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会 議 録

１．会議名

平成２２年度 第２回仙北地域協議会

２．会長あいさつ

３．支所長あいさつ

４．会議録署名委員の指名

５．議題（公開・非公開の別）

（１）市への提言について（公開）

（２）地域枠予算について（公開）

６．その他

（１ 「東部地区地域協議会合同研修会」について）

７．開催日時

平成２２年６月１４日（月） 午後３時～

８．開催場所

仙北庁舎「第１会議室」

９．傍聴人の数

０人

１０．出席したものの氏名

委 員 ：池田武 大澤隆夫 熊谷政子 黒澤三郎 今野順子 佐々木勝夫

佐々木忠雄 佐藤昇 佐藤力哉 進藤豊和 進藤勇吉 須田若子

原松男 千葉嗣助

（委員１４名の出席、欠席４名 池田キミ 小柳都 池田佐喜男

戸澤龍悦）

出 席 職 員：総合支所長 佐々木ジョージ

市民課 課長 樫尾幸雄 農林振興課 課長 佐藤喜三男

建設課 課長 佐々木博 教育委員会 仙北分室 室長 小松徹

地域振興課 課長 髙橋薫 参事 伊藤隆造 主査 鈴木美奈子
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１１．発言内容

【開会】髙橋地域振興課長

第２回仙北地域協議会の開会の宣言

【会長あいさつ】佐藤会長

皆さんこんにちは、大変暑い日が続きまして今日は半袖でやって来

ました。庁舎の皆さんも皆クールビズということで、ノーネクタイで

す。宮崎県の口蹄疫ですが、報道によると農家の収入が７割減、周辺

の商店街は２割、３割減が当たり前の状態だそうです。大仙市でも業

者の入場に関しては消毒等を密に行っているようで秋田の方には絶対

入れないということで畜産農家はやっているようです。宮崎県内だけ

で治まってほしいと思います。畜産農家の気持ちを考えると大変だな

と思います。仙北地域協議会も２回目になりました。スムーズな会の

進行にご協力をお願いしまして、以上であいさつを終わります。

委員の皆様にはご多忙のところご出席いただきまして誠に有難うご佐々木支所長

ざいます。会長のお話でもありましたとおり職員もクールビズで対応

させていただきます。先頃なくなられました茂木保治委員は横堀土地

改良区の代表ということで当地域協議会にご出席いただいておりまし

たが、横堀土地改良区の新理事長として佐々木勝夫委員がご就任され

てございます。ご後任ということで市長より協議会委員として委嘱さ

れてございます。委員の皆様今後ともよろしくお願い申し上げます。

仙北地域の田んぼも一面に稲が植えられ田園地帯の風景が収穫まで

の季節の移り変わりが非常に楽しみになってきました。

さて、市では５月２６日に地域活性化に向けてこれまで以上に大学

との連携強化を深めるということで「包括的な連携協定」を秋田大学

と締結しております。地域の活性化のために大学生が協同参加する機

会も増えてくると存じます。また秋田大学と協和地域のエーピーアイ

（株）が共同開発した歩行環境シミュレータ「わたりジョーズ君」を

大仙市で購入してございます。これは道路の横断体験用シミュレータ

で、歩行能力と判断能力をチェック出来るようになっております。今

は本庁の市民ホールに設置されておりますが、この機械は２ヶ月ぐら

いの間隔で各地域に順次に回って来る予定であります。仙北地域に設

置された折には大勢の方々よりご利用いただきたいと思います。当地

域では前回の会議に話題となりましたふれあい文化センターにありま

す陶芸窯の修繕も完了し、６月８日に本焼きを実施しております今後

ともおおいに活用いただきたいと思います。何かと話題になっている

子ども手当につきましては、６月１５日に大仙市は振込みになる予定
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となっております。仙北地域の６月分の支給者は約５２０人ほどにな

