
第 3回大曲地域協議会 会議録 
 

日 時 平成 18年 7月 20日（木） 午後 7時～ 
場 所 市役所 3階 大会議室 

 
出席委員(12人) 
 伊藤辰雄 伊藤八重子 大賀賢子 加賀谷早苗 小松末五郎 高橋幸子 高橋祥一 
 竹村信雄 判田勝補 挽野実之 藤谷弘志 山下榮敏 
欠席委員(5名) 
 鈴木建一 竹村晴子 田中智子 中野和幸 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 会議録署名委員の氏名 

  大曲地域協議会運営規則第 7条第 2項により議長が、挽野委員・山下委員を指名。 
 
４ 議事 

  議事 第 1号 地域枠予算の補助金交付の承認について 
   
  ■「のびのびらんど」(柴田主幹) 

    
  ■「丸子町一区・二区親和会」地域枠予算実施類型Ⅱ(山崎主査) 

    

議  長 2つの事案について意見をいただきたいと思います。 
 
山下委員 全国花火川柳大会の作品は新聞に掲載するのでしょうか？掲載するとすれ

ば無償ですか？ 
 
伊藤委員 全国紙の新聞に無償で掲載をお願いしています。 
 
判田委員 全国花火川柳大会への交付金 20 万円ですが、不足分は寄附金などで賄う

のですか？ 
 
伊藤委員 商品については、JAからお米をもらったり、商工会議所から花火の桟敷を

もらったり、酒屋さんからお酒をもらったりしていますが、不足分は苦労
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しています。 
 
判田委員 頑張ってください！ 
 
伊藤委員 ありがとうございます。 
 
議  長 昨年実際にやってみてどうでしたか？ 
 
伊藤委員 今年度は県のパワーアップ事業に申請したのですが、外れてしまいました。

昨年は手探りで何句の応募があるのか不安でしたが、思いの外、NHKが放
送してくれて、790点以上の句が集まりうれしい悲鳴をあげました。 

     選者(東京・新潟)とのやりとりが大変でしたが、商品で花火の桟敷が当た
るということもあり、運営は大成功でした。2年目の今年、今のところ 200
件近くの応募がありますが、昨年と比べると迫力はイマイチです。何とか

