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平成１８年度 第８回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１９年３月２６日（月） 午前１０時

２．場 所

南外コミュニティセンター「ホール」

３．会議の次第

１） 開 会

２） 会長あいさつ

３） 市長あいさつ

４） 地域枠事業の執行方針について

５） そ の 他

６） 閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１３名）

伊藤 辰郎、伊藤 葉子、小松 成功、今野 幸蔵、今野 純子、

今野 盛孝、伊藤 誠一、佐々木久悦、佐々木タヨ子、佐々木雅子、

佐藤のり子、佐藤由香子、佐藤 豊

（２）本庁（５名）

栗林市長、佐々木企画部長、小松総合政策課長、藤川総合政策課主幹

加藤秘書広報課主任

（３）事務局（１１名）

支所長 伊藤 堅光 地域振興課長 菊地 正雄

地域政策考査員 佐藤 裕康 市民課長 高橋 宣孝

農林振興課長 佐々木繁雄 建設課長 伊藤 俊一

教委分室長 高橋公太郎 地域振興課主幹 佐々木清哉

地域振興課主任 佐藤 茂暁 地域振興課主任 木村 愼吾

地域振興課主事 高寺 真史

５．欠席者氏名

（ ） 、 、 、 、委員 ４名 伊藤 慶蔵 伊藤 正照 伊藤 善啓 佐藤 セツ
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６．会議録

（１）開 会

地域振興課長 本日はお忙しいところお集まり下さいましてありがとうございま

す。御案内の時間となりましたので、ただ今から今年度最終となり

ます第８回南外地域協議会を開催します。始めに伊藤会長より御挨

拶をお願い致します。

伊藤辰郎会長 今日は第８回の地域協議会の開催にあたり、栗林市長さん始め、

佐々木部長さん、小松課長さんには大変お忙しい中、御出席をいた

だきありがとうございました。

今まで、７回にわたる地域協議会を開催し、本日は平成１９年度

の地域枠予算の執行方針について栗林市長さんに説明をし、御理解

をいただきたいということで開催するものです。

新年度ではかなり盛りだくさんの事業を計画しております。何と

か、地域の住民の方々と力を合わせ少しでも住みよい地域づくりを

したいと思っています。今日は市長さんもお見えになっていますの

で是非、我々の考えていることを御理解いただき、御協力いただけ

れば幸いと考えていますのでよろしくお願い致します。

地域振興課長 引き続きまして、本日市長が見えておりますので、御挨拶をいた

だきたいと思います。

栗林市長 おはようございます。年度末の大変お忙しいところ、協議会の委

員の皆様方には早朝からお集まりいただき、本当にありがとうござ

います。

昨日は酒遊サミットがあり、何とかして出席したいと思っていま

したが、年度末の行事と重なり、残念ながら今年も来れませんでし

。 、 。た 何とか来年参加したいと思いますので よろしくお願いします

委員の皆様方には南外地域の課題について御協議いただいてお

り、ありがとうございます。今年は暖冬でスキー場は苦戦しました

が、全体としては大変助かった冬でした。昨年は豪雪でしたので、

特に高齢者の対応を社会福祉協議会に委託し、高齢者へのボランテ

ィアの除雪体制を作ろうとした所、大仙市雪まる隊として二千人余

りの市民の方々から登録していただきました。本当に有り難かった

です。残念ながら一回も出動しないで済みましたが、体制が整えら

れたので来年、再来年には豪雪に備える体制をさらに強化して備え

たいと思います。

また、高齢者世帯を除雪車が通過した後に溜まる間口の除排雪は
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１８年度全市的に拡大していくつもりでしたが、暖冬で出動が少な

