第２回 神岡地域協議会 会議録
日 時 平成２４年７月２４日（火）午前１０時～
場 所 神岡庁舎３階 大会議室
出席委員（８名）
欠席委員（８名）
１．開

工藤昌子、今 裕子、齊藤兼光、齊藤 劯、齊藤由紀、
佐藤美紀子、鈴木和栄、武藤良仁
石山美恵子、小田原 博、齊藤博伸、佐藤康晴、進藤純雄、
髙橋菜穂子、竹原健子、渡部聖登

会

市民サービス課 参事 小笠原政夫
本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございま
す。
定刻になりましたので、ただ今から平成２４年度第２回神岡地域協
議会を始めさせていただきます。
最初に、鈴木会長からごあいさつをお願いします。
２．会長 あいさつ 神岡地域協議会 会長 鈴木和栄
皆さん、おはようございます。今日の出席者をみますと、かろうじ
て会議が成立するだけの人数となりました。今日は何かよほどのこと
があったようで、今までになく欠席者が多いわけですけれども、その
分、内容の濃い協議会にしていただきたいと思っております。
今年は春先の爆弾低気圧以来、大きな災害もなく田の方も順調に推
移しております。昨日も田んぼに行ってきましたが、日中、田んぼに
行っている人は、私とちょっと暇なおじさんと鳥の鷺くらいのもので、
その中でも私が田んぼに行っていると必ず寄る人がいてあぜ道で１時
間も２時間も話をしております。その中で、ここだけに限ったことで
はありませんが空屋や一人暮らしの人が増えてきていることから、こ
れから５年、１０年先はどうなっているのだろうかという話が良く出
ます。また、私たちもこの先何年農業をやっていられるかわからない
のでこの先のことはなかなか想像できないのですが、やはり頭を使っ
て想像をし、それに備えて何かをしていかなければならないだろうな
という高尚な話をしてきました。
今、来る時に堤防を通ってきましたところ、畑には何人かいるよう
ですが、田んぼにはほとんど人はいなくてようやく一人見つけてきま
した。一番にぎやかな所はグラウンドゴルフ場でした。あそこは当地
域で最高ににぎやかな所だと思っています。
そういうことで、ぜひ皆さんにも５年後、１０年後という大変難し
い先のことを想像しながらこれからもおおいに励んでいただきたいと
思っております。
今日の案件というのは２つありまして、地域枠予算事業、それから
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旧北神小学校の廃校利用についてということですので、ぜひとも皆さ
んから活発なご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。
３．支所長あいさつ 神岡支所 支所長 鈴木直樹
本年度、第２回目の地域協議会をお願いいたしましたところ、委員
の皆様には、何かとご多忙の中、ご出席いただきまして誠にありがと
うございます。
さて、本日の協議会でご審議いただく案件は２件です。
お手元に配布された資料のとおりで、平成２４年度地域枠予算事業
の実施計画に関する案件は、花壇づくりの整備事業３項目、北楢岡納
涼の夕べの開催経費、さらに「地域づくり事業の補助金」３件につい
て、ご協議をお願いするものであります。
また、旧北神小学校の利・活用の計画（案）に関する内容を検討・
協議頂くことになっておりますので、よろしくご審議くださるようお
願いいたします。
「その他」では、平成２３年度第６回の地域協議会で藤井民之佑委
員が話題にされました「神岡版ハザードマップ」作製の提案について、
伊藤市民サービス課長より報告がありますので、よろしくお願いしま
す。
前々回の第６回地域協議会（３月２２日）以降の神岡管内の主なる
動きについて申し上げます。若干年度がまたがりますけれども、よろ
しくお願いします。
① ３月２７日、高齢者や障害者の孤独死や孤立死が社会問題になっ
たことから、大仙市は市内の事業所と「地域見守り協定」を結びま
した。
これまで民生委員や社会福祉協議会、老人クラブ、自治会（町内
会）などと連携し、社会的弱者を見守って来ています。これらの活
動の充実をめざし、民間事業所への協力を呼びかけて実現したもの
です。
参加事業所の社員には「まめでらゲ？地域あんしん見守り隊」の
プレートが配布されます。そして配達訪問した際、新聞や郵便物が
たまったり、電灯がつかない日が続いたり、逆につきっぱなしの場
合など、異常を感じた時に市役所社会福祉課や各支所へ電話通報し
て貰うシステムとなっています。
この協定調印により、高齢者や障害者の孤独死や孤立死の解消に
繋がるものと確信しています。
今回の協定では、事業所数が１６業者の１９事業所となっていま
す。詳細につきましては、前にも広報に載っていますので、省かせ
ていただきます。
② ４月４日の未明に発生しました暴風による被害調査を実施した結
果、５月９日現在の神岡地域での被害件数は、一般住宅４８戸、作
業小屋８７棟、車庫３３棟、倉庫・店舗等３２軒、パイプ車庫９棟、
ビニールハウス２９棟、風倒木１０６本となっております。
なお、被害物件には、住人のいない『空き家』もあるため暴風や
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台風そして豪雪の際に、地元支所では取り扱いに苦慮する事案とな
ることから、早期の解体などの処分方法をご検討お願い致します。
