
平成２０年度第 4 回太田地域協議会会議録 
 

 

◆日 時：平成 20 年 10 月 28 日（火）午後 2時 00 分～ 

◆会 場：太田文化プラザ「多目的ホール」 

 

 

◆案 件 

    （１）市長との意見交換について 

    （２）太田地域振興計画について 

 

 

◆出席した委員の氏名 

 出席委員 11 人 

  伊藤昭子、大信田康雄、加藤 進、草彅太郎、倉田良子、小松一男、小松 誠 

  鈴木弘之、野中シゲ子、福原榮司、藤原鈴司 

 

 欠席委員 ５人 

  大信田弘喜、鷹觜信行、田口誠毅、泉 澄彦、藤澤由希子 

 

 

◆ 栗 林 次 美（大仙市長） 

◆職 員（太田総合支所） 

  大信田 哲 男（太田総合支所長） 

  髙 貝 忠 造（市民課長） 

  鈴 木 成 人（農林振興課長） 

  佐々木ジョージ（建設課長） 

  熊 谷 和 則（教育委員会太田分室長） 

髙 橋 共 男（地域振興課長） 

  高 貝 清 一（地域振興課参事） 

熊 谷 憲 一（地域振興課主事） 

◆職 員（本庁） 

  小 松 辰 巳（企画部長） 

  北 野   悟（総合政策課参事） 

 

 

（午後１時 55 分開会） 

 

○髙橋共男地域振興課長（以下「地域振興課長」と表記） 

  ただ今から、平成 20 年度、第４回太田地域協議会を開催いたします。本日の協議
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会は、委員の 2分の 1以上が出席しておりますので、大仙市地域自治区の設置等に関

する条例第 9 条第 3 項の規定によりまして成立したことを報告いたします。 

 それでは会長からご挨拶をお願いします。 

 

○加藤進会長（以下「会長」と表記） 

  10 月も末日となりました。朝晩はだいぶ寒さも身にしみるようになりました。何

かとお忙しいところ出席いただきましてありがとうございます。また、市長さんには

公務ご多忙のところ太田地域協議会のためにご出席いただきましてありがとうござ

います。さて、本日の協議会はご承知のように市長との意見交換がメインとなります。

委員の皆さんからは忌憚のないご意見をお願いしまして、市長さんからもコメントを

いただき実りのある協議会、意見交換としたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  

○地域振興課長 

  ありがとうございました。それでは次に栗林市長が委員の皆様にごあいさつ申し上

げます。 

 

○市長 

太田地域協議会の皆さまには大変ご多用のところ、第４回目の協議会を開いていた

だきましてありがとうございます。合併４年目を迎えた大仙市でありますが、当初か

ら市民との協働のまちづくりが一番大切だということでこの総合支所単位に地域協

議会を結成しまして、地域の課題あるいは市に対しての様々な考えを伝える、そのよ

うな会にしようということで地域協議会の活動をお願いしてまいりました。 

平成の合併で様々な制度がとられておりますが、大仙市で実施しているこのような

地域協議会という方式は全国でもめずらしいようでありまして、なかなか参考になる

ような事例も少ない中で、委員の皆さまからは総合支所の職員と一緒になって暗中模

索の中、地域の課題あるいは地域としてこのようなことができるのではないかという

ことを取り上げていただき活動していただいてきております。４年目を迎えてだいぶ

地域協議会としての形ができてきたのではないかと思っております。それらの一つの

まとめとしてお願いしておりました、各地域の振興計画がだいたいまとまったようで

ありますので、今日は皆さんとこの太田地域の振興計画について私も一緒になって考

えたいと思いまして参ったところであります。 

地方分権の方も国の機関整備であるとか、道州制のような考え方にはならないとし

ても県の役割、国の役割、特に秋田県の場合は市町の役割がかなり大きくなってきて

おりますので、地方自治体として住民と一番接する市の部分で、相当自己決定・自己

責任で行わなければいけないものが増えてくるのではないかと思います。 

県では今、身近な課題について、市町村へ権限委譲をしてきております。我々はそ

れを拒むのではなくて我々の体制、職員のレベル・意識向上もありますけれども、体

制が整いつつありますので、積極的に県からの権限委譲を受けながら、市で物事を考

えて住民の皆さまに早く結論を出せるということが権限委譲の役割でありますので、

できるだけ市で受けられるものは受け入れて、市民の皆さまから直接な声をいただい

て行政運営をしていくという考え方をこれからも強めていかなければならないと思
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っております。 

