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平成２４年度 第２回仙北地域協議会 会議録平成２４年度 第２回仙北地域協議会 会議録平成２４年度 第２回仙北地域協議会 会議録平成２４年度 第２回仙北地域協議会 会議録

●日 時：平成２４年６月２９日（金）午後１時～午後２時４０分

●会 場：市役所仙北庁舎３階 第１会議室

●出席委員（１５名）●出席委員（１５名）●出席委員（１５名）●出席委員（１５名）

池田キミ 伊藤良子 池田武 今野順子 戸澤龍悦 伊藤まり子 千葉嗣助

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（３名）●欠席委員（３名）●欠席委員（３名）●欠席委員（３名）

池田佐喜男 大澤隆夫 黒澤三郎

●職 員

佐々木 ジョージ（仙北支所長）

佐 藤 初 美 （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）

新 田 一 実 (農林建設課参事）

須 田 和 久 （市民サービス課参事）

山 崎 文 幸 （市民サービス課参事）

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）

１ 開 会 市民サービス課 佐藤初美１ 開 会 市民サービス課 佐藤初美１ 開 会 市民サービス課 佐藤初美１ 開 会 市民サービス課 佐藤初美

２ 会長あいさつ 仙北地域協議会 会長 佐藤力哉２ 会長あいさつ 仙北地域協議会 会長 佐藤力哉２ 会長あいさつ 仙北地域協議会 会長 佐藤力哉２ 会長あいさつ 仙北地域協議会 会長 佐藤力哉

皆さんこんにちは、だいぶ暑い日が続いて畑の野菜が参っていような状

態です。前回の会議で認められた大仙市商工会女性部の方々から環境美化

、 。事業ということで バイパスの交差点のところに花を植えてもらいました

この天気でだいぶ参っているようです。水をかけてくれる人がいるという

ことで、元気に育つようです。今後災害がない程度に降っていただきたい

と思います。今日は第２回地域協議会です。この後大仙市議会主催の「市
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政懇談会がございますので、スムーズな会議運営にご協力をお願いしまし

て挨拶とします。

３ 支所長あいさつ 仙北支所 支所長 佐々木ジョージ３ 支所長あいさつ 仙北支所 支所長 佐々木ジョージ３ 支所長あいさつ 仙北支所 支所長 佐々木ジョージ３ 支所長あいさつ 仙北支所 支所長 佐々木ジョージ

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。本日は地域協議会終了後、３時から「大仙市議会の市政

懇談会」がございますので、引き続き出席していただきますよう、お願い

。 。申し上げます ６月１日に皇太子殿下が旧池田氏庭園をご見学されました

殿下は６月２日に秋田市で行われた「第２３回全国みどり愛護のつどい」

にご出席されるため、６月１日にご来県になり、美郷町の幼保一体施設を

ご訪問の後、旧池田氏庭園にお越しいただきました。殿下を身近に生の姿

を拝見したいという人達で、車が通過する道路沿いや旧池田氏庭園前には

多くの人が集合してお迎えしたところでございます。６月１７日には払田

の低温倉庫のところで仙北地域の消防訓練大会が執り行なわれ、規律訓錬

、 、 、の部で４分団１位 ３分団２位 小型ポンプ操法で第３分団第１班が１位

第３分団第２班が２位、第１分団第１班が３位となりました。なお、規律

訓練、ポンプ操法の１位は７月２１日の郡市消防訓練大会に出場すること

になっています。時間もございませんので、最後に、皆さんよりご審議さ

れご承認いただきますようお願いいたします。

４ 会議録署名委員の指名４ 会議録署名委員の指名４ 会議録署名委員の指名４ 会議録署名委員の指名

○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。会議録署名委員は進藤勇吉委員、今

野順子委員にお願いいたします。

５ 議 事５ 議 事５ 議 事５ 議 事

１）地域枠予算について１）地域枠予算について１）地域枠予算について１）地域枠予算について

．５ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業 説明者 伊藤参事．５ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業 説明者 伊藤参事．５ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業 説明者 伊藤参事．５ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業 説明者 伊藤参事NO

５月２１日に事前承認済み５月２１日に事前承認済み５月２１日に事前承認済み５月２１日に事前承認済み

．６ 仙北地域コミュニティ用品整備事業 説明者 伊藤参事．６ 仙北地域コミュニティ用品整備事業 説明者 伊藤参事．６ 仙北地域コミュニティ用品整備事業 説明者 伊藤参事．６ 仙北地域コミュニティ用品整備事業 説明者 伊藤参事NO

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

我々夏まつり、冬まつりで使用しておりますが、大分壊れております。

修理の必要性を感じておりました。また、大曲地域で使っていて仙北地域
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で使うものがないときの予備ということです。これについて何かご意見ご

