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平成２８年度 第４回平田地域協議会  

会議録（要約） 

 

１．日 時／平成２９年２月２１日（火）午後１時３０分～４時３０分 

 

２．場 所／平田総合支所 ３０２号室 

 

３．出席者／（１）１号委員（団体推薦委員） 

岩間政幸委員、阿彦 健委員、長谷部信勝委員、後藤純委員、 

久松 司委員、長谷部耕次委員（会長）、池田知子委員、 

佐藤みさ子委員                     計 ８名 

                             

 

      （２）２号委員（識見委員） 

         石黒由香委員（副会長）、髙橋栄子委員、佐藤鐵喜委員 

計 ３名 

      （３）３号委員（公募委員） 

         藤原幸雄委員                      計 １名 

 

      （４）酒田市平田総合支所 

  阿部亨支所長兼地域振興課長、佐藤栄一建設産業課長、 

佐藤敏行地域振興課課長補佐、太田英一地域振興係主任   計 ４名 

                  

                                  出席者合計１６名 

 

４．欠席／ 菅原長昭委員、阿曽彰委員、阿部重敏委員          欠席者 ３名 

 

５．次 第／１．あいさつ（会長） 

       （支所長） 

２．協 議 

（１）会議録署名委員の選任 

（２）市長報告会への提案事項について 

（３）その他 

３．その他 

４．閉 会 

 

６．会議録（要約） 

 （１）開会 

佐藤地域振興課課長補佐 

 これより平成２８年度第４回平田地域協議会を開会します。 

最初にあいさつをお願いいたします。 

 

（２）会長あいさつ 

長谷部会長 

 今回、２年間任期の最終回となります。今回は市長報告会への提案内容を審議いただきま
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す。宗教分離に係る提案もありますが、観光面での必要を考慮願いたい。検討内容が多い会

議になりますが、よろしくお願いします。 

 

阿部支所長 

天気が悪い中、ありがとうございます。今までに議論してきた中から、報告会へあげる内

容を審議いただきます。 

 

佐藤地域振興課課長補佐 

協議に入ります。議長を会長にお願いします。 

 

（３）協 議 

①議事録署名委員の選任 

長谷部会長 

はじめに、議事録署名委員の選任ですが、事務局から提案してください。 

 

佐藤地域振興課課長補佐 

会議録署名人については名簿の順番で、高橋栄子委員にお願いしたいと思います。 

  

長谷部会長 

 異議ございませんか。 

  

―― 一同、異議なしの声 ―― 

 

長谷部会長 

 それでは、高橋委員よろしくお願いします。 

 

②市長報告会への提案事項について 

長谷部会長 

それでは、協議に入ります。はじめに資料の説明をお願います。 

 

佐藤地域振興課課長補佐 

―― 資料を説明 ―― 

 

長谷部会長 

 まず、ひらた生涯学習センター施設の充実について検討します。 

私は単に調理室の拡張を要望するよりも食中毒対策として要求してはどうかと思いますが、

みなさんいかがでしょうか。 

佐藤鐵喜委員 

 里山の会でも、７０名分の食事が作れるように、業者の見積もりを付けて要望しています。 

長谷部会長 

 市内で合宿できる施設はありますか。 

阿部支所長 

親子スポーツ会館があります。 

石黒委員 

 風呂は２つありますが、調理室は狭いです。 

佐藤鐵喜委員 

 カウンターは新年度に取り外ししてもらうことになっています。水回りは、漏れている可

能性があるので診断することになっています。 

長谷部会長 
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 昨年は、２団体で同時利用できるようにと要望したわけですが、改善していないというこ