く、前納されている一部負担金を年度末で精算しています。

全体の機械除雪の対応ですが、除雪に関して機械やオペレーター

等を業者へ委託しています。暖冬で除雪回数は少なかったものの、

作業員を時間的に拘束しており、基本料金的な経費は支払うことで

１２月に合意していることから、その分を年度末で支払うことにし

ています。こういう時こそ信頼関係を築いていないと、いざ豪雪の

時に無理がきかないため今回は丁寧な対応をしたつもりです。

３月２２日で大仙市が誕生し丸二年が経過し、３年目に入ってい

ます。ますます地方分権は自己決定、自己責任を求められており、

財政の厳しい折、市民の皆さんの英知を結集して、また、職員も汗

を流して難局を乗り切っていきたいと考えています。

大仙市では合併時に地域自治区をつくり、そこに地域協議会を設

け、活動を始めてから二年目を迎えています。地域協議会のあり方

や進め方について皆さんずいぶん戸惑われたと思いますが、いろん

な事業を実施していただいており、心から感謝を申し上げます。

こういう時代だからこそ地域協議会や自治会を強化しています。

そして今年度から初めて地域枠予算をスタートさせていただきまし

た。この予算は大曲が一千万、他は五百万ですが、これをもとに様

々な計画が具体化されていまして、十九年度はますます綿密な計画

がされるのではないかと思っています。

いずれにしましても、１９年度は１８年度の実績を踏まえ、ます

ます地域でやろうとする事業が組み込まれているようですので、地

域枠予算が地域のために役立っていただけるとすれば、もう少し増

やしてやらなければならないのではないかと思っています。頑張っ

ていただき、１９年度はもう少し予算を増やし、支所の皆さんと地

域における活動をしていただけるのではないかと思っています。

それでは、１９年度の予算について少し説明したいと思います。

【予算の概要】

全体的なことで言えば、国が厳しい状況ですので、地方に対して

も効率化など厳しい内容を求めてきています。現在の国の状況を見

ますと大都市では景気が上向きで税収が伸びており、自治体の歳入

も増えている状況で大変うらやましい状況です。一方秋田県や大仙

市の地方に至っては、大企業も少なく企業関係の税収の恩恵を受け

ることが出来ない状況です。そうすると、住民税や固定資産税が中

心となりますが、その辺が伸びないですし、国債の発行により多額

の借金を抱える国としては、財政再建に取り組んで体質の改善を図

ろうとしていることから、地方交付税も縮小の方向にあります。

そういう状況の中で一般会計をまとめたところですが、一般会計

で４２８億円。前年比３．６％減。特別会計が集落排水など２３会
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計あり、３２３億円。また、市立大曲病院、大曲上水道の２つの企

