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  第３回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１８年９月１１日（月） 

午後２時００分～４時１５分 
                             ２．場  所       西仙北総合支所 ２階 第５会議室 
                                             ３．出 席 者       別紙のとおり 
                                             ４．会議内容 
          
 

１開 会 
○堀江考査員              ただいまより、平成１８年度第３回西仙北地域協議会を開催い

たします。はじめに会長よりあいさつを御願いいたします。     
                

２会長あいさつ        いかにも秋らしい天気となりました。本日はお忙しいところお

集まりいただき誠にありがとうございます。第２回目の地域協議

会では８月下旬頃に第３回を開催するということでありましたけ

れど、諸般の事情により今日の開催ということになりました。何

卒ご了承くださるようお願いいたします。今日の協議題は１西仙

北地域枠予算について、２ＥＴＣ設置協議書（案）について、３

報告、４その他となっております。どうか一つよろしくお願いい

たしまして開会の挨拶といたします。 

 

３協議 

○堀江考査員         大仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第４項の規定に

より、会議の進行は会長にお願いいたします。 

 

○工藤会長          それではこれから会議を進めていく事といたします。 

出席委員は１８名中１４名で、過半数を超えておりますので大

仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第３項の規定により

会議は成立します。 

会議に入ります前に、西仙北地域協議会運営規定第７条第２項

の規定により、会議録署名員を私の方から指名させて頂きます。 

若松謙三委員と阿部一雄委員にお願いいたします。 

 

○協議 

それでは早速協議に入ります。西仙北地域枠予算について議題

といたします。 

事務局から説明願います。 

 

協議１ １西仙北地域枠予算について 

○小西副参事         西仙北地域枠予算事業について説明 

（資料１～３ページ） 
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○工藤会長          ただいま地域枠予算事業について説明を頂いた件についてご質

問、ご意見をお受けいたします。 

 

○小笠原博委員        事業決裁はどこまでの決裁でありますか。 

 

○小西副参事         事業内容については市長までの決裁となります。金銭的決裁は

支所長までとなっております。 

 

○小笠原博委員        この地域ではかなり以前からこのような事業を行っていること

は事実であるし、地域の親交融和に役立っている。県道バイパス

の開通と生涯学習センターの竣工記念と併せ持った特別な企画で

もあることから、できることであれば事業を認めてはいかがでし

ょうか。 

 

○佐藤（好）委員       始まった当初は私も案内を受け参加させていただきました。地

域の結束、親睦にはすごく良い事業であると思ってきました。た

だ、今回はバイパス開通、生涯学習センター竣工を合わせたかな

り大きいイベントになっているようです。今回地域枠予算から助

成される事になると、この地域では毎年実施していることから継

続的に補助を受ける足がかりになることが懸念される。事業は毎

年実施されるでしょうが記念すべき○○回とか、特別なときは事

業補助をしても良いと思います。お祭りは小杉山だけが行ってい

るわけではない。継続するという条件はつけないでおかないと他

地域とのバランスが取れなくなる。このようなことから特別なイ

ベントに対しては助成しても良いということにしてはいかがなも

のでしょうか。 

 

○若松（謙）委員       私も佐藤委員と同じ件で、同じような質問をしようかと思って

おりました。これは２０万円をもらえるから４０万円の予算を組

んだのか、過去にはもう少し少ない予算で行い今年は記念の大会

だからということで４０万円の予算を組んだのか、どのようなも

のでしょうか。 

 

○小西副参事         今までの実績によれば３０から３４万円で行っている状況にあ

る。今回地元として、はじめて学習センターを利用しての演芸発

表というイベントになるということで、少々力を入れて頑張ろう

かということでありました。 

 

○若松（謙）委員       例年は３４から３５万円の予算で実施しているわけですね。だ

けれども今年は特別だということで４０万の予算を組んだという

ことですね 
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○小西副参事         そのようです。 

 