ると思います。次に毎年皆さんにご協力いただいている河川清掃です

が、今年度も６月２６日(土）に実施する予定でございます。多数の

。 、 、皆さんのご参加をお願いいたします また ７月の参議院選挙ですが

いままで旧北保育園を投票所として使用しておりましたが、その投票

区の方々は今回の選挙は横堀小学校に投票所を移して投票いただくこ

とになりました。混乱が生じないように職員も注意をして事務にあた

りますので、よろしくお願い申し上げます。最後に農地・水・環境保

全向上対策についてですが、大仙・仙北市・美郷を含めた仙北支部と

いう協議会がございまして、その現地研修会が７月２４日(土）西寺

村周辺で実施されることになっております。地域以外からもたくさん

お出でいただく予定でございますが、地元で開催される事業ですので

ご紹介させていただきます。こちらの方の不手際でございますが、防

災無線の市民歌のことでございます。６月８日まで市民歌を朝の７時

に放送しておりましたが、音質も音量も非常に悪く不評で市民の方々

より苦情を受けておりました。それで６月８日をもちまして打ち切ら

せていただきます。前回に完璧なもので地域枠予算を使用させていた

だきたいとご了承いただきましたが、業者に問い合わせしたところ古

い機械なので対応できないようです。ご提案いただきました須田委員

からもご了承いただきました。すみませんでした。違った形で放送で

きることもあるやもしれませんので、そのときはまたよろしくお願い

いたします。今後仙北地域もいろんな行事が実施される予定になって

おりますが、ご観覧、ご出席いただいたときに気になったことがござ

いましたら、お知らせいただきたいと思います。本日は与えられた時

間で有意義な会議になりますようお願い申し上げまして、挨拶とさせ

ていただきます。本日は本当に有り難うございます。

改めまして紹介させていただきます。横堀土地改良区を代表いたし伊藤参事

まして、茂木保治委員が出席されておりましたが、お亡くなりになり

ましたので新理事長として佐々木勝夫氏がなられましたので、引き続

き故茂木保治氏の残任期間を皆さんと一緒に委員として勤めることと

なりましたので、どうかよろしくお願いいたします。

佐々木（勝）委員からどうぞご挨拶願います。

今紹介いただきました横堀土地改良区の理事長の佐々木勝夫と申し佐々木（勝）委員

ます。故茂木理事長以上にご指導をいただきながらみなさんと一緒に

協議して参りたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。

有難うございました。この後は会長より会を進行していただきたい伊藤参事

と思います。



- 4 -

会議録署名委員の指名を行います。原松男委員、須田若子委員にお佐藤会長

願いいたします。それでは議事に入ります。

【 １）市への提言について】 資料１・・・一つ目の提案佐藤会長 （

・都市計画道路中通り線（環状道路）への川福橋側からの直接接続

について（大曲駅周辺地区整備方針概要図・大曲駅前第二地区土地区

画整理事業設計図 参照）朗読説明

支所長から何か補足説明ありますか。

現在の状況は川福橋を渡って右の方にカーブして福田団地の住宅地佐々木支所長

を通って旧国道に接続なっておりますけれども、あのまま行きますと

現在より不便になります。ですから川福橋を渡ってそのまま都市計画

の環状線道路に乗れるようにという会長からの提案だと思います。

早く市街地に接続できるように皆さんからもご賛同いただきたいと佐藤会長

思います。何かございませんか。

この計画図は初めてみる図面ですが、このような委員会に会長は出熊谷副会長

席されているのですか。

これは、合併前から計画されていることです。都市計画審議会とい佐藤会長

う会議があって出席しておりましたが、その会議ではこのようなアク

セス道路は審議されないで、もっぱら大曲バイパスの取り扱い方。ど

うすれば旧大曲市街地とジャスコ周辺の商店が活性化するかという問

題に終始しました。

そうすれば、この提案をすることにより計画変更できるということ熊谷副会長

ですか。

平成２６年完成の予定ですので、今提案しないと間に合わないこと佐藤会長

になります。皆さんからご理解していただいたということでよろしい

でしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 １）市への提言について】 資料１・・・・二つ目の提案佐藤会長 （

・ 新）仙北組合総合病院駐車場の無料化 朗読説明（

今の仙北組合総合病院が有料なのは、病院に関係ない人も駐車して池田（武）委員
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しまうということで、有料となっていると思いますが。

病院に来た人に対して無料券を発行するなど早く無料になってほし須田委員

いと思います。

横手の平鹿病院に行ってことがあるんですが、場所が広くて土地も今野委員

いっぱいありました。駅前と違うなと思いました。是非無料にしてほ

しいと思います。

いずれ少ないスぺースに立体駐車場ですので、いくらかの料金が取佐藤会長

られると思うんですが、少しでも安くなれば一番いいなと思います。

どうでしょうか。

私も新築移転の委員になっているんです。ここ２～３年ああいう状千葉委員

態の中で一回も総会も会議も開催されておりません。他の病院はだだ

っぴろい田んぼの中にできた病院です。今計画されているのは都市計

画の中での病院ですので、相当狭い病院でこれから建てられる駐車場

も狭く大変だと思います。しかし計画の段階で意見を述べないといけ

ないと思います。

採用されるかされないかわかりませんが、出してみたいと思います佐藤会長

が、どうでしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】資料２ 会館駐車場整備状況調伊藤参事 （

説明

．４ 沼田町内会 ゴミ集積所用地整備事業 説明NO

説明が終わりました。何かございませんか。佐藤会長

申請の添付書類が多いと思います。少なくても申請はできるのでは熊谷副会長

ありませんか。提出するほうも大変だと思います。

私もそのように感じております。同じことを重複している紙は省い進藤（勇）委員

ても結構だと思いますが。

申請は正規に添付書類も出さないといけないので、会議に提出する佐々木支所長

書類は次回から検討いたします。
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ゴミの集積の関係については、市の別の制度があるのでそれとは関千葉委員