地域協議会の委員の皆さまにつきましては、この３年あまりの間で各地域の協議会

委員の皆さまが一同に会する機会をつくったり、あるいはそれぞれ研修をしていただ

いたりという活動をしながら、地域協議会の運営を活発化させてきたつもりですので、

今後ともそうした取り組みを強化したいと思っております。また、委員の皆さまの任

期は４年と規約に定めておりますが、そろそろ任期満了が近づいてまいりました。ま

だ過渡期と思っておりますので、この３年間の経験を活かしながら、ぜひ来年度から

の４年間も今頑張っていらっしゃる委員の皆さまから頑張っていただきたいと思っ

ております。１０年も２０年もなると長すぎるかもしれませんが、２期ぐらいは充分

頑張っていただけるのではないかと思いまして、各地域の委員の皆さまにそのような

お願いもしているところであります。 

今日参加させていただいたのは、当初は市長一人からスタートしましてその後、副

市長体制となり、今度はもう一人副市長が増え、３人体制となりました。できるだけ

地域に足を運びたいということもありますし、この地域協議会の重要な役割というの

は、市長・市への政策提言であります。この部分について、３月ですと予算も決定し

ており、なかなか反映するのも難しくなりますので、今の時期に３人で手分けして協

議会に出席し、各地域の皆さまの意見を聞きながら、反映できるものは予算に反映し

たいと思いまして今回お邪魔させていただいております。また、３月にもう一度必ず

来るということをお約束させていただいて、最低年２回は３役が来るという形の中で、

地域の皆さまがこうして動いていただいていることをくみ上げていきたいと思って

おります。もちろん地域枠予算につきましても残していきますが、従来よりも少し改

善をしながら、地域で考えていただいた課題の中には、大仙市としてやるべきもの、

広げるべきものがあるような気がします。そのような問題を一緒になって考えながら、

来年度以降の予算にも反映していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

今日はこのような気持ちで参加させていただいきましたので、委員の皆さまから自

由に意見を出していただきまして、企画部長ほか担当者や総合支所の担当課長もおり

ますので、皆さんと一緒に課題を整理していきたいと思いますので、宜しくお願いい

たします。 

 

○地域振興課長 

  ありがとうございました。それでは本日の会議に出席している本庁職員を紹介させ

ていただきます。（小松企画部長、北野総合政策課参事を紹介） 

  それでは、協議事項に入ります。進行は、会長にお願いいたします。 

 

○会長 

協議に入ります前に、会議録署名委員を私から指名させていただきます。草彅委員

と小松一男委員よろしくお願いします。 

それでは協議に入ります。市長との意見交換に入ります。初めに大信田委員からお

願いします。 
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 （各委員からの意見概要、市長及び企画部長回答要旨は次のとおり） 

 

○大信田康雄委員 

 案件：真木真昼の観光利用等について 

 概要：太田地域には真木渓谷、薬師・和賀岳等があり、登山者も多い。しかし、設備

がないことがら素通りしてしまい、地元への実入りが少ない。そのため、真木

渓谷を多目的な観光資源としてもらいたい。また、砂防堰堤を嵩上げして太田

地域の水道事業としていただきたい。 

 