市では、自宅屋根の３分の１以上剥がれた場合、特別見舞金２万
円を支給することになっており、神岡支所管内では８件分の支給で
した。
４月５日、平和中学校の入学式があり、３７名の新・一年生が在
校生の激励応援に迎えられて中学生になっています。
翌６日は、神宮寺・北神の各小学校が統合し、神岡小学校の第１
回目の入学式がありました。今年の新入生は、神宮寺地区２４名、
北神地区１０名で合計では、３４名でした。
４月１５日、四月の第三日曜日は、大仙市一斉クリーンアップの
日となっており、各地域の自治会では早朝より道路沿いの空き缶や
ゴミを拾い集めたり、側溝の清掃などのクリーンアップ活動に取り
組まれました。この後も、継続的にお願いしたいと思っております。
５月２日、新生「神岡小学校」の児童数は２２６人で、教育目標
は「私は変わる みんなと変わる 未来を変える」を掲げ、スター
トしています。この日は、校歌を作曲した橋本祥路氏が東京から駆
け付け、全校児童の合唱の指揮を振って開校を祝いました。
そして、式典後、記念植樹が行われ『ヨウコウザクラ』九本を神岡
小学校グラウンドに植えております。
神岡地域の百歳長寿祝金の贈呈式が二度行われました。
４月１１日、北楢岡１２区の高橋ヤスさんは、明治４５年４月
１１日生まれです。現在は、自宅で長女のクニ子さんと二人で暮ら
しています。ご自宅を訪問して市長代理で老松副市長から長寿祝金
が手渡されました。
５月８日、新丁町内の黒川タキさんは、明治４５年５月３日生ま
れです。現在は、介護老人保健施設『幸寿園』に入所しており、施
設に出向いて市長代理で私が贈呈しました。
５月１１日、平成２４年度の第１回神岡地域協議会が開催されま
した。年度初めの会議であることから、老松副市長の出席のもとに
各担当課長より本年度の神岡支所内の主な事業等について説明があ
りました。
６月１日、大仙市防犯協会の総会が開催されました。その席上で
防犯功労者として菅原米男さん（戸月）と高橋正喜さん（宇留井谷
地）は、地域安全活動に取り組まれたことが高く評価され表彰され
ました。
同じく、少年保護育成委員で神岡支部長の斉藤一志さん（裏町）
にも感謝状が贈呈されております。
斉藤氏は、昭和６３年に委嘱以来、２３年間地域少年の健全育成
や非行防止活動にご尽力された功績を讃えられ、大仙警察署長と大
仙地区少年保護育成委員会長の連名で表彰状が贈られました。
後任には、大浦の斉藤亘さんが委嘱されております。
６月２７日、より開かれた議会を目指して「市政懇談会」が福祉
センターを会場に開催されました。初めての懇談会でありましたが、
神岡地域からは２６名の参加がありました。
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ご出席頂いた市民の皆様には感謝いたしたいと思います。
本懇談会は、議員自らが出向き地域の課題に対する意見交換を行
うもので、来年度以降も開催する予定となっており、多くの皆様に
参加を呼びかけております。
⑪ ７月に入って、平和中学校生徒会ではエコキャップ運動としてペ
ットボトルのキャップを集める活動を継続しており、この度、軽ト
ラック一台では収まらないほどの量のキャップを届けました。
８００個で１本のポリオワクチンに代えられ、世界の恵まれない
子ども達の命を救うことになるそうです。
今後とも、プルタブやペットボトルのキャップの収集に神岡地域
の市民の皆様、ご協力くださいますようお願いいたします。
⑫ ７月８日、第３３回の東京嶽雄会が開催され、講話会・総会・懇
談会に出席いたしました。
当日は、久米副市長をはじめ、大野・竹原両議会議員、秋田おば
こ農協の小田原監事と私の五人と講話会の講師を務めてくださった
トピックスササキの佐々木康浩さん、編集者の真崎さんの七名一行
が有楽町の会場に出向きました。
ふるさと会の会員は多忙な中、３２名の会員が出席されました。
会員の高齢化と若年者の不参加で先細り傾向にあり、若者の参加
が求められています。できましたら、身内の方で東京圏に在住され
ている場合は、是非ともご参加を呼びかけてくださるようお願いい
たします。
⑬ ７月２１日、大仙・仙北・美郷支部消防訓練大会が雄物川河川緑
地運動公園で実施しました。神岡支団からは、小型ポンプ操法の部
に第２分団が、規律訓練の部に第１・２分団の混成チームが出場し
ました。成績は、１４団体中いずれも第１０位であり、来年の活躍
に期待したいと思います。
⑭ ７月２１～２２日の二日間、大仙・仙北スポーツ少年団選抜野球
大会が、神岡球場を主会場に行われました。
統合した新生「神岡小学校」は見事に勝ち進み、決勝戦で角館ス
ポ少と対戦し惜しくも敗れましたが、準優勝を勝ち取ることができ
ました。
８月７日からの県小学校クラブ野球大会兼スポーツ少年団大会へ
の出場権を獲得しました。県大会での活躍を大いに期待したいと思
います。皆さんからのご声援をよろしくお願いいたします
最後になりますが、四月からの出来事をご報告するとなれば、件
数も多くて取り落としの事案もあると存じますが、何卒ご了承とご
理解を申し上げます。
以上で報告とお知らせを致しまして、開会にあたってのあいさつ
に代えさせていただきます。
小笠原 参事
このあとの会議の議長は、大仙市地域自治区の設置等に関する条例
第８条第４項の規定により、鈴木会長にお願いします。
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鈴木

