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会 議 録

１．会議名

第４回仙北地域協議会

２．議題（公開・非公開の別）

議事 （１）地域枠予算について（公開）

報告 （１）地域協議会委員研修について（公開）

（２）地域づくり講座について（公開）

（３）東部３地域協議会委員合同研修会及び交流会について

その他

３．開催日時

平成１８年１０月２６日（木） 午後７時より

４．開催場所

仙北庁舎「中会議室」

５．傍聴人の数

０人

６．出席したものの氏名

委員：池田武、大澤隆夫、熊谷政子、小柳都、佐々木忠雄、佐藤曻、進藤豊和、

千葉嗣助、戸澤龍悦、原松男、茂木保治、池田佐喜男、黒澤三郎、小林千

歳、佐藤力哉、竹村正資、進藤勇吉

（委員１７名出席、欠席１名）

仙北総合支所：根本支所長、高橋地域振興課長、藤原市民課長、佐藤建設課長、竹村市民

課参事、農林振興課藤澤副参事、仙北分室竹内副主幹、健康増進センター

仙北分室塩谷主幹、熊谷地域政策考査員、地域振興課田口副主幹、同寺村

主任、同池田主事、同熊谷主事
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７．発言内容

【開会】地域振興課長

第４回仙北地域協議会の開会を宣言

本日は大変お忙しいところご出席いただき有難うございます。本日

の地域協議会は委員の２分の１以上が出席しておりますので、大仙市

地域自治区の設置等に関する条例第９条第３項の規定により本協議会

は成立いたしますことをご報告申し上げます。

【会長あいさつ】会 長

みなさん、こんばんは。お疲れのところご出席いただき大変ありが

とうございます。朝晩大変寒くなりました。この間の雨は雪が降って

くるような寒さで風邪をひいてしまいまして、早く治したいと思って

いるところです。１１月に近づきまして、大仙市の秋のお祭や商工会

の事業が目白押しで大変忙しくなってきています。また、今週の月曜

日にはご存じかと思いますが「よみがえる平安の柵事業」を横堀小学

校並びに高梨小学校の５，６年生の生徒の皆さん、それから本日出席

しておられる黒澤三郎さんが在籍している「史談会」の皆さんと一

緒に払田の柵周囲３．５㎞に約２０ｍ間隔で旗を立ててきました。当

日は寒かったのですが皆さんからご協力をいただいて終えることがで

きました。また今日は千葉嗣助会長の仙北地域の老人大会が行われま

して、多くの皆さんが出席されておりました。お元気な高齢者を多く

見受けられました。最近、いじめで自殺する子供達や誘拐事件などあ

まり良くない事件が起きているようです。高齢者の方々からは日頃か

ら子供たちの見守り隊としてご協力していただき感謝しております。

高齢者の皆様からご協力いただいて、このような事件を未然に防いで

いければと思います。知恵ばかりではなく肉体的労力をいただき、益

々高齢者の位置付けが高くなっていくんじゃないかと、本日の老人大

会をみて思いました。

地域協議会の委員の方々からも頑張って良い知恵を出していただき

たいと思います。

【支所長あいさつ】支所長

皆さん、お忙しい中しかも仕事等終わってお疲れのところお集まり

いただきありがとうございます。ただいま会長からもありましたよう

に今年の秋は、例年に比べますと比較的暖かくて過ごしやすいと感じ

ておりましたけれども今週に入ってから急に温度が下がったと感じて

おります。おりしも２３日は暦の上では霜降ということで、まさに霜
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の降りる時期になったようでございます。委員の皆様方も健康にはご

