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平成２５年度 第１回仙北地域協議会 会議録平成２５年度 第１回仙北地域協議会 会議録平成２５年度 第１回仙北地域協議会 会議録平成２５年度 第１回仙北地域協議会 会議録

●日 時：平成２５年４月２４日（水）１５：００～

●会 場：市役所仙北庁舎３階 第１会議室

●出席委員（１６名）●出席委員（１６名）●出席委員（１６名）●出席委員（１６名）

伊藤まり子 伊藤良子 大釜滝浩 大河奈々子 大西茂雄 後藤孝子

今野順子 齋藤勇一 佐々木勝夫 佐々木誠孝 佐藤美佐子 佐藤隆造

須田若子 中野信一 原隆新 吉田利雄

●欠席委員（１名）●欠席委員（１名）●欠席委員（１名）●欠席委員（１名）

池田キミ

●久米正雄（大仙市副市長）

●職 員（本庁）

小松英昭（企画部長）

高橋正人（総合政策課主幹）

●職 員（仙北支所）

竹内徳幸（仙北支所長）

佐藤初美（市民サービス課長）

小松徹（仙北公民館長）

伊藤隆造（市民サービス課参事）

新田一実 (農林建設課参事）

安部カツイ(農林建設課参事）

佐々木まゆみ（仙北公民館参事）

鈴木美奈子（市民サービス課主査）

１ 委嘱状の交付 副市長 久米正雄１ 委嘱状の交付 副市長 久米正雄１ 委嘱状の交付 副市長 久米正雄１ 委嘱状の交付 副市長 久米正雄

２ 開 会 市民サービス課長 佐藤初美２ 開 会 市民サービス課長 佐藤初美２ 開 会 市民サービス課長 佐藤初美２ 開 会 市民サービス課長 佐藤初美

ただ今より平成２５年度第１回仙北地域協議会を開催いたします。初

めに久米副市長が皆様にご挨拶いたします。
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１ 市長あいさつ 副市長 久米正雄１ 市長あいさつ 副市長 久米正雄１ 市長あいさつ 副市長 久米正雄１ 市長あいさつ 副市長 久米正雄

平成２５年度第１回仙北地域協議会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げ

ます。

本日は公私ともご多忙にもかかわらず、ご出席を賜りまして誠にありが

。 、 、 、とうございます また この度は 地域協議会委員をお引き受けいただき

心から感謝申し上げます。

さて、大仙市が市町村合併に伴い、きめ細かな自治が引き続き行えるよ

う、旧市町村の８つの地域に「地域自治区」を設置し、それぞれの自治区

に地域協議会を設けてから８年が経過しました。

この間、８つの協議会におきましては、市民と行政との協働によるまち

づくりの『核』として、それぞれの地域の課題を自らの力で解決する仕組

みづくりを進めていただくとともに、地域枠予算の活用や、市への提言の

取りまとめなど、委員の皆様には活発な活動を展開していただいておりま

す。この場をお借りしましてあらためて御礼を申し上げたいと存じます。

平成２５年度が始まり、地域協議会も新たな体制でスタートをきること

となりますが、引き続き、委員をお引き受けいただいた皆様におかれまし

ては、協議会のリード役としてご尽力いただきたいと考えておりますし、

このたび新たに委員をお引き受けいただいた皆さまにおかれましては、協

議会の活動をより一層充実させていくため、積極的なご意見・ご提案をい

ただきますようお願いいたします。

本年度の地域協議会関連予算におきましては、引き続き、各地域協議会

委員の皆様を対象とした全体研修を開催するほか、視察研修などの活動を

支援する活性化事業に要する経費を措置するとともに、地域の特色、独自

性を活かしつつ地域課題に対応するための地域枠予算を昨年度と同様に計

上しております。

この地域枠予算につきましては、市民のまちづくりへの参画意識を高め

ていくため、制度を積極的に活用していただけるよう、一層ＰＲに努めて

まいりたいと考えております。

また、皆様ご存じのとおり、人口減少や少子高齢化が進む中、生活環境

の変化により地域のつながりが希薄になっており、地域コミュニティの基

礎となる自治組織の活力低下が懸念されております。

こうした状況を踏まえ、本市では平成２３年１１月から、地域の皆様が

自主的に集落機能の維持や活性化に取り組む活動を支援するため「がんば

る集落」活性化支援事業を創設したところであります。

これまで、９団体から活用いただき、それぞれの集落で自分たちの魅力

や特徴を活かした事業に取り組まれております。

皆様には、これまでの地域枠予算の活用に加え、この新たな支援事業に
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つきましても、地域の皆様に広く周知いただき、地域が元気になるような

