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平成２７年度 第５回太田地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２８年２月１７日（水） 午前１０時００分 

 

■会  場：太田支所 ２階 会議室 

 

■出席委員：１１名 

伊 藤 勝 良、 大信田 孝 文、 柏 谷 良 雄、 川 原 猪 利、 

小 柳 真理子、 鈴 木 栄 子、 髙 橋 文 子、 髙 橋 清一郎、 

髙 橋   洋、 根 本   昇、 水 谷 英 明 
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石 崎   尚、 小 松   泉、 於 本 昌 之、 髙 貝 恵 子、 

冨 木   勇 

 

■出席職員： ７名 

安達 成年（太田支所長）        谷口 藤美（市民サービス課長） 

佐藤  朗（農林建設課長）       煤賀 義博（農林建設課参事） 

煤賀 康典（太田公民館長）       藤澤 寿史（地域活性化推進室副主幹） 

菅原 直久（地域活性化推進室主席主査） 

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 支所長あいさつ 

   ４ 会議録署名委員の指名 

   ５ 協  議 

     （１）平成２７年度地域枠予算執行事業について 

   ６ 報  告 

（１）地域協議会・地域枠予算見直し検討結果について 

   ７ 閉  会 

 

 

 

（午前１０時００分 開会） 
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○安達太田支所長（以下「支所長」と表記） 

  定刻となりましたので、地域協議会を始めさせていただきます。大信田委員の方、ちょ

っと遅れるということのようですので。会議を始めます前に、本日の協議会は委員の２分

の１以上が出席してございますので、成立したということをご報告させていただきます。 

なお、会議録作成のため、発言の際はマイクをご使用くださるようお願いいたします。 

では、規定によりまして、会議の進行につきましては髙橋会長にお願いしたします。よ

ろしくお願いします。 

 

○髙橋太田地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

それでは、ただいまから平成２７年度第５回太田地域協議会を開会いたします。 

今年は大変穏やかな年の初めでございました。今度の土曜日には火まつり、雪の方大丈

夫かなと、少なくて心配していましたけれども、昨日そして今日と雪が降って、なんとか

適度な感じになっていいのかなという感じがいたします。 

それでは、続きまして支所長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○支所長 

  あらためまして、おはようございます。お足元の悪い中、委員の皆さんには大変お忙し

い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

市の事業につきましてもいろいろ、年度末になってまいりまして、あと１カ月を残すと

ころになってまいりました。新年度事業につきましても予算がほぼ固まりまして、あとは

議会の承認を得るばかりとなってございます。いずれ地域協議会の委員の皆さんには、地

域枠予算につきましてはいろいろご検討いただいて、今年度も順調に終了するところまで

来ておりますけれども、まだ若干残っておる部分につきましてはきちんと審議していただ

いて、ご要望やご意見をちょうだいしたいなと思っております。 

特に今年の雪に関しては、それぞれ悲喜こもごもの部分がございますけれども、この地

域協議会で承認いただきましたスキー場のイベント関係のスピーカーにつきましても、先

週の大台大回転の際には大変有意義に使わせていただいているといいますか、皆さんに好

評をいただいたということを伺ってございます。残念ながら今週のマスターズのスキー大

会につきましては、昨日県のスキー連盟の方で会場を見に来まして、どうしても雪が足り

ない部分がございまして、高齢者の方々の大会ですので残念ながら中止という結論に達し

ましたといいますか、そういう報告をいただいています。大変残念ですけれども、せっか

くのスキー場の毎年の２つの大きな大会の１つが無くなったということで、地元としては

非常に残念だなという思いはございますけれども、これも天候のせいでもありますので致

し方ないのかなというふうに思っていますけれども。いずれにつきましても個人的には雪

が無くて大変過ごしやすい年を過ごすというふうなことになっていますけれども。 

ちょっと余談な話になりましたけれども、本日いろいろ案件がございます。ひとつよろ

しくご審議の方をお願いしたいと思います。以上です。 
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○会長 

