
- 1 -

第５回大曲地域協議会 会議録

平成１８年３月２５日（土）午後２時～
市役所本庁３階大会議室

出席委員（１４人）

伊藤辰雄、大賀賢子、加賀谷早苗、鈴木建一、高橋幸子、高橋祥一、竹村晴子、

竹村信雄、中野和幸、判田勝補、挽野実之、藤谷弘志、山下榮敏、渡部淳一

１．開会及び協議会成立報告

開会と委員の２分の１以上の出席があり会議が成立する旨を報告

２．会長あいさつ

３．市長あいさつ（別紙原稿添付）

４．出席者紹介

欠席委員・・・伊藤八重子委員、小松委員、田中委員

５．会議録署名委員の指名

大曲地域協議会運営規定第７条第２項により議長が竹村信雄委員、中野和幸委員

を指名。

６．議事

議事 第１号 市長提案事項への回答について

事務局 市長に対する提案事項につきましては、前回委員の皆様からご協議頂き、皆

様のお手元に配布のとおり、４項目について提案させて頂きました。

会長 それでは、４項目について栗林市長から回答をお願いします。質問等につき

ましては、終了後、一括してお願いします。

市長 皆様からのご提案にお答え申し上げます。

提案１ 幼老一体施策の推進について
現在、住宅市街地総合整備事業の中で、移転する大花町地区の皆さんの仮住居とし

て 階建ての都市再生住宅の建設計画があります。目的が終わると市営住宅に替えるも7
のです。この建物の１階フロアを利用し、子育てに関する相談や交流を図ることを目的

とした 「つどいの広場」を実施するほか、高齢者の日常生活支援等を行うシルバーハ、

ウジング事業を実施し、世代を超えて気軽に集える場を設置したいと考えております。

健康福祉部を中心にどういうものにすればよいのか検討しながら、建物の設計に入って

いかなければならないと考えております。

集いの広場においては、子育て親子の交流・集いの場の提供、子育てアドバイザーに

よる子育て・悩み相談への対応、地域の子育て関連情報の提供や子育てに関する講習会

の実施などの事業を予定しております。

また、高齢者の長年培った知識や技術、経験等を生かした交流事業も視野に入れ、今

後の運営についても、皆様からの様々な意見等を伺いながら良いものをつくっていきた

いと考えております。尚、子育て相談は大曲地域では既に保育園等で実施しております
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が、そちらとバッティングしないよう進めていきたいと思います。