昨年くらい集めたい！大曲の花火に協力する意味でも何とか成功させたい

と、あれこれ頑張っています。 
 
議  長 丸子町の事業についていかがですか？ 
 

竹村委員 資料を見ると鉄棒・ブランコがあります。遊具の管理を自治会が行う場合

は、遊具の点検も実施していただきたいと思います。私自身の自治会内に

あるブランコも老朽化しており、市へ撤去をお願いした経緯があります。

随時点検をお願いしたいです。 
 
大友参事 何年か前、遊具の安全点検をしていますが、それから年数が経っておりま

すので、随時点検するよう主管課の方に確認したいと思います。 
 
挽野委員 花火川柳があれ程の盛り上がりになろうとは予想していませんでした。各

地に俳句甲子園などテーマを設けた川柳大会がありますので、大曲ならで

はの花火川柳大会を、出来れば定着させて欲しいです。丸子町のような地

域枠予算実施類型というのがあることを知りませんでした。雨の日の写真

は非常に説得力があり、早急にやってあげなければなぁという気がします。

地域のメイン事業が、夏休みに入ってのラジオ体操や盆踊り大会のようで

すので、子ども達に良い環境を早く整えてあげたいです。是非すすめても

らいたいと思います。 
 
判田委員 グラウンドの窪地に砂利を敷くようですが、舗装するのではなく穴ぼこを

埋めるということですか？ 

 - 2 -



山崎主査 子ども達の健全な遊び場という観点から、細かな砂を敷いてあげたいと考

えています。 
 
挽野委員 地域と行政とのコラボレーションで、このように素晴らしい事業が展開出

来ますということを、事業実施後に広報等で PR していただき、地域コミ
ュニティ事業に役立てていけるような PR も併せて考えていただきたいと
思います。 

 
議  長 具体的な例を挙げて、個々に PR していただきたいと思います。後でコミ

ュニティ会議との連動も考えられると思います。他に質問はないでしょう

か？それでは、承認の件について、挙手を求めます。伊藤八重子委員は、

当事者ですので、見ていてください。 
 
   のびのびらんど：全員   丸子町一区・二区親和会：全員 
 
     両事業とも満場一致で承認されました。おめでとうございます。ますます

頑張ってください。 
 
議  長 中野委員から本日欠席する旨の連絡がありました。お知らせいたします。 
 
 議事 第 2号 大仙市総合計画の「実施計画」(大曲版)について 大友参事説明 
 
議  長 説明いただきましたが、私には殆ど分かりません。 
 
藤谷委員 7 ㌻の学校教育の充実の中で耐震補強が必要と診断されたのであれば、自

然災害はいつ起こるか分かりません。大小に係わらず前倒ししてでも実行

するべきではないでしょうか？ 
 
大友参事 全くおっしゃる通りで、我々も出来れば来年度といわず、今年度からでも

という考えは持っていますが、諸々の事情で 22 年度という調整がされたと

いうことです。 

 

議  長 耐震については、危険度のレベルが 5段階ありますが、レベルはどのくら
いでしたか？六郷中学校に赴任したことがありますが、解体されるという

ことで新聞に出ていました。あれはレベル 4で危険校舎と診断され、体育
館を閉鎖して先生方だけが回るということでした。いつ地震が来るか分か

らないけれども、昨日まで使っていたところが突然使えなくなるのですか

ら中にいる方は大変だと思います。体育館が使えなくなるので、それに代
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わる物の配慮もお願いしたいと思います。 
 
大友参事 昭和 56年以前の建物かどうかが、まず基準になります。56年以前の建物

であっても耐震診断に向かうか、建て替えするかの判断になります。耐力

度調査して改築に向かう、それ程老朽化してなく危なくないだろうと補強

で済む場合もあります。その結果、内小友小学校については今すぐにやら

なければならないようなレベルではなく、2～3年後になるという計画のよ
うです。 

 
高橋祥一委員 事業費の中で上下水道と集落排水事業が非常に大きい割合を占めてい

るようです。いずれも受益者負担を伴うものであると思いますが、どのく

らいの費用が受益者負担となるのか、詳しい資料があれば見せていただき

たいです。 
 
大友参事 金額までは把握していませんが、例えば、公共下水道の事業費の財源内訳

の欄を見ていただきたいです。ここには一般財源が入っていません。国や

県からの補助金、負担金で賄う、或いは地方債を発行する。その他の内訳

として、管を延長するような事業は受益者の負担金で賄えるというのが今

の計画のようです。今の段階での話ですので、負担金が思うように入るか

どうかは別問題で一般財源が必要になるかもしれませんが、計画の上では

受益者負担である程度賄える事業です。集落排水について、一般財源がな

いのは受益者負担である程度賄えるからだと思います。 
 
高橋祥一委員 13㌻の大曲総合公園整備事業や飯田沼つり公園事業に何故、受益者負

担がないのでしょうか？ 
 
大友参事 野球場の入場料を取ったりしますが、それは運営上の話であり、総合公園

を造る、つり公園を造る建設事業に受益者負担は見込んでいません。国県

支出金と地方債と一般財源で賄うという考えです。 
 
議  長 同じ集落排水の事業だが、一般財源があったりなかったりするのは何故？ 
 
大友参事 戸数が少ないところからは、受益者負担金が少ないと見込まれ、一般財源

を投入しなければならないし、戸数が多いところからは、ある程度受益者

負担が見込まれるということだと思います。 
竹村委員 市内には観光地がたくさんあります。個々に総合公園の整備をしたり、推

進されているが、もっと広い分野で整備してもらいたいです。真木ダム周

辺や協和わんぱくの森周辺を歩いてみたが、道路が狭かったです。支所で
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対応するのか大仙市全体で対応するのか分かりませんが、大曲は花火大会