業会計で２１億円程度。総額で７７２億円程度です。これは前年度

当初比４．１％の減の縮減予算です。

大変厳しい財政状況ですが、教育や子育て、福祉、上下水道など

の生活関連事業などはできるだけ投資的な経費を振り向けることで

予算を編成しています。様々な事業についても個別に見直し、スク

ラップしたり、ビルトしたり、組み合わせを変えながら予算編成を

したつもりですが、最終的にどうしても投資的経費に振り向ける財

源が少ないということで、我々や議員の方々の特別職の報酬を下げ

たほか、一般職員の皆さんからも協力を得まして、平均２．５％の

給料を減額しています。

大仙市に合併した時点で、サービスは高くということでまとめた

ものが相当たくさんあります。しかし、瞬間的には維持できても継

続的に行おうとすると財源不足に陥ってしまいます。また、合併時

３年以内に様々なことを調整するということになっています。この

ため、少し調整しなければならないことが今後の課題となってくる

と思われます。

【地域協議会の予算】

地域協議会の活性化を図るため、全体の委員の研修会を予定して

いますし、またそれぞれの地域協議会の活動費も予算を計上させて

いただいています。

５月には全体の委員研修会を予定しています。講師は日本人女性

で初めてＫ２に登った小松由佳さんです。市民賞を贈呈したいと思

っています。この方のおじいちゃん、おばあちゃんが太田に住んで

いまして、お父さんも太田の出身です。

【南外の主要事業】

▼集落営農

南外地域における１９年度の主要事業について若干申し上げま

す。最初に、５人の専従嘱託職員をお願いし、太田に法人化支援セ

ンターを市単独で作り、県やＪＡの職員と一緒になって集落営農を

始めとした法人化を進めています。大仙市は県内では法人化、集落

営農化が一番進んでいる地域ということで評価されていますが、南

外地域でも５集団の集落営農の法人化が確定しています。こうした

対応をしないと国の集中的な様々な制度の恩恵を受けることができ

ないことから、様々な問題がありますが、法人や集落営農に向かわ

なければならない状況ですので進めていくことにしています。１９

年度から農業政策が大きく変わっていく中で、地域農業の農地・水

・環境保全対策事業がスタート致します。国、県、市がお金を出し

合う制度ですので大仙市としても目一杯予算を計上しようとしてい

るところです。
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▼南外中央地区基盤整備事業

南外中央地区の基盤整備事業は、２０年度の事業採択に向け、調

査を継続しています。市としても採択に向け働きかけていきますの

で地域住民の同意１００％をお願い致します。

また、基盤整備と関連して県道の改修が入っておりますので、こ

れが進まないと県道の付け替えが進みません。何とかよろしくお願

い致します。

▼下水道事業

次に県の代行をお願いしています下水道の事業ですが、順調に推

移していると伺っています。若干処分場の位置が変わったようです

が基本は変わってはいません。管路と併せ出来るだけ早期に南外の

住宅密集地の下水道を完成させたいと思っています。

▼春木沢道路改良

生活道路も部分的に、計画的に行っていきたいと考えています。

中山から皆別当にいたる一部県道を利用しての、以前に県道の昇格

運動をやった路線ですが、春木沢については非常に難しい工事とい

うことでちょっと停滞しております。まともにやりますと大仙市の

負担が多すぎて出来ないところですので、工法的に川の絡みで道路

が出来ないかを国交省と直接相談しながら、可能性を追及してみた

いと思います。

▼西分署

広域市町村圏組合の事業ですが、消防署の統合、南外、神岡、花

館の分署の統合により、消防車を増やし西エリアとしてカバーした

いと考えています。仮称、西分署ということで進めていますが、南

外の山王台に西分署を設置し、大沢郷の一部から由利本荘境、神岡

をカバーする西分署として１９年度で整備する計画です。

▼大向最終処分場

南外の皆さんから御協力をいただき最終処分場を大向に建設して

いるところですが、順調に工事が進んでいます。この処分場は無放

流の最終の処分場で、玉川の消却施設で無害化した残りを埋め立て

るもので、外に水を出さない設計です。作業から含めて屋根付きの

処分場ということで、最新の設備で、公害を絶対出さないというも

ので、秋田県でも東北でも最新の処分場として現在順調に進められ

ていますことを御報告いたします。

▼ふれあいパーク安全柵

協議会からもお話しがありました、ふれあいパークの安全柵につ

いても１９年度でやりたいと思います。

▼移動通信鉄塔

地域協議会からも出していただきましたが、山間部での携帯電話

の不感地帯の解消を図るため、滝、西ノ又、荒又の三ケ所について
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移動通信鉄塔の設置を計画しています。