 市長：水道計画については、水源の問題を検討してもらったが、候補地から外れた。

水源調査は玉川の長野付近の伏流水が大丈夫とのことで、扇状地を県が調査し

て水道水として確保してもらっている。太田、仙北地域まで賄える程度の地下

水がある。きっちりとした水源を確保していく。また、現在の計画では提言部

分は入っていない。 

    場所がすばらしいところであり、自然保護の観点もあるがおもしろい話だと思

う。わらび座が全国から人を呼べるので、秋田を全国に発信していく。 

    真木真昼県立自然公園を美しくする会として活動する人が、太田地域、千畑地

域に留まっているため、大仙市全体に広めてもらって活動を活発化させたい。 

企画部長：水車他、自然に触れ合えるようなものを皆さんと共に、どのようにすれば実

現可能か模索していきたい。 

 

○小松 誠委員 

 案件：協働のまちづくりについて 

 概要：協働のまちづくりについて、市民がどこまでやればよいのか、また行政がどこ

までやればよいのか等、整合性が難しい。 

 市長：協働については、立ち止まって考えなければならないところにあると思う。今

までは行政に何でもやってくださいとなっていた。自分たちでこの程度はでき

るのではないかということでやってもらっている。この辺を整理しないといけ

ない。市民が課題をこのように行おうというときに大きな流れとなる。協働の

理念を整理したいと思っている。 

 企画部長：協働の概念について、互いに不足することを補いながら行っていくことで

ある。これまで住民も行政に頼っていた。地方分権になって互いに自分の

立場を守りながら地域協議会委員と本当の協働について考えていきたい。 

 

 案件：学校の統廃合について 

 概要：学校の統廃合は保護者と生徒だけの問題ではない。学校と地域は精神的な支え

が地域住民の中にあるのではないかと思う。 

また、生徒の適正人数について話があると聞いた。適正とはどのようなことか。

太田地域には３小学校１中学校があるが、どうせなら３小学校を一つにしても

らいたい。この地域に一つの学校をつくるのもいいのではないか。 

市長：学校の統廃合は、地域住民を巻きこんで考えていかなければならない。学校教

 - 4 -



育に関するビジョンを作成し、中期、長期目標に向かって準備に入っている。

各地区での取り組み状況が違うが、教育委員会と相談しながら具体的な話がな

されている。 

学校統合のことが念頭にあると補強工事が問題になる。学校は避難場所でもあ

るため、耐震補強を早めようとしている。平成１９年度から開始し、平成２２

年度まで診断して補強する計画である。昭和５６年以前の校舎を対象に３年半

かけて計画的に補強していく。 

また、生徒の適正人数について、ある程度の集団教育も必要だと思う。どこか

で最大公約数をまとめないといけないと思う。 

案件：財政予算について 

概要：厳しい財政状況とは聞くが、事業内容を見たうえで予算の削減を図っていただ

きたい。公民館は、市民と行政との前線基地だと思う。お金を生む（歳入を増

やす）ための具体的な事業があればお聞きしたい。 

市長：大仙市は税収部分が全体の２～３割程度しかなく、大部分を地方交付税に頼っ

ているのが現状である。そのため、地方交付税を減らされると財源が減ること

となる。節約だけではなく、税収を上げることを考えなければいけないので、

きちんと納めてもらうようにしている。個人の収入が増えないと税収が増えな

い。製造業を増やすために企業を誘致したり、既存工場でも拡張工事の情報が

あれば従業員を増やしてもらえるようお願いしている。 

   県として、工業用地の構想があり、分譲ではなく１００ヘクタールで操業する

企業を対象としている。立地条件、交通条件、工業用水、労働力、病院設備等、

様々な要素を考慮して神岡地域が選ばれた。環境アセスメントが２～３年程度

かかり、地ならしをするところまで計画が進められている。３年後くらいには

芽が出てくるものと思う。１，０００人規模の従業員が働くものと思う。この

ようなことにより税収を増やしていきたい。 

   公民館の予算については、様々な形で元気にやっていかなければ地域が元気に

ならないと思う。若い人を集めた公民館の活動が必要である。公民館が地域の

拠点であることは確かなので、市民との協働の一番の要として公民館があると

考えている。予算については、もう少し整理してもらいたい。 

 

