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平成 19 年度第５回太田地域協議会会議録 
 

 

◆日 時：平成 20年 2月 20日（水）午後 2時 00分～ 

◆会 場：太田文化プラザ「多目的ホール」 

 

 

◆報 告 

       大仙市東部地区水道施設整備計画（案）について 

 

◆協 議 

       平成 20年度地域枠予算執行計画について 

       市長への提言について 

 

 

◆出席した委員の氏名 

 出席委員 15人 

  伊藤昭子、大信田弘喜、大信田康雄、加藤 進、倉田良子、小松一男、小松 誠 

  今野勝代、鈴木弘之、鷹觜信行、泉 澄彦、野中シゲ子、福原榮司、藤澤由希子 

  藤原鈴司 

 

 欠席委員 3人 

  草彅太郎、髙橋美佐緒、田口誠毅 

 

 

 

◆職 員 

大信田 哲 男（総合支所長） 

  髙 橋 共 男（地域振興課長） 

  高 貝 清 一（地域振興課参事） 

小 松 明 彦（地域振興課主査） 

細 井  誠 （地域振興課主任） 

 

（午後 2時 00分開会） 

 

１ 開会 高橋共男地域振興課長 

 

２ 会長あいさつ 加藤進会長 

 

３ 協議会成立報告 



 - 2 - 

  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 

４ 大仙市東部地区水道施設整備計画（案）について報告 

  田口水道局長より資料に基づき説明 

 

５ 会議録署名委員の指名 

  会長が藤澤由希子委員と藤原鈴司委員を指名。 

 

６ 協議案件１：平成 20年度地域枠予算執行計画について 

 

○加藤進会長（以下「会長」と表記） 

  それでは協議に入ります。まず始めに、平成２０年度地域枠予算執行計画について

事務局の方から説明してください。 

 

（事務局小松主任が説明） 

 

○福原榮司委員 

  今回の予算執行計画についてはこれでいいと思います。それを踏まえて３点ほどお

聞きします。一つめは地域枠予算の集落内環境整備事業や街頭設置事業補助金につい

て３月に２０年度の募集チラシが毎戸配布されたということは、ここで審議しなくて

も確定してあるのかということが一つです。 

  二つめは新規事業として地域づくり講座がありますが、今まで公益文科大学の教授

を呼んでの講演会や、登山家の小松由佳さんを呼んでの講演会などがありましたが、

それとは趣旨が違ったものをやるのかというのが二つめです。 

  三つ目は支所長枠の１１０万円ですが、他の支所も同じような金額でしょうか。と

いうのは他の項目で予算が足りなくなった場合流用できるものでしょうか。緊急な事

項とはどのような場合を指すのでしょうか。以上三点です。 

 

○事務局 

  一つめの質問についてですが補助金等については、これからは公募しなさいという

ことで期限を区切り今まで５回くらいチラシ配布してきました。新年度も引き続き募

集をかけ、応募があって規定にあえば地域協議会に承認を求める形になります。 

 

○福原榮司委員 

  私が思うに初めから地域枠予算が決まっていたということでしょう。 

 

○髙橋共男地域振興課長（以下「地域振興課長」と表記） 

  集落内環境等整備事業、自治会館街頭設置事業ですけれども、まだ皆さんに執行方

針を示さない前に公募したということでしょうが、18 年度に集落等整備事業の要綱

を作られて地域枠予算でやるという事業です。それと自治会の街頭設置事業は 17 年

度は一般財源で自治会支援ということでやっていたわけですけれども市の方針でこ

のことについても地域枠予算でやりなさいということで要綱・要領できております。
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その関係上、皆さんにお諮りしないでそのまま流れてきているものですから載せたと

ころです。多分 19 年度の編成のときもそのような公募の仕方をしたのではないかと

思っております。それと地域づくり講座の中に著名人等の講演会ということでしたけ

れども、この前の藤原鈴司さんのご提案あって、太田出身の著名人を連れてきたらど

うかということもありましたが、この中に入れたらどうかということでこの予算措置

しております。それから支所長の枠ですけれども１０％から２０％くらい地域枠予算

を確保しておきなさいという本庁からの指示があり、また一般予算の中で対応できず

に、支所長が地域の為になるとなれば執行するということで１０％から２０％くらい

の額をよせてあります。市と協働あるいはそういうことで団体の活動が活発化してき

て予算が足りなくなると支所長枠からほかの方へ回すという形にしております。総額

500万円にあわせるためにという言い方は変ですがその手法もとっております。 

 

○福原榮司委員 

  審議過程だと思うのです。それが 10 日くらい前に申し込んでくださいというよう

に、あたかもこのような事業は別に私たちが審議しなくても進んでいくものでなかろ

うかと危惧して聞いたわけであります。ありがとうございます。 

 

