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平成２６年度 第１回仙北地域協議会  会議録  

 

 

●日 時：平成２６年４月２８日（月）１０：００～  

●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  大河奈々子  後藤孝子  今野順子    

齋藤勇一  佐藤美佐子  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 大西茂雄 佐々木勝夫   佐々木誠孝   佐藤隆造 

 

 

●老松 博行  （大仙市副市長） 

●職 員（本庁）  

  高橋 正人 （総合政策課参事）  

  佐藤 淳哉 （総合政策課主事） 

   

●職 員  (仙北支所） 

  竹内 徳幸 （仙北支所長） 

  伊藤 隆造 （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） 

  佐々木まゆみ（市民サービス課参事）    

  藤嶋 勝広 （市民サービス課主幹） 

   小松 暢子 （市民サービス課副主幹）  

   

 

 

１ 開    会  市民サービス課長  伊藤隆造 

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。 

ただ今より平成２６年度第１回仙北地域協議会を開催いたします。初めに

会長より皆様にご挨拶をいたします。  
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２ 会長あいさつ     仙北地域協議会 会長 吉田利雄 

２６年度第１回目の地域協議会につきましてご案内申し上げたところ、ご

多忙中にもかかわらず老松副市長さんをお迎えして開催できますことをお礼

申し上げます。 

２５年度につきましては、地域予算を有効活用して予定された事業をすべ

てクリアできました。皆様の熱意ある協議のもとに執行できましたことを重

ねてお礼申し上げたいと思います。今年度につきましても、昨年度と同じよ

うに予算を獲得しております。皆様それぞれの立場におかれまして地域の改

善等についてご審議いただければと思います。限られた時間ではありますが、

有効に時間を活用して会を進めて参りたいと思いますのでよろしくお願い申

し上げてご挨拶といたします。                      

 

３ 副市長あいさつ   副市長 老松 博行 

大仙市副市長をしております老松博行と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。本来ですと栗林市長が参りまして皆様に親しくご挨拶申し上げ

るところでございますが、あいにく別の会議に出席しておりまして出席が叶

いませんでした。恐縮ですが代わって私からご挨拶させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。  

本日は平成２６年度第１回仙北地域協議会に年度初めのご多忙の中にもか

かわらず、ご出席いただきましてまして誠にありがとうございます。日も柔

らかく桜の花が咲き誇り、仙北平野が一年で最も生命力にあふれる季節を迎

えております。皆様ご承知のとおり、平成２６年度は大仙市合併１０周年を

迎える節目の年であります。また、時を同じくして８つの地域で地域協議会

を設置されてから１０年目となります。委員の皆様におかれましては、市民

と行政との協働のまちづくりの推進の核として、地域課題を解決するしくみ

づくりや地域枠予算の活用の他、市の各種計画や施策事業に対する意見や提

言のとりまとめなど、地域の特色を活かした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厚くお礼申し上げます。ありがとうご

ざいます。本日は地域協議会の委員の皆様がお集まりでありますので、市の

一大プロジェクトとして推進しております市街地再開発事業など３点につき

まして少しお話させていただきたいと思います。      

１点目は、皆様ご承知のとおり、４月１４日に大曲駅前で実施されており

ます市街地再開発事業の北街区の竣工式が行われました。大曲仙北圏域住民

の長年の願いであった仙北組合病院が名称も新たに”大曲厚生医療センター

”として５月１日に開院されます。最新鋭の設備と快適な医療環境が整い、

地域の中核病院としてこれまで以上に大きな役割を担うことが期待されてお

ります。今後は南街区の方に工事が進むわけですが南街区におきましても事
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業が円滑に進むように市としても引き続き力を入れて参りますので、皆様か