とです。 

佐藤鐵喜委員 

 ２団体の同時利用は実際は無理と思います。浴室、料理室の改修が必要になります。 

長谷部会長 

 最低限食中毒対策は必要とか、絞って、期限付きで要望してはどうでしょうか。 

佐藤鐵喜委員 

 この施設を中山間地域の活動拠点にしようと考え、里山の会ではいろいろな活動をするた

め、指定管理してほしいと要望書を出しています。 

長谷部会長 

 収益が出て、自分たちで改修できればよいのですが、事務局の意見は。 

阿部支所長 

指定管理になっても大きな改修は、市で行うことになります。 

岩間委員 

 食中毒防ぐには手洗いを徹底するしかない。高性能の冷蔵庫と殺菌灯が有効だが、設備の

拡充にすべて入ると思います。 

石黒委員 

 利用料金が安いためか、夏場は予約が入っていてなかなか使えない。収益が上がるようよ

うにできないでしょうか。最上には「りんどう」という３千円くらいで自由に使える施設が

あり賑わっています。 

佐藤鐵喜委員 

 遊佐町の白井自然の家も改築して３千円くらいで利用できますが、それは一般宿泊利用で

あって、生涯学習センターは研修施設であるという違いがあります。 

長谷部会長 

 討議を狭めるため、皆さん一人ずつから意見をいただきたいと思います。 

藤原委員 

 素泊りはできない規則を改定してはどうでしょうか。利用者の意見をまとめて提案しては

どうでしょうか。 

高橋委員 

時代に合った運営が必要だと思います。料金も運営の立場で考えるべきではないでしょう

か。 

佐藤みさ子委員 

 水回りはお金がかかるが、気持ちよく利用できるように直してほしい。 

池田委員 

 ユニバーサルデザインの観点から、改修を迫ればよいのではないでしょうか。 

石黒委員 

 観光推進するためにも、泊れるところが必要だと思います。 

岩間委員 

 里山の会で提案書を出しているなら、別添して要望したらよいのではないでしょうか。 

阿彦委員 

教育委員会から観光部門へ移してもらって、研修以外の宿泊もできるように変えるべきで

す。 

長谷部信勝委員 

安く利用できるから利用している人が多い。クロスカントリー利用者なども気軽に泊れる

ようにするべきです。予算がなかなか付かないのは、他に優先する事業があるからとも言え

るのでしょう。 

後藤委員 

里山の会で要望しているとするなら、協議会も一緒になって要望してはどうだろうか。 

久松委員 
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時代に合った形にする必要がある。台所とトイレの洋式化は取り上げてほしい。 

長谷部会長 

いろいろな意見があり、ここでまとめるのは困難でありますので、市長への提案内容につ

いては、会長、副会長、事務局で再度検討してまとめたいと思いますが、いかがでしょうか。 

岩間委員 

 改修にも費用がかなり掛かるし、空地はあるので、台所を別建物として新築する提案を入

れたい。 

長谷部会長 

 集約して、文案を修正して載せたいと思いますので、学習センターについてはこれで終わ

ります。 

 続いて、旧分館施設についてに入ります。事務局の説明をお願いします。 

阿部支所長 

 (28年度の取組み状況を説明) 

長谷部会長 

 一定の方向性は出されているようなので、これについては、来年度以降に回したいと思い

ますがよろしいでしょうか。 

 

―― 一同、異議なしの声 ―― 

 

長谷部会長 

 次に、六ケ村排水路の整備についてですが、２点ともこのままでよいかと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 

―― 一同、異議なしの声 ―― 

 

長谷部会長 

 次に、中山間農業経営への助成ですが、酒田市には農業再生協議会があって私も委員です

が、飼料米は国策になっています。さらに加工用米にも取り組む予定です。中山間地対策と

しては、施設園芸などを推奨しているわけですが、この地域ではそれも難しいということで

す。 

岩間委員 

 中山間地の米は旨いのは事実ですので、まず分析をやっていただきたい。千円でも高く売

れれば平場に対抗できると思います。 

阿彦委員 

 行政では無理があるので、ＪＡや生産者で研究会を作って食味検査するとか、具体的にど

の地域が「冷や水米」に該当するのか、ライスセンターにも他地区の米が入っているし、分

けて乾燥できるのかなどを検討し、具体的に製品化して、ふるさと納税の返礼品に入れても

らうとかなら市へ依頼することになるのではないでしょうか。 

長谷部会長 

 秋の会議には各団体が入るようなので、こういった論点も検討できると思います。 

 ここで、10分休憩いたします。 

 