○会長 

  ほかにございませんか。ないようですのでこのように決定させていただきます。地

域枠の予算については増減が伴ってくると思いますので事務局から柔軟な対応をお

願いしたいと思います。 

   

  

７ 協議案件２：市長への提言について 

 

○会長 

  市長への提言についてですけれども、太田地域の協議会としてふさわしいかどうか

を含めて、すべてを市長に提言するか、皆さんでご検討願います。 

  それでは最初に一番目の大信田さんから出ている提言というようなことで、これに

は皆さん目を通していただいていると思います。事務局でコメントありましたらお願

いします。 

 

○大信田哲男総合支所長（以下支所長と表記） 

 

（奥羽山荘をわらび座に譲渡する計画を説明） 

 

  

 

○大信田康雄委員 

  私の提案した理由は、本来奥羽山荘は提案の中の一部分なのです。本当はこの市政

の運営についての要望・提言をしたいと、ここで非常に抽象的な表現をしていますが、
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いわゆる合併してどこの旧町村もみんな同じ行政レベルで物事が進んでいる。そもそ

も合併当初はそれぞれの地域の持ち味を活かして他にないような地域の活性化を図

ろうというのが本来の目的であったはずなのです。それが予算的にたまたま旧大曲市

でありますと、商工業の中心地、それはそこの持ち味ですから、そうすると一番端に

ある太田は鉄道も国道もないと、行ってみれば農村でそんなところが 1市 7町村と同

じように物事をやっていれば合併した意味がないのではないかというのが一般的に

そういう印象があるので。特に太田地域でいうと観光地で著名なところと言うと一つ

は奥羽山荘であると。山荘をきちんと核としてやっていかないと他の温泉保養地と同

じような考え方でやっていたのでは「ここは赤字だからやめろ」というようになって

しなうので、それを行政レベルで例えば支所長から話しがあったように、ブナだとか

和賀岳だとか薬師岳とか他にない特徴がある地域だと表現してありますけれどもそ

ういうものが全然大仙市の行政には取り入れてもらってないんじゃないかと、ただ机

上で人口や財政指数だけで予算が配分されているように見受けられているので。その

中でたまたま奥羽山荘をやめると噂があったのでそのへんがどういうふうになるの

かと思って。ただ民間へ投げればいいという考え方でやるのであれば合併した意味が

ないというのが本来の私の市長への提言であって、その中の一例が奥羽山荘だよと、

表現が１，２としてあったのであれですけれども、たまたま支所長から話しがあった

ので止めないし、まだ決まらないけれどもそういう方向だよということなので一安心

はするけれども一歩突っ込んで行政レベルで太田地域はこれだというふうに考えて

欲しいというのが提言の趣旨でありまして、そのへん皆さんから意見を聞いてもらい

たいところであります。 

 

○倉田良子委員 

  大信田さんの話しにありましたとおり奥羽山荘の噂を聞いたときに名前も変わる

のかなと、私がどこかに行くたびに声高らかに宣伝していた奥羽山荘、そして皆さん

がご存じの山ブーム、中高年の人たちが愛してくれている、真木真昼、真木渓谷、薬

師岳、和賀岳、そしてＮＨＫから報道された事などを含めて、宝物をどんな風に特色

ある位置づけにしていくのか、この地域枠予算との兼ね合いという問題ではなくて私

たちの太田地区がどんなふうに活き活きとアピールして人々がそれに関わっていき

いきと生きられるかそこの視点が各地域振興課を中心にしながら各課で十分に話し

合われてそして本予算を決めて欲しいし、それから私たちに執行方針案が出されまし

たけれども、この内容の検討だってこの課題に迫っていくとすれば何をどうするかと

いうところを本当に地域協議委員の皆さんと一緒に検討して何をどうして若きリー

ダーを育成していったら真の意味での住民と行政の協働の取り組みにつながってい

くかなどというようなこと、そうすれば若い人のアンケートとかさっきの水道と同じ

ようにいろんな形で施策していかなければいけないのではないかとやっぱりもっと

何かしていくようなこと検討一つ一つこのことの内容を活かす、活き活きとさせるよ

うに仕組んでいかなければならないそんな役割がこの地域協議会の役割でもあるの

ではないかとずっと考えてきたわけですが、そんなわけでぜひ奥羽山荘を中心とする

あの大施設が太田町の地域に住んでいる町民達が活かされる場につながっていくコ

ーディネートというかそういう形をとっていければいいなとそのためにはなんとす



 - 5 - 

ればいいだろうというようなことをぜひどこかの委員会とかここなのかでやるべき

ではなかろうかというふうな提言をしたいと思います。 

 

○会長 

  大信田さんの提言について市長へ提言するということで決定して提言していただ

くと言う形にしたいと思います。文面については若干修正あるかと思いますがそのへ

んは事務局に任せてもらえればありがたいと思いますがいかがですか。 

 

