
■平成 23 年度第 3回中仙地域協議会会議録 

 

 

1 日 時   平成 23 年 11 月 9日（水曜日）午後 4 時から 5時 10 分まで 

 

2 会 場   大仙市中仙庁舎 第 21 会議室（2 階） 

 

3 出席委員等 

（1）委 員（敬称略） 

①出席委員（12人） 

小原杏平、金子美喜男、木元洋子、草薙幸隆、草彅昌美、児玉誠良、佐藤育男、 

高橋辰美、高貝昇太郎、傳農富士夫、長谷山祥子、藤田貞子 

②欠席委員（6人） 

秋山康、井上美雪、大畠清三郎、高橋修、寺田文夫、平瀬一浩 

（2）市職員（10 人） 

   皆川貢中仙支所長、田口祥吾市民サービス課長、小松孝勝市民サービス課参事、

鈴木清仙農林建設課長、高橋昭則農林建設課参事、阿部利美中仙公民館長、荒川

義弘八乙女荘事務長、藤原香代子地域包括支援センター東部参事、石山玲子健康

増進センター東部参事、後藤明彦市民サービス課主席主査（事務局） 

 

4 地域協議会内容 

 

【開会】 

開会を宣言 

 

【会議の成立】 

事務局から出席委員が 12 人で 2 分の 1 以上の出席があることから、地域協議会が成

立する旨を報告した。 

 

【傳農会長あいさつ】 

 皆様には今日は晩秋の寒い中、お集まりいただきありがとうございます。今日で 3回

目の開催ですが、あと残すところ 4 か月です。皆様のご協力に感謝します。 

 今いろいろと問題になっているのは、オリンパスの損失問題、何といっても関心があ

るのは TPP への交渉参加問題ではないでしょうか。 

 今日はこのあと市長を交えての交流会があります。多くの委員が参加してくださるよ

うですが、先般開催された東部地区の交流会への参加がわずか 5人ということで、来年



度は、東部地区研修会の今後の会のあり方を検討すべきではないかと思います。 

 今後、市当局とも協議しながら、研修会の予算確保等を図りたいと考えておりますの

で、皆様のご理解とご協力をお願いしまして、あいさつといたします。 

 