会長

それでは会議を始めます。
本日、石山委員、小田原委員、進藤委員、竹原委員、髙橋委員、渡部
委員、齊藤博伸委員、佐藤康晴委員から欠席の届けが出ております。
委員の２分の１以上の方が出席しておりますので、会議は成立するこ
とを報告します。
次に会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は今委員、
齊藤兼光委員にお願いします。
続きまして、議題に入ります。平成２４年度地域枠予算事業につい
て、事務局から説明をお願いします。
【以下の事柄について説明 今野主幹】
○ 平成２４年度地域枠予算実施計画の進捗状況についての報告
○ 地域枠予算活用事業申請２件、地域づくり事業補助金交付申請３件について
鈴木 会長
皆さんから、ご質問ご意見をうかがいたいと思います。
この申請内容は今回新しく入ったものではなく、当初の計画にあった
内容だけですね。
今野 主幹
今、会長が申し上げましたとおり当初の計画にのっている計画にな
っています。
齊藤兼光委員
各団体からの申請書の中身について基本的には賛成していますが、
４ページの花の関係、３地域で３８９,３３２円ですが、これはこの助
成金以外にいっさい予算はないのですね。それからもう一つは、１ヶ
所からだけの花の購入のようですが、この値段を見ますとコメリなど
の花の値段と同じようなので、もう少し他の業者を見るなどすれば安
くならないのかなと感じました。
それから、各種団体からそれぞれイベント的なものも出てきており、
４月の地域枠予算の使用の中身についてもかなり報告されていますが、
もう一つ、イベントが終わった後にどのような効果があったかをある
程度、一般住民にも知らせる工夫が必要ではないかと思っています。
良かった悪かったは別にしても、申請だけではなくその後の声も載せ
てほしいと思っています。
鈴木 会長
ただ今の意見について何かありましたらお願いします。
伊藤 課長
齊藤委員からイベントが終わった後の効果についてのお話がありま
したが、それについては毎月１５日あるいは１６日に発行している神
岡地域の広報の中で事業内容は写真を添えて逐次報告をしています。
しかし、今、齊藤委員がお話された効果という所まで入っていたかと
言われますと、それについては不足の部分があったと思われますので、
この件につきましては、もっと見直しをして地域版を作っていきたい
と思っております。
花の購入先については、コメリなど他の所でもう少し安く売ってい
る可能性があるかと思うのですが、金額だけではなく花の苗の質まで
考えた場合、今の業者さんの苗が大変質が良いと話を聞いております。
また、小・中学校に植える場合は苗の質も大切なのではないかと思っ
ています。いずれ、今のご意見にも考慮して来年度以降は種苗購入を
していきたいと思います。
5

鈴木 会長
齊藤博伸委員
伊藤
鈴木
齊藤

鈴木

鈴木
伊藤
鈴木
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よろしいでしょうか。他にご意見のあるかたはお願いします。
齊藤委員と関連していることですが、今のＰＴＡや納涼関係などは
大仙市のホームページの地域のブログの中で地域枠予算でこういうこ
とを行いましたと、紹介するなどの活用をした方が良いのではないか
と思います。
課長
今、現在も市のホームページの神岡地域の所を見ていただければ、
結構いろいろな行事を紹介しております。その中に地域枠の予算が支
出された行事等も含まれている部分がありますので、今後はもっとホ
ームページに載せる回数を増やしていきたいと思います。
会長
その他にご意見のあるかたはお願いします。
劯委員
神岡球場のバックネット裏の方に何年か前にアオダモの木を植えた
区域がありますが、どなたか管理しているのでしょうか。
以前はほとんど手が入ってなくて草がぼうぼうでしたので、５００歳
野球チームの「しんまちＯＢ」有志が、管理が行き届いていない状態
で大会を迎えるのは良くないということで、大会前に草刈りをしてい
ました。昨年あたりからはどこでやっているかはわかりませんが、草
を刈ってくれているようですので、野球場の管理と一緒ではないので
しょうか。
支所長
私は、５５０歳、５００歳野球の実行委員をやっておりまして、そ
の中でアオダモの経費の決算書の報告等がされておりますので、窓口
はスポーツ振興課になります。スポーツ振興課の方で寄付いただいた
お金で維持管理するかたちでやっていると思われますので、スポーツ
振興課の方に確認したいと思います。今年は、まだ除草作業はしてい
ないということですね、この点も含めて確認を取りたいと思います。
実際、神岡中央公民館の方では管理はしていないはずですので、確
認してもらうようにします。
会長
よろしいでしょうか。
各自治会や部落での納涼祭はこれからがシーズンだと思うのですが、
地域枠予算事業として出てきているのは北楢岡だけですか。
課長
納涼祭については以前にも話があったと思いますが、単独で行われ
る納涼祭は補助事業としては認められません。複数の町内会が合体し
て行う場合には、この形で地域枠予算の方を申請できるということで
したので、今の時点で申請が上がってきたのが北楢岡地区だけになり
ます。
会長
これについては、複数の団体でもだめなのでしょうか。
たとえば自治会と親子会を一緒に行うことはどうなのでしょう。
課長
今の会長さんのお話は、北楢岡上町の中にも自治会というものがあ
る他に親の会や婦人会、青年会があって、それらが一緒になって行っ
たら、それはそれぞれの団体が合体したことだから認められないかと
いうことですね。本来の団体のおおもとは北楢岡町内の自治会という
一つのものから枝分かれした団体ですので、残念ながらそれは無理か
と思われます。
以前にありました事例ですと、たとえば蒲と関金の方で運動会を行
うということで申請が出されたことがありました。それは別々の自治
会が「一緒になってやろうよ」ということで行ったスポーツ大会でし
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伊藤

