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平成２５年度 第２回仙北地域協議会 会議録平成２５年度 第２回仙北地域協議会 会議録平成２５年度 第２回仙北地域協議会 会議録平成２５年度 第２回仙北地域協議会 会議録

●日 時：平成２５年６月２８日（金）午後３時３０分～午後時分

●会 場：市役所仙北庁舎３階 第１会議室

●出席委員（１７名）●出席委員（１７名）●出席委員（１７名）●出席委員（１７名）

池田キミ 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 なし●欠席委員 なし●欠席委員 なし●欠席委員 なし

●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）

佐々木まゆみ（仙北公民館参事）

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

ただ今より平成２５年度第２回仙北地域協議会を始めます。初めに会長

よりご挨拶をお願いいたします。

２ 会長あいさつ 仙北地域協議会 会長 吉田利雄２ 会長あいさつ 仙北地域協議会 会長 吉田利雄２ 会長あいさつ 仙北地域協議会 会長 吉田利雄２ 会長あいさつ 仙北地域協議会 会長 吉田利雄

今日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。市政懇

談会の後の会議ということで、大変お疲れとは存じますが暫時の間ご審議

よろしくお願いいたします。今日は地域枠予算の案件があります。この件

、 、に関しまして 皆様からご審議賜りながら進めて参りたいと思いますので

よろしくお願いい申し上げまして挨拶といたします。

３ 支所長あいさつ 仙北支所 支所長 竹内徳幸３ 支所長あいさつ 仙北支所 支所長 竹内徳幸３ 支所長あいさつ 仙北支所 支所長 竹内徳幸３ 支所長あいさつ 仙北支所 支所長 竹内徳幸

委員の皆様には大変お忙しのところ出席いただきまして、有難うござい

ます。先ほどの市政懇談会にも、たくさんの委員の方から御出席いただき

まして、ありがとうございました。議会の主催ということでしたので、普
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段質問する側の議員が今回は答弁側ということで戸惑ったようなところが

あったようでしたが、説明や答弁で今後ご参考にしていただけるようなも

のもあったように思いましたので、ご活用いただければと思います。今日

は地域枠予算を４件ほど提案させていただいておりますので、どうかよろ

しくご審議のほどお願いいたします。

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

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

会議録署名委員の指名を行います。今日の会議録署名委員は池田キミ委

員、大釜滝浩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

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

それでは、早速協議案件に入らせていただきます。地域枠予算について

ということですが、お手元の資料№４、№５、№７の３件については、関

連がありますので一括でご審議いただきたいと思います。事務局より説明

お願いいたします。

．４ 菅江真澄標柱改修事業．４ 菅江真澄標柱改修事業．４ 菅江真澄標柱改修事業．４ 菅江真澄標柱改修事業NO

．５ 菅江真澄標柱改修事業．５ 菅江真澄標柱改修事業．５ 菅江真澄標柱改修事業．５ 菅江真澄標柱改修事業NO

．７ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤参事．７ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤参事．７ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤参事．７ 菅江真澄標柱改修事業 説明者 伊藤参事NO

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

．４、 ．５、 ．７が、Ⅱ型で上程されております。皆様からごNO NO NO

意見承りたいと思います。何か質問ございませんか。

○大西委員○大西委員○大西委員○大西委員

事業については異議ありませんが、単価の違いは何でしょうか。

○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

単価は、一本あたり53,550円で２本であれば、単純に２倍の107,100円

となるということです。上村は１本で、本郷と下横堀は２本ですので、予

算額の違いは本数の違いによるものです。
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○大西委員○大西委員○大西委員○大西委員

はい、わかりました。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

他に何かございませんか。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員

今後同様の事業が繰り返されると思いますが、標柱の高さとか太さはず

っと同じものでやっていく予定ですか。

○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

同じ製品でやっていく予定です。埋める深さによって高さに違いが出て

くるとは思います。

○大釜委員○大釜委員○大釜委員○大釜委員

事業は結構なことだと思います。木製が１５年で見えなくなってくると

のことですが、インクジェット印刷フイルムと亜鉛パイプの耐久性は、ど

れぐらいなのでしょうか。

○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

昨年度、同じ事業について協議した時に佐々木勝夫委員からも耐久性に

関して、亜鉛メッキの種類は何かという質問がありまして、その際にどぶ

づけとお答えしました。どぶずけは、長持ちするそうです。フイルムにつ

いては劣化すると思いますので、悪くなったら取り替えなければならない

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

支柱については、電気めっきだど早く痛むと思いますが、どぶめっきで

すので半永久的だと思います。

○大釜委員○大釜委員○大釜委員○大釜委員

はい、わかりました。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

その他に何かありませんか。

○後藤委員○後藤委員○後藤委員○後藤委員

私は、歴史は詳しくないのですがこのマップを見て、ぜひ辿ってみたい
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と思いました。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