  ありがとうございました。 

次に、次第４の「会議録署名委員の指名」をさせていただきます。 

会議録署名委員は、鈴木栄子委員、水谷英明委員、お二方にお願いいたします。 

それでは、次第５の「協議」に入らせていただきます。 

「平成２７年度地域枠予算執行事業」について、事務局の方から説明をお願いいたしま

す。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【平成２７年度地域枠予算執行事業について、配布資料に基づき説明】 

 ・実施類型Ⅰ型 

  １．菅江真澄の道標柱整備事業 

    事業目的：江戸時代の紀行家菅江真澄が立ち寄った場所に設置してある標柱が、経

年劣化により腐食や風化が著しい。地域の歴史を知る文化資料でもある

ことから、保存のために耐久性のある標柱に建て替えするもの。 

    申請団体：太田公民館 

    申 請 額：２９３，７６０円（委託料） 

 

  ２．秋田県民歌手踊りＤＶＤ作成事業 

事業目的：太田の偉人である倉田政嗣が作詞を手がけた秋田県民歌に、太田老人ク

ラブ連合会女性部が振り付けをし、手踊りとして県や市の老人クラブ連

合会文化祭などの場で披露しているが、この手踊りの継承と郷土の偉人

の顕彰を目的にＤＶＤを作成するもの。 

申請団体：太田公民館 

申 請 額：１７９，２８０円（委託料） 

 

 ・実施類型Ⅱ型 

  １．プランターカバー整備事業 

事業目的：公共施設の道路沿いに設置してあるプランターカバーだが、風雨にさら

されて塗装が剥げ、腐食が進んでいる。花のまちづくりを推進し、市内

外へ「花のまち太田」をＰＲするためにもプランターカバーを更新し、

地域ボランティア活動の強化と連携を深めるもの。 

申請団体：おおた花の会 

申 請 額：１５０，０００円（原材料費） 

 

○会長 

ただいま平成２７年度の地域枠予算執行事業について、事務局の方から説明がありまし

た。本件に関して、皆さまからご質問・ご意見お願いいたします。はい、水谷委員。 
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○水谷英明委員（以下「水谷委員」と表記） 

最初の菅江真澄の件についてちょっと聞きたいんですけれども、私ちょっとその物が頭

にイメージできなかったんですけれども、太田地域に１２カ所ということなんですけれど

も、これはデザインというか、そういうのは同じものですか。今回４カ所となっているの

は、同じようにして新しくするという感じなんでしょうか。 

 

○支所長 

私の方からお答えいたします。角の木材の上に白く塗って、黒の字で書いているという、

神社の辺りとか、菅江真澄が歩いたところに主にあって、文句も書いているんですけれど

も、やはり木材なので当然腐ったりしてボロッと取れたりしている部分もあるし、今現在

も立っているのもあるんですけれども。それをアルミの新しいやつ、腐らない材料で直し

ていこうということで、本当は全部一回で直したいんですけれども、予算も予算なので今

後３年くらいかけて、１年で４本くらいずつやっていけば３年で直っていくのかなという

ことで今ここに上げている状態です。いずれ木材なので雨風で腐っているというふうなこ

とで、今度は腐らないものにしようということですので、よろしくお願いします。 

 

○水谷委員 

同じものだと言えばあれなんですけれども、最近は子どもとか学生からデザインを募集

したりしてやるなんていうのも結構あると思うんですよ。そういうところから募集すれば

少しは広まるというか、子どもたちも菅江真澄って誰だとかという興味も出るのではない

かなと思いますので、もしそういうことも考えられるのであれば、小学校とか中学校とか、

高校でもいいんですけれども、そういうところから「こういう看板がいいのではないか」

というような、そういうものを募集するということもあればいいのかなと思いまして。 

 

○支所長 

貴重なご意見ありがとうございます。残念ながら標柱なので、どうしてもデザイン的に

はただの柱といいますか、４面しかできないと。文句も菅江真澄が書いていったものなの

で、どうしても型にはまってしまうような形になってしまいますので、なかなか。斬新な

デザインにしているところがどこを探してもなくて、一律なデザインといいますか、形に

なっている状態です。 

 

