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平成２８年度 第４回太田地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２８年１１月２日（水） 午前９時５９分 

 

■会  場：太田支所 ２階 会議室 

 

■出席委員：１０名 

伊 藤 勝 良、 大信田 孝 文、 柏 谷 良 雄、 鈴 木 栄 子、 

小 松   泉、 髙 橋 清一郎、 冨 木   勇、 川 原 猪 利、 

根 本   昇、 水 谷 英 明 

 

■欠席委員： ５名 

石 崎   尚、 髙 貝 恵 子、 髙 橋 文 子、 小 柳 真理子、 

髙 橋   洋 

 

■出席職員： ７名 

安達 成年（太田支所長）       福原 幸二（市民サービス課参事） 

加藤 栄子（市民サービス課参事）   煤賀 義博（農林建設課長） 

煤賀 康典（太田公民館長）      藤澤 寿史（地域活性化推進室主幹） 

菅原 直久（地域活性化推進室副主幹） 

 

■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２８年度地域枠予算執行事業について 

   ６ そ の 他 

７ 閉  会 

 

 

 

（午前９時５９分 開会） 

 

○安達太田支所長（以下「支所長」と表記） 
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  皆さんおはようございます。若干定刻より早いですけれども、皆さんお揃いですので太

田地域協議会を始めさせていただきます。 

本日の協議会は委員の２分の１以上の出席がございますので、協議会は成立いたします

ことをご報告させていただきます。 

それから、会議録作成のためマイクを使っての発言をよろしくお願いしたいと思います。 

会議の進行につきましては、規定によりまして髙橋会長にお願いしますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

○髙橋太田地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

皆さんいつもお忙しい中ありがとうございます。先ほども話していましたけれども、オ

ブ山のほうが白くなって、こうなると急に慌ただしくなって冬囲いとかスノータイヤに替

えなきゃいけないとか、そういうふうな忙しい時期になりました。そういうことで皆さん

大変忙しい中ですけれども、これから雪の降りはじめとかいろいろありますが、事故のな

いようにお願いしたいものだと思います。 

座らせていただきます。それでは、ただいまから平成２８年度第４回太田地域協議会を

開会いたします。 

  続きまして、安達支所長からご挨拶をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

○支所長 

  今日は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。今日は協議の方４

件ほどございますけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。先ほど会長さんの

お話にもありましたけれども、１年は早いものでこの前除雪機しまったなと思えばもう出

さなければいけないという時期になりました。ここにおります大信田委員が雪まる隊の隊

長を務めております。出動式も昨日行われまして、大仙市も除雪の合同の出動式、昨日行

われました。うちの方の農林建設課長が出席してきましたけれども、太田地域も明後日除

雪の安全祈願祭ということでこれからいよいよ冬に向けて準備を進めているところであり

ます。当然雪によって恩恵を被る部分もございますけれども、なかなか一般の方々、大雪

になれば大変だなということで地域の皆さんのご協力がなければこの地域は良くなってい

きませんので、そういった面についても皆さんからいろいろご協力をいただきたいなと思

います。簡単ですけれども、本日スムーズな進行、会議をお願いしたいと思います。以上

です。 

 

○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、川原猪利委員、鈴木栄子委員によろしくお願いいたします。 

それでは、次第５の「協議」に入ります。 

「平成２８年度地域枠予算執行事業」について、事務局より説明をお願いいたします。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

 【地域枠予算活用事業実績報告及び平成２８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．シンボル花壇整備事業 

    事業目的：花のまちづくりを推進するため、地域のシンボルとなる花壇を整備して

地域活動の強化と連携を深めるもの。 

    申請団体：太田公民館 

    申 請 額：１９７，８４０円（消耗品費） 

 

  ２．交通安全看板改修事業 

    事業目的： 駒場地内にある交通安全看板だが、合併前から設置しており経年劣化に

よる塗装の剥がれ、ヒビ割れなどが目立ってきている。交通量も多く事

故の危険性もあることから、看板を改修して交通安全啓発を行うもの。 

    申請団体：太田支所市民サービス課 

    申 請 額：４９７，８８０円（委託料） 

 

・実施類型Ⅱ型 

  １．民謡「秋田おはら節」講習会開催支援事業 

    事業目的：哀調を帯びた独特の節回しで民謡愛好家を魅了している秋田おはら節だ

が、毎年開催している全国大会への出場者が減少傾向にあり、大会開催

が危惧されていることから、秋田おはら節の普及と次世代の歌い手を育

成し、継承する取り組みとして講習会を開催するもの。 

    申請団体：太田町民謡同好会 

    申 請 額：１３４，０６３円（報償費、消耗品費、通信運搬費） 

 

・実施類型Ⅲ型 

  １．据置型ピザ窯製作事業費補助金 

    事業目的：昨年度地域枠予算Ⅲ型で補助を行った「移動式ピザ窯製作事業」だが、

冬期間以外のピザづくり体験や団体への貸し出しなど、好評であること

から、大台スキー場に据置型のピザ窯を製作して、１年を通して「太田

の味」をＰＲするもの。 

    申請団体：アグリグループとんぼ 

    申 請 額：４２，０００円（消耗品費） 

 