案件：職員の勤務対応及び配置について 

概要：庁舎に入っていくと職員はパソコンに向かっている。若い職員にあいさつがで

きない人がいる。太田総合支所には、太田地域出身者以外の人が４６％いると

聞いている。災害時等、地元の人でなければわからない所もあるので、地元の

人を減らさないように職員の配置を検討してもらいたい。 

また、栗林丸が船出して今後、どのように市民を導いてくれるのか抱負をお聞

きしたい。 

市長：職員について、パソコンに向かっている人が多いと思う。秋田の人はあいさつ

がなくてもわかると思うが、あいさつは基本であり、当たり前のことである。

今年から人材育成の専門家にお願いをして、３年くらいかけて人材育成をして

いく。市民の皆さんから指摘していただきたい。声かけが必要だと思う。 
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職員の配置について、ある程度交流していかなければならないと思う。現在３

～４割程度となっている。この比率を保ちながらやっていきたいと考えている。

部署によっては比率が異なると思うが全体で４割程度とし、数年後には地元の

地域に戻るようにしたい。 

 

○小松一男委員 

 案件：情報通信網の整備について 

概要：長信田地区に住んでいるが、長信田地区には企業や工業団地もある。しかしな

がら、当地は光ファイバー網が整備されておらず、アナログ回線を利用するし

かなく、インターネットの通信に時間がかかる。光ファイバー網は無理として

も、ＡＤＳＬだけでも普及させていただけないものか。また、市の光ファイバ

ー網を通信業者に開放していただけないものか。 

市長：情報通信の環境は平等でなければならないと思う。テレビ、携帯電話、インタ

ーネット環境等はセットだと思う。不干渉地帯の解消については市として動い

ており、また、いろいろと考えているところである。情報格差はなくさなけれ

ばならない 

企画部長：国は平成２２年までに日本の９０％を高速通信網で繋ぐとしている。しか

しながら、整備を行うのは情報通信業者であり、利益がないところは整備

しない。市として県に助成してもらいながら、利益がないところは整備し

ない。市として県に助成してもらいながら、環境整備を行っている。ＡＤ

ＳＬの他に無線を利用したインターネットもある。ある程度の利用率があ

れば補助金を出して設備を設置することは可能であり、現在情報システム

課で検討している。 

     ＡＤＳＬの整備に対する補助は旧太田町で行っていた。光ファイバーと同

じ機能を持つものを整備しないといけないと思う。 

 

○鈴木弘之委員 

案件：太田東小学校グラウンドについて 

概要：太田東小学校ブラウンドの水はけが悪いので考えてもらいたい。 

市長：太田総合支所で把握していると思うので検討させる。 

 

案件：大曲地域以外への予算措置について 

概要：大曲地域以外の周辺地域に対する予算措置に比べ、市中心部への予算措置が多

いように感じる。中心部だけ明るくなっても周辺部にも明かりが灯らないと市

の発展はないと思うがいかがか。 

市長：大曲地域の駅前については、身の丈にあったところで事業を実施している。旧

大曲市は昭和の合併で７地区が合併し、誕生したが、現在の事業は旧大曲市で

もできる規模としており、平成２６年までかかる。市中心部以外の地域でも市

町村合併しても良いことはないということのないようにしていきたい。 

 

○会長 
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  ご意見ありがとうございました。市長さん、企画部長さんにはコメントをいただき

ありがとうございました。 

  続いての案件は、太田地域振興計画についてです。事務局より説明をお願いします。 

 

 （配布資料に基づき、事務局が説明） 

 

 （各委員より、ワークショップを基に作成された太田地域振興計画（素案）について、

総合支所内で協議し、関連意見の集約及び課題の掘り起こしを行い、事務局で最終的

な取りまとめ・作成をしてほしいとの依頼があり、事務局がこれを了承。委員一同異

議無しの声） 

 

○会長 

  これで本日の協議会を閉じたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員 

 
                    

 

 
                    

 


