
 

 

 

 

令和元年度第４回西仙北地域協議会会議録 
 

 

令和元年１０月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西仙北地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度第４回西仙北地域協議会会議録目次 

 

■開催日時････････････････････････････････････････････････････････････   1 

■開催場所････････････････････････････････････････････････････････････   1 

■出席委員････････････････････････････････････････････････････････････   1 

■欠席委員････････････････････････････････････････････････････････････   1 

■出席職員････････････････････････････････････････････････････････････   1 

■次第････････････････････････････････････････････････････････････････   1 

■開会････････････････････････････････････････････････････････････････   2 

■会長あいさつ････････････････････････････････････････････････････････   2 

■支所長あいさつ･･････････････････････････････････････････････････････   2 

■会議録署名委員の指名････････････････････････････････････････････････   3 

■協議････････････････････････････････････････････････････････････････   3 

（1）第 2回大仙市ひとづくり・ものづくり応援事業審査会について･･･････    4 

 （2）令和元年度地域枠予算について･･･････････････････････････････････   5 

  （3）検証シートについて･････････････････････････････････････････････   9 

 （4）令和元年度地域枠予算実績一覧について･･･････････････････････････  10 

■その他･･････････････････････････････････････････････････････････････  12 

■閉会････････････････････････････････････････････････････････････････  14 

■署名････････････････････････････････････････････････････････････････  14 

 

 

 

 

 

 

 



－1－ 

 

 

■日  時： 令和元年 10月 25日（金）15 時 00 分から 

 

■会  場：大仙市役所西仙北庁舎 3階第 1会議室 

 

■出席委員：11名 

 加藤 真 委員  金  啓一 委員  佐々木孝太郎 委員   佐々木好美 委員    

佐藤主憲 委員    佐藤陽一 委員  信田  徹 委員      俵谷武雄 委員   

豊巻一男 委員  武藤義治 委員   

  

 

■欠席委員：7名 

 池田裕毅 委員  今田秀俊 委員  嵯峨幸恵 委員    田口  繁 委員   

 藤林 笑 委員  堀江公子 委員  吉田範子 委員 

 

■出席職員：6名 

佐々木孝雄（西仙北支所長）         佐藤 弘明（市民サービス課長）         

小山田幸哉（西仙北中央公民館長）      伊藤 雅博（農林建設課長）       

遠藤 隆伸（地域活性化推進室主幹）     山田 眞緒（地域活性化推進室主事） 

 

■次  第： 

   1 開  会 

   2 会長あいさつ 

   3 支所長あいさつ 

   4 会議録署名委員の指名 

   5 協  議 

     （1）第 2回大仙市ひとづくり・ものづくり応援事業審査会について 

     （2）令和元年度地域枠予算について 

（3）検証シートについて 

(4) 令和元年度地域枠予算実績一覧について 

        

6 そ の 他 

7 閉  会 
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（15時 00分 開会） 

 

 

○佐藤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記する。） 

本日は、お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

ご案内の時刻になりましたので、ただ今から「令和元年度第 4 回西仙北地域協議会」を開会

いたします。はじめに、佐々木会長がごあいさつ申し上げます。 

 

○佐々木孝太郎西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する。） 

 皆様、こんにちは。近隣でも、だいぶ紅葉が進んで来まして、いよいよ秋が閉まってきてい

るなと感じます。また、先程の台風 19 号におかれましては、関東東北地方も太平洋側を中心

として甚大な被害が出ました。死者と行方不明者がでまして、多大な被害が発生しまして、こ

の被害に遭われた皆様に用語したいと思います。 

本日はお忙しいところ、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 本日の議題ですけれども、報告が 1件と、地域枠予算の新規が 1件、継続が 1件、検証がご

ざいます。また、今年度のこれまでの地域枠予算の実績ということでご審議よろしくお願いし

ます。 

 

○市民サービス課長 

ありがとうございました。 

続きまして、佐々木支所長が、ごあいさつ申し上げます。 

 