○谷口市民サービス課長（以下「谷口課長」と表記） 

ちょっと補足説明させていただきますけれども、菅江真澄の標柱ですけれども、私の記

憶ですと平成のはじめの頃、当時ふるさと運動とかがちょっとブームになったときに、秋

田県の連合青年会、今も細々とあるはずですけれども、その当時はまだ少し元気があって、

県の連合青年会の方でふるさと運動の一つとして、確か全県の各市町村で２本か３本くら

いずつ、菅江真澄の足跡のところに立てて歩いたんです。確かそのとき、うちの方で１２
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カ所あるんですけれども、確か２本か３本もらって。だけれども、当時の公民館では太田

で何カ所か埋まっているということで、公民館で追加して立てたはずです。したがいまし

て、さっき言ったように平成２年から平成４年にかけてということで、３年くらいかかっ

てということで、多分全県的に同じデザインのものが立っていると思います。ただ、今は

ちょっとふるさと回帰のその当時の気持ちが薄れて、だけれども菅江真澄というのはまだ

静かなブームで。 

それで、私たまたまこの前の土曜日にちょっと用事があって県立博物館の方に行ってき

たんですけれども、県立博物館の方では菅江真澄だけの部屋が１つあって、そこに行けば

全県的に菅江真澄がどこに行ってどういうことを書いているかとか、どういう挿絵を描い

たかとか、そういうことが全て記録として県の博物館の方で残っておりました。確か仙北

に行っても中仙に行っても同じようなものが立っていると思います。そういうことからす

れば、ある程度統一を図った方がいいような部分もあるような気もするんですけれども。 

 

○会長 

他に。はい、大信田委員。 

 

○大信田孝文委員（以下「大信田委員」と表記） 

菅江真澄の部分でちょっとありましたけれども、仙北地域の方で菅江真澄の足跡を巡る

ツアーみたいな、そういうのをやって、何人か集まってその場所を巡って歩いたと、ＦＭ

はなびでそういう体験した人の話がされて、「かなり勉強になった」とか「いろんな菅江真

澄のことを前よりも良く知ることができた」とか、そういう話題の放送がされていたんで

すけれども、仙北地域ではかなりの場所があるみたいな話だったんですけれども、太田で

はそういうふうな、市民は意外と知っているようで知らない状況が今なのかなと思いまし

て、もしそういう企画等を考えているのであればちょっとお知らせください。よろしくお

願いします。 

 

○支所長 

大信田委員の質問にお答えします。旧仙北町さんの方ではかなりの本数があって、一昨

年から昨年にかけてパンフレットと標柱を一新したんです、地域枠予算を使って。金額も

うちの方以上のかなりの金額を使って一回で。資料によれば標柱３４本ということで。あ

そこはこれ以外にも払田柵などあるものだから、そういった感じで史跡巡りみたいにして

やったと思います。太田の場合も以前、ここにも太田町文化財保護協会、今は後藤光三先

生が先になってやっているんで、ちょこちょこやっています。ただ、宣伝が下手なもので

あまり人たちに広げられないでしまったんですけれども、いずれ新しくなったときには文

化財保護協会から協力を得ながらきちんと宣伝して巡ってもらおうかなという思いはして

いるところです。 

 

○会長 
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ありがとうございました。皆さんの方からご質問お願いいたします。はい、髙橋委員。 

 

○髙橋 洋委員 

中仙や仙北にもあるということなんですけれども、全市的に財源的に対応をしていただ

くという考えはないんでしょうか。 

 

○支所長 

高橋委員のご質問にお答えいたします。大仙市の文化財関係につきましては、文化財関

係は今は文化財保護課が一括して事業をやってございます。その中においてもなかなか、

今は地域の方にお任せ状態で、大仙市一本でやるというのは難しい状況で、足並みも揃っ

ていませんし、全部を同じように直すというのもなかなかできなくて、それぞれの地域に

お任せているような状況であるということでご理解いただければと思います。 

 

○佐藤農林建設課長 

史跡巡りはできると思いますけれども、全市のやつ。こういう形でこういうふうに歩い

たというやつはできると思います。 

 