課長

たので認められたと思います。
ですから、それぞれの自治会に所属する傘下の団体が一緒になった
としても、それは他の団体との合同という解釈にはならないので対象
にはならないと思われます。
難しいことですね。
事務局サイドもはっきりこうだということを言い切れない所があり
ますので、総合政策課に聞いてみまして、次の協議会まではっきりと
した返答をいたしたいと思います。
何とか使いやすいようにお願いします。
その他に何かありませんでしょうか。なければ皆さんから承認をい
ただいたということで、次に進んでもよろしいでしょうか。
それでは、この案件については承認いたしました。
次に旧北神小学校の廃校利用について、事務局から説明をお願いし
ます。
それでは旧北神小学校の廃校利用の進捗状況ということで説明をし
たいと思います。
旧北神小学校の廃校利用につきましては、地域協議会の方から市へ
の提言事項、また、旧北神小学校廃校舎利用促進委員会ということで
鈴木会長はじめ齊藤委員、武藤委員、今日はみえておりませんが進藤
委員との連名で市長の方に「音楽の館」あるいは、「音楽関係者の練習
の場」として廃校利用させて欲しいという要望書が市長のほうにあが
っております。
それをふまえまして、今年の１月２３日に市長の方と教育委員会、
そして支所の方からは支所長と市民サービス課長が出席して、市長協
議を行った経緯があります。その場において、最初市側には公文書の
保管庫のようなものに使いたいという意向があったのですが、地域の
方々から音楽関係に使いたいという市への提言や要望があったことか
ら、市長がそれであったら旧北神小学校は「音楽の館」というような
かたちで音楽関係者が専門に使っていいでしょうと意見調整が行われ
ました。
その後、５月７日の連休明けには、旧北神小学校の利活用について
進藤純雄さんが中心となってＮＰＯの方々と一緒に廃校舎利用検討会
を開きました。３０人近くの方が北楢岡の公民館に集まり、旧北神小
学校の利用方法について意見交換を行いました。
次に６月に入ってからは、教育委員会の生涯学習課の方と旧北神小
学校の利活用について協議をしております。
最終的には、３月末をもって閉校しました北神小学校をすぐに利用
するとした場合には、やはり施設設置条例が必要だということになり、
今年の１月２３日に市長協議を行いました。実際に旧北神小学校を何
らかの目的として利用する場合、電気料、水道料、もちろん燃料費等
などの維持管理費の予算が必要となります。今の平成２４年度の予算
というのは、平成２３年の１１月から１２月の予算編成で要求してい
くものでありまして、平成２４年の最初の時点ではまだ設置条例が市
議会の方に上程されていませんでしたので、１月の市長協議をふまえ
て本格的に「音楽の館」として、その施設を利用していこうとする動
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きが平成２４年度から進んでおります。市の議会というのは、年に４
回、６月、９月、１２月、３月と市の定例会がありますが、６月議会
では「音楽の館」の設置条例を上程するには間に合いませんでした。
次の９月議会において設置条例と、それに付帯した必要な補正予算を
計上する予定です。
その施設の目的が音楽関係者の主に練習場ですので、社会文化施設
となりますので、神岡中央公民館が所管して旧北神小学校を運営して
いくようなかたちとなります。神岡中央公民館の本庁の上部機関であ
る生涯学習課が大元の所管になりますので、今日の午後から行われる
市の教育委員会の中で正式に条例案が協議される予定です。
本来ですと今日ここで、その条例案を示すことができれば良かったと
思うのですが、まずは教育委員会を経て、その後市長協議を行い市長
の了解を得られれば、はじめて次の定例会で設置条例（案）と補正予
算を上程するという流れになっています。
今の時点の旧北神小学校「音楽の館」条例の設置目的を朗読します。
『市民に音楽活動の場を提供し、もって市民の教養及び文化の向上を
図るため「大仙市 音楽の館」を大仙市北楢岡字嶋１５１番地に設置
する』という目的の条例であります。この目的ですと音楽関係者だけ
しか利用できないのかということが心配となりました。主に利用され
るのがマーチングバンド・ＺIＰをはじめとするマーチングバンドの皆
さん、それから大曲吹奏楽団の皆さんが８～９割方利用されるようで
す。しかし、部屋が空いている時間等は、この条例の主旨に則って使
用していただければ地元の住民の方々の利用もできるということで、
今日の教育委員会で協議される予定です。図面の方ですが、Ａ３版の
「音楽の館」利用計画図ということで２枚準備しております。１階と
２階の旧北神小学校の平面図が資料としてお手元にあると思うのです
が、この中の黄色で示した部分が利用可能な部屋ということです。
条例の中には使用料金も設定されるのですが、マーチングバンドと
吹奏楽団の方々は使用料が減免される見込みです。その理由といたし
ましては、市の中でいろいろな芸術文化団体の人たちが入っている会、
大仙市芸術文化協会（芸文協）というのがありまして、太田地域、協
和地域、大曲地域では、この協会に入っている団体は公民館的な施設
を利用する場合、利用料は減免となっているようであります。それで
教育委員会の生涯学習課の方と協議したときに、旧北神小学校を「音
楽の館」として利用していった場合のマーチングバンドと吹奏楽団の
方々の使用料の減免についても協議しました。市としては統一し同じ
基準で見ていった場合、芸文協に入っている団体は使用料は無料でし
ょうということで、条例及び運営規則の使用料については、その２団
体は無料になる見込みです。
それから旧北神小学校が「音楽の館」となった場合、どのように管
理していくかということも神岡中央公民館の方で協議しているようで
す。今、教育委員会、神岡中央公民館サイドの原案としては、前もっ
て利用される方々から利用計画、使用願いを出していただいて、その
時間帯にシルバー人材センターの方にお願いをして、その時間帯だけ