○若松（謙）委員       そうすれば地元に３０数万の予算があるとすればもう少し盛大

にできる様な気がしますけれど、そこまでは地元では考えていな

かったということですね。はいわかりました。 

 

○工藤会長          ほかにご意見ございませんか。 

 

○佐々木（忠）委員      このことに対して特別反対の意見はありません。各地区でこの

ような記念の行事が出てくると思いますが、そういう場合はこの

ように補助を受けることができるでしょうか。 

 

○小西副参事         現状としては地域枠予算が継続しているかどうかという事と、

事業内容として自治会組織がしっかりしているかということが条

件になってくると思います。金銭的面は事業計画によりその都度

変わってくると思います。因みに現状からすると最高２０万円で、

これからは変わるかもしれませんが、現状からするとそういうこ

とになります。 

 

○阿部委員          私も同じような発想で話しをしますが、基本的には既存の事業

が地域枠予算を得ることによって地域の活性化につながっていく

ことだということが大事なことであり、今回は生涯学習センター

が完成したということで、まずここで補助を受け地域自治会の活

性化に結び付けようということで捕らえていかないと、ほかの地

域でもお祭り等が行われていることから、来年以降考えた場合に

このこと補助を得ることによって地域枠予算の効果もあるという

ことを抑えておかないとならないと思います。地域枠予算補助を

受けながら地域の活性化につなげることができるということの確

認でもありました。 

 

○工藤会長          いろいろご意見ございましたが他にございませんか。 

               もし無ければこの案に対しましては補助金をあげることに決議

すると言う事でよろしいでしょうか。 

 

○全員            異議なし 

 

○工藤会長          ただし、今回の事業は記念すべき事業であること、この事業を

実施することによってその地域の活性化につながる事業である、

ということでみんなが納得したということにあります。これから

このような事業を行うことに対しての補助をしていくうえで非常

なポイントになるということであります。こう言うことを押さえ 
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た上で案件の議決ということに致します。 

 

協議２ ２ＥＴＣ設置協議書（案）について 

○工藤会長          次の２つ目のＥＴＣ設置協議書（案）についてご協議願いたい

と思います。 

この件につきましては既に委員の皆様方に原案を提出しており、

ご覧になっていただいたことと思います。いかがでしょうか。こ

の決議書（案）で提出するということで宜しいでしょうか。 

 

○全員            異議なし 

 

○工藤会長           それではこの件については決議書（案）を決議書ということで

大仙市長に提出することで議決いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

協議３ ３報告事項について 

○工藤会長          次に報告事項であります。 

①の不法投棄看板からお願いします。 

 

○小西副参事         不法投棄看板について説明。 

（資料５～７ページ） 

 

○工藤会長           いま不法投棄の看板について３例ありましたけれど、ご意見等

ありましたらお願いします。 

 

○佐藤（好）委員       今回出てきたアイデアは以前立てた看板よりかなりイメージが

違い、目を引く感じではないかと思います。ただ、駐停車禁止

みたいなマークのものに、「捨てたものは法律で処罰されます」

というのは前から同じような文句であります。不法投棄禁止と

いうところに例えば「あなたの良心に訴えます」とかという文

言が入れられないものかなと思います。それから目玉のような

ものについては、下のほうに「見られていますあなたの不法行

為」と書いてあります。これは誰かが見ているかもしれない、

という気持ちを起こさせる狙いがある訳で、周りを見て誰も見

ていないときはポイと捨ててしまうような危険がある。私はこ

こに誰も見てはいなくてもここに「神様が見ています」という

ことを書いてみてはどうかと思います。目玉も神様を書いてみ

たらもっと効果があるのではないかと思います。カラスが止ま

っている絵のほうは、ここに「ここはあなたの庭です」という

文言を入れてみてはいかがかなと思います。自分で他の場所に

行ってゴミを捨てる人でも自分の庭、屋敷に捨てる人はいない。 
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そういう人に限って一番きれいにしている訳でありますが、