○佐々木支所長（以下「支所長」と表記する。） 

 本日はお忙しいのところ、「第 4 回西仙北地域協議会」にご出席いただきまして、ありがと

うございます。 

 10 月に入り、12 日から 13 日の土日にかけて日本列島を襲った台風 19 号により、140 箇所

に及ぶ堤防決壊など甚大な被害が発生し、死者や行方不明者が多数にのぼり、改めて自然災害

の恐ろしさを目の当たりにさせられた週末でありました。大仙市においては、12 日午前 8 時

に災害警戒対策室を設置し、支所においても被害調査等の情報収集にあたり、西仙北スポーツ

センターには自主避難所を開設いたしました。幸い大仙市内では大きな被害はありませんでし

たし、当地域でも、一時県道の冠水による通行止めやそば畑の冠水等がありましたが、けが人

や建物被害もなく台風が通り過ぎ、安堵したところであります。 

 この台風により犠牲となられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災さ

れた皆様へお見舞いと一日も早く日常生活を取り戻されますことをお祈り申し上げます。 

 今年も出来秋を迎えましたが、稲作については、春の少雨、夏の猛暑と、天候としては決し

て良好とはいえない状況でありましたが、農家の皆様のきめ細やかな管理により、結果的には

昨年を上回る収量が確保できたと伺っております。 
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 さて、8月 1日の第 3回地域協議会から 3ヶ月ほどたちましたので、当地域における行事関

係についてご報告いたします。 

 8 月 15日には、第 35回ふるさと西仙まつりが開催されました。 

多少風は強かったものの、予定どおりに灯ろう流しと花火の打ち上げが行われ、会場に詰めか

けた大勢の観客の皆様には満足いただけたものと存じます。また、支所の駐車場を会場に有志

による納涼まつりが開催され、ふるさと西仙まつりを盛り上げていただきました。 

 8 月 23 日には、大仙市総合防災訓練が当地域を会場に開催されました。各種訓練を通じて

防災意識の高揚が図られたところであります。ご協力いただきました自治会や自主防災組織、

日赤奉仕団、西仙北中学校の関係の皆様に改めて御礼申し上げます。 

 9 月 1 日には、2 回目となる西仙北地域大運動会が 600 名の参加をいただき盛大に開催され

ております。 

 9 月 17 日、18 日には、西仙北地域敬老会がぬく森温泉ユメリアで開催され、敬老者の皆様

をお祝いしております。出席者は昨年より減少しましたが、（対象者の 18％程に当たる）341

名の皆様に出席いただいております。 

 10 月に入って 14 日には第 31 回黒森山健康マラソンが開催され、市内外の小学生から高齢

者まで 186 名が参加し、マラソンやウォーキングでスポーツの秋を満喫いただき、終了後に行

われた地場産の野菜などが当たる抽選会は大いに盛り上がりをみせたところであります。 

 この後の地域の事業としましては、にしせんぼく文化祭が明日と明後日、スポーツセンター

で開催されます。各種作品展示会やお茶会、芸能発表会、出庫市もございますので、是非足を

運んでいただきたいと存じます。 

 また、大綱引き会場の中心地点にありました「大綱交流サロン」でありますが、解体後の土

地を取得する予算を当初に計上し、建物については 9月補正に計上しておりました。施工業者

が決まり、1 月 24 日までの工期で先般着手することができました。2 月 10 日の大綱引き本番

には新たな大綱交流サロンがご披露できる予定であります。なお、詳細につきましては、協議

終了後のその他の際にご報告させていただきます。 

 最後に、本日の案件は報告 1件、地域枠予算要望審議 2件、継続事業の検証 5件であります

が、よろしくご審議賜りますとともに、寒さが日に日に増す時節柄、体調管理にご留意されま

すようお願い申し上げましてあいさつといたします。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

○市民サービス課長 

ありがとうございました。 

このあとは、「大仙市地域自治区の設置等に関する条例」第 8 条第 4 項の規定により、会長

が議長を務めることとなっておりますので、佐々木会長から議事進行をお願いします。 

 

○会長 

議事に入る前に、次第の 4「会議録署名委員の指名」について、会議録署名委員には、名簿

順に佐藤陽一委員と信田徹委員にお願いします。なお、今回の出席委員は 17 名中 11 名で、2
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分の 1以上出席しております。よって、会議は成立していることをご報告いたします。 

それでは、次第の 5(1)「ひとづくり・ものづくり応援事業審査会」について報告していた

だきます。 

 

○事務局 

  【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

 この審査会には私も出席して参りました。結果的には、承認ということでしたけれども、全

国的に鳥獣害虫という被害が深刻化しておりますし、今まではそれぞれに処分していたようで

すが、それが食品衛生法に引っかかるのではないかという県から指摘があったようで、県の方

から、こういう風な手順でこういう風なことを進めていくと保健所でも許可になりますよとア

ドバイスがあったようで、県の方針に従いながら、まずはひとづくりということで先進地を視

察しながら、ジビエの加工・販売に結びつけていきたいということでございました。 

 地域的に、庄内では、年間かなりの熊も捕獲されているようです。それを活用して地域の活

性化になるといくことでした。狩猟となれば、みんなボランティアのようなもので、狩猟をす

る免許取得者が減ってきているが、逆に害虫が増えてきており、これから重要視して進めてい

った方が良いのではないかということでした。期待を持って進めていってほしいということで

した。 

 