【仙北組合総合病院移転新築】

その他、大仙市で当面する課題として、仙北組合総合病院の移転

新築ですが、病院を建てるのは厚生連であります。厚生連は秋田県

の全体の地域医療を担う中核病院でありますが、診療報酬が下がっ

てきているなど経営環境が厳しい状況であります。しかし、秋田県

の県立病院がないことで、県が担う部分を厚生連が行っている意味

合いから、県は現在、病院の建設に三割を助成していますが、それ

以上に県が協力しないと厚生連も財務状況が厳しいようです。

そうした課題について、厚生連会長や県知事と話し合いをしまし

て、病院づくりについては県が相当の支援をしてくれることで実現

する感じとなっています。厚生連の県の全体計画の中に、仙北組合

総合病院の新築が位置づけられるところまできました。おそらくこ

の６月にも仙北総合組合病院が厚生連の計画の中で明確な位置づけ

がなされる見通しとなっています。

平成２６年頃という表現ですが、平鹿の病院がまもなく稼働しま

すので、１年でも２年でも早まるよう、地域の中核病院としてしっ

かりとしたものにするため、大仙市、美郷町、仙北市も含めて具体

的な応援に入りたいと思っています。

【地域交通政策】

また、これからの大きな問題として、交通弱者の問題、いわゆる

路線バスが非常に機能しなくなってきています。羽後交通でも相当

努力していますし、我々も県も予算を使いながら路線バスの維持を

やってきたところですが、羽後交通としても、企業としての努力の

限界もあり、赤字路線を廃止する方向だということを羽後交通から

きいています。大変な状況が予想される中、１９年度において、大

仙市は県のこうした問題のモデル地区にも指定されました。市役所

内に対策チームを設置し、羽後交通と協力しながら、バスを使った

り、乗り合いタクシーを使ったり、あるいはＮＰＯから立ち上がっ

、 、 、てもらい 輸送手段を持ってもらったり 様々な形態を考えながら

少なくとも医療機関や買い物できるあたりまで足を作ってやるとい

うことを具体化しなければならないということで、１９年度中に全

体の計画を立て、２０年度から実施していきたいと考えています。

いま一部地域で乗り合いタクシーや循環バス、羽後交通のバスを

使った地域もありますが、これはこれで進めながら、１９年度に地

域の実情に合うような計画を作り、優先度の高いところから順次や

っていかなければならないという計画を作ってみたいと思います。

【社会福祉法人化】

それから、議会にお願いして、老人施設や幼稚園、保育園の法人

化の問題を提起しました。経営効率を上げながらサービスを高めて
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いく社会福祉法人を作っていくということで、入所者や職員、様々

な説明会を開催し、理解を高めながら２０年度から順次、社会福祉

法人を作りながら最終的には５年から１０年で法人化を進めていき

たいと考えています。

【温泉施設の経営改善】

もう一つ大きな問題として、直営の温泉や第三セクターでやって

いる温泉の問題です。正直言って、温泉施設で黒字を出している所

は一つです。あとは相当な赤字です。赤字部分は一般会計から予算

を出して補填をしている構造が続いていますが、こういうことをい

つまでも続けているわけにもいきませんので、昨年から第三セクタ

ーや直営の温泉施設の経営改善のチームを作り取り組んでいます。

１９年度でははっきりした方針を出しながら、これは雇用の問題

と健康増進など地域の皆さんと密接にかかわっている部分もありま

す。この点にも配慮しながら、営業施設としてやれるものは営業施

設としてやるとか、あるいは保健や健康増進として、儲からない部

、 、分は直接大仙市が引き受けて 健康増進施設としてやっていくとか

さまざまな区分けをする必要があります。あるいは現在の支配人体

制の中でも経営のしっかり出来る体制で第三セクターを持っていく

とか、いずれにしても１９年度に対応しなくては大変なことになる

のではないかと思います。そうした課題にも正面から取り組んでい

かなければならないと考えています。

、 。合併して三年目 まだまだたくさんの難しい課題を抱えています

大仙市だけでなく、合併した市長はどこも共通の問題だろうと思い

ます。ただ地方分権の受け皿をしっかりと作るために合併した訳で

すので、様々な工夫、そして汗を流しながら、そして市民の皆様方

からも様々な協力、市民と皆さんとの協力により課題を克服してい

き、大仙市の基礎作りに頑張ってみたいと思いますので、協議会の

皆様方からも様々な課題の御指摘をお願いいたしまして、長くなり

ましたが御挨拶にかえさせていただきたいと思います。今日はどう

もありがとうございます。

地域振興課長 次に議題に入ります。本日の委員の出席数は１３名です。条例に

よりまして会議が成立しますことを御報告申し上げます。

それでは、議長は会長が務めることになっていますので、会長よ

りお願いいたします。

伊藤辰郎会長 それでは議事に入ります。議事に入る前に本日の議事録署名委員

を指名します。佐々木タヨ子委員と今野純子委員にお願いいたしま

す。よろしくお願いします。
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それでは議題に入ります。本日の議題は地域枠予算の執行方針に