らもよろしくお願いいたします。  

２点目といたしましては、新聞等でも取り上げられましたが、大仙市・大

曲商工会議所・大仙市商工会の３団体による花火産業構想という新な取り組

みを今年度からスタートいたしております。大仙市が誇る日本最高峰の大曲

花火のブランド力を活用し、工業・観光・農業・商業・文化・教育など様々

な分野に渡って地域を元気にしようとする、これまでにない新たな取り組み

であります。この構想では、資料館を建設し花火の文化的価値を高めること、

花火の発展に資する人材の育成、花火工場の建設、花火を起点とした観光・

農業・商業・教育・文化などを振興する取り組みなど、４点を柱とした様々

な事業を展開して地域経済活性化をめざすものであります。この点につきま

しても皆様のご協力をよろしくお願いいたします。  

最後、３点目として、今年の大きなイベントであります第２９回国民文化

祭秋田２０１４が１０月に開催されます。大仙市の主催事業といたしまして、

子ども達を通じての囲碁文化の継承をめざす”囲碁サミット 2014 in 大仙”。

和のおもてなしの空間を作る旧池田氏庭園  秋の園遊会。そして、戦後を代

表する写真家であります「木村伊兵衛氏の世界を魅せる秋田の美写真の力」。

この３事業を開催することになっております。このうち秋の園遊会につきま

しては、大仙市を代表する文化的財産となっております旧池田氏庭園を舞台

に開催されることになっております。往時の美しい姿が徐々に復元され、県

内外から多くの皆様から訪れていただけるものと思っております。さらに県

民参加事業として、花火の過去現在未来を解説付きで４０分間打ち上げる「伝

統・挑戦・日本の花火～大曲の花火～」。そして民謡大会の優勝者の皆さん

が若い歌い手を指導継承する場となる「民謡継承祭典～民謡を次世代へ歌い

踊り継ぐ～」この２つの事業が県から採択されております。現在各団体にお

きまして準備をすすめているところであります。国民文化祭を機会に、ふる

さと大仙市の魅力ある自然や伝統文化を県内外に発信できるように準備をす

すめて参りたいと考えております。また、今日はこの後ここ仙北地域におけ

るおもな事業につきましてもご説明する予定となっております。事業推進に

対しまして皆様からご支援をよろしくお願いいたします。  

大仙市誕生から１０年、新たなステージに向けたスタートができるよう引

き続き様々な取り組みを進めるとともに、市民の皆様との協働のまちづくり

を推進できますよう、皆様よりのなお一層のご理解ご協力を賜わりますよう

お願いいたします。 

結びになりますが、本日の協議会が実りあるものとなり一層地域の発展に

資する契機となりますようご期待申し上げると共に、委員の皆様の益々のご

健勝とご活躍をご祈念いたしましてあいさつとさせていただきます。  
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○職員紹介         仙北支所長 竹内徳幸 

        

 ○伊藤市民サービス課長  

続きまして、次第の４ 会議録署名委員の指名に移りますが、ここから

の進行につきましては、吉田会長さんの方に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。  

 

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、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ので

よろしくお願いいたします。会議録署名委員は須田若子委員、中野信一委

員にお願いいたします。  

 

５ 議    事  

  ○吉田会長 

それでは、議事の（１）について事務局より説明をお願いします。  

  

  １）平成２６年度仙北地域予算について    

               説明者 伊藤市民サービス課長   

                             説明者 須田農林建設課長 

                説明者   小松公民館長  

 

  ○吉田会長 

ただいま仙北地域予算につきましてそれぞれの担当部課よりご説明いた

だきましたが、何か質問・ご意見はございますでしょうか。  

  

             【意見なしの声あり】  

 

無いようですので、地域予算事業ついてはこれで終了いたします。  

続きまして議題（２）の地域枠予算に移ります。事務局の方から説明をお

願いいたします。 
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 ２）地域枠予算について   

  ○藤嶋主幹 

資料２になりますが№１と№２は事業目的が類似しており、継続事業で

場所も国道１３号線の対角に位置するものでありますので、一括でご説明

いたします。 

  NO．１ 川前地域環境美化事業説明   

  NO．２ 大仙市商工会女性部仙北支所環境美化事業説明  

                説明者 市民サービス課 藤嶋主幹 

 

 ○吉田会長 

前年度もこの件につきまして協議していただきまして、継続案件でござ

います。それぞれの目的は美化ということでございますし、仙北地域への

玄関口でもありますし、その辺も考慮しながらご協議いただければと思い

ますがいかがでしょうか。  

   

 ○吉田会長 

伊藤副会長さんからも、申請者のお立場で何かございませんでしょうか  

   

 ○伊藤まり子副会長 

毎年私たち女性部も花壇の手入れを行っておりますけれども、水やり・

除草など汗を流している活動の１つです。たいへん大きな株になり見てい

ただいた皆さんに喜んでいただいております。今年もみんなでまたきれい

な花を咲かせていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

  

 ○吉田会長 

今、更なるお願いということでお話しがございましたけれどもいかがで

しょうか。       

     

           【全員一致で異議なしの声あり】  

 

  ○吉田会長 

皆さんにご理解いただけたものとして、採択させていただきます。  

引続きまして次の提案をお願いします。  

   

  ○藤嶋主幹 

それでは、資料２－3 №３の観光ボランティア支援事業についてご説明

いたします。 
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  №３ 観光ボランティア支援事業説明 

               説明者 市民サービス課 藤嶋主幹 

  

 ○吉田会長 

ありがとうございました。この件につきまして皆さんからご意見を賜り

たいと思います。 

 

 ○原 隆新委員 

ボランティア活動でこのように私たちの払田の柵を PR していただくこ

とを兼ねているようですのでぜひ地域枠予算の中でお願いしたいと思いま

す。 

  

 ○伊藤良子委員 

ぜひ実施していただきたいと思います。  

  

 ○吉田会長 

みなさんからの賛成の意見が多いようですが、採択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】  

 

それでは、採択といたします。  

次の№４について引き続きお願いいたします。  

  

  ○藤嶋主幹 

資料２ -4   仙北地域交通安全推進事業について説明いたします。  

   NO．４ 仙北地域交通安全推進事業説明  

                                   説明者 市民サービス課 藤嶋主幹 

 ○吉田会長 

ただいま説明がありました交通安全推進事業について皆様からのご意見

をいただきたいと思います。  

   

 ○  佐藤美佐子委員 

とてもすてきな旗でとてもよいと思います。  

  

