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平成２５年度 第３回仙北地域協議会  会議録  

 

 

●日 時：平成２５年８月９日（金）１５：００～  

●会 場：市役所仙北庁舎３階 第１会議室 

 

●出席委員（１５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  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（２名）  

 池田キミ  今野順子 

 

●職 員 

 竹内徳幸（仙北支所長）  

 佐藤初美（市民サービス課長）  

 須田和久（農林建設課長）  

  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）  

 藤嶋勝広（市民サービス課主幹）  

 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   

予定されていた委員の方々、皆様お揃いですのでただいまより第３回仙北

地域協議会を開催いたします。初めに吉田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 

どうも今日はご苦労さまでございます。ニュースでは北の方で非常に厳し

い豪雨被害を被っているという報道がありましたが、この地域は恵まれまし

て影響がないようで安堵しているところであります。また、立秋を過ぎまし

て田圃の方にも実りが見えてきた状況でありますが、日照時間の方が心配さ

れるという農家の方のお話もあります。あまり大きな影響がなく実り多い収
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穫となればいいな感じております。  

また先ほど午前中でありますが、第１回大仙市地域協議会連絡会議に伊藤

副会長と出席してきました。協議会に関する総合的なお話もありましたので、

後ほど担当の伊藤参事から報告があると思います。その辺を踏まえながら本

日提案されている案件について、限られた時間ではありますが皆様から有意

義な協議をしていただきますことをお願いしまして、簡単ではありますが挨

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 

委員の皆様方にはお盆前の大変お忙しい時期ではございますが、ご出席い

ただきましてありがとうございました。  

ただ今の会長のご挨拶の中にありましたように本日午前中、会長、副会長

には地域協議会連絡会議ということでご出席いただきまして、ありがとうご

ざいました。その件について、次第のその他のところで担当よりご説明させ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。  

本日の案件は地域枠予算のⅠ型が３件、Ⅱ型が４件、Ⅲ型が２件、合わせ

て９件でございますので、どうかよろしくご審議お願いいたします。  

 

 

４ 会議録署名委員の指名  

 

 ○吉田会長  

会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は大河奈々子委員、

大西茂雄委員にお願いいたします。  

 

 

５ 議    事  

 

 １）地域枠予算について   

                              

  ○吉田会長 

地域枠予算について資料№８、№９、№ 10、№12 の４件は、新規のⅡ型

でありますが、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。

事務局より事業説明お願いいたします。  
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 NO．８ 菅江真澄標柱改修事業  

 NO．９ 菅江真澄標柱改修事業  

 NO．10 菅江真澄標柱改修事業  

 NO．12 菅江真澄標柱改修事業   説明者  伊藤参事 

 

  ○吉田会長 

ただ今説明いただきましたが、前回も同じ事業の申請がありまして皆様

からご協議いただいたところであります。事業目的や事業概要については、

全て共通という認識ですが、委員の皆様からご意見伺いたいと思います。

いかがでしょうか。 

 

  【賛成の声あり】 

 

  ○吉田会長 

それでは、決を採りたいと思います。皆様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】  

    

  ○吉田会長 

ありがとうございます。それでは、全員一致といことで№８、№９、№

10、№12 の４件については申請通り事業を承認するということにさせてい

ただきます。 

それでは、続きまして新規事業の№11 について説明お願いします  

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

№11 の「仙北地域福祉施設慰問事業」につきましては、Ⅲ型ですので前

回の協議会の際に取決めしました通りプレゼンをお願いしております。申

請者の方が３時半にいらっしゃる予定ですので、先に事業説明をさせてい

ただきます。 

 

 NO．11 仙北地域福祉施設慰問事業   説明者  伊藤参事 

  

 ○伊藤市民サービス課参事  

申請者の方がお見えになるのは３時半ですので、説明はこれで終わって、

お見えになったらすぐにプレゼンしていただくことにしたいと思います。  

№11 については保留とし、次の案件に移っていただきたいと思います。 
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 ○吉田会長 

それでは、№11 については暫時保留ということで、次の№ 13 に移ります。

№13 についてご説明お願いします。  

 

 NO．13 仙北中学校ボランティア活動支援事業    説明者  伊藤参事 

 

 ○吉田会長 

ただ今事務局から説明がありました仙北中学校ボランティア活動支援事

業について、皆様からご意見を承りたいと思います。  

 