この協議会として、やろうと思えばできることですし、このことに大変

お詳しい、佐藤隆造委員もいらっしゃるので、十分可能性があると思いま

す。その際は佐藤委員、ご協力おねがいします。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

他にご意見ご質問ございませんか。それでは、 ．４、 ．５、 ．NO NO NO

７、については、ご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】

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

ありがとうございます。つづきまして、 ．６がⅢ型で上程されておNO

ります。 ．６については、申請者のふれあいウィンドオーケストラダNO

イナミックスの草彅団長さんがプレゼンのためにお見えになっています。

○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

草彅団長にお越しいただきましたので、プレゼンのあとに委員の皆様か

ら質問をしていただきまして、草彅さんからは一旦退席いただき、審議し

て決めていただきたいと思います。また、Ⅲ型が２年続くという例があり

ませんので、今年も続けていいかどうかも含めまして、協議してほしいと

思います。それでは草彅さんよろしくお願いします。

【草彅さん入室】【草彅さん入室】【草彅さん入室】【草彅さん入室】

．６ 楽器講習会並びに地域演奏会開催および備品購入事業．６ 楽器講習会並びに地域演奏会開催および備品購入事業．６ 楽器講習会並びに地域演奏会開催および備品購入事業．６ 楽器講習会並びに地域演奏会開催および備品購入事業NO

○プレゼン ふれあいウィンドオーケストラダイナミックス 団長草彅歩○プレゼン ふれあいウィンドオーケストラダイナミックス 団長草彅歩○プレゼン ふれあいウィンドオーケストラダイナミックス 団長草彅歩○プレゼン ふれあいウィンドオーケストラダイナミックス 団長草彅歩

ダイナミックスの草彅と申します。どうかよろしくお願いいたします。

補助事業の概要といいますか実際にやりたい内容についてご説明させてい

ただきたいと思います。私共の団には小学生が１５名から２０名おりまし

て、おもに高梨小学校の子ども達です。高梨小には部活動として吹奏楽が

ないということで、ダイナミックスで練習して演奏会に出ているというよ

うな背景です。この子供たちにどのような場面で演奏に参加させようかと

今までもずっと考えて来てました。実際は吹奏楽連盟の郡の演奏会もあり

ますけれども、それだと大人と子供のバランスがあまり取れないというこ
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ともありまして、子ども達だけで演奏できる場だとか、あと自分たちが演