○会長 

ただいま、最初に太田の夏まつり開催事業、川遊び体験事業、それから太田地域文化講
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演会開催事業、これが終了したということで報告がありました。皆さんの方からこれにつ

いて何か聞きたいことなどありましたらお願いいたします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

なければ報告のとおりということで。 

それでは、ただいま説明のありましたシンボル花壇整備事業、交通安全看板改修事業、

民謡「秋田おはら節」講習会開催支援事業、据置型ピザ窯製作事業費補助金ということで、

一括で協議したいと思います。皆さまの方から何かご質問・ご意見ありましたらお願いい

たします。はい、大信田委員。 

 

○大信田孝文委員（以下「大信田委員」と表記） 

秋田おはら節講習会の説明がありましたけれども、その中で年々出場する人が少なくな

っているという状況の説明を受けましたけれども、例えば年次別に減っているという数字

的なものがあれば教えていただけたらなと、そういうふうに思います。それから今回、今

月１９日に実施するということは、もう大体この講習会の部分は締め切って定員になった

のかどうかという部分も教えていただきたいと思います。 

それから３点目ですが、ピザ窯の部分ですけれども、なんか設置場所が階段の下という

か裏というか、その辺で例えば防火上というか、そういった部分の心配はないのかどうか

という部分も教えていただければと思います。 

 

○煤賀太田公民館長 

大賞、熟年、少年少女という３部門で毎年開催しておりますけれども、合計の人数で報

告しますと平成２５年が８３人、平成２６年が６６人、平成２７年が７５人、今年の平成

２８年が７０人という出場者数でございます。エントリーはもっとあるわけですけれども、

当日棄権、欠席という方も中にはおります。 

 

○支所長 

続きまして、今年の申し込みですけれども、今現在動いておる状態でまだ定員と言いま

すか、達していない状況ですけれども、民謡同好会の方々が中心になってやっていますけ

れども、そろそろ集まり出しているということで、内々にはあの方々が募集をかけていま

す。今月の広報の方にも、どうぞどなたでもいらして下さいということで募集をかけてい

ますけれども、多分３０名は超すだろうなとは思っています。超した場合でもこの予算の

中で頑張ってもらうということで民謡同好会の方にはお話していますので。いずれ今まで

も、一般の方々がやはり若干減っているので、前は予選通過者が２０名ということもあり

ましたけれども、最近は予選通過者が１５名までしかならないというふうな、一般の方が

減っているものですから。そういった関係もあるし、せっかくここの地域から日本一にな
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った髙橋節子さんが歌った曲ですし、是非ともこのままずっとこの大会というか民謡は継

承していかなければいけないことでしょうということで、その部分についてちょっと危惧

があるものですから、まず講習会をやって次世代の方をどんどん増やしていこうというふ

うな形でこういう講習会を、今までやっていなかったので。今年の審査委員長のお話の中

にも最近どうもきちんとした節回しができていないという、そこの部分も県の民謡協会の

方から指摘されておりますので、その部分もきちんとした形で講習をして次世代につなげ

て行こうというふうなことで、まず今機運が盛り上がっておりますので、来年ももしかす

れば大会に参加する方が増えてくれるのかなと思っています。 

それと、次にピザ窯の方ですけれども、いろいろとアグリグループさんとスキー場さん

の方で協議を重ねておりますけれども、まず建物の中には当然できないということと、そ

れから雨・雪が当たらない部分ということをセッティングいたしますと、どうも階段の下

しかあの建物の構造上できないだろうということで。西側の方に石油タンクがありますの

で当然石油側の方では危険なのでやれないということで。周りもこれから囲いが入るので、

空間として皆さんが体験できる場所となれば、いちいち屋根を付けた建物を建てるまでも

ないところで、最低限のところでいけばあそこしかないだろうなというふうな話で申請さ

れてございます。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、柏谷委員。 

 

○柏谷良雄委員（以下「柏谷委員」と表記） 

看板の事業なんですけれども、経年劣化というような話がありましたけれども、私の記

憶によれば数年前にあそこにトラックが突っ込んでこれを壊したんですよね、確かそんな

に経っていないと思うんだけれども。そのとき修理した看板がこういうふうな劣化でヒビ

割れしているような形になっていると思います。やる場合にはそういったところも全部含

めてもう一度ちゃんと直してもらいたいなということと、これは３面になっていますよね、

２面は道路に即しているのでどうにかこうにか読んだり見ることはできるんですけれども、

裏面の方は赤になっていますけれども、私もあそこを何回も通っていてあれなんですけれ

どもこういうふうになっているんだと今日初めて知ったような形で、実際は見えないので

はないかなと。見えないところにまた同じような看板を掲げてもどうなのかなと思いまし

て、ちょっとそこら辺を聞きたいと思います。 

 

○支所長 

柏谷委員のご質問にお答えいたします。トラックの事故に関しましては確かにありまし

た。事故部分だけ直したという、コンクリートとかその部分で。それでもけっこうな年数

経っています、雨風とかでこうなっていることですし。 

あと３面で裏が見えないというお話でしたけれども、結局修理の段階では２面であろう

と３面であろうと金額的には同じくらいです、どのみち一回全部撤去してやり直しをかけ
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るということなので。構造上の形がこういう形なもので、裏面のところをただ白地にして

