
平成２０年度第１回中仙地域協議会 会議録 
 

 
１ 開会の日時及び場所 
   ・日時 平成２０年５月２８日（水）午後１時３５分～午後４時２分 
   ・場所 中仙農村環境改善センター ２階 農事研修室 
 
２ 出席した委員等の氏名 
   ・出席委員 秋山 康委員  金子美喜男委員 熊谷秀夫委員  古村貞夫委員 

 佐藤昭男委員  佐藤育男委員  高貝昇太郎委員 高橋 修委員 
 高橋尊雄委員  高橋亮光委員  傳農富士夫委員 長谷山祥子委員 
 平瀬一浩委員  藤田貞子委員 
  以上１４名 

        （欠席 木元洋子委員 鈴木恭子委員 高橋國文委員 高橋辰美委員） 
   ・市職員  中仙総合支所長 鈴木雅幸   地域振興課長 田口義則 

  地域振興課参事 佐々木孝雄  地域振興課主幹 田口祥吾 
  市民課長 大友重俊      市民課参事 長澤孝秋 

市民課参事 湯野澤俊作    農林振興課長 佐藤昭光 
農林振興課参事 高橋松男   建設課長 傳農順一 

  教育委員会中仙分室長 大信田英夫 
八乙女荘事務長 三浦哲夫   桜寿苑施設長 北田正雄 
  以上１３名   

 
３ 次第 
 
  【開会】 
    会長が開会を宣言 

 
【会議の成立】 

事務局から出席委員１４名、欠席委員４名で２分の１以上の出席があり協議会の成立する事

を報告。 
 
【会長あいさつ】 

・本年度第１回地域協議会に公私共にご多忙のところご出席いただき有難うございます。

３月の人事異動で大幅な異動があったようで、後ほど紹介があろうと思いますが前年

度同様よろしくお願い申し上げます。今日の議題は今までの地域枠予算事業に加え、

中仙地域自治区関係の主要事業について担当課長さんから説明があるようですが、委

員の皆さんからも色々なご意見、質問があると思いますのでよろしくお願いします。

また、今回から熊谷さんが新しく委員になりましたが、ご協力の程よろしくお願い申

し上げます。以上簡単でありますが開会に当たり挨拶とさせていただきます。 



【議事】 
（１）会議録署名委員の指名 

    会長が秋山康委員、佐藤育男委員の２名を指名。異議なしと認め了承する。 
（２）平成２０年度中仙地域自治区関係主要事業について 
・傳農会長…それでは議題(２)平成２０年度中仙地域自治区関係主要事業について議題

