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平成２８年度 第２回平田地域協議会 会議録（要約） 

 

１．日 時／平成２８年７月２８日（木）午後１時３０分～午後３時５５分 

 

２．場 所／ひらたタウンセンター 視聴覚室 

 

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、菅原長昭委員、長谷部信勝委員、 

後藤 純委員、長谷部耕次委員（会長）、 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・計 ６名 

 

      （２）２号委員（識見委員） 

         阿部重敏委員、石黒由香委員（副会長）、髙橋栄子委員、佐藤鐵喜委員 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・計 ４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１５名 

 

４．欠席届／久松 司委員、池田知子委員、佐藤みさ子委員、 

欠席／ 阿曽 彰委員                       欠席者 ４名 

 

５．次 第／１．市民憲章唱和 

 

２．平田地域協議会 

（１）開会 

 

（２）会長あいさつ 

 

（３）支所長あいさつ 

 

（４）会議録署名委員の選任 

 

（５）協議 

① 平成２９年度 平田地域づくり予算について       ・・・資料１ 

② 管内現地視察研修について               ・・・資料２ 

③ その他 

 

（６）その他 
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（７）閉会 

 

 

６．会議録 

 （１）開会 

佐藤地域振興課課長補佐 

 これより平成２８年度第２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 

 梅雨明けもまもなくかと思われます。夏本番の忙しい時期がきますが、お集まりいただき

ありがとうございます。 

 

（３）支所長あいさつ 

阿部支所長兼地域振興課長 

本日は、平成29年度の地域づくり予算についてと、管内現地視察研修についてご協議お願

いします。 

また、明るい山形県民運動中でもございますので、安心・安全な地域づくりにご協力をお

願いします。 

 

（４）議事録署名委員の選任 

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は、阿曽委員となりますが、遅れていることから、

阿部重敏委員にお願いしたいと思います。 

―― 一同、異議なしの声 ―― 

 それでは、よろしくお願いします。 

長谷部会長 

 会議録署名人の選任は、議事事項ですので、私が決めることになります。 

佐藤地域振興課課長補佐 

失礼しました。次回から、協議の（１）に署名人の選任を入れます。 

  それでは、５．協議に入ります。条例により会長から議長をお願いします。 

 

（５）協議 

① 平成29年度 平田地域づくり予算について 

長谷部会長 

それでは、協議に入ります。平成29年度 平田地域づくり予算についてを説明願います。 

阿部支所長兼地域振興課長・佐藤建設産業課長 

―― 資料１を説明 ―― 

長谷部会長 

 この、29年度予算については、これからの予算要求に結び付けられるという理解でよいの

でしょうか。 

阿部支所長兼地域振興課長 

そのとおりです。 

長谷部会長 

 総額は変えずに検討するということではなく、場合よっては増額要求することもあってよ

いという理解で検討していただきたい。 

長谷部会長 

 それでは、ご意見をお願いします。 



- 3 - 

佐藤（鐵）委員 

 ３のスポーツ振興関係ですが、高畑グランドの芝刈りに、芝刈機を貸してくれと言われて、

社会教育課からは使ってない時は貸すよう言われる。貸すのはいいが、高畑は広いので歯が

摩耗するし、故障が心配です。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 3月補正要求したが、予算が付かなかった経過があります。確かに広いので大型乗用機が

必要なくらいです。スポーツ振興課で新年度予算要求する予定です。 

長谷部会長 

 その他ありませんか。 

 10年要望しても、答えがないようでは意味がないので、ここはじっくりと話し合いをした

い。寿康園前の土地の入札価格はいくらでしたか。 

 

―― 手持ち資料ないため、中断する――  

 

阿部支所長兼地域振興課長 

 最低入札価格1870万円に対して、落札価格は2120万円でした。 

長谷部会長 

 ということは、庄内銀行跡地もあるから、３千万円はくだらない収入が、酒田市にあった

ことになります。旧平田町の財産が収入財源なのだから、全部ではなくとも還元を要求する

べきではないでしょうか。 

岩間委員 

 心情は分かりますが、協議会で決めることではないと思います。必要なら、地元議員に話

すくらいはあってもよいかもしれませんが。 

阿彦委員 

 要望を出すことと財源は別でしょう。 

長谷部会長 

 議員は中立な立場が原則なので、無理でしょう。この話はソフトランディングをめざす必

要がありそうです。 

 その他、コミ振で要望などはありませんか。 

阿彦委員 

 資料を見てもらったが、内容には意見ありませんでした。お金だけあっても、人員不足で

動けない状態にあるとのことでした。 

長谷部会長 

 要望がなければ、予算は付かないものです。行政も動きません。住民の要望が基本です。 

太田主任 

 新規の事業として、お手元に見本を配付しています「里山ひらた あそび案内」を考えて

います。平田のことを知らない人が酒田にも多いので、まずは紹介することが必要と考えた

からです。 

長谷部会長 

 平田には観光資源がないと思われています。しかし、いろいろな資源があるのです。商工

会でもマップづくりをしています。意見ありませんか。 

岩間委員 

 平田になにがあるか考えると、緑があると思う。自分たちがまず動いて、それに応援して

もらうのがよいと思う。 

阿彦委員 

 継続する事業については賛成です。このパンフは予算内で作るのですか。 

太田主任 

 60万円くらい掛かりますが、増額要求したいと考えています。 

阿彦委員 
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 内容は、すばらしいので、今後は配付先、方法を考える必要があると思います。 

 経ケ蔵の東屋の修理はどうなっていますか。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 観光振興課予算となっています。 