おくのか字を付けておくのかの差で。ただ白地よりも付けていたほうがと言ったらいいか、

そういった意味でまず空間にはできないので、という意味合いでまずやると。ただ当然見

える部分についてはきちんとしておかなければいけないということで。今コンビニが出来

たので、コンビニ側の方からはもしかすれば見えるということはありますけれども。全く

新しくするとすればまたさらにこれとは別個の金額になってしまうので、とりあえず今あ

る部分の形で進めさせていただきたいと思っていますけれども。 

 

○柏谷委員 

フィルム加工というようなことですが、１０年くらいすればまたこのような形になるの

か、そこら辺はどうなんですか。 

 

○支所長 

お答えいたします。今、中里温泉前と旧東幼稚園前の部分に青少年育成さんの方で立て

られた看板がございます。あの系統でいきますと、あれもけっこうな年数が経っています

けれども未だに普通に良く見えるというふうな状態になっていますので、あの形で同じ会

社にお願いすれば１０年そこらでどうこうなるというふうな問題はないだろうなとは思っ

ていますけれども。あとで中里温泉の前の駐車場側のところと旧東幼稚園のところの看板

を見ていただきたいなと思いますけれども。 

 

○会長 

  柏谷委員、よろしいですか。他に。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤勝良委員 

同じく看板の方なんですけれども、標語はこのまま同じものをということでしょうか。

言われればあったなというような感じなので、どうせ作るんだったらちょっと印象に残る

ような内容がいいかなと思うのと、あと時代に即した、例えば携帯を使いながら運転する

とかという、すごく今言われていることなので、そういうところをちょっと考えてみては

どうかなと思うんですけれども、いかがですか。 

 

○支所長 

伊藤委員のご質問にお答えします。そのとおりだと思いますので、アイデアがあったら

いただきたいと思いますので、なんとかよろしくお願いしたいと思います。 

 

○会長 

  他に。はい、水谷委員。 

 

○水谷英明委員（以下「水谷委員」と表記） 
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事故が多くなるかも知れないということで設置ということですけれども、この前の新聞

でも夕方の事故が、やっぱり暗くなるときにライトを点けるのが遅かったりして見えづら

かったりしての事故が多いということが書かれていたんですけれども、どうせ安全のため

にやるのであれば夕方の暗くなるときに分かるような、そういう設備も付ければいいのか

なと思うんですけれども。薄暗くなったときにこれも薄暗くなってしまうと、事故が起き

そうなときに見えなくなっちゃうと効果が半減すると思って、そういうふうな対策も一緒

に付け加えていただければより役に立つのかなと思います。 

 

○支所長 

水谷委員の貴重なご意見を使わせていただきたいと思います。極端にみんなライトで照

らされるとかとなればまたお金もかかるでしょうから、例えば縁取りを蛍光色にするとか、

足の部分にライトが向いたときに反射するとかというやつは工夫はさせていただきたいと

思いますので、何かいいアイデアがあったら教えていただければ。よろしくお願いします。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、水谷委員。 

 

○水谷委員 

おはら節のことなんですけれども、今後参加する人のことなんですけれども、地元の太

田分校とか若い人たちの、民謡をやっている人とか、そういう方の出席は今の予定ではあ

りますでしょうか。 

 

○支所長 

今まだ全部集まっていないので、何名かはいるとは聞いていますけれども、まず年齢的

には若干上目の方のような感じで受けていますけれども。ただ最近は実際の大会の優勝者

の方々はほとんど若い方々が優勝していますので、そこら辺も含めて。いずれ年齢制限は

ございませんので、もしもお知り合いの方がいらっしゃいましたら紹介していただければ。

よろしくお願いします。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、柏谷委員。 

 

○柏谷委員 

シンボル花壇についてなんですけれども、ちょっと私が想像していた業者と違うような

形なので、この業者の選定はどのような形で行ったんでしょうか。 

 

○支所長 

柏谷委員のご質問にお答えします。特にありません。コイケさんは太田の花壇フェアと
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かにも出展していますので、ということで単純にコイケ種苗さんに。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、大信田委員。 

 

○大信田委員 

今回秋田おはら節の講習会を実施して、これから毎年のようにそれを継続することによ

って歌い手さんなり関心を深めるように進んでいくと思うんですけれども、例えばこの講

習会の実施時期というか、大会に備えてやる感じからすると、おはら節の大会の直前では

困るでしょうけれどもその何カ月か前くらいの形でやったほうがより一層、講習を受けて

出場する人にもメリットがあるだろうし、意欲につながっていくのではないかなというふ

うにちょっと感じたんですけれども、その辺どう考えておられるでしょうか。 

 

○支所長 

大信田委員のご質問にお答えいたします。同好会さんとは年２回やったほうがいいので

はないかという話はしています。まず大会前の５月・６月、それと大会が終わって熱が冷

めないうちの１０月・１１月周辺を狙ってやったらどうかということで、まず今大会が終

わった今年は１１月で、来年また年が明けた頃に次の大会に向けてというふうな話はして

いますので、そのときにまた地域枠が出るのかどうかは分かりませんけれども、まずそう

いうふうな形で話はしていますので、なんとかよろしくお願いしたいと思います。 

 