としますが、人事異動があったようですので、初めに鈴木支所長からご挨拶と職員の

紹介をしていただき、その後関係課長から説明をお願いします。 
・鈴木支所長…４月の異動によりまして中仙総合支所長になりました鈴木でございます。

よろしくお願いします。皆さんご存じと思いますが、４月の異動によりまして、職員

が大幅に変わってございます。それに伴い他からの人事交流がございまして、新しい

メンバーで４月からスタートいたしました。それでは課長会のメンバーをご紹介いた

します。地域振興課長の田口義則です。地域振興課参事の佐々木孝雄です。市民課長

の大友重俊です。市民課参事の長澤孝秋です。市民課参事の湯野澤俊作です。農林振

興課長の佐藤昭光です。農林振興課参事の高橋松男です。建設課長の傳農順一です。

教育委員会中仙分室長の大信田英夫です。八乙女荘参事兼事務長の三浦哲夫です。桜

寿苑参事兼施設長の北田正雄です。以上でございます。改めまして２０年度もよろし

くお願いします。それでは一言ご挨拶申し上げます。今年は４月から中仙庁舎に高齢

者の介護と介護予防に係る支援を行う地域包括支援センター東部と社会福祉法人大

空大仙事務局が入りました。これは中仙が東部の拠点としての位置づけが段々となさ

れているという感じがして喜んでいる次第です。４年目を迎えた大仙市の新年度予算

でございますが、一般会計が４１２億７千万、特別会計２３７億６千万、企業会計を

含めた予算全体では６７０億７千万円となっておりますが、これは前年度比較１０１

億６千万円の減額で、率にしますと１３．２パーセントと大幅な減となっております。

これは各会計の大幅な経費の節減に努めたものと老人保健の減額が主なもので、これ

についての詳しいことは、５月１日発行の広報予算特別号をご覧になっていただきた

いと思います。これから中仙地域の主要事業について各担当部署からご説明申し上げ

ますけれども、これについては市民との協働のまちづくりを更に推進していくことに

ありますのでよろしくお願いいたします。本庁と連携して地域の課題解決に取り組ん

でいるところでありますので、委員の皆様におかれましては、地域発展に対しまして

なお一層のご指導、ご意見を頂戴したいと思います。何卒今年１年よろしくお願いし

ます。簡単ですが挨拶に代えさせていただきます。 
・傳農会長…有難うございました。それでは（２）平成２０年度中仙地域自治区関係主

要事業について議題とします。説明が終わったあと皆さんからご質問、ご意見を受け

たいと思います。建設課長がこのあと予定があるようですので、始めに建設課関係か

らお願いいたします。 
・建設課長…地方道路交付金事業、まちづくり交付金事業、公共下水道事業、簡易水道

事業、農業集落排水事業を主要事業として説明。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問、ご意見ございますか。（声無し）無いよ

うなので、次に地域振興課から説明願います。 
・地域振興課長…公有林整備事業、地域交通運行事業乗合自動車利用助成金、地域枠予



算事業、出前講座、自治会支援事業を主要事業として説明。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問、ご意見ございますか。（声無し）無いよ

うなので、次に市民課から説明願います。 
・市民課長…家族介護用品支給事業、温泉ふれあい入浴サービス事業、はり・きゅう・

マッサージ施術費助成事業、後期高齢者医療制度、ごみの収集事業、国民健康保険給

付事業の人間ドック助成とはり・きゅう・マッサージ施術助成、中仙地域老人憩いの

家の閉鎖について説明。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問、ご意見ございますか。 
・平瀬一浩委員…はり・きゅう・マッサージ施術助成が二重に出ているようですがどう

いうことですか。また、老人憩いの家の閉鎖後この建物はどうなりますか。 
・市民課長…はり・きゅう・マッサージの 初のものは満６５才以上の方に対する全体

事業で、後のものは国民健康保険被保険者の４０才以上６５才未満の方を対象とした

事業です。老人憩いの家ですが、これは年次計画で解体していく予定です。 
・藤田貞子委員…ごみ収集事業ですが、リサイクル料金がかかる家電製品で、新しい物

を買う場合は業者が持って行きますが、買う予定もなく、古くなって軒下等において

あるような物は、不法投棄の恐れがありますので、年１回ぐらい有料で回って回収で

きないものでしょうか。 
・市民課長…基本的には販売店が有料で行うことになっております。必ずしも買ったと

ころでなくても良いので家電販売店に持って行くようお願いします。 
・金子美喜男委員…はり・きゅう・マッサージの対象となる場所は中仙ではどこですか。 
・市民課湯野澤参事…中仙地域は３箇所ぐらいあったと思います。これをやっていると

ころは、ほとんど対象となっているようです。 
・高橋亮光委員…ごみの有料化で不法投棄が増えると思います。これに対し監視態勢を

強化するとのことですが懸念場所には監視カメラを付けたりするでしょうか。 
・市民課長…市全体で５、６台の移動カメラを買い、やりそうな所に設置するようです。 
・傳農会長…他にございませんか。（声無し）無いようなので次に移りたいと思います。

農林振興課から説明願います。 
・農林振興課長…産地づくり推進事業、農業夢プラン応援事業、畑作園芸振興作物事業

費、農業後継者育成貸付金、フロンティア農業者研修、病害虫防除推進対策、農山漁

村活性化プロジェクト支援交付金事業、第２１回ジャンボうさぎフェステバル、森林

病害虫等防除対策を主要事業として説明。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問、ご意見ございますか。 
・秋山康委員…米の精の補助金ですが、これは当初米の精だけでは無かったはずですが

どうでしょうか。 
・農林振興課長…これは米の精という肥料の限定となっております。 
・秋山康委員…米の精限定となればまずいと思います。公取の方に引っかかる可能性も