○ 地域振興課長 

  ポイントを絞らないと提言にならないのではないか。漠然とした趣旨ならば市長は

すでに考えているはずだ。 

 

○大信田康雄委員 

  倉田委員が言ったとおり大仙市を太田を代表とするところをアピールしていけば

いいと思う。 

 

○鈴木弘之委員 

  バランスだけではなく地域の特色ということで奥羽山荘を活かしてほしいという

ことですよね。 

 

○会長 

  この件については市長へ提言すると、ただ文章的には若干の修正も考え、詳細は大

信田委員と事務局とで協議してください。 

  次に移りたいと思います。次は倉田委員の市長への提言について事務局から説明す

ることがありましたらお願いします。 

 

（事務局小松主任が説明） 

 

○倉田良子委員 

  平成 19 年 1 月の本庁から支所長枠を作れということを知らなかったので市長への

提言を取り下げます。平成 20 年度は 390 万円をしっかり使っていただきたい、しっ

かり精査してもらいたいということでした。 

 

○会長 

  次に小松誠委員の提言についてこれについて事務局からお願いします。 

 

  （地域振興課長が説明） 

 

○会長 

  これについて皆さんから意見があればお願いします。 
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○鈴木弘之委員 

  地域枠予算についてでしたが、地域協議会で地域枠予算について振り分けしようと

やっていたわけですが、ある一部の予算が削られたということにつきまして、本庁財

政課から「それ地域枠予算でそれ復活すればいいね」と、何でそこまで地域枠予算の

ことに口出すのかなと思っています。 

 

○小松誠委員 

  合併当初地域枠予算について自分達で協議してやってきたのに、最近は何かをやろ

うとすると「それはうまくないとか…」そういうことを感じる。それが果たしていい

のかということなのです。もっと我々の決定に対して、我々の議論に対してその裏付

けとなる予算について我々も責任も持つしやらせてもらえないかということです。 

  総合支所については５０％職員を交流と言っているが、例えば仙北、中仙、太田か

ら５０％じゃなくて大曲から半分地方に散ってこいというぐらいの人事異動をとい

うことですね。（本庁は）ぎゅうぎゅう詰めだからもっと空いてるところで仕事すれ

ばいいんじゃないかということです。最近役場に行けばずっと机に座ってパソコンば

っかりみているような感じで疎遠な感じがしてならない。そんな訳で総合支所という

のは例えば支所長の裁量で動かせる予算が 1億円くらいだとか、そんなことができる

のが総合支所ではないかということでこのような提言をしました。 

  広報については現在カレンダーが入っていて大変好評ですが、太田にかつて広報の

ほかに公民館報がありまして、予算的なもので無くなってしまいましたが、やっぱり

地元の情報誌としてそんなに立派なものでなくてもいいのであった方がいいのでは

ないかと思います。行政のスリム化と言われていますが、その反面住民へのサービス

低下にもつながるのではないかと思い提言してみました。 

 

○会長 

  この提言についてご意見ありませんか。この地域枠予算については提言してもいい

のではないか。 

   

○大信田康雄委員 

  合併当初、自由に使えた地域枠はなぜ今のように厳しくなったのか。 

 

○地域振興課長 

  公金なので要綱等がないものに支出すると監査に指摘されたり、支出した地域にも  

迷惑がかかるということで厳しくなっています。 

 

○大信田康雄委員 

  地域枠予算は極端に言うと自分達の意見、考えが無駄にならないかということを心

配しているところです。地域のことは地域で考えて下さいという考えだったか。 

 

○会長 

  いずれこの地域枠予算について今回は提言しないということにします。というのは
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地域振興計画で立案したものについてはやれるということのようですので、今回は提

言するようなものでもないようですのでこのように決定したいと思います。 

 

○一同 

  異議無し 

 

○会長 

  次に鈴木委員さんの提言についてお願いします。 

 

○鈴木弘之委員 

  これは提言ではなかったけれど、支所はガラガラで本庁はきつそうだったので分庁

にすればいいなと思った。自分の思ったこと書いただけで提言ではありませんでした。 

 

○会長 

  それでは鈴木委員の意見は市長への提言ではないということでした。以上委員から

提出された提言について検討しましたが、提言については大信田委員の市政運営につ

いて市長の方へ提言するということです。 

 

○大信田康雄委員 

  提言についてはふさわしくないものだと思うので取り下げた方がいいかなと思い   

ます。 

 

○会長 

  それでは提言としては出さないで 3 月 27 日の地域協議会で市長に意見等で述べた

いと思いますがどうですか。 

 

○一同 

  異議無し 

 

○会長 

  このほかに皆さん何かありますか。なければこれで本日の協議会を閉じたいと思い

ます。 

 

 

 

会議録署名委員 

 

                    

 

 

                    