取り組みに対しご支援、ご助言をいただきますようよろしくお願いいたし

ます。

これからの市政の運営にあたりましては、これまでと同様「市政は市民

のために」を基本理念とし、市民と行政が共通する目的や目標を実現する

ため、市民と共に汗を流しながら「市民との協働のまちづくり」に努めて

まいりますので、委員の皆様には、これまで以上のご理解とご協力をいた

だきますようお願い申し上げます。

結びになりますが、本日の協議会が実りあるものとなり、地域発展に資

する契機となりますことをご期待申し上げますとともに、皆様の益々のご

活躍とご健勝を心からご祈念申し上げまして、挨拶といたします。

４ 職員紹介 仙北支所長 竹内徳幸４ 職員紹介 仙北支所長 竹内徳幸４ 職員紹介 仙北支所長 竹内徳幸４ 職員紹介 仙北支所長 竹内徳幸

５ 事務局より説明（地域協議会とは） 説明者 市民サービス課 伊藤参事５ 事務局より説明（地域協議会とは） 説明者 市民サービス課 伊藤参事５ 事務局より説明（地域協議会とは） 説明者 市民サービス課 伊藤参事５ 事務局より説明（地域協議会とは） 説明者 市民サービス課 伊藤参事

・大仙市地域自治区の設置等に関する条例 について

・仙北地域協議会運営規則 について

・地域枠予算の運用 について

・地域協議会連絡会議（案） について

・がんばる集落活性化支援事業 について

○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長

ただ今の説明につきまして、何かご質問等ございませんでしょうか。

【なしの声あり】【なしの声あり】【なしの声あり】【なしの声あり】

ないようですので、次第５の「事務局よりの説明」を終わらせていただ

きます。

６ 議 題６ 議 題６ 議 題６ 議 題

○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長

それでは、議事に移りたいと思います。本日の地域協議会は、委員の２

分の１以上が出席しておりますので、大仙市地域自治区の設置等に関する

条例第８条第３項の規定により、本協議会は成立いたします。
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それでは、次第の６の議題（１ 「会長及び副会長の選任」について）、

に入ります。進行につきましては、竹内支所長が行います。

○竹内支所長○竹内支所長○竹内支所長○竹内支所長

正副議長が決まるまでの間、暫時進行役を務めさせていただきたいと思

います。

１）会長及び副会長の選任１）会長及び副会長の選任１）会長及び副会長の選任１）会長及び副会長の選任

○竹内支所長○竹内支所長○竹内支所長○竹内支所長

それでは、議題の（１ 「会長及び副会長の選任」についてお諮りいた）

したいと思います。先ほどの説明にもありましたとおり 「大仙市地域自、

治区の設置等に関する条例」第６条の規定によりまして、委員の互選によ

って定めることとなっております。

、 。互選の方法につきまして 皆様方からご意見をお伺いしたいと思います

どうか積極的なご発言をお願いいたします。

○吉田利雄委員○吉田利雄委員○吉田利雄委員○吉田利雄委員

事務局案はありませんか。

○竹内支所長○竹内支所長○竹内支所長○竹内支所長

ただ今、事務局案というご発言がありましたが、もし皆様よろしければ

事務局からの提案ということで、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】

それでは、事務局からご提案お願いいたします。

○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長

それでは、事務局案といたしまして、大変ご難儀をお掛けしますが会長

には吉田利雄委員、副会長には伊藤まり子委員にお願いしたいと考えてお

ります。

○竹内支所長○竹内支所長○竹内支所長○竹内支所長

事務局から会長に吉田利雄委員、副会長に伊藤まり子委員という案が出

されましたが、これにつきまして何かご意見ございませんか。
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【意見なしの声あり】【意見なしの声あり】【意見なしの声あり】【意見なしの声あり】

それでは、事務局案についてお諮りいたします。会長に吉田利雄委員、

副会長に伊藤まり子委員を互選することにご異議ございませんか。

【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】

ありがとうございました。それでは会長吉田利雄委員、副会長伊藤まり

子委員ということで決定いたしました。

正副会長が決まりましたのでこれで私の任は終わります。

○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長

、 。 、会長 副会長をお引き受けいただきましてありがとうございます 会長

副会長席を準備する間、お時間を頂戴いたします。５分ほど休憩とさせて

いただきます。

【休憩】【休憩】【休憩】【休憩】

○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長

お待たせいたしました。それでは、再開いたします。

就任されました吉田会長、伊藤まり子副会長よりご挨拶をお願いいたし

ます。終わりましたら、今回新任の委員さんもおられますので、皆様から

ひと言ずつ自己紹介をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。それでは、吉田会長お願いいたします。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