のことだけやるのではなくて観光事業にもっと広く着手していただきたい

です。 
 
大友参事 この実施計画は、大曲地域版に限定した事業ですので、真木ダムや協和の

わんぱくの森周辺の道路については載っていません。市全体の道路計画に

入っているかどうかは分かりません。しかし、花火以外にやらなければな

らない事業もあると思います。全体的な視野で市の事業をすすめていきた

いなと思っています。 
 
議  長 全体のバランスをうまく取って欲しいということもありましたので、よろ

しくお願いしたいと思います。 
 
挽野委員 8㌻の事業は、市民会館の自主事業ととらえてよろしいですか？ 
 
大友参事 そうです。 
 
挽野委員 その他の収入はチケット収入ですか？それが回収出来ない場合は補填する

のですか？ 
 
大友参事 一般財源が補填となる考え方になろうかと思います。市の一般財源を投入

してでもやるのが自主事業ととらえています。全てチケット収入で賄うと

すれば、チケットの料金が相当高くなってしまいます。 
 
挽野委員 非常に大きな額を投資している割に、費用対効果が悪いのでは？歌舞伎や

オーケストラを呼んでも集客が悪く、PR不足なのか、呼んでくる自主事業
の内容が悪いのか、非効率な財源のように思います。オーケストラを呼ん

で入場券が半分しか売れなかった場合、市内小中学生の吹奏楽部の学生を

無料招待したら良いのではないでしょうか？演劇であれば高校生の演劇部

の学生を無料招待してもホールを満席にした方がいいのではと思います。

１階の席がようやく埋まったくらいで実施している事業が結構あると聞き、

非常にもったいなく思います。PRとその事業の内容も含めてご検討いただ
きたいです。 

 
判田委員 9 ㌻の改良区と市の用水路事業について、分かる範囲でもっと詳しく教え

ていただきたいです。 
 

柴田主幹 昔から残っている素掘りの排水路にＵ字溝を入れて改良する事業で人気の
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高い事業です。昔の農村部と住宅がぶつかっているようなところが主に対

象となっています。 
 
判田委員 後でまた機会があったら詳しく教えてください。 
 
小松委員 質問ではありませんが、基本計画を読んでの感想を 3つ話したいです。 

1つ目は財政状況が非常に厳しく自主財源が 1.6％しかなく、一般職員の定
員削減、各種手当の減額と身を切るような思いで書いたと思われます。不

思議に思うのが、職員は痛みを伴っているが、議員の報酬や手当について

は基本計画では触れていません。議会の方に根拠があって触れていないの

かもしれませんが、議員報酬が上がって議員の人たちは平然としていられ

るのでしょうか？ちぐはぐな気がします。議員も痛みを伴うことを考えて

欲しいです。 
     2 つ目は、序論の中に組合病院早期改築とあるが、これは早期移転新築で

はないのでしょうか？ 
     3 つ目は、高速交通体系について、奥羽南線の新幹線化について少しでも

触れて良かったのではないでしょうか？ 
     大森教授の講演会や秋田民報によると、地域自治区の条例が策定されてい

る自治体は、全国で 17 か所しかないとありました。地域自治区の条例が
なくても地域協議会の活動が出来るのかどうかお伺いしたいです。 

 
藤川主幹 先日の講演会では、合併しない地域でも地域自治区のような地域内分権制

度で運営している事例の話もありました。合併する、しないに関わらず、

町の方針で首長や議会が前向きな姿勢であれば、活動は出来るということ

でした。後日、大森教授の講演内容を皆さんにお配りしたいと思います。 
 
議  長 伊藤委員が、実践の中から意見を出していこうと感想の中で述べていまし

た。そういう方向性を持ちながらいければ良いと思っています。これで大

仙市総合計画の「実施計画」(大曲版)についての協議を終わります。 
 
 地域協議会委員研修会に参加して 

 
議  長 フリートークとなります。感想がありましたらお願いします。 
 
伊藤委員 行って良かったと思いました。大森先生の話から受けた一番の感動は「思

い通りにいかないことが人を育てる。その中から人は色んな事を学んで成

長していく」ということと「新しい事をやる時には必ず困難を伴う。困難

があって当たり前。だけどそれを誇りに思え」という言葉で、私は大きく
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メモしてきました。今回の合併でも私達の『のびのびらんど』にしても困