―― 休憩 14:45～14:55 ―― 

 

長谷部会長 

 再開します。市道十二滝線の土砂崩落と十二滝の滝見台の復旧に入ります。事務局の説明

をお願いします。 

佐藤建設産業課長 

―― 口頭で土砂崩落の復旧計画を説明 ―― 
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 30年雪解け後は通行可能になるとのことです。 

長谷部会長 

では、十二滝の滝見台の復旧について、新しい資料について説明してください。 

阿部支所長 

―― 資料を説明 ―― 

長谷部会長 

 行けない状態なので、庄内３名滝からはずされています。平田の財政で投資してきたもの

ですから、無駄にはできないと思います。 

佐藤鐵喜委員 

 つり橋は昭和53年から改修はやっていない。ボルト1本飛んでも危ない。滝見台は復活は

無理がある。他の見えるところを探す調査をやることになっています。 

長谷部会長 

 8年間投げてきたことには、反省が必要だとは思います。 

佐藤鐵喜委員 

 遊歩道の草刈りは行っています。滝つぼも里山の会できれいにしています。滝つぼは守っ

ていきたい。 

阿彦委員 

 庄内か酒田か、広域での観光ルート開発、温泉や直売所というような資源の利用を考え、

整備するという発想が必要だと思います。平田単独では難しい。 

長谷部会長 

 観光を点から線へ、そして面に広げる必要があります。資料にある新聞コピーは、まさに

そのことを指摘しています。飛鳥神社も広域観光という視点から見直すべきだと思います。 

石黒委員 

 ただ復旧してもらいたいでは、説得力がないので、山菜の販売するとか、どうしても必要

なこと、ないと困ることを説明してはどうでしょうか。 

長谷部会長 

 崩落前は、お店もありました。 

岩間委員 

 神の力を活用させていただく視点で、大切にしたい。ただ、つり橋は危険で誘導はできな

いと思います。 

佐藤鐵喜委員 

 里山の会で駅からネットで砂越駅から飛鳥神社へと楯野川の新酒を宣伝する計画をしてい

ます。 

長谷部会長 

 いろいろな意見ありがとうございます。ここで意見交換することは、必ず役にたってくる

と思います。継続して向かっていくかが大切だと思います。続けて出して行きたいと思いま

す。 

 では、次の鷺沢林道についてに進みます。 

岩間委員 

 私の提案なので説明させていただきます。いろいろな提案がありますが、難しいのは承知

しています。しかし、継続して要望していきたいというのが、地元の意向ですので、協議会

でも取り上げていただきたい。 

長谷部会長 

 どのくらい前からの要望でしたか。 

佐藤鐵喜委員 

 協議会では初めてだと思います。 

佐藤建設産業課長 

 昨年、田沢コミュニティ振興会で要望しており、市長から回答が出ています。 

長谷部会長 
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 それでは、この件については、事務局と調整させてください。 

佐藤鐵喜委員 

 進藤地区では草刈りは限界にきています。 

岩間委員 

 難しいのは承知しています。長期展望としてあげてほしいです。 

長谷部会長 

 分かりました。 

 それでは、次の観光については話が出ましたので、胎蔵山の観光資源利用についてに入り

ます。 

岩間委員 

 これも、私の提案なので説明させていただきます。春祭りにも50人くらい来てもらえるよ

うになりました。観光を面に広げる意味からも宣伝をお願いしたいのです。 

長谷部会長 

 ありがとうございました。では次に消防団について、説明をお願いします。 

佐藤地域振興課長補佐 

―― 資料を説明 ―― 

 

