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平成２４年度 第３回仙北地域協議会 会議録平成２４年度 第３回仙北地域協議会 会議録平成２４年度 第３回仙北地域協議会 会議録平成２４年度 第３回仙北地域協議会 会議録

●日 時：平成２４年８月９日（木）１５：００～

●会 場：市役所仙北庁舎３階 第１会議室

●出席委員（１４名）●出席委員（１４名）●出席委員（１４名）●出席委員（１４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 伊藤 まり子

進藤 豊和 戸澤 龍悦

●欠席委員（４名）●欠席委員（４名）●欠席委員（４名）●欠席委員（４名）

池田 キミ 大澤 隆夫 千葉 嗣助 池田 武

●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）

佐々木 まゆみ (仙北公民館参事）

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、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。また暑さがぶり返してきまして、毎日大変です。ただ朝晩涼

しくなって寝やすくなったのが救いであるかなと思っております。今オリ

ンピックのシーズンで女子のレスリングを見ていたらなかなか寝られなく

なりました。日本選手の健闘に胸が熱くなりました。今日も協議会の方は

よろしくお願いいたします。
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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

今日は暑い中お集まりいただきまして大変有難うございます。先の新聞

報道でもありましたが、大仙市内で熱中症により２人の方がお亡くなりに

なったということで、まだまだ暑い日が続きますので委員の皆様も体の方

には気を付けて過ごしていただきたいと思います。

また、稲穂の方もだいぶ出てきたような状態で、聞くところによります

と寒暖の差があれば良いお米が出来るということだそうです。美味しいお

米が豊作でありますようにお天道様にお願いしたいなと思っております。

８月の仙北地域の行事について、ご紹介させていただきます。今年で２４

回目を迎えます彩夏せんぼくは８月１５日に払田柵で開催となります。

今回も平安行列を始めいろいろな催し物が企画されてございますので、た

くさんの方々からおいでいただき楽しんでいただきたいと思います。８月

１８日・１９日にはふれあい体育館において第３９回東北体育大会柔道競

技が開催されます。東北各地から８４チームが参加して技を競い合う大会

、 。となりますので こちらも大勢の皆さんから観戦いただきたいと思います

本日の協議案件も６件となっておりますが、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。

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。会議録署名委員は黒澤三郎委員、佐

々木勝夫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

．１２ 災害関連事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１２ 災害関連事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１２ 災害関連事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１２ 災害関連事業 説明者 伊藤市民サービス課参事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

私も一会員なので、裏方を話ます。実はこれは熊谷会長が他の市で聞い

て感動した話で、このままにしておけないということで仙北地域全市民に

。 、も聞かせたいという話からでた立案でした さっきから言っておりますが

横堀地区と高梨地区の婦人会が分かれていて、今まで合同でというのが何

もなかった訳です。これを機会に両方の婦人会が集まれば大きい事業がで

きるのではないかと感じたところに熊谷会長の話があって、両方の婦人会
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で立ち上げてみようということになりました。これは幼稚園を経営してい

るお坊さんのお話です。地域から離れられないお子さんを自分たちがみて

やりたいということで頑張っている人達なので、経験談を聞いてほしいと

いうことです。

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

この謝礼の中には交通費は含まれておりますか。

○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事

全部含んでの謝礼です。

○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。なければ初めての両婦人会合同の事業ですので、

スムーズに行くようにお願いしたいと思います。みなさん承認してよろし

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】

．１３ 一ツ森構造改善センター駐車場舗装事業．１３ 一ツ森構造改善センター駐車場舗装事業．１３ 一ツ森構造改善センター駐車場舗装事業．１３ 一ツ森構造改善センター駐車場舗装事業NO

説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

以前にも駐車場の関係は承認いただいておりますが、これについてご意

見ございませんか。それでは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】

．１４ 仙北地域コミュニティ用品整備事業．１４ 仙北地域コミュニティ用品整備事業．１４ 仙北地域コミュニティ用品整備事業．１４ 仙北地域コミュニティ用品整備事業NO

説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

これについては、３４年間経過していることもあり、すわり心地も悪く

我慢して座っておりました。これについてご意見をうかがいます。

○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

このように、正価が高い椅子が３，０００円ということで、何か訳があ

りますか。
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○伊藤市民サービス課参事○伊藤市民サービス課参事○伊藤市民サービス課参事○伊藤市民サービス課参事