提案２ まちづくりへの「花火」の積極的な活用について
先般「知事と語る会」において話題となり、知事も興味を示し前向きな回答をしたこ

とを承知しております。

、 、 、 、 、花火特区に係る規制 保安距離 農家民宿については 県資源エネルギー課 保健所

警察署等、関係機関との協議が必要と考えておりますが、花火博物館、コンベンション

協会の設立を含め、充分な調査、研究とともに、実行に向けての課題解決法、プロジェ

クトチームの編成など、総合的な見地からの判断が求められるものと考えております。

いずれにしましても商工会議所、実行委員会、 法人花火倶楽部始め、関係機関NPO
と連携をとりながら「花火を通したまちづくり」の概念は検討すべき大きな課題と考え

ております。

提案３ 市営ふ化場、サケのふ化放流事業の積極的な活用について
河川の果たす役割は、大変重要なものであろうと思っております。今後、最も大切な

癒しの場になると感じております。特に、水と人との関わりについて次世代を担う子ど

も達に受け継ぐことは、大切な使命であります。サケ資源においてのふ化事業は技術的

にも安定しており、毎年一定の稚魚の放流数も確保してきております。

また、サケの回帰率も年々向上して定着傾向にありますが、漁協組合の唯一の収入源

である稚魚の売り払い収入は、県の買い上げ単価が年々下がっていることから減少し、

大変厳しい経営状況にあります。

今後においては、本事業を受託している組合を始めとする各関係機関及び団体等の意

向や採算面等も視野に入れながら、ご提案のサクラマスも含め、総合的に特色ある事業

として検討したいと考えております。サクラマスについては、県水産振興センターの杉

山先生（淡水魚の権威）からアドバイスを頂いておりますし、私も大変興味のある問題

であります。そうした方の力を借りながらこの場所を生かす方法を考えてみたいと思い

ます。

尚、花館地域いきいきビジョン策定事業会議では 「花館の夢のせて いきいきプラ、

ン」の中でサケのつかみ取り、サケの納屋で舌鼓など、サケに関わるイベントを活動計

画に位置づけておりますので、花館地域のいきいきビジョンとも合わせて市として取り

組むべき課題と考えております。

提案４ 仙北組合総合病院の早期改築への積極的な取り組みについて
組合病院の移転新築については 大仙市 仙北市 美郷町及び当該審議会 秋田県 仙、 、 、 、 （

北地域振興局）及び地元県議会議員並びに関係諸団体で構成する「仙北組合総合病院早
期移転新築推進会議」を組織し活動しております。

実現に向けて、設置運営主体である厚生連、合わせて県・県知事にも推進会議として

中核病院の早期移転新築を要望しております。市としても跡地の活用も含めて、より積

極的に各種の課題に取り組んでいかなければならないと考えております。県の総合計画
の中にも、組合病院の問題を位置づけてもらいました。厚生連でもようやくここの病院

を何とかしなくてはならないだろうと５～６月までの間に厚生連としての計画が出てき

ますので、これを見ながら大仙市として様々な協力をしていきたいと１８年度取り組む
体制を整えているところです。病院跡地の活用についても同時に取り組んでいかなけれ

ばならないと考えております。

市長 以上、地域協議会から寄せられた提案事項に対する回答について申し上
げましたが、厳しい財政環境の中、市全体のバランスを考慮しながら、

課題解決に向け対応して参りたいと存じますので、皆様のご理解・ご協

力を宜しくお願い申し上げ、回答とさせて頂きます。
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会長 ありがとうございました。非常に丁寧な説明でした。質問についてどの

項目でも構いません。１つ出ましたら、それについて話を深めながら進

めていきたいと思いますので宜しくお願いします。

高橋祥一委員 組合病院に関連したことですが、大曲地域以外からこの組合病院に対す

る要望は出なかったのでしょうか？

市長 事前の提案の中にはないようですが、その場で発言される方もいらっし

ゃるかと思います。組合病院の移転新築については中核病院としてしっ

かりとした医療環境を整えて欲しいというのは、先般の総合計画策定の

際に 人を対象に市民アンケートを実施したところ、各年代層含め4000
まして今の病院をきちんとしなければならないという視点での回答が一

番多かったので、市としてはこの課題を最優先課題の一つとして総合計

画の中でもそういう位置づけをしております。

高橋祥一委員 去年行われた市長選挙の際、組合病院への取り組み姿勢は各候補者によ

って微妙な違いがあるなと感じました。特に病院に近い大曲市街地を基

盤にする候補者の方々は市街地活性化との絡みというか、市の将来像と

絡めてというような言い方をされている方もおったようです。それを伴

うことは良いことなのだが、やっぱり医療機関としての取り組みからす

れば、どんな環境の下に病院を造るのが病院としての機能を発揮出来る

のかという観点から取り組んでいかなければ、あっちこっち考えたりし

ていると取り組みが煩雑に絡んでくると思います。組合病院移転新築の

問題は、周辺で一番遅れをとっておりますので、毅然たる市長の取り組

み姿勢をお願い申し上げたいと思います。

市長 若干補足しますが、高橋前市長の時代から組合病院の建て替え問題はず

っと広域的に協議してきております。現在地ではなく、大曲仙北の中心

的な場所に建設するという高橋市長の時代の意見集約があります。病院

についていろいろ調べてみましたが、新しい場所に造ろうという形で会

が結論を出した時点で、厚生連の財務体質が非常に悪いという国の指摘

を受け、これ以上新しい病院は建設できないと結論が出ておりまして、

そうした中で市として病院も含めて検討委員会を開催したのですが、厚

生連がこれ以上進めないということで中断された経緯があります。その

後私が市長になり、もう一度病院建設の問題を取り組まなければならな

いということで、前の組織を継承して病院を造るための検討委員会を新

しい方に引き継いだ形で立ち上げました。 関係市町村も全部入っても

らって何とか造る方法はないだろうかということで、厚生連、或いは県

と相談してきました。仙北組合総合病院を建て替えることはしばらく不

可能ということで去年まで厚生連の計画から仙北組合総合病院だけ抜け

ておりましたが、何とか厚生連全体計画の中にこの病院の改築も入れら

れないかということで接触しておりました。当初は改築としておりまし

たが、よりハッキリさせなければならないということで「移転新築」と

しております。病院建設を応援する目的は、大曲仙北の中核的医療機関

を造るということで、大曲だけの病院を造るわけではありませんので、

しっかりとした医療環境設備を整えた病院を皆で造るという考え方で動

いております。病院を造るに当たっては、市民からも資金的な協力をい

ただいてみようということで、ミニ公募債を募りたいという考え方も取

り入れております。病院跡地の問題も駅の西側東側も含めた活性化の問
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題としてしっかり考えて、これ以上駅前が寂れないような対策も平行し