【皆川支所長あいさつ】 

 お疲れ様です。本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

 今日は、7 月 14 日に開かれました前回第 2 回地域協議会以降の状況について、若干

長くなりますが、説明させていただきます。 

 委員の皆様からご承認いただいた地域枠予算について、担当から A3 の一覧表が配布

されていますが、その№6 中仙支所等美化活動事業につきましては、庁舎西側空地等へ

長野中 16 期会からマリーゴールドを植えていただき、大変よくやっていただいたと思

っています。 

 次に№8 中仙地域児童書道作品裏打ち表装ボランティア事業ですが、今週 11 日の豊

岡小学校を皮切りに、1月 31 日清水小学校、2月 14 日中仙小学校、15日豊川小学校で

行われることになっております。この 4 校の作品を 2 月 17 日から 29 日まで、中仙市民

会館ドンパルで展示する予定ですので、機会がありましたらぜひご覧ください。 

 №10 吞川（のみかわ）環境整備事業につきましては、毎年大曲の花火の翌日にやっ

ている事業で、川のゴミ、泥上げ、川草の刈り取りなどが実施されております。 

 №11 中仙庁舎駐車場ライン引き事業は、早目に実施したかったのですが、機械の順

番待ちと雨天により 9月 21 日の完成となりました。 

 №12 中仙小学校土俵補修事業ですが、7月 20 日に補修が終わり、27日に相撲大会が

行われる予定でしたが、雨天により翌 28 日に中仙地域の 4 小学校が参加してわんぱく

相撲大会が行われました。6 年生の団体優勝は清水小学校でしたが、驚いたことにメン

バー3 人全員が女子で、女性のパワーのすごさを感じました。 

 №13「ドンパンじっちゃ」着ぐるみ制作事業につきましては、10 月 15 日と 16 日に

行われた全国ジャンボうさぎフェスティバルでデビューし、大変好評を得たところです。

そのあと11月3日に首都圏で行われた東北関東応援物産フェアでもPR活動をしました。

今後も中仙地域・大仙市のために役立っていただきたいと思います。 

 №14 のドンパン節のふるさと活性化及び宣伝事業は、例年通りドンパン祭りでのポ

スターやチラシ、手拭いなどを PRに役立てています。 

 №15 学社融合講演会事業ですが、9 月 22 日に著名人に生き方を学ぶということ小学

校 5 年生から中学生までを対象に開きました。数学者秋山仁先生の講演でしたが、講演

というよりは「楽しい数学楽しい算数」というような形で体積の求め方などビジュアル

的にわかりやすく説明していただきました。学校の先生方がこのような講演会を次年度

以降も継続したいと、PTA と検討する方向のようです。 

 №16 から№20 までの各学校への安心安全活動事業ですが、各学校の希望した物品を

支給しております。 



 次に支所管内で行われた主な事業について紹介します。 

 8 月 31 日に大仙市総合防災訓練が行われ、中仙地域で震度 6 強の揺れが観測され多

数のけが人が出たとの想定で、地域住民 1,200 人が参加しております。東日本大震災の

後ということで、住民の関心も高かったと感じています。 

 続きまして、大仙市交通安全集会が 10 月 19 日に行われ、中仙郵便局から JR 羽後長

野駅前まで、県警音楽隊や 8 地域の住民、中仙小学校の児童らがパレードし、交通安全

を啓蒙していただきました。その後、中仙市民会館ドンパルを会場に、清水小学校 6 年

生による登下校時の安全をテーマにした寸劇が行われ、参加者から好評を得ていました。 

また、中仙民謡研究会の皆さんから本当に短時間でしたが、地域の民謡を主に宣伝し

ていただきました。 

今後のことですが、除雪については11月15日から10㎝以上の降雪があった場合に、

37 台で 520 路線、総距離 332 ㎞と 36 駐車場を 16 業者に委託して万全の態勢で行うこ

ととしております。 

今年は節電が話題となりましたが、今冬の計画停電はないという情報です。 

大仙市の最高気温は 8月 8日午後 3時の 33.3℃でその時の節電効果は 17.2 パーセン

ト減でありました。市役所のみの節電効果ですが、本庁と支所合わせて平均 30 パーセ

ント減で推移したようです。 

今後は電力会社の状況にもよりますが、庁舎の暖房のあり方について検討すべきと考

えています。ただ、庁舎が暗いという指摘があったので、適切な節電を心がけていきた

いと考えていますので、ご理解をお願いします。 

委員の皆様には、今後とも様々なご指摘やご助言をいただきますようお願いいたしま

す。少し長くなりましたが、報告を終わります。本日はお疲れ様です。 

 

以下、傳農会長の進行のもと、議題に入る。 

 

【議題】 

（1）会議録署名委員の指名 

   会長が小原杏平及び長谷山祥子の両委員を指名、異議なく了承された。 

 

（2）地域枠予算事業について（説明者：田口市民サービス課長） 

地域枠予算の説明の前に、大仙市全域で光ファイバーが開通したことを報告、委 

員の皆様へ謝意を伝えた。 

 

次に資料に基づき説明した。主な内容は次のとおり。 

【実施類型Ⅰ型】市が主体となる事業について 

 ①緊急処理対応事業 

   通学路に蜂の巣ができたということで、9月 1 日に旧豊岡睦荘から高野に行く市 



  道、9月 6 日には同じく睦荘の県道側藤澤床屋さんの横の空家で駆除を行っており 

ます。また、9月 14 日に善法寺前の西嶋さんの所の木にスズメバチの巣ができた 

ので駆除しています。単価 12,600 円、3か所で 37,800 円、ダスキン株式会社に依 

頼しました。 

 

会会会会        長長長長  説明が終わりましたが、何かございませんか（異議なしとの声）。ご異議

がないようですので、本件は承認することとします。 

 

 ②まちなみ景観保全事業 

二日町公園のトイレや四阿、外壁、橋の欄干などが劣化しており、塗装の時期に

なっています。道の駅から JR 羽後長野駅への観光周回コースになっているため地

域枠予算で対応するもので、塗装代として 472,700 円の経費を見ております。 

 

会会会会        長長長長  ご意見やご質問はありませんか。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  事業内容を教えてください。 

 