○会長 

他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

私の方から一つ聞いてもよろしいですか。ただいまいろんな意見が出ました。そういう

中で、この予算というのは若干変わっていく可能性があるという捉え方でよろしいでしょ

うか。 

 

○支所長 

基本的には変わらないと思いますけれども、先ほどのピザ窯のように若干の動きはあろ

うかと思いますけれども、そこら辺も含めてなんとかご理解いただければなと。あとは実

績のところで、例えば１０万円がいきなり３０万円ということにはならないだろうと思い

ますけれども、微妙なところはなんとかご理解いただきたいと思います。 

 

○会長 
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皆さんの方からありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

ないようですので、お諮りいたします。はじめに「シンボル花壇整備事業」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 

  ご承認いただきました。 

次に「交通安全看板改修事業」について、これも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 

  ご承認いただきました。 

次に「民謡「秋田おはら節」講習会開催支援事業」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 

  ご承認いただきました。 

最後に「据置型ピザ窯製作事業費補助金」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。これで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は終わらせていただきます。 

次に、次第の６の「その他」に入ります。委員の皆さんの方から何かございませんか。

はい、水谷委員。 

 

○水谷委員 
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２つについて皆さんにお聞きしたいことがあってなんですけれども、１つ目は先ほど配

っていただいた介護保険の利用ガイドというのがあるんですけれども、平成２９年４月か

ら介護予防の方が大幅に変わることになっているんですけれども、そのことについてどれ

ほどの方が知っているかどうかという割合を聞きたくてなんですけれども。今いらっしゃ

る方で４月から変わるというのをご存知の方、ちょっと手を挙げていただけますか。 

 

（１人挙手） 

 

○水谷委員 

介護予防、今要支援とか要支援２というふうになっている方のサービスのやり方がかな

り変わります。認定の仕方も大幅に変わることになっています。今介護保険事務所の方で

いろいろと進めて内容の調整とか、いろんな事業所のアンケートとかやっていますけれど

も、住民の人たちが、介護保険が始まったときからそうですけれども、大体分からないう

ちに決まっていくということが多いなという感じがしまして。住民の方の意識アンケート

とか代表の方が集まっての会議というのはやられていますけれども、一般の人というのは

やはりよく分からない人が多くて、そういう中で決められていくのも何か難しいのかなと

いうような、そういうのがちょっとありました。 

あと現在一人暮らしの方とか介護をなさっている方のところで、地域で不足していると

いうか、こういうのがあればすごくいいことなのになというようなことがあればお聞きし

たいんですけれども。一人暮らしの高齢者の方とか家で寝ていて介護が必要な方がいらっ

しゃるところで、地域の中でこういうサービスがあればいいなというような、現在なくて

あればいいとか、そういうのというのは何か感じることはございますでしょうか。 

 