○佐々木好美 委員 

 イノシシやニホンシカが被害をもたらしているという状況が現実的ではないような気がし

ます。イノシシは県内の三種町等では来ているとしても、協和や西仙北には来ていないですよ

ね。現実的に考えたときに、こういう事業に取り組む、それに補助金を与えるということは妥

当なのかどうなのかということです。 

 今回、ひとづくり・ものづくり応援事業審査会設置要綱をみたときに、審査会の主な視点が

4つあります。事業の継続性に関すること、地域の活性化及び期待度に関すること、住民の参

加体制に関すること、市長が必要を認めること、この 4つを中心に話し合いがなされて、これ

に該当するのか、どうプラスになるのかということで論理されたわけだけれども、ここで審査

会として認めたうえで、上層部に図って、そこで最終決定を決めるという段取りになっている

のでしょうか。 

  

○会長 

 審査会での報告を市長にして、最終的に市長で決まるということです。 

 

○佐々木好美 委員 

 最終的には市長の裁断で決まるということですね。 

 もう一つ気になるのは、色々事業計画書かれていますけど、非常に抽象的であるわけですよ
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ね、実際に取りかかるときに、経費とか資金面をどうしていくのか、自己負担金にプラスして

市の方で援助していくのか、どうなのでしょうか。 

 

○会長 

 今は「ひとづくり」ですが、今度は「ものづくり」の申請があります。それは加工等施設を

設備するとなると、何百万円になるものと思われます。例えば、南外のさいかい市というもの

が発足しましたけれども、あれも当初は「ひとづくり」ということで、あちこちを視察・研修

をして、設備にも市で補助します。今度は「ものづくり」で申請になりますが、いつもそこで

危惧されるのは、審査会で審査して、補助が決まったとしても、その事業が必ず成功するとは

限らず、もし行き詰まったときに、そのときにどうするのか、何もないというのが委員の危惧

するところではあります。事業を申請して、認めれば良いということでもなく、検証というこ

ともしていかないといけないのではないかという意見もありました。 

 

○佐々木好美 委員 

 税金を使って取り組むということだと、南外や協和は、ある程度実績があるようで、実際的

な中身がどうなのか、よく分からないのです。税金を使ってやって、うまく行かなかったとき

に、最終的な責任はどこにあるのかということです。審査会にあるのか、最終決定した市長に

あるのか、最終的なビジョンをはっきりさせながら取り組んでいくということが非常に重要だ

と思います。使うのは税金なので、地域住民にすべて影響を与えていくことになるわけですよ。

ひとづくり・ものづくりの目的は良いのだけれども、実際的なビジョンとして最終的にどうい

う姿になっていくのか具体的に捉えながら、シミュレートしながらやっていかなければ大問題

に発展していく可能性があります。支所長も、もちろん聞いているとは思いますが、そこら辺

については、本庁からは何か聞いてますか。 

 

○支所長 

 この関係の具体的なのは、こちらには流れてこないので、審査会にも出ておりませんし、そ

の地域でやりたいということで挙がってきているものなので、直接は関与していないところで

す。 

 

○会長 

 もしまた、私の任期中に審査会があれば、中間検証の体制をつくっていくべきだと私が発言

しておきます。 

 

○佐々木好美 委員 

 検証をきっちりやっていき、進めていかなければならないと思います。 

 

○会長 

それでは、続きまして、地域枠予算の要望についてですが、今回の要望件数は、新規事業 1
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件、継続事業 1件です。 

はじめに、㉖「西仙北を明るく元気にする事業」について、事務局から説明をお願いします。 

  

○事務局 

  【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいまの新規事業の説明について、何かご意見、ご質問はありませんか。 

 

○武藤義治 委員 

 内容の方をもう少し詳しく聞きたいのですが、山川さんを呼んで、10 万円を支払うという

ことですよね。入場券を販売せずに無料でということだとしたら、山川さんに対する 10 万円

を地域枠予算の範囲内で払っても問題はないのですか。 

 

