進藤豊和 戸澤龍悦

●職 員

佐々木 ジョージ（仙北支所長）

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）

須 田 和 久 （市民サービス課参事）

伊 藤 隆 造 （市民サービス課参事）

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、ご多忙のところお集まりいただきましてありがとう

ございます。ここしばらく暑い日が続きましたが、昨日からだいぶ雨が降

りまして、畑の野菜、田んぼもほっとしたところだと思います。暑い日が

続いて熱中症が多くでるような状態でした。この前青森に行ったところ雨

が一滴も降らず、初めてダムから放流して灌漑用水に使ったという話を聞

いてきました。この前能代商業が甲子園で１４年ぶりに勝利した次の日に

能代の方と話す機会がありました。昨年は初めて甲子園に出場するという

ことで、寄付金がいっぱい集まったそうですが、今年は一勝もしないだろ

うということで高を括っていたそうです。一勝したことによりまた寄付金
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を集めなければならないと言っていました。久しぶりに秋田県には良いニ

ュースで、良かったなと思いました。また最近秋田市内のホテルがインタ

ーハイの高校生でどこも満室だそうです。県内どこも人が多くて活気もあ

り、仙北地域にもそろそろなぎなたの選手が来ると思いますが、本当に歓

迎していただきたいし、伊藤副会長の方でも歓迎するイベントがあるよう

です。皆さんが喜んでここは良いなと思えるおもてなしをしていきたいと

思います。今日も協議会の方はよろしくお願いいたします。

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

今日は大変ご苦労様でした。暑い毎日が続いておりますが、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。

最近の仙北地域の出来事について、ご報告申し上げます。

初めに６月２３日・２４日に発生した水害ですが、仙北地域床下浸水だけ

でしたが、住家が１１戸、事業所・作業所が７戸、併せて１８戸の床下浸

水がありました。市からは今回床下浸水までは見舞金がありますので、そ

れぞれに支給しております。７月１６日大仙市仙北市美郷町支部消防訓練

大会が開催され、１４分・支団で競技して小型ポンプの部は第８位、規律

訓練の部は準優勝を受賞いたしました。この賞状とトロフィーは玄関階段

前に披露しておりますので、ご覧なってください。７月２４日農業委員会

委員の一般選挙が告示され、仙北地域から４名の選出に対して５名の立候

補がありまして、７月３１日に選挙が行われました。当日の有権者数は男

１，５０８人、女１，５７１人計３，０７９人に投票者数男９１０人女８

４７人計１，７５７人投票率男６０．３４％女５３．９１％計５７．０６

％でした。当選された委員の方々は、土井文夫氏、斎藤久人氏、佐々木秀

治氏、小松強氏の４名でした。議会推薦で選出されました大西茂雄氏と合

わせまして５名の農業委員となってございます。選出された方々の仙北地

域での今後一層のご活躍を期待申し上げます。８月１５日に彩夏せんぼく

が開催されます。今年はインターハイの関係上雨天の場合、ふれあい文化

センターと体育館が使用できませんので、花火のみの開催となります。週

間天気予報では曇り時々雨の予報がでておりますが、その日以外は皆晴れ

、 。の予報がでておりますので たぶん晴れるのではないかと思っております

８月１７日～１９日までインターハイ「なぎなた」がふれあい体育館で開

。 。 、催されます 全国から８５校が参加します 広報でも紹介がありましたが

地元では大曲高校、大曲農業高校が出場しますが、仙北中学校出身者もお

りますので是非ふれあい体育館に足を運んで応援してほしいと思います。

また昨年から開催されております堀板地区環境保全組合の案山子が今年

も展示されております。これは生態系保全水路や活動内容を内外に広く啓
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発することを目的といたしまして、生態系保全水路沿いに展示されており

。 。ます 委員の皆様にも是非とも足をお運びいただきたいと思っております

なお、グループの代表は当協議会委員の原松男委員でありますのでご紹介

させていただきました。以上最近の出来事今後の予定でございます。今日

の協議案件も非常に多くなっておりますが、よろしくご審議いただきます

ようよろしくお願いいたしまして、私の挨拶といたします。今日は本当に

ご苦労様です。

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。会議録署名委員は伊藤良子委員、伊

藤まりこ委員にお願いいたします。

５５５５ 議 事議 事議 事議 事

１１１１））））市市市市へのへのへのへの提言事項提言事項提言事項提言事項についてについてについてについて

①①①①都市計画道路中通線都市計画道路中通線都市計画道路中通線都市計画道路中通線（（（（環状道路環状道路環状道路環状道路））））へのへのへのへの川福橋川福橋川福橋川福橋からのからのからのからの直接接続直接接続直接接続直接接続についてについてについてについて

