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平成２５年度 第５回仙北地域協議会  会議録  

 

 

●日 時：平成２５年１２月１２日（木）１３：００～  

●会 場：市役所仙北庁舎３階 第１会議室 

 

●出席委員（１２名） 

  伊藤まり子  伊藤良子   大釜滝浩   大西茂雄  後藤孝子  

  齋藤勇一   佐々木勝夫  佐々木誠孝  須田若子  中野信一   

  原隆新    吉田利雄 

●欠席委員（５名）  

  池田キミ   大河奈々子  今野順子  佐藤美佐子  佐藤隆造 

 

●職 員 

  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）  

  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 佐藤課長  

開会時刻となりましたので、ただ今より平成２５年度第５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 

今日は師走の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。ま

た日頃からこの地域協議会にご理解とご協力をいただきながら、ご意見を頂

いていることにこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。  

暦の上では、今日１２月１２日は山の神の祭りということで、やはり暦通

り荒れてくるのかなぁと感じているところです。伺うところによると山の神

の日は木や材木に係る仕事の方達は仕事を休む日だそうで、おそらく大工さ

んなども休みだと思います。  
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今年も残された日がわずかになってしまいましたが、地域からの要請につ

いて皆様から忌憚のないご意見を頂戴し、申請案件について協議くださるよ

うお願い申し上げまして、簡単ではござい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、年末のお忙しいところ御出席いただきましてありがと

うございました。また、１１月１３日に開催されました東部地区地域協議会

委員合同研修会、並びに交流会へもたくさんの委員の方々からご出席いただ

きましてありがとうございました。特に吉田会長には、当番地区の会長とし

て本当にご難儀をお掛けしました。ありがとうございました。  

さて、今年も残すところ３週間足らずとなりましたが、過去４回の地域協

議会でご承認いただきました事業は、順調に推移しております。中でも１１

月２日から４日にかけて、仙北中学校の生徒達が旧池田氏庭園の公開で案内

ボランティアや受付などで大変がんばっておられました。  

本日はⅠ型が３件とⅡ型が２件の計５件の案件が予定されておりますので

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。会議録署名委員は齋藤勇一委員、佐

々木勝夫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 

それでは、早速ではございますが、協議に入らせていただきます。お手

元の資料№25「仙北技能組合奉仕活動事業」について説明お願いします。  

 

  NO．２５ 仙北技能組合奉仕活動事業    

                 説明者 伊藤市民サービス課参事  

 

 ○吉田会長 

この件について、皆様からご意見を承りたいと思います。いかがでしょ

うか。何かございませんか。  
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 ○後藤委員 

大変いいことだと思います。我が家にも老人がいましたが、立ったり座

ったりするときに手摺があるととても助かると思います。大がかりな工事

になると介護保険の補助があるみたいですが、対象にならない方やちょっ

と手摺を付けるだけの場合は、とてもありがたいと思います。  

 

 ○吉田会長 

ただ今、賛同のご意見がありましたが、その他にありませんか。  

 

 ○佐々木誠孝委員 

私も大変いい事業だと思います。ちなみにこの予算４万円でどれ位の件

数を見込んでいるのでしょうか。  

 

 ○吉田会長 

実施予定世帯は、１０世帯みているようです。それ以上の要望がった場

合は来年度になるか、あるいは申請団体の予算で対応してくださるのか確

認はしておりませんが、一応申請の段階では１０世帯を予定しているよう

です。 

 

 ○吉田会長 

ほかに何か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、この件につきましては承認といたし

ます。 

続きまして、№26「新春！ふれ文映画まつり」事業について事務局より

ご説明お願いいたします。  

 

  NO．２６ 新春！ふれ文映画まつり事業    

                 説明者 伊藤市民サービス課参事  

                                  説明者 小松公民館長 

 ○吉田会長 

ありがとうございます。ただ今のご説明を受けて、何かご意見等ござい

ませんか。 
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 ○須田委員 

今、図書館ではこの「マジックツリーハウス」と「体脂肪計タニタの社

員食堂」の本がすごく人気があってよく貸出されています。本を読んで興

味を持ってくれている方も多いと思いますので、是非映画も観てほしいな

と思います。 

 

 ○吉田会長 

タニタは旧仙北町の誘致工場でありますし、丸の内タニタ食堂は大変人

気があるようで、話題になっています。本業と離れた事業に取り組んでい

るということで注目を集め、先般安倍総理もタニタについてコメントされ

ているようでした。  

この件について、皆さんからご意見を賜りたいと思います。開催日の２

月２日は、小正月近くですので、小正月行事の前触れとしてイベントを打

つのも地域活性化になると思うのですが、いかがでしょうか。  

 

【異議なしの声あり】 

 