ざいますか。無いようですのでご承認してよろしいですか。

【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】

．７ 「仙北の花」普及事業 説明者 伊藤参事．７ 「仙北の花」普及事業 説明者 伊藤参事．７ 「仙北の花」普及事業 説明者 伊藤参事．７ 「仙北の花」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

これについて支所長補足事項ありますか。

○佐々木支所長○佐々木支所長○佐々木支所長○佐々木支所長

たぶんご覧なったことがあると思いますが、真森苑の向かいの一ツ森公

。 、園に大きい真っ白な花が咲いています それが大変きれいなものですから

出来るだけ地域の皆さんにご紹介したいということで考えてみました。

挿し木出来る時期につきましては、花が咲き終わった期間と１０月頃と

２回出来るそうです。なんと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

何かございますか。無いようですのでご承認してよろしいですか。

【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】

．８ 仙北庁舎案内看板設置事業 説明者 伊藤参事．８ 仙北庁舎案内看板設置事業 説明者 伊藤参事．８ 仙北庁舎案内看板設置事業 説明者 伊藤参事．８ 仙北庁舎案内看板設置事業 説明者 伊藤参事NO

○須田若子委員○須田若子委員○須田若子委員○須田若子委員

大変いい事だと思います。実は私たちも良く聞かれるんですが 「信号、

機を渡って何もなかったよ」と言われることが何回かありました。これを

見て良かったなと思いました。

○佐々木勝夫委員○佐々木勝夫委員○佐々木勝夫委員○佐々木勝夫委員

非常にいいことだと思います。意見はありません。

○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員

賛成なんですが、大仙市役所仙北庁舎と大仙市役所仙北支所どっちが正

しいでしょうか。仙北支所の方が正しいように感じますが。

○佐々木支所長○佐々木支所長○佐々木支所長○佐々木支所長

今千葉委員さんご指摘の通り、支所の中でもいろいろ検討させていただ
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。 、きました 大仙市役所の仙北支所と仙北庁舎どちらが良いか協議した結果

仙北支所とした場合、何時まで支所としての機能があるか疑問だという話

がありまして、庁舎であると名前は変わらないだろうということでした。

、 。ここでご協議いただき 決めていただければそのようにしたいと思います

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

看板を作ることに関しては皆さん異議はないと思います。ただ中身につ

いては、役所の方でもっと揉んでいただいてお任せしたいと思います。

他にございませんか。無いようなので、承認してもよろしいですか。

【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】

．９ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤参事．９ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤参事．９ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤参事．９ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤参事NO

○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員

真澄研究会が全国レベルであります。全県一斉に当時の連合青年会がい

ろいろ調査して、今申しました真澄の研究会の人たちが、整理して標柱は

いたるところにあります。私どもの方では新田信夫さんの屋敷内にありま

すが、腐れてしまっています。公民館に行くと菅江真澄の冊子がまだある

かと思います。概略だけ申し述べます。

○戸澤龍悦委員○戸澤龍悦委員○戸澤龍悦委員○戸澤龍悦委員

自治会で申請して希望集落となっておりますが、徐々に建てていった方

。 、が良いと思います ２８番の善正のところですが一回倒れて半分になって

また立てて今度は、無くなってしまいどうなっているだろうと思っており

ました。

○佐々木忠雄委員○佐々木忠雄委員○佐々木忠雄委員○佐々木忠雄委員

戸澤委員と同じ意見なんですが、地域枠で順次他の方々から出していた

だいて、立て直し行く必要があると思います。

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

今回提出していただいた佐藤隆造さんに話していただき、定期的に出し

ていただいたらどうでしょうか。

○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事

、 、観光協会で作ったものなので 改修していただくよう話してみましたが

今のところ手を掛ける余裕がないので、やってくれるところがあればお願
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いしたいということでした。また、史談会で一括して引き受けていただく

ように話してみましたが、引き受けていただけませんでした。

調査をしている中で、再び建てることに反対の方もあり、建てる前にも

う一度地権者に同意を得なければならないと考えております。

このことより、集落で地権者に同意を得て、集落の会員より穴を掘って

建てていただくことで、今回申請しております。今後この例を紹介して集

落で菅江真澄の標柱を建てたいという申し出があれば同じように対応して

いきたいと考えております。

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

今回慣例を作ったとすれば、それを見てもらって復元したいという地域

があれば申請してもらうということですね。これを一つ作ってもらって反

響をみるということでいかがでしょうか。また、地域協議会の名前を入れ

てこういう会があったということを後世に残した方が良いと思います。特

に反対の人はおりませんか。

【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】

．１０ コミュニティ活動推進健康維持事業 説明者 伊藤参事．１０ コミュニティ活動推進健康維持事業 説明者 伊藤参事．１０ コミュニティ活動推進健康維持事業 説明者 伊藤参事．１０ コミュニティ活動推進健康維持事業 説明者 伊藤参事NO