説明者 伊藤市民説明者 伊藤市民説明者 伊藤市民説明者 伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

農林建設課長さんの方で何かございませんか。

○○○○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

私どもの方でも提言に関してはこれで良いと思っております。環状線に

入る前に小さい市街化道路も計画しておりますので、これに接続すること

でも良いと思っております。中通線に直接つながらなくても、福田線の改

良をすることで土地区画整備道路に接続なっても良いと思います。いずれ

にしても、道路河川課の方で考えているようです。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

前回にも申しましたが、もう少し見やすい図面を提出していただかない

とわかりずらいと思いますが、このままですね。

○○○○佐佐佐佐々々々々木支所長木支所長木支所長木支所長

たぶん大花町地区の区画整理が進んでくれば、その計画の中に取り組ん

でもらえればと思っております。そのことについては支所の方でも要望し

ていきたいと思います。
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○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

この件につきましてはよろしいでしょうか。支所の方でも是非要望して

仙北地域から乗り入れできる道路を確保していただきたいと思います。

②②②②仙北組合総合病院駐車場仙北組合総合病院駐車場仙北組合総合病院駐車場仙北組合総合病院駐車場のののの無料化無料化無料化無料化についてについてについてについて

説明者 伊藤市民説明者 伊藤市民説明者 伊藤市民説明者 伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

私としては不服です。この担当部署の見解に「自動車に過度に依存しな

い、歩いて暮らせるまちづくりが実現されるものと考えております 」と。

ありますが、市役所の職員は皆歩いて通勤してください。大学病院とか、

他の病院でも診察した人だけが、ただになる仕組みが組合病院では出来な

いでしょうか。少なくても診察した人、お見舞いにいった人は無料にして

いただきたいというのが本音です。病院に行く人は弱者なので無料にすべ

きだと思うんですが、そんなに何百人も何千人も来るわけではないので、

配慮が足りないと思います。

○○○○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

今会長さんが言ったことに全部に賛成です。他の医院でも大体駐車料金

は無料となっております。病院に来るために駐車したとなれば、病院から

証明出来るものをもらって対応してもらいたいと思います。中通り病院の

場合は何時間か無料であとは１００円というふうになっています。

○○○○佐佐佐佐々々々々木支所長木支所長木支所長木支所長

これにつきましては、議会の中でもいろいろ話題になりまして、議員の

方々も無料にしてくださいということは多数出ております。ただ市側の回

答といたしましては、周辺に有料の駐車場があるということでまったく無

料には出来ないという回答でした。今後組合病院の駐車場が開設するまで

には時間がありますので、皆さんの声はお届けしたいと思います。これで

ご了承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、同じ思いだと思いますので、我々の意思を伝えていただきたい

と思います。これで提言については閉じます。次の議題に移ります。

２２２２））））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

．．．．１０１０１０１０ 陶芸活動支援事業 説明者 伊藤市民陶芸活動支援事業 説明者 伊藤市民陶芸活動支援事業 説明者 伊藤市民陶芸活動支援事業 説明者 伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事NO
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○○○○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

焼物同好会会長として、申し上げますが、贅沢でないかと言われるかも

しれませんが一般の方々にも門戸を開いて教えるということで了解済みで

ございます。なんとかよろしくお願いします。

○○○○進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員

参考までに、同好会の会員は何人おりますか。

○○○○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

２０人。

○○○○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

今現在使われているロクロはいくつありますか。

○○○○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

電動ロクロが２台ですが、一台が調子悪いです。手廻しロクロは５台、

これも足りなくて会で買って追加しております。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

会員が２０名で、一般の人も参加していただくように考えたということ

で申請していただいたとおもいます。どうでしょう皆さん他にご意見がな

いとすれば、ご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】】】】

．．．．１１１１１１１１ 仙北地域案内標識改修事業 説明者 伊藤市民仙北地域案内標識改修事業 説明者 伊藤市民仙北地域案内標識改修事業 説明者 伊藤市民仙北地域案内標識改修事業 説明者 伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事NO