留意されまして風邪など召されませぬようにどうか体調の管理には十

分お気を付け願いたいと思っております。さて、今週の月曜日２３日

でありますが市長による仙北地域の行政視察がございました。午前中

だけの短い時間ではありましたが、我が仙北地域で抱えている課題等

を説明申し上げまして、現在進行中の事業箇所等を視察していただき

ました。その中で地域生活道路整備箇所も見ていただきました。この

他には仙北庁舎近くの信号から農免道路に向かう仙北４７号線、池田

氏の庭園、小型動力ポンプの積載車の格納庫、県営で行われておりま

す仙北西地区の担い手育成基盤整備事業、野球場の改修等を短時間で

あ りましたが見ていただきました。その中で特に地域生活道路整備事

業 は今年から初めました新しい事業でありまして、皆様方にも若干ご

説 明させていただきたいと思います。今年度から主要道路から離れて

あ ります一軒家の小道についても除雪をすることとしております。９

月 ２９日付けの文書で管内の全戸に通知したところであります。委員

の 皆様方にもご覧をいただけたかと感じておりますが、この内容は一

定の 条件のもとに希望されます方を募りまして、除雪をするというこ

とで すが、現在７７軒からの申込みがございます。ただ、申込みがあ

りまして も必ずしも実施できるわけではありませんので、その状況等

を把握し ながら出来るだけ多くの方に安心して過ごしていただけるよ

うにした いと思ってございます。一軒家の該当される道路の状況であ

りますが、 ほとんどが砂利道であり、これを出来るだけ仙北地域では

年次計画を持 って砂利を改修していきたいと思っておりまして、当初

予算の獲得に 努めているところでございます。今年度につきましては

、 、 、既に終了して おりますが ２６０万円程の予算で 横堀地区を３箇所

板見内地区を３箇所を舗装いたしております。来年度も引き続き、東

の方から西の方へ順番に改良してまいりたいと考えておりますのでご

理解の程をお願いいたしたいと思います。

また、今日の案件となっております、地域枠予算事業につきまして

は順調に伸びておりますが、これまでご審議いただいたのは１０件で

ありまして、今日４件程お願いすることになってございます。合計１

４件でありますが５００万円の予算枠でありまして、現在のとこ

ろ、残り１０６万４千円程となってございます。比較的この地域は有

効に活かされているのではないかと思っておりまして、喜んでおると

ころでございます。さらに、現在、管内のいろんな所で道路が掘り返

されてございまして、皆様に非常にご迷惑をおかけしておりますが、

主な工事としましては、総合支所の前の道路もそうですが、上水道の

工事を橋本から高梨地域において行っております。それから、農業集

落排水工事を堀板地区で行っております。それから、県道であります

が水道の工事が終わりますと、直ぐオーバーレイにかかるということ
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で、これも平行して作業を進めている状況です。主な工事につきまし

ては出来るだけ降雪前には完了させたいというふうに工事を急がせて

いるところでございます。これらにつきまして今後とも市民のご意見

を拝聴しながら対応して参りたいと考えておりますので、これからも

ご指導ご協力の程を宜しくお願い申し上げたいと思います。本日は大

変ご苦労様でございます。

それでは議事の進行を宜しくお願いします。地域振興課長

それでは会議録の署名人を指名いたします。進藤豊和委員、進藤勇吉会 長

委員にお願いします。

続いて議事に入ります。地域枠予算について４件ございます。事務局

のほうから一括で説明をお願いしたいと思います。

【資料により説明】熊谷考査員

ありがとうございました。それでは皆さんのご意見をお聞きしたいと会 長

思います。Ｎｏ１１の沼田町内会館前広場舗装整備事業についてご意

見のある方お願いします。

会館前の舗装は前例のあることですし賛成です。佐々木委員

砂利だと除雪する際に大変不便であると思います。会 長

この事業費の設定はどのように設定しているのか？茂木委員

業者から見積書を取っているのか？

事業費については業者からの見積もりをもって算定してございます。熊谷考査員

工事が終了した段階で実績報告を提出して頂き、精算ということにな

ります。

４件全ての見積書があるということですね？会 長

はい、そうです。熊谷考査員

限度額３００千円の予算を計上してございますけれども、見積もりに

よりますと、沼田では約７３５千円の経費がかかるということでござ

います。これは会館への進入路と併せた分です。会館広場の舗装の原

材料費として３００千円、進入路分として２２４千円となっておりま

す。部落負担として２１１千円程となってます
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見積書は資料として添付できないのですか？茂木委員