○会長 

はい、川原委員。 

 

○川原猪利委員（以下「川原委員」と表記） 

大変いいことだと思います。それで１つお尋ねしますが、仙北で作ったものと同じよう

な感じで作る予定ですか。それとも全くそれは関係なく。 

 

○支所長 

川原委員のご質問にお答えします。仙北さんもうちの方も全面アルミということで。今

は文化財関係の標柱は各地、文化財のあるところに立っていますけれども、あれも全面ア

ルミで立てています。それと同じような形で耐久性のあるもので、二度手間にならないよ

うに、今後それを直さなければいけないということのないようにしていきたいと思うので、

木ではなく進めたいなと思っています。 

 

○川原委員 

分かりました。私個人的にはむしろ木で作って、古くなればなったほどなんとなくずっ

と前からあるんだろうなというような感じで、そういった方が、風情というのはちょっと

適切ではないけれども、そういったのが私個人的には好きなので、耐久性ということでア

ルミにしたというのは結構ですが、あまりにもキラキラしたような感じにならなければい

いなというふうに願っています。 
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○会長 

他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

ないようです。これで質疑の方は閉じさせていただきます。 

  それでは、皆さんにお諮りいたします。はじめに「菅江真澄の道標柱整備事業」につい

て、地域枠予算事業として承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ご異議ないようです。ご承認いただきました。 

  続きまして「秋田県民歌手踊りＤＶＤ作成事業」について、地域枠予算事業として承認

してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございます。ご承認いただきました。 

  次に「プランターカバー整備事業」についてですが、地域枠予算事業として承認しても

よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございます。３件全て承認いただきました。 

  以上で、地域枠予算執行事業の協議の方は終わりといたします。 

次に、次第の６に入ります。報告ということで「地域協議会・地域枠予算見直し検討結

果」について、事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【地域協議会・地域枠予算見直し検討結果について、配布資料に基づき説明】 

 

制度の創設から１０年目を迎えた地域枠予算だが、その運用に関して、地域の考え方の

違いなどで様々な問題が生じている。今年度新たに各支所に地域活性化推進室ができたこ

ともあり、担当者会議を開いてあらためて制度の検証や評価を行い、その検証結果を各地
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域協議会の正副会長で構成する地域協議会連絡会議に提案・報告し、意見や要望等を伺い

ながら、今後の地域枠予算制度や地域協議会のあり方について検討を行った。その内容に

ついて報告するもの。 

 

○会長 

ただいま「地域協議会・地域枠予算見直し検討結果」について、説明がありました。 

この地域協議会連絡会議には私と髙橋文子副会長が出席しております。その中で思った

ことは、各地域によってやはり特徴があるんだなという感じがいたしました。それから、

太田地域はこの地域の特性というか、市職員、事務局、それから地域の人たちが協働とい

うことでこの事業が非常にスムーズに進行しているんだなという感じはありました。 

これから質疑応答に入りますが、資料がたくさんありますので、ここで５分くらい休憩

いたします。 

 

 

（午前１０時５５分 休憩） 

 

 

（午前１１時０１分 再開） 

 

 

○会長 

  それでは、ただいまから会議を再開いたします。 

「地域協議会・地域枠予算見直し検討結果」について報告がありました。ただいまの内

容について、ご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。はい、水谷委員。 

 

○水谷委員 

私、平成２６年か２５年から、こちらの協議会からということで大仙市の自治基本条例

の策定委員ということで参加させていただいて、今年１月に市長の方に提言書ということ

で策定したものをお渡ししたんですけれども、その際に市長の方から、いろいろ地域に予

算があるということで地域ごとにいろいろ案とか計画を出してもらって、どんどん予算を

使ってくださいというようなお話があったんですけれども、そういう案とか計画を出す前

に、具体的にどのようにして出すのかというのがなかなか私なんかじゃ分からないんです

よ。いろいろ今回も地域枠予算の使い方とかあるんですけれども、なかなか解釈が難しい

というのもあるんですけれども、実際に地域でこういうことをやりたいといった場合には、

流れとしてはどういうふうなところに出せばいいものなんでしょうか。 

 