管理人をおくかたちで運営していきたいという意向でした。
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今のところ大まかに聞いている範囲ですが、マーチングサイドでは主
に土、日に日中から夕方まで、たとえば９時～夕方５時頃まで利用し
たいという意向でありまして、吹奏楽団の方々は逆に平日の夕方５時
～９時頃まで週２回利用したいとのことです。今の段階では利用時間
は被らない様な状況でした。
今後、今の条例案ができあがったところで、これから教育委員会、
市長協議を経て、はじめて９月定例会にあがるわけですので、旧北神
小学校はこのように運営されますよと、まだはっきり言えないの残念
ですが１０月１日からは利用していただきたいという方向になってい
ます。
大まかなところは以上です。
今日の午後から協議会があるそうですので、その時に大筋は決まる
ということなんですね。ちなみに、大仙市芸術文化協会に入っていな
い場合、使用料というのは普通いくら位ですか。
原案では１日を午前、午後、夕方以降の３つに分けていまして、例
えば一番大きい体育館、この図面でいきますと多目的大ホールの場合
には１,６８０円、研修室の場合には２１０円で時間は４時間です。
冬期間の暖房についてはどうなりますか。
冬期間の暖房については、今年の予算で燃料費というのは全くあり
ませんので、冷暖房を利用する場合は１時間あたり２００円を追加す
るということになります。例えば、研修室を４時間使った場合、使用
料は２１０円ですが、その他に燃料費が２００円×４時間の８００円
で合計１,０１０円ということになります。
芸文協に入ってる場合はどうなりますか。
芸文協に入っている団体の場合も燃料費は完全に実費負担というこ
とになると思います。あくまでも部屋の使用料だけは減免されますが、
冷暖房費については実費になると思います。
少し細かいことですが、旧北神小学校「音楽の館」の利用の仕方と
しては、例えば各中学校の吹奏楽が集まってパート毎の講習会をやる
場合、それは使用料が発生するということですね。
使用料の減免規定のあたりが今日一番つめられる所だと思います。
市の使用料条例の原案は、１つ目として市又は教育委員会が一切又
は共催して行う場合は免除、２つ目として使用料の減免規定ですが、
住民の社会参加の促進及び自主的地域活動の定着化を目的とする団体
が利用する場合は免除となっており、この自主的地域活動の定着化を
目的とする団体というところに芸文協に加入している団体の方々が該
当になると思います。３つ目はその他、市長が特に認める場合は減額、
又は免除ということになっております。今のお話のような場合も教育
委員会サイドや市長協議のところで協議されるポイントになると思い
ます。
皆さんからこのことについてご質問、ご意見をお願いします。
とてもありがたい計画だと思っております。
先ほど使用料のお話があったのですが、夜間も日中も同じ金額を想定
されていますでしょうか。
夜間というのは午後５時～午後９時までで、夕方５時までは４時間
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単位で２１０円となります。午後５時～午後９時までは１００円上が
って３１０円になります。多目的大ホールも夕方５時までは４時間当
り１,６８０円、午後５時からの４時間が２,１００円になります。
午後５時～午後９時までというのは、照明等の電気料を勘案している
と思われるのですが１００円あるいは２００円上がるということにな
ります。
冬期間の除雪関係は、どうなっているのでしょうか。
除雪については、利用される日は北神小学校が開いていたときと同
じように委託業者から除雪してもらう方向です。
今回の「音楽の館」構想について地域代表ということで齊藤委員か
ら何かありましたらお願いします。
私たちの考えていたことを市の方でも議会の方でも考えていただい
てありがたく感じております。
実際使えるようになると、その他の場合、例えば大きな災害になら
なくても停電になったり水が出なかったりした時には高齢者の方にこ
こを避難所として利用していただき、炊き出しなども行うなど北楢岡
町内の防災会では計画しています。名称は「音楽の館」となるでしょ
うが、そのような使い方もできますので、是非ご協力をしていただけ
ればありがたいと思います。
旧北神小学校は、災害の時に避難場所になっているのですか。
避難場所、避難所というのは、地震と水害の場合の２通りありまし
て、地震の場合には避難場所になっているはずですが、水害の場合に
は避難場所にはなっていないはずです。今、齊藤委員がお話しされた
のはあくまでも地震等の災害の時ということですね。
そうすると避難場所としての役割は、このあとも続いていくという
ことですね。
そうなると思います。
その他の所で話をしようと思っていたのですが、ハザードマップの
見直しが市全体であります。旧北神小学校は９割以上が音楽関係者の
利用ということで市としては運営していきますが、普通の小中学校と
同じように災害が起きたときにはその場所が避難所あるいは避難場所
となると思います。今、齊藤委員がおっしゃったことは北楢岡地域の
方の意見だと思いますので、ハザードマップの見直しの時には十分に
参考にさせていただきたいと思います。
その他に何かありませんでしょうか。
この計画図は校舎だと思うのですが、グラウンドや周りの施設はど
のようになるのか、計画があったら教えてください。
計画図は、あくまでも校舎と体育館です。
旧北神小学校のグラウンドに関した予算というのは一切計上されて
いない状態で教育委員会から引き継ぎました。このような状態の中で
神岡地域にあります５００歳野球チームの一つである「しんまちＯＢ」
から地元で一番近い練習場ということから、このグラウンドの維持管
理や運営の管理をまかせていただけないかという申し出がありました
ので、期間を限定して市と「しんまちＯＢ」の間で契約を結んでおり
ます。厳密に言いますと、普通財産というかたちで賃貸借契約という
10