「自分の庭だと思ってください」というような文言を入れては

どうかなと思います。参考にしていただければと思います。そ

れから、どれか一点の種類に絞り込むものではなく何種類かあ

っていいと思います。その中で最も効果が大きかったものはど

れかなと、後日参考になると思います。三・四種類作ってみて

は如何かなと思います。 

 

○工藤会長          今のご意見でありますが不法投棄禁止と言うところに「あなた

の良心に訴えます」下のほうには「神様が見ています」というよ

うな文言を入れてはどうでしょうかというご意見であります。 

 

○佐藤（好）委員       あるところでの看板には神様の絵を書いてありました。そうし

たところ効果的面でありました。その人は山菜栽培を趣味にして

いる人で盗難防止のために立てたわけで、なるほどいいアイデア

と思いました。良心の無い人はいない。神様が見ている、という、

そこに看板があれば気が止めることになる。良いことをしたつも

りは全く無いわけで、悪いことをわかってやるわけであるからそ

こにドキッとするようなインパクトがあれば違うと思います。 

 

○工藤会長          他にご意見ございませんか。 

               もし無ければこの三つのうち「看板１」のうちどれが良いのか。 

いかがでしょうか 

 

○佐々木（智）委員      看板の大きさはどのくらいでしょうか。 

 

○堀江考査員         これは大仙市でオリジナルに使われているものですが、ほぼこ

れと同規格の看板を考えております。規格の縦横は６０×４０ｃ

ｍほどであります。 

               提案している看板には大仙市・大仙警察署が入ることになりま

す。 

               看板のほか杭も付け、各自治会に設置してもらい冬期間は自治

会で撤収していただくということで、市との協働の事業でありま

す。 

 

○佐々木（智）委員      この看板例を見ると漢字が多い、ゴミを捨てるのは必ずしも大

人とか、例えばこの１枚目の不法投棄禁止と書いたものであると

小さい子供は漢字が読めない、というような、もう少し老若男女

問わないで、パッとわかりやすいようなイメージのものを考えて

も良いのではないかなと思います。 
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○佐々木（修）委員      標語等々は学校にお願いすることはできないでしょうか。小さ

いときからこのような事ことに関わっていると将来のためにも役

立つものではないでしょうか。 

 

○佐藤（好）委員       私の家の近くにもゴミは捨てられているけれど、子供達がわざ

わざジュースを飲んでポイ捨てする子供はおりません。ほとんど

が車に乗った大人がポイ捨ての状態にあります。 

如何なものでしょうか。 

 

○堀江委員          看板は必要なものとは思いますが、道端および周辺環境の整備

がもっと必要なものではないでしょうか。道端の草刈をしている

と、その場所と周辺にはゴミは捨てられていないのが現状である。

人として、社会として、市として、市民として、基本的なことか

ら見直す必要があるのではないでしょうか。 

 

○佐々木（忠）委員      きれいなところにはゴミは見当たりません。しかし、少し奥に

入っていくと中にコンバインとか農機具が捨てられている状況に

あります。 

 

○小笠原（博）委員      自分所有の土地だからといって車を放棄している人も見られま

す。これは本当に如何なものかと思います。 

土川地区では毎年春先一回、青年部が先頭に立ち粗大物を含め

てゴミ収集作業をしております。これは本当に地域として感謝し

ているところです。おかげさまで不法投棄も徐々に目に見えると

ころでは無くなっております。 

 

○伊藤委員          不法投棄看板設置希望箇所がこんなに多く有るとは驚いている

ところです。そのような現場に遭遇したことがあまり無いので、

看板を立てるとき一緒に同行し是非見てみたいと思います。 

先程の佐藤（好）委員の言う、「良心」に訴えるような看板の

話を聞きなるほどと思いました。今までは脅しの看板しか考えて

いなかった。例えば、高速道路での「強行突破は罰金３０万円」

というのが最近目にするようになりました。不法投棄したときも

罰金金額を大きく載せるのも効果があるのではないでしょうか。

 モデルポスターの中では皆さん同じとは思いますが５・６・７

ページで左のモデルポスターが、私にとってはインパクトがあり

ました。 

 