差し支えございません。熊谷考査員

次回からは添付してください。茂木委員

、 、熊谷考査員 ただ 実績が出てきた段階で事業費が変更する場合もございますので

ご理解いただきたいと思います。

それぞれの集会所からこのような要望があがってくると思うが、今後茂木委員

も継続していく考えですか？

限度額は３００千円としているわけですが、要望があれば継続してい熊谷考査員

きたいと考えています。ただ、５，０００千円の限られた中での事業

ですので、それを超えた場合には、翌年度に持ち越しという形になろ

うかと思いますけれども、その方向で進めていきたいと思います。

それから、先程、話に出ましたので、それぞれの事業について事業費

の詳細についてご説明いたします。沼田地区に関しましては先程申し

上げましたとおり、機械借上料、原材料費併せて７３５千円でござい

ます。川戸賀集落ですけれども２５０㎡で材料費、採石等、機械の借

り上げ料併せまして４７３千円となってます。上村ですけれども、面

積が約３６０㎡でアスコンガラ代、埴土代、機械の借り上げ料を併せ

。 、まして５２５千円となっております 前堰については機械借り上げ料

原材料費併せて２０８千円となっております。

借り上げ料にはオペレーターの賃金も含まれているのか？茂木委員

舗装に関しては住民の方では出来ないので、オペレーターの賃金も含熊谷考査員

まれています。

沼田の件に関して、市道を地域枠予算で舗装することが適切ではない佐々木委員

気がします。

沼田町内会の会館につきましては、会館に入って行く為だけの道路で熊谷考査員

ございます。沼田の方々が会館の敷地と市道を併せて採石などを敷い

て整備してきた経緯がございます。今回の場合については沼田の方々

に協力をいただいて市道部分も整備するものです。今回は特殊なケー

スです。今後こういった市道についてどの様な取扱いをするかと言う

ことでうけれども。全市枠の予算で建設部門で行うか地域枠予算で行
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うかということになるわけですけれども、地域枠予算で行う場合は、

よほど特殊な事情でない限り行わないこととして建設課と検討しなが

ら進めていくということになろうかと思います。

何か他に意見ある方おりますか？会 長

前堰について、生活用水と農業用水両方を兼ねているとありますが、進藤（勇）委員

地域枠予算から支出するとすれば、当然、生活用水を重点的にみたも

のと解釈して宜しいですか？

前堰の維持管理に関してはいろいろ検討いたしました。結果として、熊谷考査員

早急に措置する必要があった為に地域枠予算で対応することといたし

ました。ご理解頂きたいと思います。

若干、私の方から補足したいと思います。この事業箇所につきまして支所長

実は美郷地内でございます。丁度美郷町との境になっておりまして。

仙北地内分については全て改良済みであります。美郷町に伺っており

ましたが、ほとんど仙北の方々がこの水を使っているということで、

美郷町では恩恵を受けない水路であることからなかなか手をかけられ

ないということでありました。水路の水は八嶋川から取り入れてる部

分が殆どです。上流の部分も三面舗装になっており、この箇所だけ中

抜けになっている状況です。横堀改良区の管轄ではないか？という話

も出ましたが、現在は前堰管理組合の方々で管理しているということ

でした。ただ、本郷・上本郷・下本郷地内では生活用水として防火用

水、消雪等に使っております。考査員が申し上げましたとおり関係機

関等と協議した結果、いずれもなかなか出来ないという事でした。ま

た、圃場整備の関係も話してみました。堀板地区、これからやる本堂

城廻の圃場整備の際に出来ないものか県の方にも伺ってみましたが、

地域外ということで手をかけられないということでした。宙に浮いた

形となっており、前堰の方々が困難を極めているということで要望が

あったようです。

私も改良区の役員をやらせていただいております。再三板見内地区か茂木委員

ら要望されましたが、土地改良区の維持管理費の中から支出すること

は難しいため、このように地域枠予算に要望があったものと思われま

すのでご理解願いたいと思います。

特に異論がなければ、皆さん賛成ということで宜しいでしょうか？会長

【異議なし】
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続いて、報告に入りたいと思います。地域協議会委員研修、地域づく会長