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

二つの問題がありますが、この改修事業を実施するかということと、実

施する場合は題字をどちらにするか協議します。最初にこの改修事業に反

対の方はいないと思いますが、実施することに賛成ですか。

【【【【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

事業は実施することといたします。問題は大仙市と名前で入れるか、大

仙市のマークを入れるかですが、これについてご意見願います。
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○○○○須田若子委員須田若子委員須田若子委員須田若子委員

大仙市と名前がついた方が良いと思います。他から来たかたが、仙北市

と仙北町を混同しているようなので、大仙市という名入りがあった方が良

いと思います。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

マークですが、仙北町のマークに類似しているので良く伝わらないかも

しれませんね。

○○○○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

仙北市と間違われると困るので、大仙市と付いた方が良いと思います。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

それでは題字は「大仙市」と付いた方にすることでいかがでしょうか。

【【【【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】】】】

．．．．１２１２１２１２ 高梨地区横断旗設置事業高梨地区横断旗設置事業高梨地区横断旗設置事業高梨地区横断旗設置事業 ．．．．１３１３１３１３ 横堀地区横断旗設置事業横堀地区横断旗設置事業横堀地区横断旗設置事業横堀地区横断旗設置事業NO NO

一括上程 説明者 伊藤市民一括上程 説明者 伊藤市民一括上程 説明者 伊藤市民一括上程 説明者 伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

高梨、横堀一緒に審議したいと思います。これについて意見のある方お

りますか。

○○○○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

趣旨そのものには賛成ですが、高梨と横堀の申請で横断旗の価格が違い

すぎると思います。なぜこう違うのか説明を聞いていますか。

○○○○伊藤市民伊藤市民伊藤市民伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

横堀の方が後で業者さんに行って４００本以上なれば名入れが出来る種

類の製品を選んだようです。高梨のほうはビニール系統で、横堀は布系統

となっております。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

ビニール系統の方が長持ちするように思うんですが。

○○○○池田武委員池田武委員池田武委員池田武委員
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事業として統一したものでなければならないと思います。

○○○○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

自分の方の団体でお金を出して買うとすれば別でしょうが。地域枠予算

を利用して行うとすれば統一してもらったほうが良いと思います。

○○○○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

皆さんと同じでどっちかに統一して揃えなければこの予算ではまずいと

思います。

○○○○今野順子委員今野順子委員今野順子委員今野順子委員

横断旗の活用のイメージが湧かないんですが、歩道だったら帰りもそこ

を通ると思いますが、旗を持って歩いたら片一方だけなくなってしまうと

いうこともあると思います。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

たぶん見守り隊がそばにいると思いますが。

○○○○今野順子委員今野順子委員今野順子委員今野順子委員

横堀の方は広くてほとんど見かけません。交通安全の時はいますが、イ

メージが湧かないのですが。

○○○○伊藤市民伊藤市民伊藤市民伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

交通旗の内訳をお知らせいたします。高梨交通安全会のほうが、３００

本の９５円、横堀交通安全会が４００本の３６０円でございます。４００

本頼めば名入れをしてもらえるそうです。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

何れにしても統一した考え方でお願いします。

○○○○伊藤市民伊藤市民伊藤市民伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

統一するとすれば高い方に統一ですか、安い方ですか。

○○○○進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員進藤勇吉委員

消耗品なので、長く使えるもの。出来れば高梨と横堀の交通安全会合併

ということになれば良いと思います。前にも話題になりましたが、別々の

ものをやることはおかしいと思います。
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○○○○佐佐佐佐々々々々木支所長木支所長木支所長木支所長