 ○吉田会長 

異議なしとの声があるようですが、承認ということで決定してよろしい

ですか。 

 

   【全員一致で異議なしの声あり】  

 

 ○吉田会長 

それでは、皆様から賛成をいただきましたので承認とさせていただきま

す。ありがとうございました。 

続きまして№27「町内会交通安全看板作製事業」についてご説明お願い

します。 

 

  NO．２７ 町内会交通安全看板作製事業    

                 説明者 伊藤市民サービス課参事  

 

 ○吉田会長 

ただ今説明がありました人型パネルサインですが、幅が 600 ㎜、高さが

1700 ㎜ですので、運転手は目に入ると思います。距離的にどれくらいの範

囲で設置するかわからないんですが、２枚だけで間に合うのかどうかの問

題が発生するかもしれません。とりあえず試験的にやってみて状況しだい
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でさらなる要請があるかもしれないと、私個人的には思いますが、事故を

未然に防ぐ環境づくりをしたいという地域の要望ですので、そのあたりを

考慮しながら皆さんからご意見を頂ければなと思います。  

イメージとしては工事看板の小さいやつだと思います。風で倒れないた

めのウエイトも付けるようですし、反射フイルムを貼っているので夕暮れ

後でも対応できるようです。いかがでしょうか。  

 

  【異議なしの声あり】  

 

 ○吉田会長 

異議なしとの声があるようですが、承認ということで決定してよろしい

ですか。 

 

   【全員一致で異議なしの声あり】  

 

 ○吉田会長 

それでは、皆様から賛成をいただきましたので承認とさせていただきま

す。ありがとうございました。  

続きまして№28「仙北地域コミュニティ用品整備事業」についてご説明

お願いします。 

 

  NO．２８ 仙北地域コミュニティ用品整備事業     

                 説明者 伊藤市民サービス課参事  

 

 ○吉田会長 

ただ今、ご説明のありましたこの件について皆様からご意見賜りたいと

思います。 

これは１９年からということは、もう７年くらい使われているというこ

とですね。仙北のテントはあちこちから引っ張りだこで、すごく使われて

いますから、よくもっている方でないでしょうか。  

 

 ○佐藤市民サービス課長  

大仙市の中でもすごく人気で、口コミで他の地域の保育所とかにも貸し

出されています。いままでも部品を補充したりしてきましたが、天幕が傷

んでどうしようもなくなってきていますので、どうかよろしくお願いしま

す。  
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○吉田会長 

不備をそのままにして、何かあってもいけないので、そういったことも

考慮していだきながら、ご意見賜りたいと思います。いかがでしょうか。  

 

【異議なしの声あり】 

 

 ○吉田会長 

異議なしとの声があるようですが、承認ということで決定してよろしい

ですか。 

 

   【全員一致で異議なしの声あり】  

 

 ○吉田会長 

それでは、皆様から賛成をいただきましたので承認とさせていただきま

す。ありがとうございました。  

続きまして№28「冬まつり・自治会イベント用品整備事業」についてご

説明お願いします。  

 

  NO ． ２ ８  冬 ま つ り ・ 自 治 会 イ ベ ン ト 用 品 整 備 事 業                             

説明者 伊藤市民サービス課参事  

 

 ○吉田会長 

冬季の地域イベントへの貸し出しということです。この件について皆様

からご意見承りたいと思います。何かご意見ございませんか。  

 

 ○大釜委員 

ガスは消耗すると思いますが、補充についてはどうするのでしょうか。  

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

使った方から負担していただくかこちらで補充するか、ルールを決めた

いと思います。３０台ありますので、一気に全部なくなるということはな

いと思います。今シーズンは間に合うと思います。  

 

 ○大西委員  

ガスが少なくなっているものが貸し出されることもあると思いますの

で、貸し出す際は予備があればいいと思います。  
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 ○伊藤市民サービス課参事  

ちなみにボンベだけの値段は、定価で 525 円です。 

 

 ○佐藤市民サービス課長  

これ一つあればかなりもつと思いますので、しょっちゅう変えなければ

いけないということではないと思います。いずれはなくなることですが、

大分もつと思います。 

 

 ○後藤委員 

天気のいい日ばかりでなく吹雪の中でも、ミニかまくらはすごくたくさ

ん作りますので、作業するうえではこのガスバーナーがあればとてもいい

のではないでしょうか。  

 

 ○佐々木勝夫委員 

この事業には賛成で特に問題ないのですが、実は、私の集落の川戸賀で

もどんと焼きをやっていまして、園芸用の棒にウエスをまいて灯油を染み

込ませて、子供達に火を付けさせています。子供は、火がつくとそのまま

火種を置いてすぐ逃げてしまいます。火種であればまだいいのですが、ガ

スバーナーもそういう使い方すると大変危険だと思います。使用を大人に

限定して気を付けて貸し出してほしいと思います。  

 