課課課課        長長長長  板塀の塗り替え398.5㎡398,500円、トイレの板張り外壁36.8㎡で36,800

円、木の橋の欄干 14.89 ㎡ 14,890 円となっています。単価は、1,000 円/㎡

です。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  単価が高いような気がします。 

 

課課課課        長長長長  小規模修繕業者登録をしている業者からの見積もり（合わせ）ですので、

ご理解願います。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  これから実施するのですか。 

 

課課課課        長長長長  時期的なものもあり、一部実施しています。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  これから塗装する場合、露等の影響があるので、気をつけてください。 

 

課課課課        長長長長  天気を見ながら実施していきます。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  これは普通のペンキですか。撥水用のペンキを使った方が長持ちしていい

と思います。 

 



会会会会        長長長長  委員からの指摘事項に注意して実施してください。 

 

佐藤委員佐藤委員佐藤委員佐藤委員  公園の草刈り等の管理は市で行っているのですか。 

 

課課課課        長長長長  二日町町内会に依頼していますが、いろいろ事情もあるようなので。相談

しながら検討したいと思います。 

 

佐藤委員佐藤委員佐藤委員佐藤委員  地元に依頼することはできないのですか。 

 

課課課課        長長長長  公園管理の中の委託で行っていましたが、どこの地域も各種事業で忙しく

なって管理が難しくなっているようです。 

 

農林建設農林建設農林建設農林建設課長課長課長課長         

今回の事業は当初、地域の方々と協働で実施してはどうかということもあ 

りましたが、業者に見てもらったところ老朽化が激しく、素人では困難だ 

ということで時期的こともあり、地域枠予算でお願いした経緯があるので、 

ご理解ください。 

 

佐藤委員佐藤委員佐藤委員佐藤委員  本件はいいが、通常の草刈り等の維持管理は地元に任せてはどうですか。 

 

農林建設課長農林建設課長農林建設課長農林建設課長 

      管理は市で委託して行っているが、中にはボランティアでやってくれてい

るところもある。 

 

草薙委員草薙委員草薙委員草薙委員  意見ですが、景観を保つということであれば、地域住民に参加を呼び掛け

る協力体制を構築してはどうかと思います。 

 

会会会会        長長長長  当局は意見を参考にしてください。他にございませんか（なしとの声）。

それでは本件は承認することとします。 

 

 

【実施類型Ⅱ型】市民と行政による協働事業について 

 ①ドンパン節のふるさと活性化及び宣伝事業 

   先月のジャンボうさぎフェスティバルで使用しましたが、暑かったため中に入っ

た人がかなり汗をかき、そのままだと次の使用に堪えないとのことで、クリーニン

グに出しました。その手数料 10,000 円です。 

 



会会会会        長長長長  本件について、何かございませんか（異議なしとの声）。それでは本件は

承認することとします。 

 ②庚申の松害虫駆除及び倒木防止事業 

   今年で 3回目の事業ですが、公民館鴬野分館の庚申の松は地域のシンボルであり、

害虫駆除などの手入れを行い守っていくために協働事業として実施したもので、事

業費は 59,598 円です。 

 

会会会会        長長長長  何かご意見はございませんか（なしとの声）。異議がないとのことですの

で、本件は承認することとします。 

 

【実施類型Ⅰ型・Ⅱ型】 

 ①桜テングス病枝除去及び環境保全事業 

   桜テングス病枝除去及び環境保全事業ですが、中仙支所管内、主に八乙女山にな 

るかと思います。 

   また、昨年に引き続き中仙東保育園から事業を実施したいとの要望がありますの 

で、2 事業合わせて 564,750 円で実施するものです。 

 

会会会会        長長長長  何かご意見やご質問はありませんか。 

 

草薙委員草薙委員草薙委員草薙委員  事業に異議はありませんが、桜を守る会の方もおりますので、今年の桜の

状況とか今後の方向性を教えてください。 

 

佐藤委員佐藤委員佐藤委員佐藤委員  八乙女公園の桜を守る会の活動は 3年目ですが、桜の状況はかなり良くな

ってきています。我々の活動の波及効果なのか、県にお願いしたら、森づく

り推進課で東側の急斜面の草刈りを実施してくれました。今は施肥にシフト

しつつあります。昨年試験的に実施してみたところ、桜の色など、効果があ

るようでした。地域のシンボルでありますので、市から肥料を購入していた

だき、毎年実施する方向です。県にもお願いしています。 

 