ついてです。前回の協議会では委員の皆さんから提案されたものや

今年度実施してきた経緯を踏まえ、今後取り組んでいくべき方向性

について検討をいただきました。その結果について市長さんへ御報

告申し上げます。

当協議会で協議しました執行方針を説明したいと思います。

平成１９年度の地域枠予算の施行方針です。住民と連携して解決し

ようとする地域の課題や地域の現状であります。当地域の今までの

住民意識の現状を見ますと、未だ行政依存的な意識が強く残ってお

り、住民自ら自主的に主体的に活動して住みよい地域を創ろうとす

る意識が希薄である状況です。こうした中で、協働のまちづくりが

求められていますので、地域の様々な課題について、地域住民と行

政が対等な立場で、お互いに協力をしながら取り組んでいくことが

求められています。

地域づくりを実践していくためには、行政サイドからの一方的な

情報提供だけでなく、地域の課題を共に問題意識を共有化しながら

進めていくことが求められています。大仙市として合併し大変大き

なくくりとなったことで、ともすれば行政課題が広域的な視点で捉

えられているように見受けられます。私たち住民も住みよく誇れる

地域になることをめざし、今一度自分の地域の課題を再点検し、出

来ることは自ら活動して実践していこうとする行動力が求められて

います。

これらを踏まえ、南外地域協議会では自然環境や生活環境など地

域の現状を見つめ直し、地域枠予算を活用し、身近にある様々な課

題に取り組んでいくことで協働による地域づくりと、住民自治の活

性化事業を実践していくことを執行方針としています。

具体的な内容ですが、まず、テーマとして「行政と市民の共創型

まちづくりの実現に向け、自治会組織の強化を図る。また、地域協

議会の情報の発信により、取り組みについての理解を求め、南外地

域の住民パワーの結集を図る 」ということがテーマです。。

以下、具体的な事業について資料に基づいて説明

・ブラックバスの駆除

・河川清掃

・食育と心の成長

・輝楽里なんがい公益活動支援事業

・地域活性化支援事業

・自治会の人材育成セミナーの開催

・南外を盛り上げよう隊の集い

・地域協議会の情報発信



- 9 -

・観光、施設案内板のリニューアル整備 以上

以上が今年度の事業方針、事業内容でございますが、実際に事業

を実施していくためには地域住民の積極的な協力が必要ということ

で、自治会の強化育成や人材の育成などを盛り込まれています。

以上が地域枠予算の執行方針と内容でございます。

ここで、市長さんからコメントをいただければ幸いです。

栗林市長 昨年度は相当、地域枠予算の使い方等について、なかなかイメー

ジが湧かなかったり、様々なことがあったように伺っています。一

年やってみて、こうした形で支所と一緒になって、南外地域の課題

、 、を取り上げ 支所がきっちりフォローアップしていくと思いますが

、 。こういう形で計画を出してきてくれて 大変良かったなと思います

私からは何も申し上げることはございません。ただ、計画は計画で

、 。時々修正を加えながら なかなかこの通りいかないものもあります

また計画はしたものの実行が難しいなと途中で見えてきた場合、途

中で計画の変更や組み替えをしながら、その一方で地域の新しい課

題が見えてきたら、またそちらに振り向けるとか、柔軟な考え方で

対応していただきたいと思います。

計画を出したから１００％計画どおりに進むとはいかないと思い

ます。その際は協議会の皆さんで協議をしながら、市を含めて計画

を変更なり、新しい課題に振り向けるとか、柔軟にやっていただき

ながら５００万円を有効に活かしてほしいと思います。

他の協議会で言われますが、無理して５００万を使うという考え

を持たないでほしいと思います。４００万しか使えなかったから４

００万しかいかないということはなく、最低５００万はいきますの

で、無理に使わなくても、もし余ったとしたら次の年にプラスして

予算を組んでもらうということになるかも知れませんので、無理に

消化するという考えは持たないようにお願いします。

伊藤辰郎会長 市長さんどうもありがとうございました。