○大信田委員 

今の介護制度の中で、いわゆる介護認定制度に則ってやっている部分と、例えば介護認

定を受けない高齢者、比較的元気な高齢者というか、その部分。介護制度を利用する人と

いうのはそれなりに身体的な部分で大変な、認知症も含めてそういうことだと思うんです

けれども、元気な高齢者がもっと年をとってもまだ元気に過ごせるような、そういう施設

なり事業なり、そういう部分というのはやっぱり必要だと思うんですよ。何歳になっても

元気だという高齢者が増えてくれば、お金もかからないし本人も元気に老後を過ごせると

いうふうな部分の取り組みをしてほしいなと。そういう意味では、例えばそういう介護施

設でもいいし新たな集いの場というか、お茶飲み話できるような場というのは当然必要で、

やはり家の中に引きこもった生活というのは健全とは言えないと思うので、もっともっと

外に飛び出すような、そういう道筋をつけてやる必要はあるのかなと。私もちょっと社協

の方でのいろんな取り組みをしているわけですけれども、そういうふうに感じております。

必ずしも、制度の中で動こうとすればそういう介護認定の部分が出てきますけれども、介

護認定を受けていない人たちを対象とした、そういう取り組みもやっぱり必要なのかなと

私なりには感じておりました。 
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○水谷委員 

今度の改正のところで大きく変わるところがそこら辺ですね。今までの介護保険、例え

ばホームヘルパーとか事業所だけだったんですけれども、今度はボランティア団体とかそ

ういう方も入ってくるといった感じになります。認定も自立になった人も使えるようなサ

ービスを作っていくというふうな、そういうふうな感じになる予定ですね。 

あともう一つなんですけれども、いろんな福祉関係の相談とかする場合に、窓口がいろ

いろあってどこに相談したらいいかよく分からないというような話もあちこちで聞くんで

すけれども、そういうことについて皆さんからご意見はございますでしょうか。 

前の感覚でいけば役場にというので、役場に行けば何でもというのが多分一番良かった

と思うんですよ。今はこのパンフレットの裏を見ていただいても、高齢者あんしん相談室

中央というふうな名前とか、これは地域包括支援センターというのと大体兼務というか同

じ場所なんですけれども、あとは今、生活困窮者の窓口とか、そういうのもあります。お

そらく広報とか見てみるといろんな、これについてはここで相談とかとあると思うんです

けれども、例えば認知症について聞きたい場合に、そうすればどこの窓口が一番いいのか、

そういうことをたまに住民の人から聞くことがあったので、そういうのもやっぱり分かり

やすい方がというか、役場に行けばいいというのが一番分かりやすいと思うんですけれど

も、そういう窓口というのはまとめたほうがいいのかなというようなこともちょっと考え

ています。 

今そういうことについてもいろいろ会合とか多いので、高齢者あんしん相談室の方々と

か介護保険事務所とか。あとこれからは入院を減らして在宅で亡くなる方を増やすという

国の政策がありますので、そういうふうなものに向けた地域の作り方というのも今進めら

れているところですので、何かそういうことで気が付いたことがありましたら私に言って

いただければ、そういう会議とかのときに発言させてもらったりしたいと思いますので、

お願いします。 

あともう１個すみません。成年後見制度についても今、国の方で広めるようにというか、

そういうふうな方向でやっておられるんですけれども、そのことについて知っておられる

方、もう一度すみませんけれども手を挙げていただいてよろしいですか。 

 

（２人挙手） 

 

○水谷委員 

分かりました。そういうことについても地域協議会としても住民の人たちにも行き届く

ような感じのこともちょっと考えていければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○会長 

私の方から一ついいですか。たまたま冬になると住民の人たち、ほとんど家に閉じこも

るということで、うち独自で何年か川口のあれで体操をやっていました、１カ月に１回。



－12－ 

 

うちの事務所、当然社会貢献しなければならないのでそれは義務としてやらせていただい

て。そのときに地域協議会の方から会館費は出してもらおうかなと考えたけれども、そう

するとそこだけ出して他の方には、皆社会的なことをやっているから区分けつかないから

これは無理だなと思って出さなかったです。これをやるというのは結局皆実費になること

ですので、歩けない人は家を送り迎えしながら。本当はやっぱり各集落の中に、この人に

言えばスッと動いてくれるんだなとか、そういうことがあると非常に楽なことは楽なんで

すよね、年をとればとるほど地域中心になってしまうので。水谷委員が先になっていろん

な意見を出してもらったり、いろんなことを作ってもらえたらいいなと思います。 

 

○支所長 

ちなみにあれですか、水谷委員は介護の方の委員にもなっていることですか。 

 

○水谷委員 

そうですね。グループホーム協会の役員と、あとケアマネジャーの方の、県南ですけれ

ども大曲仙北と横手・湯沢ですね、そちらの方の役員をやっています。 

 

○支所長 

制度改正とかするときに、協議の場とかのときに委員とか集められるときは行くもので

すか。 

 

○水谷委員 

作られる前ですか。作られる前はないです。協会の代表が、県南の上に県があって全国

があるんですけれども、県の代表が大体行ってそこで。全国の会長がそういう諮問会議み

たいな、そういうのには入っていますけれども、一般のところではほとんどそういう話し

合いというのはないですね。意見出してアンケートまとめて提言するというようなことは

ありますけれども。 

 

○支所長 

介護予防・日常生活支援総合事業って、市町が独自にやるやつですよね、独自と言った

らいいか。 

 

○水谷委員 

独自なんですけれども、ほとんど国のマニュアルどおりにやっていますね。 

 

○支所長 

そのときって地域の方々は誰もタッチしていないんですか。役所と介護保険事務所だけ

で決めているということですか。 
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○大信田委員 

違います。私も大仙市の生活介護の委員をやらせてもらっていて、今の大仙市の中でど

ういうふうにそれを構築していくかいう部分の委員ですけれども、その委員の中に策定グ

ループというか、その中にまた作成委員がいて、大仙市の地域包括システムの構築に向け

た作成をして、ある程度作成案ができたらその委員会にまた諮っていくような、そういう

システムになっています。 

 

○水谷委員 

流れは大体そうなんですけれども、今言われたように保険者の裁量という部分がけっこ

う介護保険の場合は多いんですけれども、ただ秋田県の場合はそれから外れて作ったサー

ビスというのがおそらく１つもないんですよ。国で作っているサービスをそのままという

パターンで。予算の問題とか何かしらいろいろあるかも知れないと思うんですけれども、

昔は横出しとか上乗せサービスと言われていて制度以外にその地域で必要なサービスを作

ってやってもいいということになっているんですけれども、まずゼロでしたね。その辺も

おそらく制度自体がやはり東京中心というか、そういうところをメインにしての制度に作

られていますので、特に秋田県とかは合わない部分がけっこうあると思うんですよね。だ

から、その辺も保険者の方で大仙市の場合はここをこういうふうにして変えてやろうかな

んていうのもあってもいいんじゃないのかなというふうに思います。 

 

○支所長 

住民のいろいろな意見を聞いてやってくれということが協議会の中で出たということは

お伝えします。 

 

○水谷委員 

なかなか包括さんもすごく忙しくて。それこそ会議とか月２回くらいとかあったりする

んですけれども、そこのレベルまではいいんですけれども、おそらく上の方だと思います

ね。 

 