私が感じたことですが、いずれ旗が長く使っているうちになくなると思

いますので、両交通安全会統一した形で話をしてみたいと思います。

○○○○原松男委員原松男委員原松男委員原松男委員

材質がわかりませんが、ボックスの関係とあまり軽いものですと風で強

風の場合飛ばされることもあるので、私はちょっとぐらい高くても良いも

のを用意したほうが良いと思います。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

実物がないのでわからないので、何とも言いようがありませんが。

○○○○佐佐佐佐々々々々木支所長木支所長木支所長木支所長

それでは担当のほうで、材質も含めて対応させていただきたいとおもい

ます。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

材質も考えて統一していただくことで、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】】】】

○○○○千葉嗣助委員千葉嗣助委員千葉嗣助委員千葉嗣助委員

この申請を見ると子ども達を中心に考えておりますが、交通安全は子ど

もと高齢者がイコールになっていると考えます。そういうことから高梨地

区の埋蔵文化財センターのところに一つ追加をしていただきたいと思いま

す。一言要望をしていきたいと思います。

○○○○佐佐佐佐々々々々木支所長木支所長木支所長木支所長

高梨交通安全会の方にお話しして要望したいと思います。

．．．．１４１４１４１４ 真山公園内雑木伐採事業 説明者 伊藤市民真山公園内雑木伐採事業 説明者 伊藤市民真山公園内雑木伐採事業 説明者 伊藤市民真山公園内雑木伐採事業 説明者 伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事NO

○○○○千葉嗣助千葉嗣助千葉嗣助千葉嗣助

この件については、山王丸副市長がおいでなっての小規模集落座談会で

問題になりまして、一通りの取組をしていただいた訳ですが、私はその時

出席していて、アカシヤは丸子川に生えているアカシヤと同じかどうか検

討してもらうように話ましたが、丸子川にあるアカシヤですと切っても毎
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年復活してくるんですよ。根本的に取り組まないと毎年この論議が出て来

るんではないかと思います。

○○○○伊藤市民伊藤市民伊藤市民伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

千葉嗣助委員のいうとおり、申請者の後藤さんもアカシヤは切ったんだ

が、すぐまた生えてくるので大きくなる前に刈らなければならないなと言

っておりましたので、そのことも引き続きお願いすることにしたいと思っ

ておりました。

○○○○佐佐佐佐々々々々木勝夫委員木勝夫委員木勝夫委員木勝夫委員

もし絶やしたいと思うなら、アカシヤを伐採した後、ラウンドアップを

原液で切り株に塗るとあとは生えてきません。他の木も同様ですが、環境

汚染かどうかはわかりません。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

昨年と比べて金額的にはどうでしょうか。

○○○○伊藤市民伊藤市民伊藤市民伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

集落の会員の方々が切ってくれた木が非常に多くて、ゴミの処理場に持

って行くのか、チップにするのか、どちらが安いのかと業者さんに聞いた

ところチップにするほうが安上がりだということでしたが、それでもこの

金額になってしまいました。昨年とは木の量も違うし、同じ作業ではない

ので高くなっております。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

写真がありますが、施工前と後と分かりにくくなっておりますので、も

う少し工夫していただきたいと思います。他にありませんか。特になけれ

ば昨年もやっている事業ですので、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】】】】

．．．．１５１５１５１５ 観光案内人養成事業 説明者 伊藤市民観光案内人養成事業 説明者 伊藤市民観光案内人養成事業 説明者 伊藤市民観光案内人養成事業 説明者 伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事NO

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

池田佐喜男委員補足があればお願いします。

○○○○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

今伊藤参事が説明したことにつきますけれども、私たちは払田柵跡を案
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内するほたるの会というものを作って、案内すれば訪れた人から満足して