あると思います。固有の商品でまずいと思います。確か当初は有機質肥料にでるとい

うことで、様々な条件や栽培法方により結果的に米の精になったかたちですが、 初

は決して米の精に限定したものではなかったと思います。米の精という商品に限定す

るのは市として問題があるのではないかと思います。 



・農林振興課長…細かい点について理解しておりませんけれども、これは農協へ米を売

る訳なんですけれども売るときに特定の肥料を使っておるという一定の証拠も必要

ですので、今有機肥料がたくさんありますけれども、どれでも良いという説明もしに

くいと言うことでこの米の精に限定されているはずです。もう少し詳しいことを確か

めまして後日お伝えいたします。 
・秋山康委員…それともう 1 点、病害虫防除についてですが、無人ヘリだけでなく個人

で行う防除についても補助して欲しいと思います。無人ヘリで出来ないところもあり、

効果を上げるため個人でやってい人もいるので、防除を実施した人全部に行き渡るよ

うな補助が不公平感が無く良いのではないかと思います。要望です。 
・農林振興課長…要望として承りますが、いずれこの事業は先導的技術に対する補助と

いうことで無人ヘリで行う防除に対するもので、地上で行われている防除については

該当しないということになっています。 
・高橋尊雄委員…フロンティア農業者研修の７名は中仙の人数ですか。 
・農林振興課長…市全体で７名となっています。 
・傳農会長…他にございませんか。（声無し）無いようなので次に移りたいと思います。

教育委員会中仙分室から説明願います。 
・教育委員会中仙分室長…中仙小学校駐車場整備工事、中仙市民会館ドンパル自主事業、

市民会館の使用料の変更、教育委員の１名増員について説明。 
・傳農会長…説明が終わりましたのでご質問、ご意見を賜ります。（声無し）無いよう

なので次に移りたいと思います。 
・市民課長…先ほどご質問がありました、はり・きゅう･マッサージの事業所についお

答えしたいと思いますがよろしいでしょうか。 
・傳農会長…お願いします。 
・市民課長…豊岡中荒井の小松治療院、長野九日町の藤田はり・きゅう・按摩師、清水

の長澤鍼灸マッサージの３事業所が対象となっております。また、家電製品の処理に

ついては各家庭にチラシが配布されておりますので、これにより行っていただきたい

と思います。 
・傳農会長…それでは次に桜寿苑関係についてお願いします。 
・桜寿苑施設長…特別養護老人ホーム桜寿苑、中仙老人ディサービスセンター、ケアハ

ウスのぞみ荘の３施設を経営しておりますが、お蔭様で順調に推移しております。た

だ皆様ご承知と思いますが、来年４月１日から法人経営となりますので、現在経費節

減につとめております。 
・傳農会長…桜寿苑関係に何かご質問等ありますか。（声無し）無いようですので次に

八乙女荘お願いします。 
・八乙女荘事務長…２０年度の八乙女荘の予算は 99,339 千円で入居者､利用者のケアに

かかるもので職員の人件費は含まれておりません。昨年度の入所者の延べ人数は

31,035 人、１日あたり定員 90 名のところ、84.8 名となっております｡通称南ステー

ションの利用者は 1,648 人で１日定員９名のところ７名の利用となっております。入

所者１人あたりの平均入所日数は 450 日強となっております。八乙女荘に入所希望

の場合は、ケアマネージャーがいる方はケアマネージャーに相談いただいて、いない



方は東部包括支援センターにご相談していただきたいと思います。八乙女荘でも相談

は受けますが、その後のいろいろな手続きで家族の方にお手数をかけることになりま

すので、ケアマネ等にご相談いただきたいと思います。 
・傳農会長…それではご質問等お願いします。法人化となるのはいつだったでしょうか。 
・八乙女荘事務長…平成２４年４月からです。 
・傳農会長…他にございませんか。全体のことでも結構です。 
・高橋尊雄委員…大神成ですが、合併前に農業集落排水事業の工事をしたところ、旧児

童館の前から先の方の舗装が下がったのでオーバーレイを考えていただきたいと思

います。要望です。今後は地盤沈下のない様な工事をお願いします。 
・支所長…建設課長に伝えておきます。 
・傳農会長…他にございませんか。（声無し）無いようなので（３）地域枠予算事業を