 ○大釜滝浩委員 

事業の申請に対しては大変すばらしいと思いますし、旗をたてるのはと
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てもよいと思います。ですが、国文祭の歓迎という視点からしても旗を建

てる箇所を見ると道路の損傷が目立ちます。苦言ではないのですが道路の

補修等に対しても目配りがほしいと思います。  

  

 ○吉田会長 

推進事業については何ら問題がないようですので、この点については要

望として承っておきたいと思います。  

  

 ○中野信一委員 

事業に対しては賛成でありますが、質問させていただきます。  

事業の中で１７０本の旗やポールについて全部設置するものでしょうか。  

予備で管理する分もあるのでしょうか。  

   

 ○藤嶋主幹 

予算としては１７０本、すべてセットで挙げておりますが、場所によっ

ては単につなぐだけでよい場所もあります。若干は後のために安全会で保

管するケースも想定されます。結論としては、保管分も含めた申請になる

と思われます。 

    

○吉田会長 

よろしいでしょうか。その他にございませんでしょうか。           

                   

          【全員一致で異議なしの声あり】      

      

それでは申請通りに可決ということにしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

地域枠予算についてはこれで終わりたいと思います。  

 

○吉田会長 

続いて、議案（３）小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に係る意見

（案）についてご説明いただきたいと思います。 

 

 ○藤嶋主幹  

小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に係る意見（案）について                          

説明者 藤嶋主幹  
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 ○吉田会長 

先般、委員の皆さんからご審議いただいた中のものであればそれで結構

ですが、特に加除した点があれば注釈ください。  

 

 ○藤嶋主幹 

特にないです。皆様のご意見をそのまま反映させたものであります。     

 

 ○吉田会長 

皆様のご意見を事務局が総括した形のものでありますので、各自が持ち

帰ってご確認の上、これだけはぜひ加除または訂正していただきたいとい

う点等がございましたら事務局に申し出ていただく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】  

 

それでは、事務局の方では委員からの要望要請があった場合は対応くだ

さるようお願いしておきます。  

 

 ○藤嶋主幹 

意見に関する今後の予定について若干お話しをさせていただきます。大

仙市の統一スケジュールとして、第１回目の地域協議会で協議して最終意

見としてとりまとめをし、活性化の対策会議は７月に開催されます。その

前に５月中旬ぐらいまでには地域の意見書としてまとめたものを提出した

いと思います。加除や訂正点があれば５月１０日ぐらいまでに頂戴できれ

ばと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。  

 

 ○吉田会長 

皆さんよろしいでしょうか。  

 

                   【全員一致で異議なしの声あり】  

   

それでは、次に ６ その他   についてお願いします。  

 

 ○藤嶋主幹 

資料４以降は協議事項ではございません。あくまでも参考資料として添

付してございます。  
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   資料４、資料５、資料６、についての説明  

                     説明者 藤嶋主幹 

  

 ○小松公民館長 

それでは、国民文化祭については事務局が生涯学習課でございますので

私のほうから若干説明させていただきます。  

   資料７、資料８、についての説明 

                     説明者 小松公民館長 

  

 ○藤嶋主幹 

    資料９、 について説明 

                     説明者 藤嶋主幹 

      

また、資料にはございませんが、次回の第２回地域協議会および視察研

修等に実施について伊藤課長の方から話をさせていただきます。  

  

 ○伊藤課長 

６月の第２回目の会の開催についてのご提案いたします。あくまでも委

員の皆さんのご意向次第なのですが、朝一番に会議をいたしまして、その

後県立博物館に行きます。博物館には菅江真澄の資料コーナーがございま

す。地域枠予算で何回か菅江真澄についてご審議いただいてきましたが、

委員の皆様から今一度菅江真澄について知っていただく機会になりましょ

うから是非見学いただければと思います。また、時期的に花菖蒲が盛りと

思われますので鑑賞してはと思います。資料等ございませんが、この機会

に審議いただければと思います。  

 

 ○吉田会長 

次回の地域協議会の開催と研修会についてのご意見をいただきたいと思

います。 

標柱の整備について、点から線へにもっていく意味でも、私たちもその

知識を得るためにも有意義と思われます。皆さんいかがでしょうか。  

  

 ○佐藤美佐子委員 

たいへんよい計画と思います。ぜひ実施していただきたいと思います。  

 

 ○吉田会長 

自己負担金も生じるものと思われますが、承認いただけますか。  
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          【全員一致で異議なしの声あり】  

 

では、皆さんの同意を得たということでお願いします。  

 

 ○伊藤市民サービス課長  

６月１８日（水）にマイクロバスを予約しております。案件が多ければ、

会議の開催が朝早くなる可能性もあります。昼食等についてなど詳細につ

いては後日に会長さんの方と事務局で立案したいと思います。  

  

 ○吉田会長 

次回についてはそのような持ち方でよろしいでしょうか。  

本日予定しました案件はすべて終了しましたが、質問・要望等ございま

せんか。                         

             【意見なしの声あり】  

       

それでは、これで第１回地域協議会を閉じたいと思います。たいへんス

ムーズなご審議をいただきましてありがとうございました。  
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