奏できる場、あと成長させる場、どうやれば成長できるかというのは難し

ところもありますけれども、まず聞かせる、吹かせる、あとは誰かに教わ

るという観点で、去年もこの補助金を使わせてもらっています。一番大き

いイベントといいますのは、今年の２月にジョイントコンサートというこ

、 、 、 、とで 演奏者１００名 １００名といいますのは ダイナミックス３０名

横堀小２０名、あと仙北中学校３０名、仙北吹奏楽団２０名、計１００名

で合同演奏会を開催させていただきました。お陰様で来場者も３００人以

上いらっしゃいまして、各団体が演奏しているときは、他の団体は聞いて

いるという姿勢を取りましたので、実際聞いている方は、４００名以上と

いう形での演奏の場となりました。ご来場いただいた方々から非常にあり

がたいお言葉をいただきまして、来年も開催してほしいだとか、こういう

場をもっと設けてほしいだとか、そういうお話をいただきました。今後、

実際に教育指導の場と演奏の場をどうやって作っていくかというのと、も

う一つちょっと考えていたのは、実はこれは将来的な話です、地域の文化

祭という形になれないかな、ならないかなと思っていたのがここ２、３年

の私の構想でした。地域といいますのは、仙北地域と限定するわけではな

いんですけれども、ここには非常に多くの音楽に携わっている団体があり

ます。仙北吹奏楽団というのは、仙北という名前は付いていますけれども

、 。練習場所がここというだけであって 実際は仙北町の方はあまりいません

逆に太鼓、ここには蘭導と仙北太鼓と２つあります。紫陽花コーラスもあ

ります。子供が同じ年の方いらっしゃるので、ご存知かもしれませんが、

幼稚園でも実は太鼓をやっています。そういった団体と今までかかわらせ

、 、 、てきた経緯もありますので 何かできないかなというのが ほんと将来的

将来的というのは実現できるかどうかわからない将来的なんですけれど

、 。 、も そういう風にもっていければなぁと思っています その第二弾として

昨年に続いての第二弾という意味ですけれども、まず前回参加していただ

いた方々、あとは近隣でやっぱり演奏会を求めている団体、これもいらっ

しゃいますやっぱり、そいういう方々をもうちょっと去年より幅広く誘導

して演奏会をやっていきたいなというのが、今年の大きな補助金の使い道

と考えています。当然演奏するためには楽譜が必要ですし、楽器も必要で

す。あと子供たちの指導というのはなかなか自分たちでできないところも

ありまして、その講師ですね、やっぱり餅は餅屋といいますか、スペシャ

リストがいらっしゃいますので、その人たちに依頼してレベルアップをさ

、 、せてあげたいなと そのレベルアップさせたい理由がもう一つありまして

すみません話が飛び飛びでですね。中学校の吹奏楽部がしばらく全県大会

に行ってないんですね。その理由もあるかもしれないんですけれども、高

校になってから吹奏楽やる人が極端にいないんです。これは、地域でなん
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とかしてあげないとというか、自分たちの団員募集というのも関わっては

きますけれども、このままいくと多分横堀小の吹奏楽部はなくなって、中

学校は残るかもしれないですけども、そのあとの経験者はゼロという地域

になりつつあるなぁと、危機感を覚えてます。それはちょっと避けたい、

自分がやっているからというわけでもないんですけれども、やはり昔マー

チングで全国に行って華々しかった仙北地域っていうのもありますんで、

そういう場にもう一回子供たちをのし上げていきたいなという思いもあり

まして、指導、講習、楽器購入、あとは今持っている楽器も古くなってき

ていますので、その辺も含めて将来につなぐための補助金申請ということ

でお願いしたした次第です。以上です。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

ありがとうございました。団長の草彅さんの熱い思いは十分に伝わりま

した。いつもご難儀掛けていることに対し、心から敬意を申し上げたいと

思います。ただ今委員の皆さんそれぞれが、あなたの思いを十分に理解し

たと思いますので、協議させていただいて、前向きに検討したいと私個人

的には考えておりますので、協議結果をお待ちいただくようお願いいたし

ます。ありがとうございました。何か、質問ある方はいませんか。

○原委員○原委員○原委員○原委員

がんばっていただいていて大変うれしいです。やる人が少ない中で草彅

さんのような方がいることは、大変ありがたく経験者の一人として応援し

たいです。がんばってください。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

その他にありませんか。ないようですので、草彅様ご苦労さまでした。

ありがとうございました。

【草彅さん退室】【草彅さん退室】【草彅さん退室】【草彅さん退室】

○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

それでは事務局の方から若干プレゼンに至った経緯をお話しして、審議

も兼ねながら、進めたいと思います。草彅さんへは結果を連絡することに

なっております。今日草彅さんからⅢ型の事業についてプレゼンしていた

だきました。正しくは、プレゼンテーションという言葉で、会議などで計

画や企画、意見などを提示して発表することと辞典には書いてあります。

プレゼンテーションしていただいている地域は、大曲と協和は新規のもの

だけ、南外はたまにということした。それ以外の４地域は、やっておりま
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せん。プレゼンテーションしていただいて審議するというような方法もあ

りますよということと、Ⅲ型で２年連続というのはめずらしいということ

もあって、今日草彅さんにおいでいただきました。プレゼンテーションの

在り方については、今日は何もルールもなかったので草彅さんの方から自

由にしゃべっていただきましたけれども、方向付というかルールを作って

いただきたいと思います。Ⅰ型は行政の方なのでプレゼンテーションはな

いんですが、Ⅱ型は今回の菅江真澄の標柱のように集落で労働を提供して

実施するものですし、Ⅲ型は団体が補助金をもらってある程度自由度があ

って使えるものですので、どようなプレゼンテーションが必要か、必要と

すればどのような形のプレゼンにするかということをこの会の中で決めて

いただきたいなと思います。よろしくおねがいいたします。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

ただ今説明がありましたとおり、プレゼンテーションしていただいた件

の審議と、それからもうひとつ今後どのような形でプレゼンテーションを

受けるのか、また要請するのか、とうい２つの提案があったと思います。

ひとつ目のＮＯ．６についてまず先に審議していきたいと思います。この

件について、皆さんからご意見いただきたいと思います。

○原委員○原委員○原委員○原委員

是非、認めていただきたいと思います。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

賛成の意見がありましたが、他に付け加えること、要望などありません

か。

○今野委員○今野委員○今野委員○今野委員

ふれあいオーケストラダイナミックスは、去年同じように予算をももらっ

たので継続となっていますが、毎年新しい子が入ってくるので、継続とはな

っていますが、中の子供たちは変わるということを承知してもらって、わた

しも頑張ってもらいたいなと思いますので、ぜひ承認いただきたいです。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