てやりながら、本来の医療機関としてどんな場所がふさわしいのかは病

院の皆さんと一緒に考えていけば自ずと大曲仙北の皆さんの一番行きや

すい場所に決まるのではないかと考えております。大曲仙北の中でも角

館は公立病院を持っておりますし、田沢湖も病院を持っております。田

沢湖は新しくした病院で、角館は老朽化しており、これも何とかしなけ

ればならない時期に差しかかっておりますが、大曲仙北としましては、

一カ所しっかりとした医療が発揮できるような病院環境を整えることが

大事だということで、仙北市の皆さんとも一緒に話し合いながら地域中

核病院の問題については、これからも積極的に取り組んでいかなければ

ならないと考えております。

会長 医師会を代表する山下委員、どうでしょうか？

山下委員 私は組合病院の会議に一度も出てませんのでよく分かりませんが、病院

がアクセスのよい場所に立派なものが出来たとしても、中の医師が、今

の現状は非常に過剰労働で疲れ切っているのです。これは組合病院だけ

でなく、日本全国の総合病院がそうです。オーバーワークで優秀なドク

ターほど忙しくなって辞めていくということもあるらしいのです。そう

した問題は、厚生連や院長が一生懸命やっているのでしょうけれど、あ

まり立派なものが出来て、患者さんが一気に集まったのではますますド

クターがいなくなってしまうという悪循環になってしまう可能性もある

のではと危惧しております。今の状況ではスペースがなく、高度医療の

新しい機種を導入出来ないということでどん詰まりですので、やはり早

急に新築移転はしなければいけないことと思います。

会長 難しいこともあろうかと思いますが、新築移転については、それぞれ色

、 。々な思いはあるし 実現に向けての協力は皆でしていきたいと思います

。 、宜しくお願いしたいと思います もう２０分位割きたいと思いますので

組合病院についてはこれで終了し、残り３項目についてお願いしたいと

思います。

鈴木委員 サケのふ化場について、前向きな話となっておりますので、是非宜しく

お願いしたいと思います。財政的に大変だということは分かっておりま

すので、地域のボランティア等も活用出来る体制を私達も作っていけれ

ばと思っておりますので宜しくお願いします。

市長 サケのふ化場についてですが、県が卵を買い上げる単価が年々下がって

いる状況で収入が少なくなるので辛いところです。私も何度か子ども達

と一緒にサケの放流を経験しておりますが、川に触れることは非常に大

事なことだと思っております。大館では、一般家庭の水槽で卵を孵して

稚魚にしたものを放流しているのです。そういうことにより、少しでも

子ども達が魚や水の問題を考えてくれたり、一匹でも多く放流すれば帰

ってくる訳ですので、県が買い上げ減らしてる分を家庭で卵を孵してく

れれば増えるのではと思っています。地域の皆さんと相談すればまた良

、 。い知恵が出てくると思いますし 面白いのではないかと思っております

内小友地区でホタルをテーマにした活動をやっておりますが、ホタルを

人工的に増やすことも考えているようですので、そんな考えを入れてい

けば楽しいと思います。
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会長 それでは、挽野委員、花火の方はいかがですか？

