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会 議 録

１．会議名

平成２２年度 第６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）大仙市総合計画後期基本計画（素案）について（公開）

（２）大仙市投票区の再編について（公開）

（３）地域枠予算について

６．その他

７．開催日時

平成２２年１月１４日（金） 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 ： 大澤隆夫 池田キミ 熊谷政子 黒澤三郎 佐々木勝夫 小柳都

佐々木忠雄 佐藤昇 佐藤力哉 原松男 進藤勇吉 須田若子

戸澤龍悦 千葉嗣助

（委員１４名の出席、欠席４名 池田武 進藤豊和 今野順子

池田佐喜男）

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

建設課 課長 佐々木博 教育委員会 仙北分室長 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

総合政策課 主幹 五十嵐秀美 主査 稲田智文
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選挙管理委員会 事務局長 菅原正悦 参事 藤井幸雄

主席主査 小田原多鶴子

１１．発言内容

【開会】高橋地域振興課長

第５回仙北地域協議会を開催いたします。議題である大仙市総合計

画後期基本計画（素案）について説明に来ていただいた方々をご紹介

します （上記に記載済みのため省略）会長よりあいさつをお願いい。

たします。

【会長あいさつ】佐藤会長

皆さんこんにちは。あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。近年に無いような豪雪が続きまして、非常に

苦労されていることと存じます。横手市に土曜日行ってきましたが、

１時間２０分かかりました。 車線道路が１車線になっていました。2

道路から歩道まで雪が積もって交通渋滞を招いていました。大仙市は

除雪が行き届いていて、除雪のレベルが良いなと思っているところで

。 。 、す 本当に担当者の方には感謝申し上げます 今日で第 回目となり6

残すところあと一回ぐらいとなりました。今日も案件がいろいろござ

いますが、委員のみなさんにはいい議論をしていただき、スムーズな

進行にご協力願います。

【支所長あいさつ】佐々木支所長

皆様改めまして、あけましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いいたします。仙北地域協議会委員の皆様には御多忙のところ

ご出席いただき誠に有り難うございます。本日は大仙市総合計画の後

期基本計画の素案の説明のために本庁総合政策課五十嵐主幹、稲田主

査よりおいでいただいております。今後５年間の大仙市の将来像を定

めるための大事な審議でございますので、忌憚のないご質問、ご意見

を頂戴したいと存じます。また、その後に大仙市投票区の再編につい

ては選挙管理委員会事務局、菅原事務局長、藤井参事、小田原主席主

査より投票区の統合について説明していただきます。これも生活に密

着した議案なので、よろしくお願いいたします。

先ほど会長からもお話ありましたが、毎日の除雪作業でお疲れのこ

。 、 。とと存じます 湯沢市 横手市は雪害対策本部が設置されております

大仙市においても昨日 時に雪害警戒対策部が立ち上がっておりま9

す。主に住宅の除雪の相談、子供たちの通学路の確保ということで、

支所でも対応してまいりたいと思いますのでどうかよろしくお願いい
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たします。