武藤
伊藤
武藤
鈴木
伊藤

委員
課長
委員
会長
課長

齊藤博伸委員
伊藤 課長
齊藤博伸委員
小笠原 参事

ことになるのですが、行政財産的な意味合いもあるということで使用
願いを出していただき、市の方で使用許可をしているというかたちに
なっています。
もう一つ、プールについては本庁の総合防災課と協議をして防火水
槽代わりという話も少しはあるのですが、近くにあまり民家がないこ
とと、小さい子どもも入れる所があるので危険であるということから、
プールを解体して埋め戻し駐車場の敷地として使えたらいいなと思っ
ております。来年早々に予算要求するなど、支所の中でも公民館と協
議しながら詰めていきたいと思っていますが、プールとしては使用し
ない方が良いのではないかと思っています。
グラウンドの方も校舎と同じく生涯学習課の管轄になりますか。
グラウンドの方は、市民サービス課の管轄になります。
はい、わかりました。ありがとうございます。
その他にはありませんでしょうか。なければ次に進んでよろしいで
しょうか。それではその他ということで、事務局の方でお願いします。
今年の１月の地域協議会の中で藤井民之佑先生から市の防災ハザー
ドマップの更新として、神岡地域の避難場所、避難箇所を見やすく表
示した物を地域枠で作ってもらえないだろうかということを言われて
おりました。
その後、総合防災課とも話をしたところ、今年度は大仙市全体の避
難場所、避難所の見直しの年度になっているということです。また、
今年度の２月頃までに神岡の地域ごとに水害の時の避難場所、避難所
と、地震等（水害以外）の災害の時の避難場所、避難所などをまとめ
ることになっているようです。それを印刷して各屋々に配るのはいつ
になるのですかと聞いたところ、印刷発注は平成２５年度の早々にな
るでしょうとの話でした。
そこで藤井先生と話していたのですが、神岡分を地域枠予算で作っ
ても、来年度見直されて避難場所、避難所が変わる可能性があります
ので、来年度大仙市全体のハザードマップが各世帯に配布されるその
同時か、あるいは一ヶ月以内に神岡地域版として神岡部分の避難場所、
避難所を明示した物を各世帯に配布したいと思っております。
その点については、「さくらの会」で藤井先生に会ったときに、そのよ
うにしたいけれどもいかがでしょうかとお話をして了解をいただいて
おります。この後、地域協議会の皆さんが了解していただければ、来
年度の地域枠予算でやりたいと思っております。
地域枠予算でやれますか。
たしか１月の地域協議会の時、地域枠予算の中でハザードマップの
神岡版を作ったらどうかというような意見だったと解釈しているので
すが。
同じような物を作ることになりますね。
今の話ですと、大仙市で見直しをかけた物を神岡版として抜き出し
て作ることになりますね。各家庭には以前に配っていますが見たこと
がないという人が多くいました。会館などに貼る大きな物はわかりや
すくて良いということで何枚か持って行った所がありました。
同じ物を神岡と大仙市両方で出すというのは無駄も出てくると思いま
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すので、この点についてはもう一度考えた方がいいのではないかと思
います。以前は平成１９年に作り始め、平成２０年１２月に渡してい
ます。
洪水の場合ですが、どの程度を想定したものなのでしょうか。
例えば、昨年の場合は堤防が崩れることはなかったのですが、宇留井
谷地地区ではあと３０㎝で堤防を越えるのではないかと思われるほど
の洪水でした。想定以上のことはありえることなので、どの程度を基
準にしたハザードマップなのでしょうか。
このハザードマップは、水深を色分けして表しています。最大の所
は５ｍ以上で表示されていますので、７ｍくらいがきて堤防が破れま
すと当然その地域は浸水しますよということです。ですから、何ｍを
想定しているのかではなく、何ｍの時はどこまで水害にあいますよと
いうものです。
それでは、それ以上のことはないということですね。
それ以上がないとは、はっきり言うことはできません。
最終的には、土川方面に逃げなければならないということが大筋で決
まっております。土川の小学校が避難場所になるだろうということで
したが、土川の小学校がなくなったのでこの後どうなるのだろうかと
思っているところです。
今回も避難勧告が出ていたのですが、勧告が出た後どうするのかと
いうところが手探り状態でしたので、皆さんには迷惑をかけたところ
です。
避難勧告ということで広報車が回ってあるいたのですが、防災組織
の方にも何も連絡がなかったので、どう行動すれば良いのかがわから
ず戸惑ってしまいました。
北楢岡の方は少し高くなっているので、それより低い嶽雄館やニュ
ータウンのあたりの様子を見てから行動をしても良いのではないかと
考えてしまうなど、広報車がただ回っただけという気がしました。
その通り、詳しい指示はしておりません。
神岡小学校に何人かが避難しているとの連絡はこちらにもきていま
した。一番心配されたのは愛幸園のことで、洪水になった場合はどう
したらよいかということを総合防災課と連絡を取り合っていました。
幸い徐々に落ち着いてきたので直接は動いたりしなかったのですが、
水害の場合はたいへん微妙なところでした。火事であればそこを消せ
ばいいということになるのですが、今回の場合はどのような状態でど
うやってくるかは予想がつかなかったので、皆さんには不安を与えて
しまったと思います。ただ、避難勧告が出たということは、それだけ
の準備をしてくださいということだと思っていますので、何とかこの
ような時には自主防災組織でもこういう時がきたらこのようにやりた
い、このような時にはどうするかなどを考えていただきたいと思いま
す。全体であっちに行ってください、そっちに行っててくださいでは
なくて、この地域はこっち、この地域はあっちなどのように、地域に
合わせた考え方をしていく必要があると思っております。
災害の時に自治会長は個々の家には立ち入ることができないのが今
の世の中の仕組みになっていて、被害がなかったかどうか外から見る
12