難はつきものです。意見交換会では、どこの地域からも何を話せばよいの

か、どのくらい自分の発言に権限があるものか戸惑いがたくさん出ました。

まず、皆同じなんだなぁと安心しました。でも話をしていくうちに、分か

らないけれども、自分の出来ることを見つけて一生懸命やって、まちを良

くしたいという思いは皆同じだったと思います。ですから、私達のような

普通の市民がこのように意見を出せる機会をありがたく感謝しながら、あ

まり急がずに、自分たちの出来ることをやっていれば、色々な発見も出来

ますし、こうやればいいのだという事も分かると思います。ただの批判や

陳情ばかりでは市長にも議会にも受け入れられないだろうと大森先生もお

っしゃっていました。自分達の出来ることを探しながら色々な意見を出し

ていきたいと感じてきました。 
     新聞に「役割大きい地域協議会」と載っていて、記事を書いた方が『のび

のびらんど』を訪ねて下さり、地域協議会についての思いを語っていかれ

ました。全く同じ意見で、「ただ会議に出て物を言うだけの委員ではなく、

皆で先頭に立ってまちおこしのパイオニアになろう！どんな小さな事でも

良いから」と書かれていました。良い出会いが出来たと思います。 
 
高橋幸子委員 私は第 3分科会に参加しました。地域枠予算の討議に入った途端、大

半が、それは使わなければならないという意見でした。その時、渡部委員

が、使わなければならないのではなく、もっともっと協議を重ねて地域枠

予算を使うべきと言ってくれました。私の言ったことが書かれていないの

は何でだろうと思いました。 
 
議  長 私は第 1分科会でした。小松委員と大森先生のやりとりが印象に残ってい

ます。市長の諮問機関であるが、意見を言うのは諮問された時だけなのか？

という質問に、大森先生は、「そうではない」と言ってくださいました。こ

の協議会が色んな角度から意見を出して、それが反映させるように力を持

つべきだ、市長や議会が簡単に「ノー」と言えないように足腰をしっかり

させるべきだとおっしゃったのが強烈に印象に残っています。 
地域枠予算 500万円については、もっと使って足りないくらい出来ないか、
そんな事も大森先生はおっしゃっていました。 

     もう一つ現地視察の研修会がありましたね？そちらについて、感想ありま

せんか？ 
 
高橋祥一委員 目で見るのは初めての所がほとんどだったので大変勉強になりました。

雄物川のドロドロした水が、きちんとした径路を経て我々の口に入ること

が分かり、大変勉強になりました。駅前の区画整理事業についても、書い
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た物を見ているうちは、大曲の区画整理事業は遅れているという印象を持

っていましたが、実際工事をやっている人の苦労話を聞くと、すごい勢い

で進みつつあるのだなという印象を受けました。一回限りではなく、これ

からも現地研修を企画していただきたいです。 
 

議  長 今回視察した場所が、来年どのように変わっているか再度視察してみたい

です。何より、現場に携わっている人が説明してくれるので、大変勉強に

なりました。事務局から何かありますか？ 
 
大友参事 「その他」として皆様にご相談したいのですが、大曲地域協議会に先進地

研修費が予算化されています。視察の候補地等探していますが、まだ見つ

かりません。委員の方々で何か情報がありましたら教えていただければ幸

いです。行き先が決まりましたら、時期や視察の方法も含めて相談させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
     また、次回の地域協議会の開催は未定です。会長と相談して改めてご連絡

いたしたいと思います。 
 

山下委員 先進地視察は何を視察しに行くのですか？ 
 
藤川主幹 7月 10日太田地域協議会では、酒田市にあるコミュニティを専門にしてい

る大学を視察して来ました。バスに乗っての日帰りで、先生とコミュニテ

ィの勉強をしたり、地元出身の学生と交流をしてきたそうです。現在、由

利本荘の方やＮＰＯ法人の方を通じて色々調べていますが、まだ適地を見

つけていませんので、皆様の方で何か情報があれば教えていただきたいで

す。 
 
挽野委員 それが何だろうか、よく分かりませんね。 
 
柴田主幹 全国で 17 か所なので、先進地は無く、むしろ大仙市が先進地扱いされて

いてあちこちから視察に来ています。 
 
藤川主幹 来週、福島県いわき市から来ますし、その前は愛知県大津市からも来てい

ます。どういう手法でやっているのか等聞かれています。 
 
議  長 それでは、これで全てを終了いたします。お疲れ様でした。   
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