○山田主事 

 市民主導型の地域枠予算では、住民の労務に対する対価を除き報償費という支出科目がござ

いまして、出演された方に対する謝礼というかたちでお支払いすることは可能なので、今回の

事業に関しては、問題はございません。 

 

○武藤義治 委員 

 夏にも同じような申請があるので、今回輪をかけて申請してきたような感じがするのですが、

皆様どうでしょうか。 

 

○会長 

 内訳をみると、ゲスト及びカラオケ出演者だとよいですけれども、ゲストにカラオケ出演料

を支払うというように感じられますね。 

 

○俵谷武雄 委員 

 これは新規になっておりますけれども、実は今年の 1 月にもこれの前身でやっておりまして、

その時は刈和野地区町内会長連絡協議会の関係でやっておりましたが、次回は単なる刈和野地

区ということではなく、旧西仙北町地域の全町的なことでやっていただければというような申

し添えを私からした経緯がございます。そういうなかで、今年にやったときはかなりの観衆も

ございまして、盛大にやったようです。一つの団体が西仙北地域を代表してやっていただいた

のは、非常によかったなと思います。ゲストの人に 10 万円払っても問題ないはずです。 

 

○会長 

 他に異議がなければ、㉖「西仙北を明るく元気にする事業」について承認したいと思います

がよろしいでしょうか。 



－7－ 

 

 

異議がないため、㉖「西仙北を明るく元気にする事業」について承認します。 

 

 続きまして、㉗「冬花火～刈和野の大綱引き 2020～事業」について事務局から説明をお願

いします。 

 

○事務局 

  【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

 毎年行っている事業ではありますけれども、何か委員の皆様から意見はありませんでしょう

か。 

 

○佐藤主憲 委員 

 これ平成 27年からやってますけれども、毎年だいたい何人くらいきていますか。 

 

○遠藤主幹 

 このイベントだけで、毎年大体 100～200 人くらいお客さんが来場しております。去年は雨

が降った年だったので、その関係もあります。 

 

○小山田館長 

 今年の綱引きは休日だったために、昨年の雨降りよりも 3倍のお客さんで盛り上がったよう

です。 

 

○俵谷武雄 委員 

 出来ればテントを増やしてもらいたいです。 

 

○会長 

 皆様から場所について、意見を頂戴したいとのことですが、いかがでしょうか。 

 

○俵谷武雄 委員 

 花火を土買川左岸で打ち上げるものですから、綱引き会場から見えにくいということでした

が、それで打ち上げる場所を変えるという意見もありますがどうでしょうか。 

 

○会長 

 花火を打ち上げるとすると、どこからでも上げれるわけでもないでしょうから、消防の関係

からすると適当ではないということもあるかもしれません。 
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○俵谷武雄 委員 

 確かに今までの会場の佐々木興業の駐車場では、川岸の方に大きい木が連なるので、余計見

えにくいので、反対側の今野商店のところで見るのであれば丁度良いかもしれません。 

 

○会長 

 これで決定ではないでしょうが、皆様の意見を参考にさせて頂きたいということです。 

 

○佐藤陽一 委員 

 これは、消費税がかかりますよね。それに対して補助金を全部もらえるのですか。 

 

○山田主事 

 これは、消費税込みの金額となっております。今回の事業については、行政主導型となりま

して、市民主導型のような消費税抜いた額経費に対する補助率 6分の 5というわけではありま

せんので、補助金の扱いとはなっておりません。 

 

○武藤義治 委員 

 西仙北地域で色々なイベントが市民主導型が多いなかで、これだけは行政主導型になってい

ますよね。冬花火は大仙市の方から花火を提供してやるのは分かるのですが、屋台については、

地域活性化推進室で業者を選定してやっているのですか。 

 

○支所長 

 直接はこちらの方で、委託してやっております。 

 

○武藤義治 委員 

 委託されたところの市民主導型の補助金でやればいいのではないでしょうか。行政主導型と

しておきながら、実際は業者に丸投げしているのではないでしょうか。 

 

○館長 

 行ったことあれば分かると思いますけれども、職員の方が従事しております。 

 

○遠藤主幹 

 この事業のことで補足いたしますが、当初、冬に花火を上げるということで、観光課で予算

をもってやるということでしたが、企画部のなかで、綱引き盛り上げるために花火を打ち上げ

るのだから、市の方から他に何かイベントをやってほしいということで、行政主導型でやって

おります。 

 

○会長 

 他に場所の提案等はありますか。 
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○武藤義治 委員 

 秋田銀行の裏はダメなのでしょうか。 

 