係ありませんか。

ゴミ集積の補助はゴミを入れる建物に対して新築は限度額５万円で樫尾市民課長

補修は限度額３万円で事業費に対して２分の１を補助するということ

で、今回の下地は関係ありません。

補助金の制度があるので、地域枠予算の支出は不適格でないかと思千葉委員

われますが。

下地は補助対象外ということを伺っておりますので、今回は地域枠原委員

から支出してもよろしいと思いますが。

そうすれば、ゴミを集積する建物は市民課、下地については地域枠池田（武）委員

予算で、出来ると明言することですか。

それを皆さんよりご審議いただきたいと思います。佐々木支所長

仙北全域でゴミ集積所はいくらありますか。たくさんの申請が来る熊谷副会長

かも知れませんので。

いままでは、ゴミ集積所関係はでておりませんので、これが試金石佐々木支所長

となると思います。

ゴミ集積所の基礎について地域枠予算を使用してもよいかご協議お佐藤会長

願いいたします。

このことについて発言したことがあるんですが、ゴミ置き場の建物千葉委員

を統一した色を使うとか、ドアをどうするかとか。担当者が変わると

よかったこともだめになることがあるので、そこいら辺をきちっとし

てもらったら良いと思う。

いままで駐車場の舗装に対して地域枠予算を支出してきたわけです佐々木（忠）委員

が、私はそれよりも重要な案件だと思います。今後このようなことは

良しとするべきだと思います。

これについては、本体は本体、設置場所は設置場所というようには佐々木（勝）委員

っきり区別しておくべきだと思います。

基礎をこんな傾斜地につくるということはあまりないので、特異な佐藤会長
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例だと思います。

ゴミ集積所の数は全部で７３箇所あります。横堀が２９箇所、高梨樫尾市民課長

が４４箇所です。補助金は市民課の担当に確認しましたところ下地は

関係なく本体だけ、新築や改修に交付されます。

自分の集落のゴミ集積所も金網が壊れてしまって、カラスが中に入佐々木（忠）委員

るようになりました。これも改修の補助金はいただけますか。

３万円以上の修繕費で２分の１が補助金の対象になります。樫尾市民課長

ゴミ集積所に関することは認定してよろしいでしょうか。佐藤会長

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】 ．５ 仙北地域ラジオ体操 説明伊藤参事 （ NO

市の予算が削減されて今回の地域枠予算に提出されたと思います佐藤会長

が、支所長どうでしょうか。

会長がお話したとおり市の補助金が削減なりましてゼロとなりまし佐々木支所長

たので、健康体力づくりのほうでも昨日行われました体育祭、ラジオ

体操、グラウンドゴルフ大会と３事業ありますが、市の補助金がゼロ

となりました。ラジオ体操事業が出来なくなってしまうという状況に

なってしまいますので、地域枠予算を是非活用させていただきたいと

存じます。ご審議よろしくお願いいたします。

これまでずっとやってきた事業なので、みなさんよろしいでしょう佐藤会長

か。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】 ．６ 彩夏せんぼく 平安大行列伊藤参事 （ NO
事業説明

毎年本当に有難うございます。年々広告等も厳しくなってきており佐々木（忠）委員

まして、今年はどうしようかと悩んだところでありますが、どうにか

例年通りの祭りが出来そうです。あさって最終の委員会を開催して報

告する予定になっております。今年の見所は大仙市観光協会が協賛し

てくださるということで、史跡の里づくり委員会も諸手を挙げてよろ
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こんでおります。何をするかというと祭りのメインのところで太鼓フ

ェスティバルをしてくださるということです。仙北地域はこの祭りを

中心に和気藹々と集えることを目的に私どもも実施しているところで

ございます。なんとか今年もこの予算を許可いただきまして手助けし

ていただきたいと思います。

毎年平安行列に出た方が花火を見られないということで、時間のほ佐藤会長

うも一時間早くなっております。今回はスーパーライトの部分は加算

されておりますが、予算縮減に伴って苦肉の策でスーパーライトの賃

料ということで、時間割して申請されたものです。ご意見ある方はい

らっしゃいますか。おりませんか。ご意見なければ認可してよろしい

でしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】 ．７ 鶴田会館駐車場舗装事業説伊藤参事 （ NO
明