○支所長 

水谷委員のご質問にお答えします。水谷委員が言っているのは多分、それぞれの地域と
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か集落とかでこういうことをしたい、ああいうことをしたいと。ソフトの部分もあるしハ

ードの部分もあるかと思います。それはそれぞれ担当する課が、今たまたま支所の場合は

市民サービス課と農林建設課と今年度から新しくできた活性化推進室と３つになっている

んですけれども、大枠的にはそこに要望するとかお話をいただくというふうなことだと思

います。その中で協議しながら、これが一般的な予算でいくのかということでそれぞれの

課で計画を立てたり。今までもですけれども、いずれ新市建設計画などで１０年間の計画

の中に当然盛り込んでいるものと盛り込んでいないものがあろうかと思います。その中で

これは、分かりやすく言えば農林建設課であれば農地をどうするか、道路をどうするかと

いうことになるし、市民サービス課であれば子育てとか福祉とか、そういうふうな部門を

受け持っているものだから、その中でやっていくと。単純なイベント的な部分の要望があ

る場合には、どこにも合致しない部分というのもあるかと思います。その部分については、

もしかすれば今の地域枠みたいなものを活用しながら、その地域が元気になっていくよう

な部分についてはこちらの部分とかあちらの部分とかというふうな、方向性としてですね、

というようなことで当初予算に要求しながら次年度に生かしていくというふうな形かと思

いますけれども。 

 

○水谷委員 

分かりました。あと１つなんですけれども、他の地域の委員の方とお話をしていると、

さっきも出ていたんですけれども地域枠予算以外のことも話し合われたりしているようだ

ったんですよ。協議会委員ということで任命されているんですけれども、役割としてこう

いう話し合った内容を地域に伝えたり、或いはそこから意見を収集してくるような、そう

いうふうな役割というのもあるんですか。 

 

○支所長 

お答えします。その点については、委員の皆さんにはどうぞ積極的に地域の中に入って

いって、例えば集落の座談会とか部落の総会などに参加してもらっていろいろな話を聞い

てきて、それをお伝えくださればいいと思います。それは何ら制限があるわけでもないの

で。こういう話が出たので地域としてはこうしていったほうがいいのではないかという話

はどんどんしてもらって構わないと思います、遠慮なく。特に今年度から活性化推進室と

いうのができたので、そういうところでもいろんな話を拾いながらまた新しい次の計画に

向けて、活性化推進室でその計画の中に盛り込んでいくということも可能だと思いますの

で、それは何も遠慮なく、どうぞ私たちの方にご意見をいただければ。 

 

○谷口課長 

地域協議会というのは各地域、例えば太田であれば太田の地域協議会が太田の中で一番

権威ある会議、協議会になっています。したがいまして皆さんは、極端な話をすれば議員

と同じくらいの権力があることにはなっています。確かに市議会議員はいるんですけれど

も、太田の地域の中にあってはこの会議が一番太田の中で、例えば中仙に行けば中仙の中
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でということで、各地域協議会はその地域の中で一番権限のある会議になっておりますの

で、裏を返せばそれだけの権限がそれぞれ一人ひとりあるということになりますので、各

地域に入って地元の要望なり意見なり、それぞれ個人のお話なりをいただくことが皆さん

のお仕事になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○会長 

  ただいまの説明で恐縮してしまいますが。他にご質問ありませんか。はい、大信田委員。 

 