挽野委員 皆さんの賛同を得て大変うれしく思っております。ただ、思っている以

上に私自身はこの課題は緊急性があると考えております。 ～ 万人60 70
という観客にちょっとあぐらをかいているような気持ちでおりますと、

減りだしたら一気に減っていくのがこういうイベント物です。実行委員

会サイドでは、８０回記念大会が終わるまでは手を付けないという声も

聞こえます。しかし、時間がかかる企画ですので、出来るだけ早く具体

的なプロジェクト委員会を立ち上げていただき、少しずつでも進めてい

ってもらわないと困るというか、ちょっとしたことで観客動員が激減す

る可能性がありますので出来るだけ早めの対応をお願いしたいと思いま

す。

市長 昨日、これまで大曲の花火をずっと支えてくれた花火師さんに感謝する

集いというのが盛大にありました。戦後間もない頃からずっと大曲に来

て花火を打ち上げてる方もおりましたし、ずっと続けて支援していただ

いてる皆さん、１４人がいらっしゃって良い会がもたれました。花火師

、 、さんの方からも様々な提案がありましたし そういう事も踏まえながら

挽野さんの提案も来る人達に、市としても色々考えたいと思いますが、

大曲の花火大会は実行委員会を中心にして企画を立ててきておりますの

で、責任者の皆さんともよく話し合いをしながら、大きな課題を抱えて

おることは確かなので、市の方でやるべき課題があるのか問題を整理し

ながら、組織が必要であれば組織を作っていくという考え方で、この協

議会の提案として受け止めたいと思います。保安距離の問題ですが、急

ぐべき課題と思っております。こちら側に桟敷席があり、向こう側で打

ち上げますと、保安距離は メートル位取れるので良いのですが、大500
川西根側が現在は良好な田んぼになっております。ここに住宅が建つと

保安距離が取れなくなりますので、その田んぼが農地として存続出来る

ような事を考えないと、保安距離が短いと上に上がる高さが短い、玉の

小さい物しか上げられなくなりますので、大仙市全体の都市計画に入っ

ていきますので、そういう場所をどのように位置づけるのか、農家の皆

さんの協力を得て考えなければならないだろうと考えております。課題

につきましても、実行委員会の皆さんは大変忙しく、花火が終わるとも

う次の準備でしょっ中会議をやっている状態で、将来的な課題をじっく

り検討する期間は意外と短いのではないかと感じておりますので、相談

に応じながら、どういう形で課題を進めていったらよいのか検討して参

りたいと思います。

判田委員 保安距離以内（秋田ルミナのすぐ側）に新しい住宅を建設する計画、農

振除外地手続きが、改良区や農業委員会に出ておりますので、申し込み

があれば前例がありますので徐々に保安距離が縮まるだろうと考えられ

ます。商工会議所の方に相談して、規制とは言いませんが、何か代替案

を取っていく必要があるのではないかと考えております。

市長 分かりました。同じ市役所の中で連携を取りながら、規制するというの

は法律的に難しいでしょうから、誘導するとか相談しながら理解しても

らうとか、何らかの方法を取りながら進めていきたいと思います。農地

を持っている皆さんにも何らかのメリットがなければと思っています。

花火の後、玉殻が散らかっている問題を解決していかなければ協力いた

だけないと思っています。全体として問題に取り組んでいきたいと思い
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ます。ご指摘ありがとうございました。