○五十嵐委員         不法投棄禁止ということで、そうすればその後どうするのか。

例えば捨てているところに看板を立て、そのゴミは誰が何として

処理するのか・・・。自分達の環境は自分達できれいにしよう。 
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例えばゴミを見つけたら拾う、という事を積み重ねていけば、町

内のゴミというのは丁度草刈をした所にはゴミを捨てられていな

いことと同じで、無くなって行くと思います。そこには捨てない、

という事になっていくと思います。今一番問題なのは小さいゴミ

よりも粗大ゴミの投棄が問題のような感じがします。わざわざ持

って行き、わざわざ捨ててくる。それは経費が取られるからか。

 わが町内の裏側にも廃車自動車が何台かあります。これは物置

に使うということで土地を貸したもので、代変りをしたらこのよ

うな状態になった。ということであった。ゴミを捨てている所に

看板が立つわけであるが、ゴミをそのままにして看板を立てても

良いものかという疑問が残る。ゴミを見つけた人、そこの住民の

皆さん等が処分をしていくことで徐々に少なくなるのではないで

しょうか。誰かが捨てたから私もここに捨てる、という形のもの

ではないと思います。気持ちを変えていくような方法をも次回か

らは考えなければならないと思います。現実問題として困難なこ

とと思いますが、考え方としてなんか矛盾していることを感じて

おりましたので一言申し上げました。  

 

○佐々木（忠）委員      ゴミ不法投棄といったらよいか、監視委員がいると思うがなか

なか目が届かないのが現状のようである。確か二人いると思いま

す・・   河川の場合も国土交通省からの委託で監視員がいるよう

ですが、これもまたなかなか目が届かないのが現状のようである。 

 

○工藤会長          不法投棄看板について３例出ている。その中で、怒っている形

のものが一番効果があるのでは、ということのようであります。

そのほかに良心に訴える文言を入れることであります。 

今後は小・中・高生のアイデアによる看板を募集する必要があ

るということであります。   

ほかにございませんか。 

 

○ 若松（謙）委員       環境美化についていろいろな意見があっても、この地域枠予算

で不法投棄看板を設置するには約７５万円弱の予算を付け、１枚

あたり５０００円だから１５０枚くらい作るということでありま

す。見本看板を見たら２・３年で駄目になるものでもないし、１

０年とか１５年、数年間持つものでありますよね。それから事務

局から出されたこの案で進めたい。これを委員の皆さんから選択

してくださいと思ったらそうでもないし、この案はたたき台だと

解釈しております。先程から皆さんは良心に訴えるような内容の

ものとか、広く町民参加型で生徒方に募集するような案でござい

ました。そういう委員の皆さんの意見を取り入れて製作するよう

なことはできないものでしょうか。せっかく看板を作るものです 
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から。今後また看板を作るとすれば数年先のことになると思いま

す。事務局で出された案の看板ではなく作られないものでしょう

か。 

 

○小西副参事         時間的なこと、用件に満たしたこと等当然考えましたが、そう

なるとおのずと協力願うのは小・中学生となります。小・中学校

にお願いするということはそれ相当の時間を割かなければなりま

せん。夏休みの宿題というような学年、標語とはこのようなもの

であると教える学年等が有ります。基礎面から教えていかないと

無理であろうということ。ゴミを捨てる子供はいない、捨てるの

は大人が多い、と委員の皆さんが言っている関係からすれば、現

段階で例えばということで今回提出したわけで有ります。どんな

ものでしょうかということです。 

 

○若松（謙）委員       そうすればこの３つの中から選択し今回看板を作りたいという

ことですね。 

 