自らの発言によりこの任に就くことになり、本当に皆様にとってはご迷

惑なことと思いますが、先ほど以来行政の方からお話しあったとおり、こ

の地域の協議会ということで地域の向上を目指して皆さんとともに努めて

まいりたいと思いますので、何分ご協力お願い申し上げまして挨拶に代え

させていただきます。

○伊藤まり子副会長○伊藤まり子副会長○伊藤まり子副会長○伊藤まり子副会長

副会長を任命されました伊藤まり子です。前期の委員会の時も副会長を

拝命しておりましたが、会長さんが大変素晴らしかったので何も私が助け

るところはなかったのですけれども、今回もまた吉田会長さんのもとでの
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副会長ということで、何も心配しておりません。皆さんよろしくお願いし

ます。

私は、大仙市商工会女性部という団体からこの会の委員になっておりま

すけれども、新しい委員のみなさんと一緒にこの地域を活性化できるよう

にいろんな意見を聞いて、述べて、勉強していきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。

○各委員からの自己紹介○各委員からの自己紹介○各委員からの自己紹介○各委員からの自己紹介

○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長○佐藤市民サービス課長

。 、皆様どうもありがとうございました 会議の進行につきましてはこの後

吉田会長からお願いしたいと思います。

２）会議録署名委員の指名について２）会議録署名委員の指名について２）会議録署名委員の指名について２）会議録署名委員の指名について

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

それでは、早速でございますが議事に入りたいと思います。座ったまま

で発言することをお許し願います。

先ほどの皆様の自己紹介を伺い、非常に有能な方々で、大船に乗ったつ

もりでこの地域協議会が運営できるものと力をいただいたとところであり

ます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議題の（２ 「会議録署名委員の指名」を行います。会議録）

署名委員は、仙北地域協議会運営規程第７条第２項により、議長が指名す

ることになっております。よって伊藤まり子委員と伊藤良子委員にお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。

３）地域枠予算について３）地域枠予算について３）地域枠予算について３）地域枠予算について

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

続きまして議題（３ 「地域枠予算」に移ります。№１の案件について）

事務局から説明をお願いいたします。

○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事○伊藤参事

№１と№２につきましては、関連がありますので一括で説明させていた

。。。。だきます
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№１ 川前地域環境美化事業№１ 川前地域環境美化事業№１ 川前地域環境美化事業№１ 川前地域環境美化事業

№２ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業№２ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業№２ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業№２ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業

説明者 市民サービス課 伊藤参事説明者 市民サービス課 伊藤参事説明者 市民サービス課 伊藤参事説明者 市民サービス課 伊藤参事

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

ただ今、事務局から説明がありました「川前地域環境美化事業」と「大

仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業」の２案につきまして、委員の皆

さんからご意見を賜りたいと思います。何かございませんか。

○佐藤隆造委員○佐藤隆造委員○佐藤隆造委員○佐藤隆造委員

大変結構なことだと思いますし、毎年見せていただいております。参考

までに花壇の面積とかわかりますか。

○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事

面積は把握しておりません。申し訳ありません。二つの事業で金額が違

うのは、大美会では、耕運機だけでなく散水機を使ったり、今年からマル

チを購入したりするために、掛かり増しになっています。

○佐藤隆造委員○佐藤隆造委員○佐藤隆造委員○佐藤隆造委員

面積をお聞きしたのは、国道沿いだけではなくいろんなところに小さい

花壇がありますので、平米あたりどれくらい掛かっているのか素朴な疑問

から聞いたところです。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

事務局では面積は把握していないとのことですが、今後は面積を記載す

るようにお願いします。

その他、何かございませんか。

○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

№１についてですが、花壇については非常によく手入れされ、花もきれ

いに咲いていて、鑑賞させていただいていますが、花壇の裏手、おそらく

花壇として借りている場所ではないと思いますが、草が人の背丈以上に伸

びていて、非常に残念でどうにかならないものかという気持ちで見ていま

すが、いかがなものでしょうか。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

おそらく道路管理している国交省のものと思われますので、こちらの思
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いを伝えることはできるのではないかと思いますので、そのような対応を

したいと思います。よろしいでしょうか。

他に何かありませんか。

○大釜委員○大釜委員○大釜委員○大釜委員

昨年度と比べますと、大美会の申請額が上がって、女性部が下がってい

るようですが、その理由はなんでしょうか。

○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事

大美会では、今年からマルチを使うようですし、商工会女性部の方は、

今年は堆肥を入れないということのようです。

○伊藤まり子副会長○伊藤まり子副会長○伊藤まり子副会長○伊藤まり子副会長

、 、 、去年は堆肥を入れましたが 今年は入れないということとと それから

去年やってみてあんまり目一杯苗を植えすぎると生育が悪いので、少し離

して株を大きくした方がよさそうだったので、今年は苗を少し少なくした

関係で金額も少ないです。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

よろしいでしょうか。他に何かございませんか。

なければこの２案について、承認ということで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】

№３ 平成２５年度仙北地域予算広報事業 説明者 概要 竹内支所長№３ 平成２５年度仙北地域予算広報事業 説明者 概要 竹内支所長№３ 平成２５年度仙北地域予算広報事業 説明者 概要 竹内支所長№３ 平成２５年度仙北地域予算広報事業 説明者 概要 竹内支所長