お二方から是非継続してほしいという意見が出ましたが、他にご意見ご

。 、 。ざいませんか ないようですので 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】
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○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

それでは、承認いただいたということで案件の協議は閉じます。それか

ら、伊藤参事から今後このようにプレゼンを求めるのかどうかを審議して

ほしいといこというお話でした。この件についていかがでしょうか。先ほ

どのように申請団体からの説明があれば非常にわかりやすいというのは、

事実なんですが今回のようにしっかりした団体であれば大丈夫でしょう

が、Ⅱ型を申請する集落などの場合プレゼンがあることで、中には敬遠す

ることもあるかもしれません。Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型がある中でⅠ型は行政が実施

しますので、Ⅱ型Ⅲ型を区別してプレゼンを受けるのか、そのあたりにつ

いて審議していただきたいと思います。

○大釜委員○大釜委員○大釜委員○大釜委員

ものによってでないでしょうか。申請書類だけでは足りないとか、自分

の言葉の方が伝わりやすいと思う方がいれば、自分の言葉で説明した方が

皆さんの心に響くのではないでしょうか。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

Ⅱ型でもⅢ型でも、自分でプレゼンしてみたいとう場合にしてもらうと

ことですか。

○原委員○原委員○原委員○原委員

Ⅲ型だけでいいのではないでしょうか。Ⅲ型でも必ず全部というわけで

なくプレゼンしたいという意思があれば、来てもらうという形でいいと思

います。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

ただ今、Ⅱ型でもⅢ型でも意欲的に言葉で伝いたいという申請者がいた

らプレゼンしてもらうという意見と、Ⅲ型からは理解していただくために

プレゼンした方がいいという意見と出ましたが、これについて皆さんから

ご意見賜りたいです。いかがでしょうか

○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員○佐藤委員

相手方側からの話だけでなく、委員が判断するために話を聞いて、理解

が進むという側面もあると思うので、大釜委員のものによりけりとうい意

見を拡大して考えれば、委員の判断に供するためにおいでいただくという

見方もあると思います。
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○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

３人の委員から意見が出ましたが、事務局どうでしょう。

○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

そうすればⅢ型については、すべて出ていただきたいと最初に口頭でお

願いしてよろしいでしょうか。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

先ほど佐藤委員の意見にあったとおり、委員が書面だけでは申請内容が

なかなか理解できない場合は、むやみに承認とういわけにもいかないでし

ょうから、プレゼンテーションしてほしいということです。

○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

ちょっと抽象的なので、はっきり決めていただいた方が事務局としては

やりやすいです。それから原則を申し上げると委員の中に事業に関係する

人がいる場合もあると思いますので、そのような場合審議するとき退室い

ただくかどうか、大曲では退室いただいてるそうです。

○大西委員○大西委員○大西委員○大西委員

そういった場合は、関係者、当事者は退室いただくべきだと思います。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

事業に携わる委員がいれば審議に参加できないというのが、一般的なル

ールだと思いますので、退席いただくということでいいのではないでしょ

うか。プレゼンについては、委員が書面だけでは判断できないような場合

。 、にプレゼンを求めたらどうでしょうか すべてだと大変だと思いますので

その事案事案によって判断するということでいかがでしょうか。

員○大釜委○大釜委○大釜委○大釜委

全てからプレゼンを受けるとすると、今回の菅江真澄のような場合、そ

れぞれから説明をうけても同じことを聞くことになると思います。

○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

そうすると上がってきたものの内容をみてそして審議して、書類だけで

承認できないものについては、また次回ということになることですか。こ

の場に出てもらってお話を聞くということになると、そういうことですよ

ね。
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○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