○小西副参事         結果的にはそうなります。パターン的に３つ、その中でそれぞ

れ目玉を変えた状況であります。先程どんなものでしょうかとい

うことで、やはり良心に訴える標語、子供も読めるようなひらが

な、というようなところを取り入れたい。例えばこの不法投棄看

板１、２、３の中のどの表現、言葉ではなく絵はどうだろうかと

いうことになります。 

 

○若松（謙）委員       わかりました。 

 

○工藤会長          それでは、この看板の件についてはよろしいでしょうか。 

 

○全員            異議なし。 

 

○工藤会長          次は安心安全看板です。同じ看板でも安心安全看板です。  

 ②安心安全看板について 

学校関係 

 

○小西副参事         資料１で説明。 

               学校の安心安全看板について前回の地域協議会に提案し了解を

得たものであります。標語については西仙北地区の学校長会とＰ

ＴＡ連合会にも了解を得ながら少しずつ進んでおります。その中

で、看板は縦が良いのか横が良いのかと聞いたところ、景観・敷

地利用などを考えると縦看板のほうが良いのではということであ

りました。また、標語を一度記載してしまえば数年間そのままの 
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状態である。そうでなく書き換え、入れ替えの出来る方法を考え

てくれないでしょうか。ということでありました。標語は子供達

に作ってもらうと言うことでした。標語の対象は小・中学校の何

年生が対象になるのか、学校にお任せするということにしており

ます。看板の土台は差し替えのできる方法で作成していくことで

進めております。因みに１基あたりの経費は約２０万円というこ

とです。取り外しのできる状況です。土台部分はボルト締めで書

き換えのとき、冬期間は取り外しをする事になります。書き換え

の経費は約３万円ということです。３・４万円は学校ＰＴＡ予算

で対応できるものと考えております。子供たちの安心安全を自ら

の標語で、校庭の一部に掲載するということで学校には大変喜ば

れました。ぜひ早めに実施してもらいたいということでありまし

た。以上前回の協議に引き続いての報告をします。 

 

○若松（謙）委員       各学校何基を予定しているでしょうか。 

 

○小西副参事         各校１基でありますが、大沢郷小学校は正門と裏側の２基にな

ります。よって計７基となります。 

 

○若松（謙）委員       予算は大丈夫ですか。少々オーバーしても良いものを作ってい

ただきたい。 

 

○小西副参事         今のところ５００万円の中で大丈夫です。 

 

○佐藤（好）委員       標語を子供たちが考え掲載するのは良いけれど、名前を同時に

看板に入れると卒業までは良いが、子供が卒業すると書き換え場

合によっては毎年書き換えが必要になることも考えられる。経費

的な面と効果面を考えるに毎年交換はいかがなものかと思います。 

 

○小西副参事         学校には話しはしておきますが、例えば近々に看板を立て雪解

けには変更することは無いと考えられます。最低２・３年間は掲

示していただき、その後にはＰＴＡ関係の予算で進めていただき

たいということを申し出でします。そこでまた少々の援助をとい

うときは、その時にまた考えましょうということをも伝える事と

します。 

 

○工藤会長          安心安全看板については以上でよろしいですか。 

無いようですから次お願いします。 

②安心安全看板について 

・地区交通安全会関係 
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○小西副参事         資料２－１、２－１で改めて新たな看板ということで説明 

（新たな地域枠予算であることで検討いただく） 

 

○工藤会長          今、事務局から説明がありましたけれど、ご意見ご質問お願い

いたします。 

 