○遠藤主幹 

 場所として狭いうえに、佐々木興業の駐車場以上に木が生い茂っております。 

 

○会長 

 ㉗「冬花火～刈和野の大綱引き 2020～事業」について承認したいと思いますけれども、皆

様異議はありませんでしょうか。 

 

 異議がありませんでしたので、㉗「冬花火～刈和野の大綱引き 2020～事業」について承認

いたします。 

 

続きまして、次第の 3「検証シート」について、①すこやかサポートにしせん事業、②新和

会賑わい創出事業、③土川地区コミュニティ活性化交流事業、④強首地区交流事業、⑤刈和野

大綱引きどんと焼き（前夜祭）事業の 5件をまとめて審議していただきます。事務局から説明

をお願いします。 

 

○事務局 

  【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいま説明がありましたが、事務局側で検証した内容であります。当地域協議会としまし

ては、委員のみなさまから継続に対する今後のあり方などありましたら、発言して頂ければと

思います。 

 

○佐々木好美 委員 

直接は関係ない話ですが、今日の協議会委員の出席率が低いということと、敬老会も例年に

比べて参加者数も減ってきている現状を考えたときに、この検証シートですが、これは非常に

良いことだとは思いますが、実際に現地に行って状況をみて検証するということではなくて、

ほとんどは申請団体の話を聞いて検証しているのですよね。 

 

○遠藤主幹 

 はい、書面等でこちらから確認しております。ほとんどが、書面で記載されている内容でこ

ちらで気づいたことを検証させていただいております。 

 

○佐々木好美 委員 



－10－ 

 

 地域協議会委員もある面では、地域に足を運んで、実態を把握してみるということも大事だ

と思うのです。たとえば、一人がどこかの事業に行くというかたちをとりながら、実際的な状

況をみて、こういう課題があるのではないか、こういう面では良いのではないか、という場所

に行ってその責任者と話をしながら把握してみるという、ある面では負担がかかるとは思いま

す。協議会委員として、地域に出かけて、検証シートの項目に合わせながら、事業と状況を把

握してみるというのが非常に重要ではないかと思いますが、どうでしょうか。 

 

○会長 

 事業全体に対する協議会としての取り組み方を提案されたわけで、申請団体の書類の報告で

評価するというのではなく、このように積極的に取り入れて検証していくのが非常に検証のな

かの大きなウエイトとなるということで、来年度の検証体制に取り組んでいくという申し送り

していくことが大事だと思います。 

 

○俵谷武雄 委員 

 積極的に出てみるというのは大事だと思います。 

 

○会長 

 今、佐々木委員から提案されたことについて、今後取り入れていくべきということで、次年

度からの地域協議会の委員としての役割の一つであるということを明記しておいてほしいと

思います。 

 

○武藤義治 委員 

 先程、事務局からの報告で「参加者数がない」とか、「開催日がない」とかの記載されてい

ない報告書を受け取る自体問題があると思います。再提出させるとか、不備だから受領しない

とか毅然とした態度でいかないといけないのではないでしょうか。 

 

○俵谷武雄 委員 

 受領するときに、参加者数や開催日等を聞き取りすればよいのではないでしょうか。 

 

○遠藤主幹 

 ご指摘のとおり、改善していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

○会長 

 他になければ、検証につきましては以上といたします。 

 

 次に、議題(4）「令和元年度地域枠予算実績一覧について」、10 月 1 日時点での申請及び承

認状況を事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

 【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

 このことにつきまして、皆様からご意見があれば、お願いします。 

 

○佐藤陽一 委員 

 現時点で、今年度の見込み立てるのはまだ早いでしょうか。今日申請あったものを足すと

90％を越えるでしょうか。 

 

○遠藤主幹 

 今後、申請予定は駅前のイルミネーションが一つと、西仙北太鼓の会から太鼓の修繕をした

いとのことでした。ほぼ 9割を越える予定であります。来週の 10月 29日に市職員向けの来年

度の当初予算編成についての説明会が開かれる予定ですので、来年度の予算が増加するのか、

減らされるのか、現状維持なのか、そのときに説明があるはずです。 

 