会長 花火について私からも一つよろしいでしょうか。高橋幸子委員から以前

、 、 、話がありました 農家民泊 これは現実的に出来ると聞いておりますが

私は花火グッズがどこで売っているのか知らなかったのです。駅に行く

と全てがあると聞いて行ってみたのですが、皆様のお宅で花火グッズを

見たことがありますか？頭の先からつま先まで全部ありました。ビック

リして家内に言ったら「そんなのがあるの？」と言うので連れて行きま

した。子ども達に言ったら子ども達も誰も知りませんでした。つまり、

。 、 、市民が知っているかということです 例えば 東京やどこかに行った時

大曲の人が皆「お土産です」と花火グッズを買っていって喜んでもらえ

たら、それその物が花火の宣伝になるでしょうし、或いは、新人音楽祭

と同じように、新人の花火コンテストをやったらどうでしょうか？やっ

ぱり町興しというのはまちづくりに直接結びつくような材料があると思

うのですが、大会そのものに関わってしまって専門的に関われないのが

現状であれば、市が主導して花火を使ったまちづくりを統括する部署が

あって欲しいと感じます。

市長 私もそういう考えが必要ではないかと感じております。確かに、花火グ

ッズが開発されておりますが、その時新聞に載っただけで終わってしま

う。その中で良い物は柱として何らかの形で利用して売り込んでいかな

ければならないだろうと思います。そういうところを仕切ってやってい

く必要があると思っています。それを商工会議所を中心とした実行委員

、 。会の中に作るのか 市と一緒に作るのかその辺は課題だと思っています

色々ご意見が出ておりますし、今日企画部長も来ておりますので、応援

をもらいたいと思います。

企画部長 花火グッズですが、食べ物からアクセサリー的な物まで様々な商品が開

。 、 、発されているようです 無論 お店の方にたくさん出ているようですが

花火大会当日は結構売られている状況ですが、日常では地元というせい

なのか、出かける際にお土産にすることはあるようですが、普段の生活

の中ではあまり知れ渡っていないのが現状です。商店の活性化が進んで

おりますし、花火と最も関わりある市の組織の中では商工観光課があり

ますので、リンクしてさらに市民の皆さんから知ってもらい、広げても

らうような意識があると考えております。組織的には、折に触れてそう

いう機会を作っていくことも大切と思います。

加賀谷委員 花火のネクタイですが、市議会の初日に皆さんが着けるとか、例えば、

米沢市では議会初日に羽織袴で出るというようなニュースもありますの

で、大曲の場合は、皆花火のネクタイを着けて出るんだよと宣伝しても

らうことによって、そういう物があるんだなって知ってもらうような宣

伝の仕方もあるのではないでしょうか。

市長 私の宣伝不足かもしれませんが、花火ネクタイは、本業のデザインの方

と一緒に作った物なので結構評判が良いのですが、一過性のような形で

終わってしまいました。私は、省庁を回る際には、花火のネクタイを着

けて出かけます。名刺を配ると大仙市はよく知らなくても花火のまちと

言うと大体分かってもらえるのです。そういう意味で、会議の時には花

火のネクタイを着けて行くと、一々どこと言わなくても「 で観た」BS
とか必ず反応がきます。出来るだけ何かの機会の際には、花火のネクタ
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イを着けるようにしております。ところが、議員の皆さんの中で何人か

は着けてきてくれる方もおりますが、残念ながら徹底されておらない部

分があります。昨日の花火師さんの会議の時も、私は着けて行きました

が意外とせっかくあるのに着けてきていないのです。その辺が我々の弱

いところであります。やっぱり花火に関連した会議をする場合には、商

品開発した物があるのであれば、皆で身に着けてお客様を迎えるとか、

その辺から始めなければならないと思います。ほとんど在庫はないそう

なのですが、同じ物ばかりでは使う人は飽きてくる訳ですので、良い物

をまた開発して何かの機会に市職員や花火の関係者は花火の行事の時に

は、皆で揃って着けていけば地元の人だと分かる訳です。そういう形で

やっていけば気持ちと行事が一緒になっている感じがします。職員もほ

とんど持っており、花火関係の行事の時には身に着けていくことにはし

ておりますけれども、我々の方はまずそれを徹底して、花火関係やちょ

っと目立ちたい時には、花火ネクタイをしていけば大仙市大曲の人だと

分かるような印象付けをしていく必要があると思います。

会長 ありがとうございました。私の言いたかったことは、実行委員会は忙し

、 、 。い も忙しい 商工会も市役所も勿論大変忙しいという印象ですNPO
けれども、一年間通して町興しのために作戦を練る場所があってもいい

のではないかと思ったのです。

高橋幸子委員 農家民宿について私が言い出したのですが、交通の便も不便だし、農家

民宿をやるための研修も必要ですし、花火の相談が出来たり、一カ所と

りまとめる部署があれば大変便利だと思います。また、マスコミに乗せ

ると注目されます。十文字だと永島敏幸さんが仲間を連れてきて農家の

事を一生懸命宣伝して下さるし、山形だとダニエル・カールさんが一生

懸命山形、山形とアピールしています。大仙市でも著名な方がいらっし

ゃるのではないでしょうか？そういう方に宣伝してもらえば、私達がマ

スコミで言うよりもずっと全国に名前が広がっていくと考えます。でも

聞くと一夜にして観客が多く集まるのでこれ以上人が集まって欲しくな

いというような声も聞かれます 「えー？そんな事？」と言われてしま。

、 、うかもしれませんが テレビで一番不人気のクレヨンしんちゃんですが

確か作者のお父さんの実家が大曲市と出ていました。それで、家の子ど

も達も結構観てますので、アニメの中で大曲の花火を宣伝してもらった

らまた違うのかなと思いました。他に大曲出身の著名な方がいらっしゃ

れば、その方にお願いしてとかいろいろ方法はあると思います。

会長 そういう事も含めてお願いしたいと思います。

市長 前のお話と共通する問題のような気がします。農家民宿の件は、前々か

ら提起されておりますので、これらの問題を含めて、我々も考えながら

花火の関係の皆さんと協議してみたいと思います。

会長 ありがとうございました。大分時間も押しておりますので、最後のとこ

ろ幼老一体の推進について大賀委員、何かありませんか？

大賀委員 今、大仙市には公立と法人の保育園がありますが、私は法人の保育園と

いうことで、公立と民間に分けますと民間の保育園になります。法人立

の保育園では、充実した保育サービスの提供ということで、朝７時から

夜７時までの延長保育や産休明けの保育、一時保育を行っております。
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その他にも、保育園に入っていない子供さん達のための園開放や育児相