本当に良いものとしてアルミ製品が欲しかったんですが、外で使うもの

ということと、地域枠予算にあまり負担のないように安い椅子はないかと

業者さんに聞いてみたら運よくありましたので、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

あらゆる場面で使用可能だとおもいますが、古い椅子は今後どのように

しますか。

○伊藤市民サービス課参事○伊藤市民サービス課参事○伊藤市民サービス課参事○伊藤市民サービス課参事

、 。少しずつ処分して 雨降りの時や地盤の悪いところに貸出する予定です

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

よろしいでしょうか。他に意見ありませんか。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】

．１５ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１５ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１５ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１５ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤市民サービス課参事NO

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

伊藤参事の説明の中にもありましたが、議会開催の市政懇談会で菅江真

澄の標柱の話がでておりました。そういうことで今回の事業に至ったと思

います。

○黒澤三郎委員○黒澤三郎委員○黒澤三郎委員○黒澤三郎委員

１６年程経過しておりますが、設置するときに少し関りがありましてお

話しします。当時県連合青年会で各市町村に３本ずつ建てました。それで

３本では物足りないということで、旧仙北町観光協会で３１箇所に標柱を

建てました。合計３４本ありますが、回って見ると倒れてしまっているも

のもありますし、地元で手を掛けてくれているものもありますが、いよい

よ限界だと思っております。なぜ１本ずつ実施するのか疑問に思われるか

もしれませんが、建てたときの主体は観光協会であること、継続して実施

することは無理なようですし、そうすれば地域の人達が黙って見ているか

地域の人達が経費を出し合って行うか問題になると思います。寺村地区で

は他の標柱が金属で建てているのを見て申請に至ったと思います。これを

誰かが、３４本一遍に建てるということは難しいと思います。それで地域
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の要望に沿って、地域枠予算をお願いしたいと思います。今後も申請があ

ればよろしくお願いいたしたいと思います。

○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

材料は亜鉛メッキと書いておりますが、電気メッキなのか、どぶ漬けな

のか教えてほしいと思います。電気メッキの場合は３年位で崩れてきます

ので。

○伊藤サービス課参事○伊藤サービス課参事○伊藤サービス課参事○伊藤サービス課参事

どぶ漬けだそうです。

○今野順子委員○今野順子委員○今野順子委員○今野順子委員

この標柱の文章のむずかしいところにフリガナをふることはだめでしょ

うか。ほとんどの人は読めないと思います。

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

黒澤三郎委員と良く相談してフリガナを付けるようにしてください。他

にありませんか。無いようなので、承認しても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】

．１６ 東北総合体育大会柔道競技歓迎事業．１６ 東北総合体育大会柔道競技歓迎事業．１６ 東北総合体育大会柔道競技歓迎事業．１６ 東北総合体育大会柔道競技歓迎事業NO

説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事説明者 伊藤市民サービス課参事

○進藤豊和委員○進藤豊和委員○進藤豊和委員○進藤豊和委員

今年、第３６回東北総合体育大会ということで全県各地で競技が開始さ

れます。その中で県の予算枠が６３万円、大仙市の方から５０万円、広告

。 、協賛金で２２０万円が集まっております それで事業を進めておりますが

なにかしら地元を できるものがあったらなと思い、開会式の中の君がPR

代斉唱後に打ち上げ花火をあげることで、花火の街だなと印象づけること

が出来ると思いプログラムに組み込みました。仙北地域協議会で花火をあ

げていただけたら、地域協議会の提供ということと８月２５日の全国花火

大会をアナウンスしていただく予定です。

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

他の方では、開会式や閉会式などに花火をあげる習慣はないそうです。

実施しているのはこの地方だけだようです。これでご意見なければ承認を

得たいと思います。よろしいでしょうか。
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【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】

．１７ 史跡の里の秋まつり事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１７ 史跡の里の秋まつり事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１７ 史跡の里の秋まつり事業 説明者 伊藤市民サービス課参事．１７ 史跡の里の秋まつり事業 説明者 伊藤市民サービス課参事NO

○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長○佐藤会長

、 。 、毎年行っている事業ですが 何か質問等ございますか 無いようなので

承認しても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】

○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

うございました。
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この会議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