○佐々木好美 委員 

 西仙北の場合、「環境整備」、「地域資源の活用」、「伝統文化の継承」、「支え合い」と

いうような 4つの事業部門がありますよね。その中で一番大きいのは、「伝統文化の継承」で

すよね。伝統文化というのは、ここで言えば、綱引きだと思います。綱引きや花火にもっとお

金をかけるというようにすれば、もっと満額近く使えるのではないかと思います。とにかく、

地域枠予算が減らされないように、余さないように、なんとかして消化することを考えた方が

よいと思います。こちらで、実績額がこうだと示していかない限り、やはり減らされていく可

能性が大きいのだと思います。佐々木支所長、地域協議会のあり方について、支所長さん同士

の話し合いの場というのはないのでしょうか。 

 

○支所長 

 実際のところ、各地域でそれぞれ地域協議会を開催しているのですが、全体研修会等をこれ

から予定されているなかで、協議会としてどういう活動するのかというのは今までもあったと

は思うのですが、具体的なそれぞれ活動されている部分についての意見情報交換みたいのはま

だないのですが、これから各地域の活動されている内容を参考にしながら進めていきたいと思

います。 

 

○佐々木好美 委員 

 色々話がでてきていても、結局話だけで終わってしまっているという状況ですよね。そうい

う実態をお互いに情報交換しながら、地域協議会としてこういう面を改善していかなければな

らないということを持たなければいけないと思います。ある地域協議会では何の事業をしたら
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いいかという話もあるようです。上の方でお互いに情報を共有しながら実態を把握して、改善

点や取り組む面を出していけば変われると思います。 

 

○支所長 

 現在、地域枠予算の審議が主になっているのですが、他の地域の状況も確認しながら、本来

の地域協議会の役割として今のご意見を参考にさせていただきます。 

 

○佐藤陽一委員 

 ところで、冬花火はどこが主催で上げるのですか。 

 

○山田主事 

 冬花火の打上予算は、観光課の予算で上げることになっております。 

 

○遠藤主幹 

 先程の佐々木委員からの綱引きの件で、もう少し予算を執行した方がよいというご意見につ

いてですが、中学校さんのほうで毎年、綱引きの時に協力していただいておりまして、これか

らも中学校さんのほうには、何か中学生が活動できるようにお願いするつもりであります。 

 

○会長 

 これまでの予算の執行率を皆さんに説明したところでありましたけれども、近いうちに来年

度の予算編成に関する動きがあるようですけれども、極力予算をカットされないように、事務

局も努力しなければならないでしょうし、委員の皆さんも良い提案がありましたら、ご提案を

いただいて、地域枠予算を有効に活用できるような体勢で引き続きお願いしたいと思います。 

他になければ、議題としては以上となりまして、事務局へお返ししたいと思います。 

 

○市民サービス課長 

 続きまして、その他ということで、こちらから簡単に報告をさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 先程、支所長のあいさつにもありましたが、大綱サロンの件について、現時点での状況を説

明させていただきます。 

 

○市民サービス課長 

【資料資料に基づき説明】 

 

○佐藤主憲委員 

 交流サロンとは、綱をつくる場所ではないのでしょうか。 

 

○市民サービス課長 
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 綱をつくる場所ではなくて、前のマルタクさんのところに綱引きの観覧席的に使った場所で

す。 

 

○会長 

 地域、町内会の集まりでも使えるのでしょうか。 

 

○中央公民館長（以下、「館長」） 

 使えます。地域や町内会の集まりとしてご利用いただくのがメインです。 

 

○佐々木好美委員 

 何人くらい収容できるのですか。 

 

○館長 

 およそ 50 人以上は観覧できると思います。今までの建物は骨組みが弱いために 30人を限定

して観覧していました。 

 

○佐々木好美委員 

 会議室は何人収容できますか。 

 

○市民サービス課長 

 20～30 人くらいです。 

 

○支所長 

 1階の会議室は、18帖くらいです。2階の会議室が 21帖くらいです。 

 

○遠藤主幹 

 最後に一つだけ、次回の地域協議会は 12月中旬頃の開催を予定しております。 

 

○佐々木好美委員 

 イルミネーションは間に合いますか。 

 

○遠藤主幹 

 イルミネーションは毎年 12月 18 日くらいでしたけれども、商工会さんの方では決定受けて

からつけるということで、クリスマスまでには支障がないとのことで、次回まで申請を遅らせ

てほしいと商工会さんの方から連絡がありました。次回は中旬くらいの午後 3時から開催した

いと思いますので、よろしくお願いします。 
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○市民サービス課長 

 長時間に渡り、ご審議いただき、本当にありがとうございました。 

 これをもちまして、令和元年度の第 4回地域協議会を閉会させていただきたいと思います。 

 

 

（17時 10分 閉会） 

 

西仙北地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。 
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