議題とします。これについては一つずつ決定していきたいと思います。それでは説明

願います。 
（３）地域枠予算事業について 
 ・地域振興課長…実施類型Ⅰ１．第５９回全国植樹祭使用の譲渡木製品運搬事業ですが、

６月１５日の全国植樹祭で使用した木製のベンチ､プランターの払い下げについて、

希望があった豊岡小学校、中仙小学校、豊成中学校、中仙中学校への運搬を、市主体

事業としてこの地域枠予算で行いたいというものです。予算は 120,000 円をみてお

ります。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ

うなのでこのとおり承認することといたします。次の説明をお願いします。 
・地域振興課長…実施類型Ⅱ１．長野地区子供会・育成会親子共同花壇づくり事業です

が、これは長野地区子供会育成会連合会が、地域環境の美化と地域住民のコミュニケ

ーションの緊密化を図るため、市と協働で下川原・開地区から袴田地区まで花壇やプ

ランターに花を植栽し、管理を行うというものです。予算は花苗代として 54,000 円

をみております。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ

うなのでこのとおり承認することといたします。次の説明をお願いします。 
・地域振興課長…実施類型Ⅱ２．中仙庁舎西側・八乙女荘・桜寿苑環境美化活動ですが、

これは長野中１６期会が前年に引き続き市と協働で、庁舎西側、八乙女荘、桜寿苑に

空き地やプランターを利用して花を植栽し、管理を行うというものです。予算は花苗

代、肥料代、プランター土代として 138,800 円をみております。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ

うなのでこのとおり承認することといたします。次の説明をお願いします。 
・地域振興課長…実施類型Ⅱ３．八乙女道路環境美化活動ですが、これは八乙女エコク

ラブが、地域環境美化と地域住民と密接な関わりを図ることを目的に、市と協働で中

仙庁舎周辺から八乙女公園に通じる道路沿いにプランター等を設置し花を植栽しそ

の管理を行うというものです。予算は花苗代、肥料代、プランター土代として 180,000
円をみております。 

・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ



うなのでこのとおり承認することといたします。次の説明をお願いします。 
・地域振興課長…実施類型Ⅱ４．下中嶋多目的公園造成事業ですが、これは押切環境事

業組合が昨年に引き続き市と協働で公園造成を行うもので、未整地部分の多目的広場

630 ㎡、駐車場 147 ㎡、ゲートボール場 408 ㎡を整地し仕上げるものです。この事

業はこれをもって終了となります。予算は採石等原材料費と重機使用料で 505,000
円をみております。 

・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ

うなのでこのとおり承認することといたします。次の説明をお願いします。 
・地域振興課長…実施類型Ⅱ５．野中多目的研修センター駐車場整備事業ですが、これ

は野中部落が降雪期の多目的研修センター駐車場を確保し、地域活動の活性化を図る

ため、市と協働で駐車場敷地を舗装するもので、市が生コンとワイターメッシュ代

223,192 円を負担し、野中部落が労力の他、諸経費 150,700 円を負担することとして

おります。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ

うなのでこのとおり承認することといたします。次の説明をお願いします。 
・地域振興課長…実施類型Ⅲ１．東長野ささら祖師の碑移転修復事業ですが、これは秋

田県無形文化財に指定されている東長野ささらを伝えた岩澤佐助氏を敬い、大正 15
年に石碑を建立し、その後東長野橋掛け替えや道路拡幅により、現在地に碑が移転さ

れましたが、地盤が軟弱なため台座にひびが入り傾いてきています。道路の状況で除

雪による雪が堆積するところでもあり、東長野ささらが将来においても継承保存され

るように、シンボルであるこの碑を東長野会館敷地に移転し補修工事を行うものです。

事業費 600,000 円の内、市が 200,000 円を補助するというものです。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ

うなのでこのとおり承認することといたします。次の説明をお願いします。 
・地域振興課長…実施類型Ⅲ２．南中荒井部落自治会街灯設置事業ですが、これは南中

荒井部落自治会が老人憩いの家睦荘の向かいに 40ｗの水銀灯１灯を設置するもので、

事業費の 2 分の 1 である 39,900 円を補助するものです。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ

うなのでこのとおり承認することといたします。次の説明をお願いします。 
実施類型Ⅲ３．野中部落街灯設置事業ですが、これは野中部落が地域内の森住澄子氏

宅西、鈴木一幸氏宅東、菊地隆二氏宅西、小松精一氏宅西の４ヶ所に 40ｗの水銀灯

を設置するもので、事業費の 2 分の 1 である 94,500 円を補助するものです。 
・傳農会長…説明が終わりましたが、ご質問ご意見ございませんか。（声無し）無いよ