談等、保育園で出来る限りの子育て支援を行っております。今度出来る

施設におきましては、保育園だけでは出来ない充実した施設となります

ことを期待したいと思います。

市長 新しい概念で造る施設ですので、保育園・幼稚園の関係者の皆さんを含

めて、健康福祉部で中身の問題を検討していきたいと思っております。

中心市街地では、伊藤八重子委員の方から「のびのびらんど」で様々な

試みをしていただいております。高齢者、子供、様々な人が、気楽に集

まって休める場所という概念で人が集まるようになってきているようで

す。そういう事例も参考にしながら、旧市街地に何カ所かこういう場所

が必要ではないかと思っております。新しい建物の中に出来る空間です

ので、いろいろな意見を聞きながら良い物にしていきたいと思っており

ます。

藤谷委員 先程の花火の件に戻らせてもらいたいのですが、保安距離の確保のとこ

ろで気になった点があります。市長から、近い住民に対してメリットが

あってもいいのではないかと話がありましたが、例えば、打ち上げ会場

周辺に土地を持っている、或いは家を建てて欲しくないという方々に、

あらかじめ招待券を出して花火にご招待するとか実行委員会の方では今

までそういう事があったのでしょうか？起こり得るところにおいて、話

をきちんと伝えておいて、日頃からの人的人間関係をしっかり築いてお

くと、そういう問題もないのかなと思いました。毎年毎年、皆が喜ぶと

いう訳ではなくて、案外中には迷惑を被っている人もいる訳で、このよ

うな法的規制が取れなく、将来的に危険要素がある所には、あらかじめ

実行委員会の方で真剣に毎年桟敷席を一枡用意するような配慮が必要で

はないでしょうか？何でもかんでも行政に言っても、検討すると言った

ところで職員は削減し、法的遵守に基づいて専門家になっていかなけれ

ばならないし、大変だと思います。検討すると言うことは簡単でしょう

が、むしろ普段起こり得る問題に少し気配りをすることによって何らか

の解決に繋がるのではないでしょうか？

挽野委員 実行委員会の立場で申しますと、付近住民の方で元商工会職員の方がお

りましたので、その方を中心にお願いしておりましたが、具体的に代償

として桟敷席を用意するということは、一切やったことがなかったと思

います。私自身は、そんなに力のある方ではないのですが、実行委員会

に協議会でこのような提案事項があったことを報告させて頂きます。

会長 全体について皆さんから意見を頂きましたので、これで市長からの回答

を終わらせて頂きます。どうもありがとうございました。何とかここに

書いてある主旨を今後に生かして頂きたいと思います。

小松総合政策課長説明議事第２号 大仙市総合計画（基本構想）について

判田委員 財政見通しですが、平成１７年度が７５億、５年後に８５億と１０億プ

ラスとなっておりますが、このプラスの要因は何でしょうか？
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小松課長 市税が増額になるという見込みの考え方ですが、基本的には経済的な状