佐藤（鐵）委員 

 足場はあるが、その後の予算が付かなく止まったままになっています。 

 経ケ蔵に年間約600名が入山しています。パンフレットも作り、増印もしました。 

 植物マップも、もうすぐ出来上がる。まず、自前の予算で自ら動くことが必要では。 

阿彦委員 

 十二滝の駐車場にも県外ナンバーの車も多くなってきています。 

藤原委員 

 生涯スポーツの予算が28年度減っているのはなぜですか。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 「ジョグ＆ウォーキング」のパンフ代がなくなったためです。他は変わりません。 

藤原委員 

 山楯の大ケヤキ、湧水、山元の孫滝もあそび案内に入れてほしい。柱状節理でめずらしい。

砂越の桜並木も。佐藤春吉さんの著書からも入れてはどうか。飛鳥神社の仁王、運慶作とも

言われているし。 

長谷部会長 

 飛鳥神社の仁王像は、羽黒山と遊佐との３か所同源と思われ調査中です。庄内一帯の観光

ルートにして、酒田港に入るクルーズ船のお客を引き込むことを考えています。 

太田主任 

 まだ、試作版ですので、これから追加、修正等していきたいです。 

岩間委員 

 胎蔵山の東屋材料、ありがとうございました。現在制作中です。ところで、マップ類のパ

ンフレットは多く、私の店にも置いてますが、100円でもいいのですが、有料にした方が、

大切に利用されると思います。 

太田主任 

 有料だと、収入金の扱いが大変なので、今後の検討課題とさせてもらいますが、学校やコ

ミセンにはお配りしますが、他は問い合わせしていただき、贈呈する方式なども検討します。 

岩間委員 

 買うとていねいに読む傾向にあるので、参考にしてください。 

長谷部会長 

 表中に、コミ振の事業内容がわかる欄を設けてはいかがか。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 コミ振・自治会と直接関係あるのは、10の砂越ポケットパークくらいです。 

長谷部会長 

 それでは、平成29年度の地域づくり予算の方向性については、資料のとおりとしてよろし

いでしょうか。 

 ――――  一同、異議なしの声  ―――― 

長谷部会長 

 決定とします。５分間休憩します。 

 

   ――――  休憩 ５分間  ―――― 

 

②管内現地視察研修について 

長谷部会長 

 再開します。（２）管内現地視察研修について を説明お願いします。 

阿部支所長兼地域振興課長 
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   ―― 資料２を説明 ―― 

長谷部会長 

 十二滝の土砂崩れは、危険性はありませんか。 

佐藤建設産業課長 

 我々も毎週確認に行っており、だいじょうぶです。 

佐藤(鐵)委員 

 近くまで行けます。全体が見えます。 

長谷部会長 

 鷺沢林道はいかがでしょうか。車は通れますか。 

佐藤建設産業課長 

 草刈りはやろうと思ってますが、できる場所があるでしょうか。 

岩間委員 

 マイクロバスがＵタンできる場所が近くにはないので、けっこうな距離歩く必要があるが、

草刈りはしているので問題ありません。我々が「嘆きの壁」と呼んでいる行き止まり箇所を

ぜひ見ていただきたい。 

長谷部会長 

 なぜ、見に行くのかをはっきりさせないと意味がありません。 

藤原委員 

 六ケ村排水路は私が提案したのですが、見る必要がなければ取り下げてもいいのですが。 

長谷部会長 

 平田地区の今後の発展のための重要な課題です。排水路を繋ぐ場合に、排水が集中しない

ように、雨水用貯水池を設けることが義務づけられているのです。これでは、企業が進出で

きません。 

 

（15：32 佐藤(鐵)委員退席） 

 

阿彦委員 

 資料は、作ってもらえるのですか。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 作ります。 

長谷部会長 

 時期は、10月でよろしいですか。 

岩間委員 

そば刈りがありますので、10月10日以降が望ましいです。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 10日以降の日程で行いたいと思います。 

長谷部会長 

 それでは、現地視察研修については、このとおりに決定してよろしいですか。 

――――  一同、異議なしの声  ―――― 

長谷部会長 

 決定とします。 

 

③ その他 

長谷部会長 

その他に入ります。何かございますか。 

阿部委員 

 熊の被害出ているが、市は捕獲とかしないか。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 住宅まわりに頻出するとか、甚大な被害とかの場合に、捕獲許可が出る。 
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阿部委員 

 この間の豪雨で、本宮超線の一部土砂崩れがあったが、水路は確保したが、今後のため見

てほしい。 

佐藤建設産業課長 

 後で場所を教えてください。 

長谷部委員 

 消防団の操法訓練の場所確保に苦労している。水を出す必要があるため、水利あるところ

を探さなければならない。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 正直、考えていなかった。個々の班の練習は把握していない。各団体で道路を使っている。

大会も、道路を通行止めにしてやっている。 

長谷部委員 

 練習は、夜やらざるえない。ライスセンター利用も、暗い。練習ではタイム求められるが

暗いと危険だ。放水距離も考えると60メートルから70メートルの長さが必要である。 

阿部支所長兼地域振興課長 

 支所とタウンセンター内の道路は、支所の判断で止められますが、他はそれぞれで工夫さ

れているようです。 

阿彦委員 

 住民理解得られる広報をしてほしい。夜や早朝はうるさいと言われることがあるので。

バックアップしてほしい。 

長谷部会長 

 消防団幹部と行政とよく相談してください。 

その他、なければ、閉会してよろしいですか。 

 

――――  一同、異議なしの声  ―――― 

（６）閉会 

長谷部会長 

それでは、石黒副会長、閉会をお願いします。 

石黒由香副会長 

 これで、平成２８年度第２回平田地域協議会を閉会いたします。 

皆さまお疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

           会議録署名委員                          