会会会会        長長長長  本件は承認してよろしいでしょうか（はいとの声）。それでは、本件は承

認することとします。 

 

 

会会会会        長長長長  以上で地域枠予算の審議は終わりましたが、市の幹部職員が出席されてお

りますので、委員の皆様から何かご要望等ありましたらお願いします。 

 

児玉委員児玉委員児玉委員児玉委員  中仙小学校西側の道路と県道が交わるＴ字路交差点ですが、土川方向から



来る車が見えませんので、カーブミラーを設置してください。 

      また、除雪に関して立石集落ですが、今までは立石から青年の家方向に除

雪していたが、2月頃から青年の家の駐車場を除雪してから立石方向に来る

ようになり、通勤に支障を来しているので、改善してください。 

      次にドンパン広場のトイレですが、ドンパン祭り等で利用が多いのですが、

トイレのドアが破損しており、見栄えが悪いので修繕してください。 

 

高貝委員高貝委員高貝委員高貝委員  ドンパン広場のトイレを冬季間閉鎖するのはなぜですか。 

 

課課課課        長長長長  利用が少ないのと、凍結防止のためです。ドンパン広場利用者のためのト

イレですので、冬季間は利用がないので、閉鎖するということです。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  道の駅方向に向かう新町の信号が見えにくく、（一つ先の）道の駅前の信

号を見てしまう時がある。電線や東側からの光の関係で、朝 7 時過ぎくらい

が特に見にくいので、改善してください。 

 

草薙委員草薙委員草薙委員草薙委員        公民館豊岡分館ですが、インターネットがなく、各種管理も地元がボラン

ティアで行っているような状況であり、予算もほとんどありません。市とし

て今後の公民館分館の位置づけをどのように考えているのですか。 

 

支 所支 所支 所支 所 長長長長     大仙市で分館方式を採用しているのは、中仙と西仙北だけであり、分館 6 

館となると全国的にも珍しいことです。今後の分館のあり方は、学校の統合

問題とリンクする課題だろうと思います。本地域の分館には新しいところも

あれば昭和 43 年から 48年頃に建築された古いものもありますが、今の財政

状況では分館の新築は難しい状況です。（統合後の）廃校舎を利用してはど

うかとの意見もあり、行政でも検討中ですが、行政だけでなく、市民の代表

である地域協議会委員の皆様や市民の皆様と一緒に検討していきたいと考

えています。今後は、地域協議会で様々な懸案事項を検討していきたいと考

えていますので、ご協力をお願いします。 

 パソコンに関しては、使用頻度等から今後、教育委員会で検討されること

と思います。 

 

会会会会        長長長長  委員の皆さんからいろいろご意見やご要望をいただきましたが、今後は支

所長の言うとおり、地域協議会をいろいろな課題を検討する場としていきた

いと思います。委員の皆様からは、今後もご意見やご要望をどしどし出して

いただいて、課題を絞って協議していきたいと思います。 

                        八乙女荘から何かありませんか。 



 

 

八乙女荘事務長八乙女荘事務長八乙女荘事務長八乙女荘事務長   

日頃から皆様からはご協力いただき感謝しています。地域の皆様からもボ

ランティアとしてご協力いただいておりまして、今後ともよろしくお願い申

し上げます。 

 

会会会会        長長長長  健康増進センターから何かありませんか。 

 

健康増進健康増進健康増進健康増進センターセンターセンターセンター参事参事参事参事 

      この 4 月から中仙庁舎に移動してきました。活動の拠点が仙北でして、仙

北と太田のセンターを中仙にいて管理している状況です。移動にあまりにも

時間がかかりますので、今後の課題として検討していきたいと考えています。

以上です。 

 

会会会会        長長長長  皆様からは長時間にわたりご協議いただきまして、大変ありがとうござい

ました。今後も忌憚のないご意見を出していただきたいと思います。これで

本日の協議会を閉会いたします。 

 

 

平成 23年 11 月 10 日 

 

 

会議録署名委員 

                              

              

委員            

 

                  委員            