り講座について、東部３地域協議会委員合同研修会及び交流会につい

て事務局よりお願いします。

【資料により説明】熊谷考査員

これらについて何か質問がありますか？研修で忙しい感じがします会長

が、多くの委員の参加をお願いいたします。その他ということで何か

ござますでしょうか？

特別今日の議題と関係なくて過ぎ去ったことでおたずねします。１０池田委員

月１日に大仙市合併記念式典がありましたがその際に、旧町村の町民

歌の披露があり、それぞれの地域の観光スポット、活動内容などが映

像でながされていました。旧仙北町は史跡、曲がり家、池田氏庭園な

ど誇れるような建物などがあるために期待していたが、他地域より見

劣りする映像を見てがっかりしました。どうしてあのような映像をな

がしたのかお聞きかせ願いたいです。

当時ながされたものをみておりませんが、閉町式で使った物を出して課長

下さいということでしたので、総合政策課へデータを提出しまして、

総合政策課で編集をしたものです。当日、出席した支所長からも映像

が悪かったと聞いております。

閉町式でながした映像も悪かったと思いますが、当時の古い写真の中熊谷考査員

に、良い写真がなくその中から選んだものと思われます。観光スポッ

トについても映像が良くなかったということでしたが、閉町式の際に

長い映像として作った物を総合政策課で編集しましたが、その編集し

たもの確認しなかった点についてはお詫びいたします。

今後このような機会があった時には良い物、アピール出来る物を選ん会長

でいただきたいと思います。

今後のために行事の際には映像を撮っておくべきだと思います。茂木委員

個人で作った彩夏仙北のビデオには仙北の名勝等を撮したものがあり佐々木委員

ます。

そのような貴重なビデオがあるならば使い方を検討していただければ会長

と思います
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ここ数年身近な人達を癌などで失ってしまうという経験が最近多くあ熊谷委員

ります。なんでもっと早く健診を受けてくれなかったのかという悔や

まれる状況です。また、高梨、横堀の両婦人会の活動の半分ぐらいは

保健センターの事業への協力をしており、地域の皆さんの健康推進へ

のお手伝いをしているというのが私達婦人会の主な仕事です。以前は

対象者から健診へ行くまで、通知、電話での催促があると愚痴を聞か

されていました。私はそれを聞いてこれこそが私達婦人会の活動の証

だと思っていました。それが合併したことにより、そういったきめ細

やかな協力まで要請されなくなりました。自分の健康は自己責任にお

いて管理するべきということかもしれませんが、それにしてもこれま

での経緯をもって仙北町が全国的にも有数の健診率をあげたことに誇

りを持ってきたこともあります。この協議会の皆さんはそれぞれの団

体のトップであることですし、おりに触れて団体の皆さんに啓蒙して

もらいたいと思います。前置きが長くなりましたが、今年度の健診の

集計が出来た頃と思いますので、次回の協議会には状況、結果などに

ついて健康増進センター方からご報告いただければと思います。

、 。塩谷主幹 地域婦人会の健康推進の力には 常日頃大変感謝申し上げております

健診の方も今月３０日に健診がありますが、そちらをもちまして今年

。 。は終了となります 大変多くの方々が健診を受けて下さっております

仙北地域の方々の関心の高さは長い間の積み重ねであり、住民の方の

意識が高いことの御陰だと思います。次回は資料を用意いたしますの

で宜しくお願いいたします。

私が協議会委員になろうと思った動機が、今熊谷副会長おっしゃった進藤（勇）委員

ことと同じでした。私は常々、介護保険の面倒にならない年寄りにな

りたいと願っております。仙北地域のそういう運動をするためには介

護予防予算があるはずだし、健康保険の予防関係の予算もあると思い

ますはずです。もし同じ地域を対象とした予算だとすれば、広範囲な

事業を展開できないものかと思っておりました。今後、このような資

料を出していただきたいと思っておりました。

次回以降資料を出していただけますか？会長

はい塩谷主幹

他になにかございますか？ないようですので会を閉じたいと思いま会長

す。お疲れさまでした。
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この会議録の記載が真正であることを保証するためここに署名する。

仙北地域協議会署名委員

仙北地域協議会署名委員