長谷部会長 

団員数はどうなっていますか。 

阿部支所長 

 定数は、昨年削減されています。旧平田の定数からは大きくは変更ありません。平田だけ

で見ると、２班で１台の積載車を配置する計画で進んでいます。70メートルの長さをタウン

に確保は難しいと思われます。 

長谷部会長 

 消防団は、生命と財産を守る行政の原点の活動であるから、要望にはできるだけ応えるべ

きだと私は思います。 

長谷部信勝委員 

 暗い中でスピードを上げる訓練するので、小さな事故は今までも起こっています。事故が

起こってからでは遅いのです。他地区ではライスセンター利用などしています。放水訓練に

は堰を止めて道路を使ってやっています。暗いので投光機を使っています。消防団活動は、

神楽や子ども神輿に繋がる大切な地域活動です。女性の参加も必要です。 

長谷部会長 

 責任者は市長です。要望には応える義務があると思います。 

阿彦委員 

 消防団へ住民理解を広げていただきたい。 

長谷部会長 

 この課題も要望したいと思いますが、よろしいですか。 

 

―― 一同、異議なしの声 ―― 

 

長谷部会長 

 それでは、次は除雪車について、説明お願いします。 

佐藤建設産業課長 

 除雪車は15台で減ってはいないです。 

長谷部会長 

 平田ほど除雪が行き届いた町はなかったのですが、合併してから雑になりました。建設業

者は、優先順位が決められているし、時間も決められているとのことです。 

 

藤原委員 
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 この冬になってからは、朝の除雪がなくなりました。５回電話して、やっと来てくれまし

たが。街灯が切れても取り換えに３日もかかるようになりました。合併してから小回りが利

かなくなったと感じます。平成29年度から健康診断の場所が変わることも、タウンニュース

で初めて知りました。事前説明等はなかったわけです。声を出していく必要があります。 

長谷部信勝委員 

 街灯については、私の地区でも同じ状況です。除雪も、２回かけていた手間を１回にして

いるし、スピードも速い。住民も、自動車を玄関先に出したりして自己防衛している方がい

ます。 

長谷部会長 

 地域を守るためには、意見を出していく必要があります。 

阿部支所長 

 街灯はＬＥＤ化を進めており、旧３町地区は、今年度に行われます。昨年４月から管理は

市が一括管理しており、修理を電気組合に依頼するため手順が増えてしまい、ご迷惑をおか

けしていますが、今後は切れにくくなりますので、後少々御辛抱お願いします。 

長谷部信勝委員 

 あらかじめ地区単位に業者を決めてもらえばいいのではないでしょうか。 

阿部支所長 

 平田では、可能そうですが、市内では難しいようです。 

長谷部会長 

 方法はあるのに、やらないのは行政の怠慢ではないでしょうか。 

 これも上げたいと思います。 

 それでは、最後に市道平田中央線の街路灯について、説明お願いします。 

阿部支所長 

 街路灯を防犯灯に変える計画で、来年度予算では南小学校わきだけ先に付いたとのことで

す。それ以外は翌年以降となると思われます。 

長谷部会長 

 継続して完成まで要望したいと思います。 

 それでは、これで閉会したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

―― 一同、異議なしの声 ―― 

 

 市長報告会への提案については、副会長、事務局と検討し、文章を改めたいと思いますの

でご了承お願いします。 

佐藤地域振興課長補佐 

 たいへんありがとうございました。２年間の任期が終了しますので、来年度の協議会委員

を募集中です。公募制度もありますので、ＰＲ、応募等ご配慮お願いします。 

長谷部会長 

２年間ありがとうございました。厚くお礼申しあげます。 

それでは、石黒副会長、閉会をお願いします。 

 

（５）閉 会 

石黒由香副会長 

 みなさま、２年間お疲れさまでした。 

これで、平成２８年度第４回平田地域協議会を閉会いたします。 

 

 

 

 

           会議録署名委員                          