もらえるのではないかということで平成１３年に作って、当初は会員が３

０人位おりまして非常に案内する意欲を持って取り組んできました。それ

でも観光の案内をする人は１０人位でした。今現在は６人というような状

況でございます。私たちの都合ではなくて訪れる方で時間を指定してくる

ので、その要望に応えるということになりますと５～６人の案内ではとて

も大変です。その中でも病気になって来られなくなる人もあって、底辺の

拡大をして行かなければ続かないわけです。更には池田氏庭園の案内は以

前は２回でしたが、今は期間も長く、盆にも公開しているので非常に多く

なってきております。払田柵の方にもたくさん流れてきております。去年

の秋などはあそこの駐車場が一杯になり、案内人としてその場所に待機し

て、案内する予定でしたが、その対応ができなかった。そこでちょうど地

域枠予算を活用させていただき、案内人を養成して増やすことはどうだろ

うかと思いました。参考になるところを研修する予定です。この地域より

もずっと前から観光案内をしている多賀城を中心にそこで何年も案内をし

ている人達と交流しながら実態を学んできたい。夜は泊まって一緒に行っ

た人とお話しをしながら、案内人を引き受けていただくようにお願いをし

たいと思っております。その研修後に旧池田氏の公開時に参加された方々

を中心に案内を実施してもらいたいと思います。また、申請書には１１月

６日と書いてありますが、５日・６日と続けて実施することと、その前に

実際に説明できるように事前に研修を行いたいと思います。そして来年は

一人で案内を出来るように育っていただきたいと思っております。皆様か

らご配慮いただきたいことと、承認された場合は委員の皆様方からの参加

をお待ち申し上げます。また、この宿泊費には宿泊だけで、夕食代やアル

コール、などの飲み物は含まれておりません。それでもこの値段は高いと

思い問い合わせたところ、夕食や飲み物代が含まれて初めて利益が出るの

で、宿泊代だけの見積では宿の立場から安い金額は出せないということで

した。申請書では安い会費となっておりますが、参加者は夕食代プラス飲

み物でもっと高い会費になりますので、そこらへんもご理解のほどよろし

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

何かご意見等ありますか。

○○○○原松男委員原松男委員原松男委員原松男委員

私は賛成です。是非、史跡の里にふさわしい案内人を養成してほしいと

思います。もしできたなら、案内しているところをビデオ等に撮影して、

このような形で実施しているということを対象者にお渡しすることも良い
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ことだと思います。

○○○○池田武委員池田武委員池田武委員池田武委員

案内人を養成するということはみんなで応援して行かなければならない

ことですので、実施していただきたいと思います。

○○○○伊藤良子委員伊藤良子委員伊藤良子委員伊藤良子委員

研修旅行には参加したいのですが、その後の案内人を引き受けるとなる

と二の足を踏みます。千秋公園の案内をききましたが、案内人の方は重い

書類を抱えてきて本当に専門的な説明で、もうこれ位で結構ですというよ

うな内容だったんですよ。こちらの方でこの位の説明でというお願いが出

来ればいいんですが、あまりにも専門的で学芸員の説明のようで、自分に

酔っているようで、聞き手に対して感触で説明できるようにした方が良い

のではないかと実際聞いてみて感じました。

○○○○今野順子委員今野順子委員今野順子委員今野順子委員

案内人は歴史のいろんなことを知っていないと出来ないと思います。だ

から他の地域を回ってどういう案内があるのか見ることは良いことだと思

います。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

募集方法はどのようにしますか。

○○○○伊藤市民伊藤市民伊藤市民伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

チラシを全戸配布した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

これについても、底辺を広げることと人材を養成することで、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】】】】

．．．．１６１６１６１６ 史跡史跡史跡史跡のののの里里里里のののの秋秋秋秋まつりまつりまつりまつり事業 説明者 伊藤市民事業 説明者 伊藤市民事業 説明者 伊藤市民事業 説明者 伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事NO

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

これについては、毎年職員の方、芸文協の皆さんからご難儀をおかけし

ておりますが、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。
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【【【【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

以上で地域枠予算の審議がおわりましたが、いままでの支出の累計はい

くら位になったか教えてください。

○○○○伊藤市民伊藤市民伊藤市民伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

５，７２３，０００円が地域枠予算ですが、今日承認受けた分までで、

４，７２０，９５４円となりました。あと百万円しかありません。当初進

藤勇吉委員さんの方から５，７２３，０００円は使い切れないのではない

かというご意見をいただき、芸文協やいろんなところに声を掛けた結果８

月で４百７十万円を超えてしまい、まだ問い合わせが来ておりますが、２

月までなんとか吟味して有効に使いたいと思っております。

５５５５ そ のそ のそ のそ の 他他他他

○○○○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

８月１５日地域枠予算を使わせていただき、彩夏せんぼくを盛大に開催

いたしますので、皆さんもご参加くださいますようお願いいたします。

雨降っても、平安行列を除いて全部実施します。なんとか足を運んでい

ただきたいと思います。

○○○○伊藤市民伊藤市民伊藤市民伊藤市民サービスサービスサービスサービス課参事課参事課参事課参事

横堀交通安全会と高梨交通安全会の横断旗を統一するようにということ

でご承認をいただきましたが、どちらかの旗に統一してもご了解をいただ

き、実施させていただきたいと思います。後日報告しますのでよろしいで

しょうか。

○○○○佐藤会長佐藤会長佐藤会長佐藤会長

次回の地域協議会でご報告をしてもらうことでよろしですか。

【【【【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

他にないですね。第３回の地域協議会をこれで閉じます長時間ありがと
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うございました。
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