○佐藤（好）委員       看板設置で一番気になるのは注目を浴びたい、浴びられるだろ

う場所に集中して立てられる。そうすると看板が邪魔をして視野

を妨げる。看板が看板を隠してしまう現象が起き、看板が多く立

っているところは左右確認に不便になり危険を招くことがありま

す。提案でありますが、曲がり角とか、何かに○○小学校とか、

○○温泉とかがあります。行政で設置している看板が集中してい

るので、一度整理をしてはいかがでしょうか。いわゆる一枚の看

板にまとめられることが数多くあると思います。数多くあること

により交通事故発生の原因にもなる。安全のためが危険になると

いうことが無いように現場をよく確認し、また、適当でないとこ

ろに看板を立てても効果が無いので十分考えて実施してもらいた

いと思います。 

 

○工藤会長          確かにあまり多く看板が立っていると目移りがして、かえって

交通事故の原因になりかねないことですね。 

               これは一面が交通安全、反面が防犯というような看板では無い

ですよね。 

 

○小西副参事         はいそうです。 

 

○堀江考査員         これは特に土川地区交通安全協会から申し出でされたもので、

人身事故でもあるしできるだけ早急に看板設置をしたいというこ

とでありました。現状では手書きによる看板は設置されておりま

す。 

オリジナルの看板であれば３から５万円で、出来合いのもので

あれば１から１．５万円でできる。 

看板製作は行政で、設置等は交通安全会会員でと考えておりま

す。いわゆる協働で実施するということになります。 

 

○佐々木（忠）委員      出来合いのもので十分と思います。 

               自分たちで購入設置できないものでしょうかね。何基立てるか

わかりませんが、そんなに多額なものでもないし・・・・ 

 

○堀江考査員         土川地区交通安全協会では予算・お金が無いということであり 
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ました。ただこれを機会に刈和野・強首・大沢郷地区交通安全協

会に働きかけるものであります。また、防犯協会の方では是非実

施してもらいたい。との事でありました。 

 

○佐々木（忠）委員      交通安全看板は比較的立てられているが、防犯関係は少ない。

これもまた大事なことでありますね。 

 

○堀江考査員         このことの事業は安心安全事業予算を膨らませて実施するもの

であります。設置枚数、場所については今後安全協会、防犯協会

とで検討を重ねたい。看板経費はそんなに多額ではないと思って

おります。 

 

○工藤会長          それではこの件については安全協会と防犯協会で検討を重ね進

めていくことで了解ということでよろしいでしょうか。 

 

○全員            異議なし 

（ここで休憩） 

 

 

○工藤会長          再開します。 

③の地域協議会委員合同研修について 

事務局から説明願います。 

 

○小西副参事         前回の地域協議会で再検討ということで繰り越しされた西部地

域協議会委員合同研修についてであります。神岡、南外、協和の

各地域協議会では合同で実施してもよい事で承認を得たようです。

当協議会で如何にすべきか検討願いします。 

講師について資料３を説明。 

研修会開催の予定は来月１０月２３日月曜日、場所は西仙北ユ

メリアで時間は未定です。 

 

○若松（謙）委員       この講師の本当の売り、専門は何でしょうか。 

 

○小西副参事         詳細不明であります。情報が入りしだい委員の皆様に報告とい

うことでご了解願います。    （わかりました） 

 

○若松（謙）委員       この研修会の主たる目的は勉強会か、分科会か、懇親会かそこ

のところはどうでしょうか。 

 

○小西副参事         簡単に言えば講演を聞き、それを活かしたまちづくり地域づく

りを委員の皆様方と話題提供をするということになろうと思いま 



 12 

 

す。 

               なお、委員の皆様方には何かとお忙しい事と思いますが、是非

都合をつけご出席、参加くださるようお願いいたします。 

 

○工藤会長          それでは当地域協議会でも西部地区の地域協議会の一員として

共同参加する、ということで了承したということでよろしいでし

ょうか。 

 

○全員            了解 

 

○工藤会長          それでは協議ということでの案件は終わりましたが次の４その

他ということで事務局からお願いいたします。 

４、その他 

 