鈴木
伊藤

会長
課長

鈴木
小笠原
鈴木
小笠原

会長
参事
会長
参事

鈴木 会長
鈴木 支所長

鈴木
伊藤

会長
課長

しかできません。今後のありかたとして、災害などの非常事態の場合
は家の中まで入って安否確認できる民生委員と自治会又は防災組織な
どが一緒になって行動ができるようにならないものかなということを
社会福祉協議会の高橋さんと話をしたことがありました。そのような
時のために地域が一体になって高齢者の安否確認、体の不自由な人の
確認などのできる組織ができればいいなと思っております。
また、地域には分団など様々な組織がありますが、各々の組織で行
動していて横の連携性があまりありませんので、何かできない物かな
と思っています。
なかなか難しいことですけれども、避難勧告を出した後までいろい
ろ検討してもらいたいということですね。
前回の避難勧告ですが、大仙市内の中で全域出したのは神岡だけの
はずです。ここは水害があるということで避難勧告を出したのですが、
広報車で回るくらいしかできず、その後の指導の仕方が不徹底だった
ということは反省材料だと思っております。
あの時は雄物川の堤防の決壊、あるいは溢れてくる可能性があるか
らということだったのでしょうね。
その通りです。上流の雨量から考えてみて、堤防の決壊を予想して
いち早く避難勧告を出したというかたちです。
私が不思議に思ったことは、あの堤防の上に多くの人がいたことで
す。
仕事が一段落して水が引いてきたなという時に行ってみましたら、
堤防に人が並んでいました。この状態を見に来るということは、今ま
でにないくらいの水だったのではないかなと思いました。
神岡版のハザードマップを各屋々に配布するか、大きい所に貼れる
ようにするかも含めて、次回までの課題にしてほしいと思います。
今回の件については、行政だけでやっていかなければいけない部分
もありますが、行政だけではできない部分もあります。今、具体的に
どうしたらいいのかという項目が出てきておりますのでその点につい
てもいろいろ協議しながら進めていきたいと思っております。
その中でも一番大事なのは、自主防災組織である自治会毎の自分たち
の行動はどうしたらよいかということです。自分たちでできない部分
については行政でバックアップしていく必要がありますので、今後そ
の点についても話し合いをしていきたいと思いますのでよろしくお願
いいたします。
とのことですので、お願いします。
その他でもう一つですが、前回５月１１日の地域協議会で市民サー
ビス課の主要事業ということで、嶽の湯温泉の掘削の件につきまして
報告いたしておりましたが、その後もいろいろありましたので進捗状
況を報告させていただきます。
５月１０日から、あまりにも遅れていたため昼夜の突貫工事を行っ
ております。最初の工程よりも３週間くらい遅れているのですが、昼
夜の突貫工事で一気に工事を進めて５月の末に予定の１,２００ｍの
地点まで掘削いたしました。その途中、湯が湧出した所もあったので
すが１,２００ｍまでの予定の掘削をしてその後、管を入れてそれに３
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００ｍぐらい下の方にリスリットという３０㎝くらいの穴を開けて、
そこから湯が湧出してきた場合には湯が上がってくるのでそれをポン
プで引き上げる予定でした。そうしたところケーシング管という管を
入れて井戸を洗浄していたところ、６月８日に本格的な自噴が発生し
ました。その自噴は量的には毎分３３０㍑というものすごい量の湯で、
湯の温度も５１～５２℃あるということで、目標としていたのが湯の
温度が５０℃、湧出量が毎分７０～８０㍑ということでしたので、ま
ず完璧にその条件はクリアしたところです。地下１,２００ｍから噴出
しているものを利用できないのか、利用すると揚湯ポンプにかかる経
費が１,３００万円ちかく不要になってお金が残るのではないかとい
うことも考えられましたので自噴でいくか、予定通りポンプをつける
かについて市長と協議しました。自噴でいった場合にも通常は１０年
以上はもつと思われますが、いつまで自噴が続くかは業者さんも何年
は大丈夫だということは言ってくれませんでした。それが一つだけ不
安で、もし自噴が止まった場合、数ヶ月間は温泉の営業を停止しなけ
ればならないということがあるため、そこは判断が非常に難しかった
のですが、結局の所６月４日に自噴してその後も数週間続いている状
態でしたので、市長も最終的には自噴を利用した「嶽の湯」としてや
っていこうということに決定しました。
その後、総合保健事業団というところに委託して水質検査を行った
ところ、鉄分の多い泉質でした。そのため鉄分の濾過装置というのを
急遽付けなければならなくなり、他にも弁を付けなければならないな
どがあるため、最初の契約の１億８７８万円と同じくらいになるよう
です。今、最後の設計の詰めをやってもらっているところです。
予定でいきますと９月の下旬には新しい源泉で「嶽の湯」に温泉を供
給できるのではないかと思います。いろいろな装置等の中には注文し