 ○竹内支所長 

会長、すみません。事業内容については、ただ今担当が説明を申し上げ

た通りですが、事業をやることの効果につきましてもう一押しさせていた

だきたいと思います。 

ユニホームを統一するということになりますと、来園者の視覚に訴える

ことが出来ると思います。来園者に対するおもてなしの気持ちを全面的に

アピールできるという効果があると思います。また、それと同時にユニホ

ームを着用することによって生徒たちに自覚と責任が生まれるということ

と、地域に対する理解が深まるという効果もあると思います。来園者との

交流も深まり、そういった経験は生徒たちの大きな財産になるものと思わ

れます。ぜひこの事業についてご承認いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

 

 ○吉田会長 

ただ今、支所長から補足的にぜひよろしくお願いしたいというお話をい

ただきました。おそらく生徒達がこの活動で学び得た経験は、将来非常に

大きな糧になると思いますので、皆様からご理解いただき事業推進してい

ただきたいと私も思いますが、いかがでしょうか。皆様からご意見承りた

いと思います。 

 

 ○佐々木委員 

冬期間の除雪ボランティアでも使うのは非常によろしいなと思います。

実は私は民生委員の関係から、社会福祉協議会の除雪ボランティア雪まる

隊の隊員でして、一般の人も隊員としておられるわけですが、我々は着用

するものがありまして、そのジャンパーを着ながら活動しています。仙北

中の生徒さん方も一人暮らし世帯で除雪の奉仕活動をしてくださる機会が
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２，３回ありますが、その際何も揃いのものを着ないで活動することは気

の毒で、折角これだけいいことをやっているのだから何かあればいいなと

常々思っておりました。そういった面からすれば、これは非常にタイムリ

ーなことだなと思います。徐々に数を増やしてやがては全員に行くように

したらいかがでしょうか。非常によろしいと思います。  

 

 ○吉田会長 

ただ今、佐々木委員から是非協力したいという意見がありましたが、他

にございませんか。  

 

 ○大釜委員 

同じ意見ですけれども、今年度買ってその後継続的に買っていくという

ことですか。 

 

 ○竹内支所長 

今年度着用するのは、２年生全員と一部の１年生、３年生ですが、毎年

そのまま残しておいて、次の２年生と希望する１年生３年生へ引き継ぐと

いう形をとりたいということです。  

 

 ○大釜委員 

作業して傷んできたりした場合は、どうなりますか。  

 

 ○竹内支所長 

傷んだものは更新し、着用できる状態の４０着を常に維持していきたい

と思っています。 

 

 ○大釜委員 

大変結構だと思います。  

 

 ○吉田会長 

午前中の会議の中で大仙市雪対策事業計画が平成２６年度に向けて検討

されていて、今ここで協議された件に関連したことが話題になっておりま

した。独居老人の暮らしを地域のコミュニティで守るためにどういったこ

とが必要なのかというようなことが課題となっていますので、的を射た先

取りの事業であると思います。生徒達が協力して独居老人の方々への除雪

ボランティアを実施するということは、大変いいことだなぁと思います。  

ただ、除雪作業には着るものだけではなく道具も必要なわけで、その辺
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の配慮についてどのように考えているのか、折角の機会ですので検討して

みてはいかがでしょうか。スノーダンプ等の設備が必要であるように思う

のですが、そのあたりも含めて検討してみてはなお一層効果的ではないか

と考えるのですが。  

 ○竹内支所長 

今会長がおっしゃったとおりだと思います。学校と在庫の確認を取りな

がら十分な活動ができるよう、体制を作っていかなければいけないと思い

ます。今後学校と協議しながら検討していきたいと思います。  

 

 ○吉田会長 

いろんな意見が出ましたが、この件に関して皆さんからご判断をいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。  

 

 【賛成の声あり】 

 

 ○吉田会長 

賛成でよろしいですか。  

 

 【全員一致で異議なしの声あり】  

 

 ○吉田会長 

ありがとうございます。それでは№14 について説明をお願いします。  

 

 NO．14 史跡の里の秋まつり事業    説明者  伊藤参事 

 

 ○吉田会長 

この件に関して、皆様からご意見承りたいと思いますが、何かございま

せんか。 

 

 【異議なしの声あり】  

 

 ○吉田会長 

異議なしという声がありますが、継続事業として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】  
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 ○吉田会長 