 ○吉田会長 

この件については、賛同の意見が多いようです。貸し出す際の条件とし

て管理体制をしっかりしてもらうことと、注意喚起してほしいというのが

委員からの要望です。事故があってはいけないので、そのように取り計ら

いお願いします。 

それから、スペアのガスの件ですが、だいぶ持つようですがミニかまく

らの数も多いようですし、可能であれば予算額を増やしてスペアを用意す

るというのもいいのではないかと、個人的には思うのですが、いかがでし

ょうか。 

 

 ○中野委員 

折角なので、替えのボンベも含めての申請とした方がいいのではないで

しょうか。 

 

 ○佐藤サービス課長 

会長はじめ他の委員の方からもそのようにおっしゃっていただきました
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ので、もし皆様からご理解いただけるのであれば、スペアも含めた金額で

の申請とさせていただきたいと思います。  

 

 ○吉田会長 

はい、それではスペアのガスも含めた金額での申請へ差し替えというこ

とで、承認いただけますでしょうか。  

 

   【全員一致で異議なしの声あり】  

 

 ○吉田会長 

それでは、皆様から賛成をいただきましたので承認とさせていただきま

す。ありがとうございました。以上で本日の案件は終了です。ご協力あり

がとうございました。議事については終わりますが、その他に何かござい

ませんか。 

    

 ○伊藤市民サービス課参事  

地域枠予算の残額については、今のところ八十数万円残っております。

折角の予算ですので、できれば市民の皆様から遣っていただきたいと思い

ます。Ⅲ型となれば自己負担も伴うわけですが、何か思いつく案件がござ

いましたら、こういうことはどうでしょうかとか、こうゆうやりかたはま

ずいでしょうかなど、案を出していただければ事務局としても後押しさせ

ていただきたいと思います。もし、Ⅰ型がふさわしいとすれば、Ⅰ型で申

請いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。  

 

 ○吉田会長 

地域枠にまだ余裕があるというお話です。委員の皆さんが所属している

団体から申請につながるような事案があればと思います。原委員は、自治

会の方から何かありませんでしょうか。  

 

 ○原委員 

そうですね、各自自治会に持ち帰らないと、今この場で急にと言われま

しても思いつかないのですが、Ⅰ型の方が予算の効力が地域にまんべんな

く行き届くのかなと思いますので、もしⅠ型の方でもうちょっと整備した

いというようなことがあれば、それはそれでいいと思います。  

 

 ○吉田会長 

他に、なんでもいいので何かございませんか。  
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○大釜委員 

ちょっと思い立ったことで、どこが申請者になるのかわからないのです

が、私の家の先の県道に払田の方から来た人が渡る横断歩道があります。

春頃だったと思うのですが、横断歩道を横断中の子供達の直前で軽トラが

急停止し、危なかったことがありました。交差点でもない、信号もないよ

うなところの横断歩道は他にもあると思いますが、横断歩道のマーク以外

に明らかにわかるような、もっとアピールできるものがないものかと思っ

ています。通学路でもあるので、学校へも相談したのですが、対応方法が

わからなかったことがありました。  

 

 ○吉田会長 

横断歩道は警察の管轄ですが、その手前で横断歩道があるとう啓発につ

いては、県道ですので県から許可をもらえば可能かもしれません。子ども

達だけではなく高齢者も横断する際は危険だと思います。こういった件は、

Ⅰ型だと思うのですが、行政として検討していただけるものであれば、検

討していただきたいのですが、いかがでしょうか。  

 

 ○竹内支所長 

現状を確認して、行政として何ができるか検討しますので時間をいただ

きたいと思います。  

 

 ○吉田会長 

その他に何か、自分の地域でありませんでしょうか。  

ちなみに、地域枠予算は、去年まで全部使っていましたか。  

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

ほぼ１００％の執行でした。  

  

 ○吉田会長 

八十万以上も残すと、来年から減らされるということでしょうか。  

 

 ○伊藤市民サービス課参事 

そういうことは今まではありませんでした。  

  

 ○吉田会長 

折角いただいた予算ですので、地域に反映させた方がいいと思います。  

副会長の伊藤さん、商工会で何かありませんか。  
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 ○伊藤副会長 

商工会も持ち帰って検討しないといけないです。商工会以外のことです

と、団子町の自治会長の齋藤さんも委員でいらっしゃいますが、実は団子

町の老人クラブで堤防の田圃側に花壇をつくりたいという話を聞いており

ます。申請者が誰なのか、実施する目的は何なのか、予算はいくらかなど

をはっきりさせて、相談してみてはどうかと答えているのですが、そうい

ったものは対象になりますか。  

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

花壇整備自体は対象となりますが法面は河川ですので無理だと思います。 

 