うなのでこのとおり承認することといたします。ここで午後３時３０分まで休憩とい

たします。（休憩午後３時２４分から午後３時３０分） 
・傳農会長…会議を再開します。（４）地区コミュニティ会議についてを議題とします。

ご説明願います。 
・地域振興課長…地区コミュニティ会議ですけれども、本庁総合政策課では今後の地域

協議会と地域活動のあり方の中で、地域課題の掘り起こし等を目的として、原則的に

小学校単位に地区コミュニティ会議を立ち上げることとしています。ただ、それぞれ



地域の実情等により、自治会の連絡協議会が設置され住民の意見の反映がなされてい

ると考えられる場合においては、その活用も検討するとされております。当中仙地区

ではこの会議を立ち上げていくのか､必要ないのか皆さんで一つ協議していただきた

いということでございます。14 ページに資料があり、左側に説明、右側が体系図と

なっていますが、町づくりに関心のある個人、団体が地区のコミュニティ会議に登

録・参画して、ここから発信される町づくり計画、自主的なイベント、環境整備等に

ついて、地域協議会が地域の独自事業としての位置づけを調整するということでござ

います｡そして住民の意向を町づくりに反映させるために、地域協議会とコミュニテ

ィ会議が積極的な対話の場を確保し、地域の課題や展望といった地域住民の声が行政

施策に反映させるシステムを構築したいということがねらいのようです。ということ

でこの中仙地域で住民の声の収集や地域課題の掘り起こしのために地域コミュニテ

ィ会議が必要なのかどうか、不要と判断された場合は地域協議会がその任を負うこと

になりますが､意見を賜りながらその判断をお願いしたいと思います。なお、この件

につきましては平成１８年の第１回の地域協議会で今回と同じ案件としてご協議い

ただいております。そのときは時期尚早ということで設置しないということにしてお

ります。以上ご説明いたしましたがご審議の程よろしくお願いします。 
・傳農会長…ご説明がありましたが、設置するとなれば自治会、ＮＰＯ、ボランティア

等が集まり数人のメンバーになるわけですね。 
・地域振興課長…そうなると思います。人数的にはわかりませんが、いずれそういう団

体なり、関心のある個人がメンバーとなります。 
・佐藤昭男委員…大仙市で、今どこかで設置しているところがありますか。 
・地域振興課長…他の協議会でも今協議しているようです。先ほども言いましたが、地

域の実情で、自治会の連絡協議会が出来ているところは、あえて無理して作る必要は

ないだろうということです。 
・高橋亮光委員…中仙の場合は、行政協力員会議でも積極的な意見や要望も出され、住

民の要望や声は収集できていると思います。 
・地域振興課長…行政協力委員からは、会議場での発言の他に書面でも意見や要望をい

ただいており、これには直接関係課から回答をしておりますが、非常に多くのご意見

等をいただいております。このことからも住民の声はつかんでいると思っております。 
・傳農会長…中仙地域協議会は各地域から委員が出ており、また各種団体からも委員が

出ているため十分機能していると考えられるので、当面はコミュニティ会議を作らな

いと言うことでどうですか。（異議無しの声あり）それでは当面コミュニティ会議は

設置しないことに決定します。次に（５）市長への提言についてを議題とします。ご

説明願います。 
・地域振興課長…昨年度につきましては３月に市長への提言と言うことで意見交換をし

ております。20 年度につきましては３月に加え 10 月､11 月にも地域協議会に出席い

たしまして意見交換をし、翌年度の予算編成の参考にしたいということのようです。

このため皆様に地域課題や要望等の提言をお願いしたいと思っており､あらかじめお

知らせと準備のお願いしたいということでございます。個人的に提言等あると思いま

すが、事務局に適時お知らせいただければとりまとめのうえ、地域協議会に諮りご協



議いただきたいと考えています。日程が１０月となれば９月の協議会で決定しておく

必要があり、このことを含めましてよろしくお願いします。 
・傳農会長…今説明があったわけですが､各委員の方々がこの次まであれば出していた

だくか、班ごとに出すか次回まで検討してきてください。今日はまとめること出来ま

せんので次回までよろしくお願いします。次に（６）その他に入りますが何かござい

ますか。 
・平瀬一浩委員…地域枠予算事業ですが、結果がどうなったか全然わからないので教え

ていただきたいと思います。 
・地域振興課長…次回に写真等を付けてお知らせしたいと思います。 
・藤田貞子委員…旧中仙保育所の跡地の売却はどうなっていますか。 
・支所長…敷地を公売にかけるため建物の解体にかかっているところです。 
・傳農会長…他にございませんか。（声無し）無いようですので、これをもちまして本

日の議題の審議は全部終了いたしました。 
 
  【閉会】 
     会長が閉会を宣言 
 
 
署名 
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証明するためここに署名する。 
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