審議の前に漢字の訂正をお願いします。原委員

横棒一の一になっております。訂正願います。すみませんでした。伊藤参事

これも今までと同様の会館の駐車場舗装ですので、特に問題ないと佐藤会長

思います。異論がなければ、認可したいと思いますが、いかがでしょ

うか。

【全員一致で異議なしの声有り】

以上で地域枠予算について審議を終えたいと思いますが、樫尾市民

課長よりお願いがあるそうです。

昨年度地域協議会にお願いしました薬師橋から寺村橋の端までの大樫尾市民課長

型車の規制のことで昨年度看板の設置を許可いただきました。実際看

板は３箇所に設置してございますが、今日再度大型規制の会議が開催

。 、 、 （ ） 、されました 出席者は大仙警察署 トラック協会 骨材 砂利 組合

総合支所と本庁の方々です。結論を申しますと規制するには問題がた

くさんあって、すぐに規制するわけにはいかないということでした。

規制を進めるための予算は今年はないという交通課長のお話でした。

規制の前に皆さんにお願いしたいことは、看板は拝見しましたが、

ちょっと小さいのではないかということで、警察等の指導もありまし
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て薬師橋と寺村橋の出入り口２箇所にもっと大きい看板を設置したほ

うが良いというお話でした。それと骨材組合、主に材料を買いにくる

業者のことですが、意見を統一するためにチラシ等を配布したら良い

のではという話を聞いて昨年よりは前向きな考えで向かっていること

と感じられました。地元の人たちも切羽詰まった状態ですので、昨年

に引き続き地域枠予算を使用して大きい看板２枚設置させていただき

たいと存じます。協議会委員の方々よりご審議をよろしくお願い申し

上げます。

補足説明させていただきます。昨年地域枠予算で建てた看板が小さ佐々木支所長

くて字そのものも非常に分かりづらいということで、もう一度大きい

看板でアピールしたらどうかという交通課長のお話でしたので、支所

の方も看板を建てる予算を持ち合わせておりませんので、今一度地域

枠予算にお願いをしてみようという話合いをしたところでございま

す。資料も何も整っておりませんが、事後になるとは思いますが、１

０万円位で地域枠予算をお願いできないものでしょうか。

トラック協会、砂利の業者はそこを歩かないということでコンセン佐藤会長

サスを得ていますか。

トラック協会、砂利組合の方に説明して、協力をしたいという返事樫尾市民課長

をいただいております。しかしながら、全然関係のない業者が入って

しまうと、防ぎようがないと思います。まるっきり表示しないよりは

数がかなり違うと思います。

昨年砂利組合にお願いしに行き、会社の車は歩かないということで佐々木支所長

ご協力はいただいています。ただ個人のダンプがあるので、その人た

ちにトラック協会、砂利採取組合の方々がチラシを配布してくださる

というお話でした。今日の会議では看板の設置についてお願いしたい

ということです。

チラシの経費も必要ではないですか。佐藤会長

チラシについてはこちらのほうで準備いたしますので、看板設置の樫尾市民課長

費用についてお願いいたします。

市民課長よりお願いがありましたが、意見等ございましたらお願い佐藤会長

いたします。地域枠予算に後日正規の会議資料を提出するので、一刻

も早く取り掛かりたいということで、内諾をいただきたいということ

。 。 。だそうです ございませんか それでは内諾してよろしいでしょうか
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【全員一致で異議なしの声有り】

【その他 （１ 「東部地区地域協議会合同研修会」について説明。伊藤参事 】 ）

東部地区地域協議会合同研修について、事務局案として昨年作成し

た東部地区ロードマップに基づいて各地域２箇所を目途に支所のバス

で視察研修を行う計画です。この事務局案に異論がなければ進めさせ

ていただきたい旨を説明する。

午後からの研修では、内容が盛りだくさんで全部回りきれないので熊谷副会長

はないか。

実際にはそうなる可能性もあるので、検討してみます。伊藤参事

ルートについては、事務局にお任せするということでよろしいでし佐藤会長

ょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

時間が少々ありますので、地域枠予算の申請の書類が多すぎるとい佐藤会長

う意見がありましたので、もうちょっと簡素化すれば申請も出しやす

いと思います。その点を考えていただきたいと思います。

申請書類は事務局のほうでいただいておきますが、この会議で決め伊藤参事

ていただければ、会議の資料は少なくできます。また、どうしても必

要な場合は会議の中で提出することも可能です。

役所仕事で必要な資料とは思いますが、一回前に申請した団体であ佐藤会長

れば、次の会には規約、名簿を添付する必要がないということであれ

ば結構なことだと思いますが。

これも監査の対象になりますので、きちっとしたものを残しておか佐々木支所長

ないといけません。役所仕事ではありますが、申請時にはお願いして

いるところでございます。

あまりにもページ数が多かったので、他の申請とのバランスもある進藤（勇）委員

と思います。最低これだけは必要だというものがあるはずですので、

発言いたしました。

協議会の資料は吟味して、必要のものだけ提出するということでよ佐藤会長
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ろしいでしょうか。

わかりました。そのようにいたします。伊藤参事

他にございませんか。無ければこれで地域協議会を閉じます。長時佐藤会長

間有り難うございました。
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