ありがとうございました。それでは先ほど保留しておりました№ 11「仙

北地域福祉施設慰問事業」につきまして、申請者がお見えですのでプレゼ

ンをお願いします。 

 

【あじさいコーラス  代表 原ミエさん ・ 会計 小松悦子さん 入室】 

 ○伊藤市民サービス課参事  

あらかじめ申請事業の概要については説明しておりますので、会長さん

から直接委員の皆様に思いを伝えてください。  

 

 ○プレゼン あじさいコーラス 代表 原ミエ 

皆様こんにちは。この度施設慰問事業へ補助金をいただきたく、申請さ

せていただきました。６万円の事業に対して５万円の補助金をいただいて、

「ひまわり」、「元気でねっと」、「ケアホーム星宮」、「柵の湯のサロ

ン」の４か所を９月から１２月までの間に慰問する予定でおります。事業

費の内訳は、ピアノの先生への謝礼として当日と練習を含めて１万円、ピ

アノ借用料として５千円で、１回あたり合計１万５千円です。このような

予定で４か所慰問したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。 

 

【あじさいコーラス  代表 原ミエさん ・ 会計 小松悦子さん 退室】 

 

 ○吉田会長 

ただ今の説明をうかがいました。また事業説明書からもご理解いただい

たと思います。皆さんいかがでしょうか。  

 

 【賛成の声あり】 

 

 ○吉田会長 

それでは全員賛成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】  

 

 ○吉田会長 

それでは承認ということで次に進みます。№ 15 について事務局より説明

お願いします 

 NO．15 仙北地域活性化対策事業    説明者  伊藤参事 
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 ○吉田会長 

ただ今説明がございました。内容でございますが、事業効果については

発想力や行動力を参考にし、地域の活性化を図るとういうようなことでご

ざいます。この辺も踏まえて、皆さんからご審議賜りたいと思います。  

 

 ○須田委員 

これは、講演だけですか。少し時間を早めて子ども達にショーを見せた

いような気がするんですが、講演会だけでしょうか。 

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

それについても考えましたが、ネイガーショーとなるとネイガーの他に

も出演者が必要になり、経費的に難しいです。超神ネイガーを作った人と

いうことでポスターには超神ネイガーを載せますが、間違いのないようシ

ョーはやりませんとうい注意書きが必要かと思っております。  

 

 ○吉田会長 

経費的な問題で、超神ネイガーは呼べないそうですのが、ショーはまた

別の機会とうい可能性もあるかと思います。その他ございませんか。  

 

 【ありませんの声あり】  

 

 ○吉田会長 

それでは、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】  

 

 ○吉田会長 

ありがとうございます。それは、№16 についてご説明をお願いします。 

 

 NO．16 仙北地域道路案内看板修繕事業   説明者  伊藤参事 

 

 ○吉田会長 

ただいま説明のあった通り、この件はⅠ型であります。皆さんからご意

見賜りたいと思います 

  

 【意見なしの声あり】  
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 ○吉田会長 

意見なしの声がありましたが、みなさん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】  

 

 ○吉田会長 

ありがとうございました。それでは承認といたします。以上で今日の地

域枠予算についての協議は、終わりといたします。  

 

 

６ そ の 他 

 

 ○吉田会長 

先ほど第１回大仙市地域協議会連絡会議についてお話しましたが、その

中で話し合われたことについて、伊藤参事から報告をお願いします。  

 

 第１回大仙市地域協議会連絡会議について    報告者  伊藤参事 

  

 ○吉田会長 

ありがとうございました。大仙市地域協議会連絡会議の中で、菅江真澄

の標柱の改修を事例として紹介した際に、旧仙北町に何本あるかと質問さ

れ３４本あると答えたところ、大変驚かれました。ただ、菅江真澄氏がこ

の地域でどのような活動をしたのか理解不足であり、協議会委員として勉

強する必要があるのではないかと感じております。ここに、史談会の佐藤

会長さんもいらっしゃいますので、機会を見て勉強することもいいのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。  

 

 【賛成です】 

  

 ○吉田会長 

事務局ご難儀掛けますが、よろしくお願いします。  

 

 ○市民サービス課伊藤参事  

検討させていただきます。  
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 ○吉田会長 

その他何かございませんか。ないようですので本日の協議会を閉じたい

と思います。大変ご苦労さまでした。  
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