○川原猪利委員（以下「川原委員」と表記） 

今ちょっと介護のことを様々聞いて、そうだったのかということがたくさんありました。

それで、例えば市で独自のサービスを設けることができるというようなことがあるとすれ

ば、多分現場では様々な課題があると思います。先ほど老人の独居世帯という話がありま

したけれども、夫婦で高齢者だといった場合に、介護認定されているのが片方の方という

ことで、当然サービスが入ったりした場合に保険者はおそらくその認定者の方だけのサー

ビスということになっているかも知れませんが、現実的にはクライアントが夫婦の片方で

あれば当然その世帯のもう片方の方、認定されていなくとも何らかのケアというか、お世

話的なことをせざるを得ない状況は多々あるように聞いています。そういったところの運

用というか、柔軟にやるべきなのか、それとも厳格にやるべきなのか、そういったところ
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は水谷さんはどういうふうに考えているか、ちょっとお聞かせ願えればと思います。 

 

○水谷委員 

今のような形の方というのはけっこういらっしゃいます。それで、介護保険の方のサー

ビスと軽度者の事業、市の支援事業とかあるんですけれども、その制度を別々で使うとや

はり使いづらいところというのはけっこうありますし、そもそも使う人たちがすごく分か

りづらいことになっています。形としては揃えていますよというのはあるんですけれども、

いざ使うとなると手続きしたり、ここはこれやってもいいけれどもこっちはここはできな

いとか、いろいろ使う方から考えると非常にややこしい制度になっていますので、もうち

ょっと簡単に実際にそういう夫婦の方を想定した場合にやりやすいようにして作ったほう

がいいなとは思います。 

 

○会長 

ただいまその他ということですが、皆さんの方から他にありませんか。はい、大信田委

員。 

 

○大信田委員 

何年か前に診療所の入院棟の方を、今の話とちょっと関連するんですけれどもいわゆる

居場所づくりというか、高齢者なり人の集える、いろんな人と交流できる居場所づくりに

使えないかなと。今の段階では診療所そのものが譲渡された状態で使えないというふうな

ことで、私の意見がおじゃんになった経緯があるんですけれども、その後に保健センター

の広場を児童クラブで使っていたやつを今度東幼稚園の方に移したということで、老人ク

ラブか何かでそこをそういう形に使っていこうということで始めたと思うんですけれども、

今そういうふうにやられているかどうかがちょっと見えないんですけれども、その辺どう

なっているのかなということと、やはり市として、例えば太田地域でそういう集える場、

公民館があるのではないかと言えばそれまででしょうけれども、それ以外に例えば診療所

に来た帰りとか買い物に来たついでとか保育園の送り迎えのついでとか、いろんな場面で

ちょっと立ち寄っていろんな人と語らいをしたりお茶飲みをしたりするような、そういう

施設というものが必要だと思うんですね。他の地域にもそういうのがポツポツ出始めてき

ておりまして、そういうのを例えば太田でも１カ所くらいはできないのかなと私なりには

思っているんですけれども、市としてはどういうふうに捉えておられますか。 

 

○支所長 

まず診療所に関しては今、医療法人道真会の方に全て移管してしまいましたので、あと

は医療法人の方でどういう考え方でどういうふうに使っていくかというふうなことで阿部

先生いろいろ、介護も含めた医療というふうなことも念頭に入れて入院病棟をこれから検

討していかなければいけないなという話は伺っております。診療所に関してはどうしても

医療法人の方になってしまいますので、なかなか市の方では口出しできない状態になって
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います。 

保健センターに関しましては、昨年から内々に健康福祉部さんと保健センターについて

協議してございます。今は社会福祉協議会が入っていますけれども、ある住民から社会福

祉協議会に用事があって行くのになんでお客さんが裏口から入っていかないといけないん

だという苦情はもらっています。正面玄関から堂々と入っていきたいのに裏口から入れみ

たいなことはおかしくないかとかというふうなことも言われていますし、たまたま事務所

が裏口側の方にあるものですからどうしても。保健センターの健診も毎日使われているわ

けではなくて事務所も健診のときしか使っていませんし、ホールも健診のときしか使って

いません。実際に年間の１０分の１程度の日数しか使っていないので、そのことも含めて。 

今、公民館が解体されたことに伴いまして、ひとつ学習者の利用の場所、それから地域

の集いの場所というふうなこと、ここの大町集落さんの方からも利用したいというふうな

希望も出されてございます。そういった意味でこれから健康福祉部さんと協議に入るかな

とは思っています。実際に建物の償還関係がまだ残っていまして、保健センターから支所

の方の管理に落とすということになったときに、まだ償還が終わっていない部分で国の補

助金の関係で用途替えできないというふうなことで、あくまでもメインは保健センターで、

その部分が終わればどこの管理でもいいでしょうけれども、あくまでも保健センターが主

というふうなことで。それがあと何年残っているかと、実質的に使うのは地元なので地元

で管理したらどうかというふうな協議も何回かこれからしていかなければいけないという

ことで、そういった話をしてから使い方どうのこうのということをやっていこうというふ

うな流れになっていますので、もう少し時間をいただきたいと思います。 

 

○会長 

  他にございませんか。なければ事務局の方から。 

 