○小西副参事         １、地域協議会開催まで時間的余裕が無く、突発的に出てきた

緊急性のある地域枠関係予算の執行事業要望が出てきた場合は、

会長・副会長にその旨を報告し承諾を得ながら進めていき、全体

の地域協議会委員の皆様には後日協議会の席上で詳細報告という

ことでご承諾くださるようお願いいたします。 

２、ＡＤＳＬサービス提供（強首 大沢郷地域）について、当

西仙北地域協議会としてもＡＤＳＬ回線サービス提供への応援と

賛同をお願いいたします。ちなみに協和・中仙地域では地域協議

会が後押しバックアップをし、地域協議会としての要望書を出し

ているので、同様の取り計らいを次回までご検討お願いいたしま

す。 
 

○ 工藤会長         今の２点の件について皆様いかがでしょうか。 

 

○ 全員           了解  

 

○佐々木地域振興課長     平成１８年度西仙北管内事業関係について報告 

・高屋敷地域「水芭蕉群生地」の遊歩道工事について。 

・健康増進センター西仙北分室が１０月１日より西仙北総合支

所２階旧教育委員会事務局跡に移転する。健康診断は３階旧議

会関係の部屋を利用して実施。 

・旧法務局跡地を買収し「刈和野大綱引き伝承館」として利用

し、管理は教育委員会西仙北分室。 

・大仙市誕生一周年記念式典について。 

・土川方面の移動通信鉄塔工事を発注し、来年４月から供用。 

・ 第２２回ふるさと西仙まつりについて。 

 

○工藤会長          皆様方からほかにございませんか。 

 

○五十嵐委員         敬老会が引き続き４日間の開催大変ご苦労様でした。社会福祉

協議会の関係で３日間出席しました。その中で「鳩杖」について

もっと何か別のものにならないものかということでありました。 
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これは伝統的なものとして進んできたと思いますが、３地区の某

氏から要望がありましたのでご検討くださるようお願いいたしま

す。 

 

○支所長           このことについて昨年から話は聞いております。大仙市で「鳩

杖」を提供しているのは西仙北と協和地域であります。様々な方々

がおり何ともいえないが、近々反省会があるのでこのような事が

地域協議会から出てきた旨を報告し、検討していただくことをお

願いします。 

なお、敬老会参加対象者は全市統一し７５歳からとなっており

ます。西仙北地域の敬老会平均出席率は４１.２９パーセントで、

７６３人の出席でありました。 

 

○若松（謙）委員       １０月１日の合併一周年記念について、どの様な内容のもので

しょうか。 

 

○支所長           既に委員の皆様には案内状が届いておりご承知のことと思いま                                                                     

すが、式典場所は大曲市民会館で午後２時から開会です。市の花

がコスモス、木が欅、鳥はかわせみと決定したようです。 

アトラクションとして、各地域からの旧市町村民歌と新市の歌

が披露されることになっている。西仙北地域からは刈和野小学校

六年生３０名が出席し披露および新市の歌を先導することのよう

です。因みに児童生徒の出席は西仙北地域だけです。地域協議会

委員、行政協力委員（代表）、各公共団体ほかへの案内で８００名

程度の出席を予定しているようです。委員の皆様の出席方よろし

くお願いいたします。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

 

○小西副参事         昨年度委員の皆様から「平成１８年度総合支所枠予算事業」に

ついてお寄せいただいた原稿をまとめました。また、各地域で実

施されている「平成１８年度大仙市地域枠予算一覧」を８月７日

現在ではありますが入手しましたので、是非地域にＰＲするとと

もに、今後の地域協議会運営に役立て、地域活性化を図りたいと

思いますので参考にしてくださいますようお願いいたします。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

               大変長い間ご協力をいただきありがとうございました。今日は

会議形式が変わり、このよう形態で会議を進めたことによりお互

いが親しく発言でき、非常によいのではないかなと感じました。

皆様のご協力に感謝し会議を終了いたします。大変ありがとうご

ざいました。 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

               会議録署名委員                        

 

 

                                             