○大信田委員 

地域協議会・地域枠予算の見直しというふうなことですけれども、地域協議会にはでき

るだけ欠席しないようにしているつもりですけれども、実際の場面としてやっぱりかなり

少ない、ここにも書かれているとおり「今日はちょっと出席者が少ないな」とか、そうい

うふうに思いながら協議会がスタートする場面も結構あったように思います。そういう中

で、去年から活性化推進室の設置に伴いまして結構事前の情報とか、協議会が始まる前の

段階での情報とか、いろんな部分で助かって、今回はこういう感じでやるんだなとかとい

う部分が、すごくいい方向だなというふうに私は感じておりました。 

それと今日の内容を見て、やはりかなり地域格差というか捉え方の違いというものが結

構あるように書かれておりますけれども、例えば太田に無くて他にある、他と違う部分と

か、そういう地域性の部分で他の地域の中身の部分、前に分厚い冊子で事業内容などと書

いて、各地域ごとにこういう事業をやっているというような、そういうのがあったんです

けれども、大まかに言って例えば大曲はこういう特徴がある、西仙北はこういう特徴があ

るみたいな部分の何かがあればお伝えください。よろしくお願いします。 

 

○支所長 

担当者が話し合いに行って出てきた中身をお話ししてもらおうかと思っていますけれど

も、全体的にはそんなに違いはないと思います。ただ、大曲地域だけがどうしても、広い

といいますか旧町村部分といいますか、四ツ屋とか角間川とか花館とかという部分、あと

街中ということで、うちの方みたいになかなか協働のまちづくりみたいな予算的な部分と

いうのは少なくて、どうしてもⅢ型の補助金的な部分が多いのが大曲地域の特徴だと思い

ますけれども。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

大曲部分については今支所長が言ったとおり、団体への補助金がほとんどです。大曲は

範囲も広いし人数も多いので、そういった活動をする団体、イベントをやりたいというよ

うな団体の申請が多いので、補助金という形でⅢ型の申請が多くなっているということで

す。神岡は桜の維持とか剪定とか、そういったものに係る事業の支出が多かったかなと、

太田ではやっていないんですけれども。西仙北はさっきも説明しましたけれども会館の修

繕とかシロアリの駆除というので、市で会館修繕の補助金はあるんですけれども、どうし
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ても自己負担を伴うので、集落によってはなかなか捻出できないところもあるので、そう

いったところはやはりこのⅡ型を使えば自己負担無しで済むので、そちらを使ってできる

だけ負担のないようにしているような状況です。あとは大体支出している内容としてはあ

まり開きはないのかなと思っています。 

 

○大信田委員 

それからもう一点。来月東部地区で、３地域合同の研修会、ずっと毎年のようにやられ

てきておりまして、他の地域とのいろんな情報交換も含めて良いことだと思います。それ

で、中仙、仙北、太田地域以外の他の地域でもそういった、西部地区か中央地区か名前は

分かりませんけれども、そっちの方の地域でもこのような研修会というものをやられてお

るのでしょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

西部地域は、今年度活性化推進室ができたのもありまして、定期的に担当者が集まって、

東部もやっていることなので西部でもやってみようかということで動いてはいるようです

けれども、まだまとまって西部地域４つという形ではやっていないと思います。大曲は大

曲で自分たちのやつ、規模も大きいのでやっているようですけれども。 

 

○支所長 

以前、協和と西仙北でやっていた話は聞いたことがあります。 

 

○大信田委員 

というのは、中仙とか仙北とは毎年のようにそういうふうな交流の機会はあるわけです

けれども、例えばいろんな事業展開でちょっと面白いなとか、いろんな部分の中で、例え

ば太田と神岡とかという、個人的なと言えばおかしいけれども、そういうつながりもあっ

ていいのかなと。東部地区のエリアだけではなく、他へ飛び込んでいけるような、そうい

う企画も面白いかなと思って発言したところでした。以上です。 

 

○会長 

貴重な意見がありました。他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

  ないようです。それでは、本件につきましては報告どおりということでお願いいたしま

す。 

この機会ですので、皆さんの方から何かございませんか。全般のことでもよろしいです。 
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（「なし」の声あり） 

 

○会長 

  ないようです。本日の議題関係は全て承認いただきました。議題の方はこれで終了させ

ていただきます。 

事務局の方から何かありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【東部地区地域協議会委員合同研修会・交流会及び次回地域協議会日程について、説明】 

 

○会長 

  これをもちまして、本日の協議会を終了いたします。長時間にわたり本当にありがとう

ございました。 

 

（午前１１時２３分 閉会） 
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