○支所長 

私の方から皆さんに２点ほど。１つはお願いと、１つはどうだろうなというご意見を伺

いたい部分ですけれども。 

１つ目は地域枠予算の関係ですけれども、監査委員からもご指摘が多々ありましたけれ

ども、やはり地域でもっと積極的に使ってもらうためにはⅢ型をどうしても増やしていた

だきたいというか。Ⅲ型が一番地域の方々が直接使える部分であって、例えば先ほど会長

がおっしゃった健康教室でも何でもある程度のグループの方々が申請していただければ、

利益を伴うような会社が申請したりしてやるというのはちょっと無理でしょうけれども、

ある程度グループを作って地域でこういうコミュニケーションのやつをやりたいとか、部

落の若者が集まってお祭りをやりたいとか、極端ですけれども例えば水谷さんの会社の従

業員があるグループを作って地域の方々にお祭りを提供するので補助金を、コミュニティ

関係の使い方というのは悪いわけではないと思うので、そういった形でもしかして地域の

中でいろんなイベントを、こういうふうなものをやりたいというふうなことがあればひと

つ宣伝していただきたいなと。今年は特にⅢ型が極端に少ないので。ただ、自分たちの持
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ち出しも当然あることなので、６分の５ということで６分の１は自分たちで出さなければ

いけない部分はあるので、そこら辺もひとつお願いして。特にこれから冬になっていった

ときに冬まつりとか何か、何でもいいと言ったら語弊がありますけれども、ひとつ宣伝し

ていただきたいというのがまず第一点。 

それから第二点につきましては、今スキー場の上の方に電気、夜になるとここが太田だ

ということで旧太田町時代に灯りを点けています。そこに展望台もありましたけれども、

老朽化で取り壊しはしておりますけれども。今現在も電気は点いています、一応時間設定

で。当然電気料も市の方で払っている状態ですけれども、実は来年から予算上の話でそれ

は必要なのかというふうなことが出されていまして、地域としてうちの方も予算要求する

に当たり、地域の中で必要がないと言われればどうしても予算折衝に当たって止めてしま

わなければいけないということはありますけれども、どうしても地域の中でやっぱりここ

が太田だということで示して、冬になればナイターと一緒にどこからでも山が見えるとい

うふうな形で、夏の場合もそうですけれども、そういった形で希望としては続けていきた

いなと思っていますけれども、皆さんのご意見はどうなのかなということでちょっとお伺

いしたいなと思いまして。 

 

○会長 

他に事務局の方からありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【次回の太田地域協議会の開催日程について報告】 

 

○会長 

ただいま支所長の方から太田のシンボルですね、電気、あれに関して予算計上のために

どうかということでした。皆さんの方からこれについてご意見をお聞きしたいと思います。

はい、冨木委員。 

 

○冨木 勇委員 

大台の灯りについてですけれども、若干最近杉の木が成長したのか、大曲とか仙北の方

で見ても最近暗いというか、そういう感じで。私石神ですけれども、設置して灯りを点け

てもらったときはけっこう石神辺りも明るいなという感じと、大曲の方向から見ても太田

の麓という感じで、大台の灯りというふうな感じで見ておりましたけれども、最近なんか

暗くなったというか、そういう感じもありまして。ひとつ杉の関係と、あればやっぱり町

民としては、家に帰るときに酔っぱらっていてもあの灯りを目指してタクシーに乗るとい

う、冗談ですけれどもやっぱりあそこが太田という灯りということなので、ずっと点灯し

ておりますので続けていただければと思います。 

 

○会長 



－17－ 

 

他に。はい、大信田委員。 

 

○大信田委員 

大台の照明の部分ですけれども、前にもこの場で議論をした記憶がありました。そうい

うふうなことで、青少年の非行につながる、いろいろバイクが夜あそこでバーッと走った

り、爆音を響かせながら集結して、あまり良いイメージがない部分もあるというような、

そういう話もちょっと出たような気がしていました、今はあまりそこまではいっていませ

んけれども。 

私の個人的な感覚からいきますと、やはり太田の所在地を知らせるという部分とか、特

に夜、例えば農免とか走っていて自分の位置が、今はカーナビあるから大体この辺だとい

うのは分かるんでしょうけれども、かなり数年前ですと夜なかなか太田に行きにくいとい

うか、そういうふうな話をする知り合いの方がけっこういたりして、やっぱり太田の所在

地をアピールする部分。それからもう一つはどの程度年間の電気料がかかっているのか。

全体的に見ればそう大した負担にはならないというのであれば、今後も照明を続けていっ

てほしいなと、そういうふうに感じていました。 

 

○会長 

実はこのライト、合併した他の町村からは太田はあそこにどれだけ予算を使っているん

だと、無駄なお金だと金谷さんが言っていました。大したお金ではない、他のほうはもっ

ともっと無駄があると。だから、他のほうにケチをつけるようなものではないよというこ

とを言っているんですけれども、なかなかそこは、議員のほうではある程度分かっている

かも知れないけれども他の人たちは分かっていない。反対にこれくらいの金額で各地域に

シンボルとか何か出したらどうかという、反対にこっちの方から案を上げて、太田地域で

はあれが太田のシンボルでどうしても必要なんだと、これからも。地域の活性化のために

は絶対必要で、これからも盛り上げていくための一つのものなんだと。神戸の六甲山なん

かでもやっぱりあそこに灯りを点けて宣伝している部分はあるので、全会一致で太田地域

の人たちは絶対必要だと言っているということでどうだろうかくらいの感じだと思ってい

ます。 

 