○池田武委員○池田武委員○池田武委員○池田武委員

ラッキー玉葱とありますが、何か理由がありますか。

○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事

種苗店からこの地域に適したものということで薦められた玉葱の品種で

す。

○戸澤龍悦委員○戸澤龍悦委員○戸澤龍悦委員○戸澤龍悦委員

全戸にチラシを渡すとなっておりますが、このチラシに玉葱の写真を入

れていただいた方が分かり易いと思います。

○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事

わかりました。

○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員○千葉嗣助委員

私、生産を伴う事業ですので、賛成します。ただ標題にあるようにコミ

ュニティ活動です。自らがコミュニティ活動に取り組もうという意欲が感

じられません。自分たちで勉強してみるという何某かのものが先にあれば
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良いと思います。この事業に反対するものではありませんが、この状態で

は支所の事務局が非常に難儀するだろうと思います。先ほど申しました通

り何某かの勉強をしていただきたいと思います。

○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事

先程自治会連合会の総会が行われ、５０自治会の内半数以上が参加して

くれました。自治会は千葉委員さんが心配するような問題もあります。

一年ごとに行政協力員と兼ねて会長をしている集落もありますので、長

期展望にたって何かをするということが出来ないような状況です。

昨年度は自治会でどのような事を実施しているかという活発な意見があり

ましたので、今年度は具体的な話し合いをもちました。なぜ玉葱かと問わ

れますが、みんなで同じ作物を育てることで、コミュニケーションが生ま

れると思います。飛躍的な歩みはありませんが、少しずつ前進していきた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○進藤勇吉委員○進藤勇吉委員○進藤勇吉委員○進藤勇吉委員

無理な注文かと思いますが、種子の配布よりは苗で配布した方が成功率

が高くなると思います。誰がその種子を栽培するかということになればわ

かりませんが、そのような方法もあると思います。

○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事

苗で渡すことも考えましたが、高価になることから種子の配布でお願い

したいということです。

○進藤勇吉委員○進藤勇吉委員○進藤勇吉委員○進藤勇吉委員

種子を自治会の誰かに育ててもらって、苗で配布することも出来ると思

いますが。

○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事

そのような方法が出来るか今後検討していきたいと思います。

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

他にございませんか。なければ承認してよろしいでしょうか。

【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】

．１１ 彩夏せんぼく 平安大行列事業 説明者 伊藤参事．１１ 彩夏せんぼく 平安大行列事業 説明者 伊藤参事．１１ 彩夏せんぼく 平安大行列事業 説明者 伊藤参事．１１ 彩夏せんぼく 平安大行列事業 説明者 伊藤参事NO
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○佐々木忠雄委員○佐々木忠雄委員○佐々木忠雄委員○佐々木忠雄委員

この事業につきまして、多額の金額をいただいておるわけですが、盛大

に祭りを開催しております。今年もまた行列に関する援助申請です。少し

付け加えます。胴丸姿武者ですが、去年までは行列のナレーションはずっ

と女の方が実施しておりました。今年は男性を予定しておりますので、そ

の方に着せる予定です。市の職員で、よかったなと言われるくらい練習さ

せたいと思います。余興の方ですが、例年でありますとプロと呼ばれる人

を呼んでおりましたが、今年は上高梨出身で岡崎市に在住していて民謡教

室を経営している方です。地元に出演したいという本人の要望がありまし

て、事業を進めておるところです。

○原松男委員○原松男委員○原松男委員○原松男委員

継続事業でございますので、だいぶ委員会の方も苦労されていると思い

ますので、もう少し出してやりたいところですが、祭りの方ご難儀お掛け

します。この件については賛成です。

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

他にございませんか。なければ承認してよろしいでしょうか。

【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】【全員一致で異議なしの声あり】

５ そ の 他５ そ の 他５ そ の 他５ そ の 他

○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

９月９日民族芸能フェステバルの事業説明

○佐々木勝夫委員○佐々木勝夫委員○佐々木勝夫委員○佐々木勝夫委員

橋の欄干に「危険近寄るな」というシールが貼っておりますが、誰が何

のために貼っているでしょうか。

○佐々木支所長○佐々木支所長○佐々木支所長○佐々木支所長

だと思いますが、後で確かめてお知らせいたします。PTA

○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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