てから１ヶ月以上かかる部品もあるらしく、最初の計画とは工程がか
なり変更になってきておりますが、９月の末までには新しい源泉でお
湯をお客さんに利用していただけるだろうと思っています。
それに合わせて公社側では、１０月初め頃に温泉のサウナ室と脱衣所
の改装を１週間くらいかけて行いたいとのことでした。
温泉というのは鉄分が１㎜以上入っていればだめなんですか。
１㍑あたり１㎜以上入っていれば鉄分を濾過する施設を付けなけれ
ばならないそうです。
有害だということですか。
有害というのではなく、いろいろな配管などにすぐに溜まってしま
って、温泉の営業が１ヶ月くらいでできなくなってしまうそうです。
ですから、除鉄の濾過装置だけは必ず必要なことになります。
設計書がまだきていないのではっきりしませんが、金額にして５００
～６００万円ほどになります。秋田県内でも２ヶ所で、鉄分が多くて
濾過装置を付けているそうです。
結局、少しは体に良いのでしょうか。
温泉の成分としてそういう成分がありまして、体に良いか悪いかで
はなく、それも一つの効用だそうです。ただ、機会装置に対して鉄分
は有害なので、それを除去しなければならないということです。
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単純にかけ流しであればそのまま使えるとの話でした。
そうしますとこの温泉の量、１分間に３３０㍑出てきたものを本当
に必要量だけ使うということですね。
１分間に９０㍑くらいあれば温泉では今の状態で十分にやっていけ
るとのことでした。
いずれ使ったお湯は排水路に流れていくことですか。それも何㎜以
上になると流してはいけないなどがあるのでしょうか。
使ったお湯というのは、除去されて流されているはずですので、そ
れについては問題はありません。また湯船に入るまでに一旦濾過され
ることですから、鉄分は問題ありません。
いつも水量が多ければ良いのですが、以前に温泉の排水には温度や
栄養分があるから草が生えたり、生長しやすくなったという人がいた
ということですが。
あくまでも一旦貯湯槽に入った段階で３３０㍑ですが、そこから必
要量が流れるという仕組みになっています。貯湯槽の水位が下がれば
また自噴で上がってきたものが入っていくという仕組みなので、今ま
で９０㍑くらいしか使っていないのが３３０㍑流れるということはあ
りません。
その他に委員の皆様から何かありませんか。
その他についてですが、何かして欲しいという話ではありません。
６月１５日に連合会の会長会を開催した際にアメシロの駆除のこと
について多くの方から意見が出ました。市の方では、各町内単位で幼
虫が出てきたのを確認してから支所の方に申請し、そして機械と薬剤
をもらって駆除してくださいというのが今の決まりみたいですが、あ
まり経験したことのない人たちがメガネやマスクなどの防備無しに簡
単にやってしまっています。ある程度そのような作業に慣れている人
が地域にいて、限られた区域だけでなく広範囲で駆除した方が有効で
はないかという話が持ち上がりました。複数の地域になるので業者や
ある程度慣れているシルバーなど、慣れている人に費用を払って広範
囲に駆除する場合には地域枠予算を利用できないものだろうかという
話もあがりました。
同じ神岡地域の中でもアメシロの発生する地域とあまり発生しない
地域ありますが、発生した場合はある程度の広域になると思いますの
で、これからどのように進めていけばよいかを模索している所ですが、
このことについてもっと話し合いが進んでいくとそのような話も出て
くると思いますので、参考としてとらえていただければありがたいで
す。
この機械等の貸し出しの窓口は農林建設課でやっていますので、そ
ちらの方が詳しい話ができると思います。基本的には各自治会の方で
アメシロが発生した時点で駆除したいという希望を農林建設課に申し
出まして、機材等を借り、それぞれの自治会の方で駆除していると思
います。
ただ、齊藤さんがお話しされたように発生時期が同じですと、どう
しても猫の手も借りたいほどの労働力と機材かなとは思いますが。
経費の問題につきましては地域枠ということもあるし、自己負担とい
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うことも考えられるでしょう。そのようなことも含めてこの後、農林
建設課とも話し合いながら、そして大仙市全体がアメシロ対策をどう
やっているか、神岡だけ特別なやりかたというのもいかがなものでし
ょうか。ご指摘を受けても困りますので、ある程度の統一性を持った
対応を考えたいと思いますので時間をいただきたいと思います。
その他に委員の皆様から何かありませんでしょうか。なければ終了
してよろしいでしょうか。
それでは、長い時間ありがとうございました。
大変少ない人数でしたけれども、内容の濃い協議会だったと思ってお
ります。
以上をもちまして、２回目の協議会を終了いたします。
ご苦労様でした。
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