無理して地域枠予算を使わなくてもいい、余った場合は次の年にプ

ラスアルファするといったお話しであったと非常に心強く感じた次

第です。

実際に、かなり盛りだくさんでございますのでこの通り出来るか

どうかわかりませんが、時々修正を加えながら柔軟に進めていくよ

うにしたいと思います。委員の皆様方から絶大な御協力をお願いい

たします。

その他でございますが、委員の皆様からせっかくの機会でありま

すので、市長さんにいろいろお聞きしたいこと、或いは要望したい
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ことがありましたら、委員の皆さん方から御発言をいただきたいと

、 。 。思いますが いかがでしょうか 何か御意見御発言ございませんか

それでは今日の議題はこれで終わります。

事務局から何かありますか。

地域政策考査員 ５月１６日の午後から開催される地域協議会の委員研修について

出席をお願いします。

伊藤辰郎会長 市長さん何かございますか。

栗林市長 私から二点ばかりお願いします。

【協議会の提言】

地域協議会の条例で、市長に対し提言や要望を述べることが出来

ると規定しています。これまで一年やってきまして、かなり協議会

の中で議論をしたようです。提言というものも出てきております。

南外の地域協議会からも地域として考えたものを、大仙市全体とし

てやるべきではないかという協議会としての意見がありましたら、

ぜひお願いいたします。議員の人たちは議員として発言する機会は

ありますけれども、身近な所で接している課題について、例えば高

齢者や子供、福祉とか教育とか様々な問題について協議会でまとま

ることが出来ましたら、ぜひ提言という制度がありますので、出し

ていただきたいと思います。

【小中学校の教育ビジョン】

それから、これからの小中学校のあり方をどういう風にしたらい

いかというものを描いた「教育ビジョン」を出させていただいてお

ります。それぞれの小中学校をどうすればいいのかということをま

とめたものであります。教育委員会としてもこれから様々な形で住

民説明、市民説明、保護者への説明をしていかなければならない時

期にきていますので、地域協議会の皆さんがよろしければ、教育長

や教育委員が出席し教育ビジョンを作ったいきさつなどを説明しな

、 。がら 皆さんから様々な意見を伺いたいという意向を持っています

そういうことも地域協議会で協議ができればいいと思っています。

他の地域ではこれからの学校の問題で地域協議会のテーマにした

いという申し出もあるようです。そういうふうに教育委員会とも相

談していきたいと思っています。

横手市では１９年度から学校統合課みたいなのを設置してやるよ

うですが、大仙市の教育委員会としてはそういうことではなくて、

まずこれからの学校のあり方をみんなで考えていただきたいという

ことで構想をまとめています。様々な市民の皆さんの意見を広く伺

いながら組み立てをしていきたいと考えているようです。地域協議
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会としてもこの課題についての勉強会や研修会といった形で教育委

員会と一緒にやっていただけたらなと思っています。

伊藤辰郎会長 ただ今、市長さんから、積極的な提言を出していただきたいとの

御発言がありました。特に学校のあり方について提言を出していた

だきたいと。この地域でも当然学校をどうしていくのかということ

について考えていかなければならない課題だと思いますので、意見

を交換しまとめていければと思っています。

それでは、何もなければこれをもちまして第８回地域協議会を終

了したいと思います。市長さんを始め、市役所の皆さん朝早くから

どうもありがとうございました。

この会議録は、議事録調整職員佐々木清哉君が調整したものであるが、内容に相違ない

ことを証明するためにここに署名する。

平成１９年 ３月 ３１日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 佐々木 タヨ子

委 員 今 野 純 子