詳細 担当課長等詳細 担当課長等詳細 担当課長等詳細 担当課長等

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

ただ今「平成２５年度仙北地域予算広報事業」につきまして、説明いた

だきましたが、この件につきまして皆さんからご意見を承りたいと思いま

す。ご意見かございませんか。

【意見なしの声あり】【意見なしの声あり】【意見なしの声あり】【意見なしの声あり】

意見なしという声がございました。それでは皆様承認ということでよろ

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】

それでは、次第６の「議題」につきましては以上で終わりたいと思いま

す。

７ その他７ その他７ その他７ その他

１）地域協議会の開催日時について１）地域協議会の開催日時について１）地域協議会の開催日時について１）地域協議会の開催日時について

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

次に、次第７の「その他」に入りたいと思います （１ 「地域協議会。 ）

の開催日時」についての説明を事務局からお願いいたします。

地域協議会の開催日時について 説明者 市民サービス課 伊藤参事地域協議会の開催日時について 説明者 市民サービス課 伊藤参事地域協議会の開催日時について 説明者 市民サービス課 伊藤参事地域協議会の開催日時について 説明者 市民サービス課 伊藤参事

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

ただ今、事務局より開催日時の説明がありました。開催時間の決定とい

うことですが、今日は午後３時からの開催でしたし、昨年までも午後３時

からの開催という経緯があるようです。皆さんのご意見を伺いたいと思い

ます。いかがでしょうか。

午後３時からの開催でよろしいですか。

【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】

それでは、午後３時からの開催ということで決定いたしました。

それから、先ほどの事務局からの説明で、２ヶ月に１回の協議会とその

他に研修会があるということでしたが、年間の日程表的なもがあれば、ス

ケジュールを立てるのに皆さん都合がいいと思いますが、事務局で作って

もらうことはできますか。

○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事

協議会は会長が招集するとなっておりますので、会長と支所長のスケジ

ュール調整を図って、開催日を決定しておりましたので、原則偶数月の開

催とうことはおおまかに決まっていますが、細かい日程についてあらかじ

め定めるということは、ちょっと難しいです。

また、地域枠予算の申請の状況次第で、開催日が動くということもあり

まして、第何週の何曜日という風に決めておくことが難しいです。
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○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

わかりました。事務局の事情もあるようです。それでは、できるだけ余

裕を持った開催案内をいただければ、委員の皆さんも計画が立つと思いま

すので、そのような配慮をお願いしたいと思います。

○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事○市民サービス課 伊藤参事

了解いたしました。

２）地域協議会の席順について２）地域協議会の席順について２）地域協議会の席順について２）地域協議会の席順について

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

（２ 「席順」につてい事務局から説明お願いします。）

地域協議会の席順について 説明者 市民サービス課 伊藤参事地域協議会の席順について 説明者 市民サービス課 伊藤参事地域協議会の席順について 説明者 市民サービス課 伊藤参事地域協議会の席順について 説明者 市民サービス課 伊藤参事

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

ただ今事務局から、今日は第１回目の開催ということで、あいうえお順

で席設置したという説明がございましたが、このままこの席順でご異議ご

ざいませんか。

【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】

３）大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任について３）大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任について３）大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任について３）大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任について

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

（３ 「大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任」について事）

務局からご説明お願いします。

大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任について大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任について大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任について大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任について

説明者 市民サービス課 伊藤参事説明者 市民サービス課 伊藤参事説明者 市民サービス課 伊藤参事説明者 市民サービス課 伊藤参事

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の選任についてですが、協議

会の中から１名選出ということで、ただ今の事務局からの説明によります

と、今までは副会長の伊藤まり子委員が選任されていたということです。

このことについて、皆様からご意見を賜わりたいと思います。
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【留任でお願いしたいの声あり】【留任でお願いしたいの声あり】【留任でお願いしたいの声あり】【留任でお願いしたいの声あり】

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

留任という声がありましたが、伊藤まり子委員の留任ということでいか

がでしょうか。

【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】

それでは、ご難儀をお掛けいたしますが伊藤まり子委員、よろしくお願

いいたします。

８ 閉 会８ 閉 会８ 閉 会８ 閉 会

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

以上をもちまして、本日の協議会の案件はすべて終了となりました。突

然の指名で議事進行に不慣なこともあり、皆様にたいへんご迷惑をお掛け

いたしました。お許しをいただきながら、ご協力いただきましたことにお

礼を申し上げて、この会を閉じさせていただきたいと思います。本日は大

変ごくろうさまでした。

、 。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