それを防止するために、今回みたいに予算申請してプレゼンを受けて、

協議してその結果を出すというわけです。プレゼンした人に対して、先ほ

ど伊藤参事が結果は連絡しますといったとおり、皆さんに協議してもらえ

ばその結果は、その日のうちに判断はできると思います。上程したものに

対して聞きたいことがあれば協議会を開いてる時点でここでプレゼンして

もらって、皆さんに審議してもらって結果は出せるとうい、今日とまった

く同じ形です。

○大釜委員○大釜委員○大釜委員○大釜委員

結果が次回になるとものによっては時期を逃してしまうことがあるかと

思います。

○佐々木委員○佐々木委員○佐々木委員○佐々木委員

ということは、待機していただいているとうことでしょうか。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

そうゆう風な方法もあるでしょうし、後日連絡するという方法ももある

と思います。先ほど大釜委員が言ったように、中には明日からすぐ活動し

なければならない事案も出てくると思いますので、そういったものに対し

てはスピーディーに結果を通知しなくてはならないと思いますし、時間的

にある程度余裕のかるようなものについては、後日改めて結果を通知する

ということもあると思います。諸手続きがあってすぐに結果が出ないよう

なプレゼンもあると思いますが、我々の協議会では地域枠予算の限られた

中でのことなので行政の判断が必要だとかいう案件はないと思います。委

員の判断で合否が決定するものだけだと思います。改めてもう１回集まっ

てもらって判断するというものではないと思います。申請者につらい思い

をさせるのは協議会の本意ではないので、その辺をご理解いただいてご審

議いただきたいと思います。

○佐々木誠孝○佐々木誠孝○佐々木誠孝○佐々木誠孝

プレゼンテーションは、Ⅲ型でも気持ち良く我々に報告していただける

という形の中での内容でいいと思います。決してあまりうまくないとか、

判断材料にするとかという形でなく、Ⅱ型でも意欲のある方であればぜひ

ともやっていただいていいだろうし、Ⅲ型であれば、ほぼこういう形をと

っていただければ、たいへん我々もわかりやすということでないでしょう

か。
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○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

はい、わかりました。プレゼンテーションについてはいろいろご意見が

あります。事務局の方でこれはぜひプレゼンをして委員から判断を仰いだ

方がいいという事案が出たときに、そういう方向性を出すということで行

政にお願いするということでいかがでしょうか。今回の件も伊藤参事が継

続であるので委員から理解して判断してもらう機会として呼んだことなの

で、今後も行政の方で判断していただいたものに対して求められた時に我

々がプレゼンを伺うとうような方向で、やらせていただいていかがでしょ

か。みなさんどうでしょうか。

【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】

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

事務局いかがですか。よろしいですか。

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

はい、ありがとうございます。Ⅲ型の申請者についてはプレゼンをお勧

めし、どうしても拒まれた場合は、仕方がないということでご理解くださ

。 。い 基本的にⅢ型はプレゼンをお願いするという形とさせていただきます

○大西委員○大西委員○大西委員○大西委員

ちなみに、去年のこの団体への補助金は同じくらいでしたか。

○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

去年も総事業費が３８万７千円掛かっておりまして、３６万円以上かか

れば３０万円の補助金ということで、Ⅲ型は申請団体の持ち出しがありま

すので差額は団体で対応しています。今回も３６万円の事業費で３０万円

の補助金ということで申請されていますが、多分今年も事業費３８万円く

らいになるかもしれません。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

以上で、予定されていた議事は終了いたしました。その他に何かござい

ませんか。

○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

地域枠予算のⅢ型を使っていただきたいということで、６月１８日に仙

北支部芸術文化協会の総会に出席してきました。一昨年も芸文協総会にお

邪魔して説明させていただいておりますが、今年またお願いしたところ支
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部長さんから許可をいただきましたので、説明しに行ったところ制度を知

らなかったということでした。地域内の団体で地域の特性を伸ばすという

ような事業であれば負担金は伴いますが使えるということをぜひ、委員の

皆さんにも知っていいただいてなるべく多くの団体から使っていただきた

いなぁと思いますので、よろしくお願いいたします。

○吉田会長○吉田会長○吉田会長○吉田会長

はい、了解いたしました。その他何かございませんか。なければこの会

を閉じたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【なしの声あり】【なしの声あり】【なしの声あり】【なしの声あり】

６ 閉会６ 閉会６ 閉会６ 閉会.

長○吉田会○吉田会○吉田会○吉田会

ないようですので以上をもちまして、第２回仙北地域協議会を閉じたい

と思います。長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。今

日の議事につきましては皆様のご協力により無事終了することが出来まし

た。ありがとうございました。
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