 ○佐々木勝夫委員 

堤防に花壇を作ると土が柔らかくなる等の問題で、無理だと思います。  

 

 ○中野委員 

うちの方の集落でも、農地水の事業で川側でなく田圃側の法面に除草シ

ートを張ったところ、ネズミが穴を通したりすれば水漏れの危険があるの

で外させられた経緯があります。  

 

 ○須田農林建設課長 

堤防の法面については、県管轄なので法面に手を付けるということは一

切許可が出ません。ただ、基盤整備した所と法面との間に若干土地がある

ようで、その部分については土地の所有者の許可が得られれば、可能だと

思います。 

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

土地を貸してもらうことが出来れば、花壇整備自体は、地域枠予算で対

応できます。 

 

 ○吉田会長 

折角ですので、ぜひ所有者を調べて事業として申請に結びつくように相

談に乗っていただきたいと思います。  

 

 ○須田農林建設課長 

今年はもう雪も降っていますので、来年度になると思います。  
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 ○吉田会長 

菅江真澄の標柱を可能な限り進めた方がいいと思います。地域内で温度

差があるといけないので、まだ申請していない集落に声掛けした方がいい

と思いますが、いかがですが。  

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

冬の間は作業が難しいと思います。前回の地域協議会で承認いただいた

橋本会の標柱建立作業も、雪が降って無理だとう報告が一旦ありましたが、

天候の回復を待ってどうにか完成してもらいました。そういう状況ですの

で、これからは雪で作業が出来ませんし、建てる場所もわからなくなりま

すので、今年度の事業とするのは無理だと思います。  

 

 ○吉田会長 

あと残りはどれくらいですか。  

 

 ○伊藤市民サービス課参事 

半分が完成しましたので、残りは半分です。  

 

 ○吉田会長 

３月の雪解けと同時に建立というのはどうですか。  

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

Ⅱ型ですので集落からの要望が基本です。いままでも市から直接集落に

勧めるのではなく、史談会の佐藤会長さんから集落の代表者等に声掛けし

ていただいて、集落で設置場所の土地所有者の承諾を得たり、建立の作業

をしたりとあくまでも集落が主体性をもって動いてもらっています。行政

から押し付けて作業してもらうのは趣旨が違うと思います。  

 

  

 ○佐藤市民サービス課長  

全くその気がない集落に無理やり押し付けることはできません。やりた

くない集落もあるかもしれませんので、希望を確認しながら進めることに

なると思います。 

 

 ○吉田会長 

折角これだけ整備が進んできているのに、やっている集落とそうでない

集落があっては残念です。地域をあげて取り組んで身近な歴史遺産を保存
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することが地域の輪につながると思いますので、引き続き佐藤会長に声掛

けしていただいて進めていただくようお願いします。  

 

 ○支所長 

すべてを完成させたいという気持ちはあるわけですが、存在を知らなか

ったり、関心がなかったりするような集落もありますので、やはり史談会

の会長から歴史的価値を説いていただいて集落から上がってくるような形

がいいと思います。 

 

 ○吉田会長 

地元が受け入れないのであればしょうがないのですが、知らなかったと

うことがないように進めていく必要があると思います。  

 

 ○伊藤市民サービス課参事  

隣の集落がやっているので自分たちもという機運を待っています。佐藤

会長も心当たりのある方へいろいろ声掛けしてくださっております。引き

続き進めていきたいと思います。  

    

 ○大西委員 

すみません。私の方の集落で建てましたので上野田部落の会長さんへ是

非やってみてはどうかと、勧めてみたのですが話は来ていますか。  

 

○伊藤市民サービス課参事  

来ておりません。 

 

 ○須田建設課長 

上野田集落については、私の方からも勧めてみます。  

 

 ○吉田会長 

それでは、佐藤会長とも協力しながら可能であれば雪解けの頃に設置す

るということで進めてください。  

他に何かありますか。 

   

 ○伊藤市民サービス課参事  

何かの会で講師を呼んで勉強することにも地域枠予算は使えますので、

委員のみなさもそれぞれの団体に持ち帰ってぜひ検討していただければと

思います。 
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６ そ の 他   

  

①市長との地域協議会との懇談会について  

日程について協議し、２月下旬開催予定の第６回地域協議会の日に決定。  

 

②農林建設課長より除雪について  

除雪について何かお気づきの点がありましたらお知らせください。地域か

ら苦情が出ないように対応していきたいと思います。  

 

 

７ 開    会   

 

 ○吉田会長 

以上で、第５回の地域協議会を閉じます。ありがとうございました。  
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