○水谷委員 

私も同じ考えなんですけれども、あそこにみずほの里ロードを造ったんですけれども、

造っただけというか、遊びに行く感じではないし、逆にそういうロードを造ってこれから

そこを発展させようと思うのであれば、会長が言われたように太田だけではなくてそこに

並ぶ市町村が全部付けたほうが私はいいと思います。これ地元の人も必要だと思うんです

けれども、外から見たときにこっちのほうにも住んでいるところがあるんだなと。こっち

を見れば真っ暗で大曲しか人がいないのではないかと思われるような感じだと、観光で来

た人もこっちまで足を延ばさないということもあると思うので。大曲とか角館に泊まった

ときにこっちのほうが夜キラキラしていると、何があるんだろうと興味を示して昼間遊び



－18－ 

 

に来るなんていうこともあるかも知れないので、そこはやはり逆に増やしてもらったほう

がいいと思います、他町村にも話していただいて。 

 

○会長 

他にありませんか。はい、大信田委員。 

 

○大信田委員 

先ほど支所長が地域枠予算の使い方の中でⅢ型をこれから増やしていくような方向の中

で、いろんな町内会とか集落の行事云々とありましたけれども、今、市でやっているがん

ばる集落の関連とは、そっちの方でやれとかという話にはならないんですか。例えば地域

枠予算でやるのか、そういう事業としてやっていくのかで変わってくると思うんですけれ

ども、その辺はどう考えていますか。 

 

○支所長 

お答え申し上げます。がんばる集落応援事業については、部落単位とかグループ単位の

部分もありますけれども、地域枠のⅢ型の場合は個人グループでも対象になりますのでそ

ういった面を、地域のコミュニティ、地域を活性化するためにやる部分はもっともっと使

っていっていいと思いますので、その部分をもっともっと広めたいなという思いで先ほど

お話しさせていただきました。制度上若干がんばる集落とはまた違う関係がありますので、

なんとかよろしくお願いします。 

 

○大信田委員 

今しゃべった中で、例えば将来的にもずっと継続して、そういう地域の活性化のために

集落でいろんな行事とかお祭りとかを継続してやっていくためには、一時的に今年お祭り

やるためにこれだけ地域枠予算から出しますよみたいな話だと、今年もらったけれども来

年ももらえるのかみたいな、そういう継続性を重視するとすればやっぱりちゃんとした事

業としてある程度確立した方向付けというか、予算云々だけではないでしょうけれどもそ

ういう部分で、面白かったから来年もやろうみたいな形で、他から助成金をもらわなくて

も自分たちでやっていけるみたいな方向付けをしてほしいなということでお話ししました。 

 

○支所長 

いずれがんばる集落も毎年もらえるわけではなくて、当然地域枠のⅢ型も基本的には大

仙市の場合は３年を目処に自立してもらうというふうな形、まず最低でも３年で。その中

でいろいろ地域の中でお話があって盛り上がっていけば、自分たちで寄付をもらってくる

とか何とかということで地域が盛り上がっていけば、その一つのきっかけづくりとしてこ

の枠を使っていただければありがたいなという意味合いですので、なんとかそこら辺よろ

しくお願いしたいと思います。 
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○会長 

他に。はい、川原委員。 

 

○川原委員 

電気料が年間どれくらいかかっているかちょっと分かりませんが、やはり是非残してい

ただくというか、当然残すと思っているところにそういう話をされたのであえて言います

が、そうだとすれば例えば太陽光パネルを設置するとか、もうちょっと省エネの電気に替

えるとかというような形でむしろお金を使ってもらいたいというふうに思います。 

 

○支所長 

月平均１万３千円程度だそうです。 

 

○会長 

はい、柏谷委員。 

 

○柏谷委員 

スキー場の灯りについて、私も継続してもらいたいなと思います。ただ、先ほど冨木委

員の方からちょっと見えづらくなっているというような話がありました。実際周りの樹木

が大きくなって灯りの方に被さっているような形になっています。あれを解消しなければ

ますます見えなくなってくるというような状況になってくると思います。そこら辺はどの

ように考えていますか。 

 

○支所長 

いずれお金のかかる部分については予算取りしていかなければいけないだろうと思って

います、現状も見ながら。あそこは公園ですので公園の管理の方とも協議しながら、残す

ためにはそれなりの手立てを考えていかなければいけないと思っていますので、なんとか

よろしくお願いします。 

 

○会長 

他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

これは残していただきたいというか、残さなければいけないものだと。これから太田地

域若しくは大仙市全体の地域ためにこれをまた利用しながらいろんな活性化を図っていけ

るような形のために、どうしてもこれは必要ですということで、全会一致でよろしいでし

ょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ご承認いただきました。 

他にないとすると、本日の地域協議会はこれをもちまして閉会といたします。ありがと

うございました。 

 

（午前１１時３７分 閉会） 
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