況での市税の増というのはあまり見込みがないと思います。ただ現在、

特例で減税措置がされておりまして、それが今年度来年度で廃止されま

す。当然その分での増ということを考えております。減税廃止の効果と

もう一つ、現在三位一体改革をしておりまして、平成 年度以降、所19
22得譲与税相当額が移行されます。この税源移譲によりまして、平成

年度には、約 億円の増と見込んでおります。10

判田委員 分かりました。

会長 他にないでしょうか？実際にかなり膨大な資料ですので、後でじっくり

お読みになって次回以降にお願いしたいと思います。よろしいでしょう

か？それでは、総合計画については、ここで締めたいと思います。あり

がとうございました。

事務局説明７．その他

①組織・機構の見直しについて

大曲総合支所がなくなりまして、地域協議会は本庁の総合政策課地域政策班が担当す

ることになります。

、 、協議会委員の身分についてですが 公共的団体から選出されております委員の身分は

その団体に属している間は、仮に会長をお辞めになっても地域協議会の委員として 年4
間在籍して頂くということになっておりますので、宜しくお願いします。

②指定管理者制度の概要

児童館から駐車場、へき地保育所など、記載されております現在１７年度まで管理委

託されておりました団体が、そのまま２年間（１８～１９年度）指定管理者として指定

されることになりました。２年後には、ある程度公募という形で民間の会社等が応募す

るということもあろうかと思います。２年間は、ここに記載されております団体が指定

管理者として指定されております。

③次回開催について

出来るだけ早く開催したいと考えておりますが、早ければ４月の下旬頃、遅くとも５

月の連休明けに、具体的な日程はまだ決まっておりませんので、会長さんと打ち合わせ

した上で、なるべく早く皆様に次回の日程をご連絡いたしたいと思っておりますので、

よろしくお願い致します。

会長 質問、或いは確認ありませんか？

判田委員 組織機構の見直しとありましたが、農業委員会の分室が各総合支所の農

林振興課に業務委託されるということでした。本来、農業振興と農業委

員会の許認可制度はまるっきり違う性格のものですので、その点どのよ

うな考え方で農林振興課の方に委託したのか考え方を教えて頂きたいで

す。

事務局 本日、人事担当の者がおりませんので、お答え出来ない状況です。事務

、 。の内容としましては あくまでも相談業務を兼務されることのようです
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具体的な詳細につきましては、申し訳ありませんが次回にお答え致しま

す。

小松総合政策課長

私も直接担当ではありませんが、各総合支所の農林振興課職員に農業委

員会の職務を兼任させる、併任の辞令を持つという形です。実際には、

各農業委員会の事務局の職員がメインとなって動きますので、各総合支

所の職員については、受付・相談を重点にやることになります。大仙市

職員もかなり厳しい状況で配置しておりまして、このような形で出来る

だけ職員数をカバーしたいという考え方での配置と伺っております。

会長 判田委員、よろしいでしょうか？

判田委員 はい。

会長 他にないでしょうか？確認ですが、大曲地域協議会は、新年度企画部総

合政策課の地域政策班が事務局となるということですね。身分のことに

ついてですが、中野委員は、 会長さんで選ばれておりますが、会PTA
長さんでなくなっても 会員であれば協議会委員として４年間在籍PTA
して頂くということです。この事については、欠席の委員の皆さんにも

きちんと連絡方お願いします。後は、次回の協議会の開催ですが、土曜

日の午後でよろしいですか？

高橋幸子委員 雪が解けましたので、夜の開催に戻しても良いのはないでしょうか？

会長 土曜の夜ですか？

平日の夜との意見あり

会長 夜の開催でもいいですか？良い方は挙手願います。

全員挙手

会長 時間は、 時とか 時頃からですか？時間は事務局と相談して決めた18 19
いと思います。

高橋祥一委員 平日の夜の方が良いのではないですか？

会長 平日の夜ということで お願いしたいと思います 他にないでしょうか？、 。

無いようですので、事務局から他にないですか？

今野支所長 一言お礼申し上げたいと思います。本協議会の設立から今日まで本当に

お世話になりました。色々ご指導ご協力頂きまして大変ありがとうござ

いました。担当者一同、心からお礼申し上げたいと思います。委員の皆

、 。様には 今後ともご健勝にてご活躍されますことをお祈り申し上げます
本当にありがとうございました。

会長 こちらの方こそ、色々お世話になりました。この会は市長さんからお話
ありましたように、大変な意義がありまして、第一回は８月５日であり

ました。それから数えて５回目。年度末ちょうどいい締めくくりの時期
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に、この会も一つ大きな節目を迎えたということになりそうです。来年

、 。度に向かってまた変化があるということでしたが 春も近づいています

この次の会議は、多分桜も散って若葉が燃える頃になると思われます。

皆さんも健康に気を付けられまして、燃えるような熱い緑に耐えられる

ようにしてまた集いましょう。今日は市長さん、本当に丁寧な回答を頂

きました。これまで私達を支えてくれました支所長さん始め、スタッフ

の皆さん、本当にありがとうございました。そして、この後お世話にな

ります総合政策課の皆さん、どうぞよろしくお願い致します。私達地域

協議会の委員も大曲地域のさらなる発展のため、微力ではありますが努

力して参りたいと思います。長時間にわたり、ご協議を頂き、大変あり

がとうございました。今後とも委員の皆様には、ご難儀をおかけいたし

ますが、ご協力賜りますようお願い申し上げ会議を終了いたします。

本日は誠にありがとうございました。