さて、自治会活動活性化対策会議でも進藤勇吉委員さんがご質問な

、 、されましたが １２月の議会で機構改革について議決されましたので

お知らせいたします。名称が仙北総合支所より仙北支所に地域振興課

と市民課が統合になって市民サービス課に建設課と農林振興課が統合

になって、農林建設課。教育委員会は教育指導部と生涯学習部の部課

制になり、仙北分室は生涯学習部の中の仙北公民館と名称変更になり

ます。また、農業委員会は現在東部と西部に分かれておりますが、７

月には統合となり事務局は神岡支所に移動なることになります。４月

１日から神岡支所に移動するか検討されているようです。但し、担当

等は支所に残りますので、今まで通り申請はここで受け付けることに

なるようです。文化財保護課また支所内に間借りしている介護保険事

務所、横堀土地改良区は移動ありません。なお、実際の人員配置や仕

事の分担については、今のところ白紙な状態です。いづれにしても、

毎年職員は減員となって、支所の人員も減となります。

１月２３日（日）新春初笑い「ふれ文寄席 、２月１９日払田柵の」

冬まつりがそれぞれ開催されます。本日は本当にご苦労様です。

この後は会長より会を進行していただきたいと思います。高橋地域振興課長

会議録署名委員の指名を行います。戸澤龍悦委員、小柳都委員にお佐藤会長

願いいたします。それでは議事に入ります。

【 １）大仙市総合計画後期基本計画（素案）について】総合政策課稲田主査 （

資料に沿って説明。

今後の日程を説明。総合政策課五十嵐主幹

市の担当者の方より、ご説明いただきました。ご意見ある方ござい佐藤会長

ますか。

それでは私の方から質問します。取組情報、達成状況の表し方が分佐藤会長

かりずらいので訂正したほうがよいのではないか。

、 。総合政策課稲田主査 隣に図表があるのですが 分かり易く表記を訂正したいと思います

一番のみなさんの関心事である就業支援でありますが、何よりも真熊谷副会長

剣に取り組まなければいけないと思いましたし、市民による評価も対

。 、象市民の数も少なく信頼性がないものと思われました しかしながら

全体的な把握はできているのではないかと思いました。
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市民評価した段階で計画と乖離した部分があったので、必要とする総合政策課五十嵐主幹

ものをやれないかということで、課から提出されたものをもう一度検

討してくださいということで、差戻しております。就業支援の方で、

取組としてやってくださいといっても、具体的に事業化して出来る様

、 。な状況になるのは むずかしいのではと苦慮しているような状態です

例えば、健康診断の受診などは市民に呼びかけて受診率を上げるとい

うことでは可能な部分で市民も満足しているということになると思い

ますが、そのようにはいかないのでむずかしいと思っております。

具体的なものが何も見えてこない計画なので、実際の事業等を明記千葉委員

してほしい。

私は基本構想の中の後期計画だと思っておりました。実施計画はこ熊谷副会長

の後で審議されるものと思っておりましたが。

合併時はどさくさで実施計画と基本計画が連携されていなかったと総合政策課五十嵐主幹

思います。無我夢中で事務屋も作成しており、今回はこの基本計画の

文言に対して実施計画がどのようになっているか、我々は精査してお

ります。１９日から支所長等含めて、実施計画と照らし合わせて可能

かどうか検討することにしております。構想なので５年を考えて計画

を立てているので、世の中の情勢が変化することは考えられますが、

現在のところ大仙市はこうしたいということで理解していただきたい

と思います。

介護サービス基盤の整備についてですが、特別養護老人ホームの新戸澤委員

設・増床・改築を行う場合、多床室を含む整備も対象として財政支援

を行いますとなっておりますが、これは何かニューアンスがあるんで

すか。

特別養護老人ホームは前は多床型ということで国の補助申請が出来総合政策課五十嵐主幹

ましたが、最近では個別の部屋でないとできなくなりました。新築、

改築を実施するに秋田では大変苦労しております。多床型でできるだ

け介護料を安価にすると負担も少ないので実施しようとすると個別型

でないと補助がないようです。今の老人ホームは法人が多くなってお

、 。りますので そういったところに支援をおこないたいということです

ただ、国・県も多床型でも補助を出すようにする予定があるようで

す。

そういうことはわかりますが、実際に家で介護をしていて突発的に戸澤委員
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何かあったときに、すぐ預かっていただける体制ではないようです。

自由にできるようにお願いしたいと思います。介護する人の不安を

解消できるように対策してください。

私は原課でないので詳しいことはお答できませんが、老人ホームの総合政策課五十嵐主幹

中にはショートステイというものがあって、体制がとられているはず

です。ケアマネージャーにご相談すれば、解決できる内容かとおもい

ますが。

仕組みはそうなっているが、現実はとんでもないところに回されま戸澤委員

す。そばの特別養護老人ホームを増床していただきたいと思います。

原課のほうに伝えます。総合政策課五十嵐主幹

担い手がいなくなったので、積極的に育成してほしい。６０～７０千葉委員

代の方々が今現在行っている農業を評価することをプラスしていただ

きたいと思います。

このことについては、承っておきます。農業振興計画も現在作成中総合政策課五十嵐主幹

ですので、そういったものとの整合性を図りながら推し進めていくこ

とになりますので、このところがもうちょっと変わる可能性があると

いう返答にさせていただきます。

他にございませんか、なければこれで基本計画の方は終了したいと佐藤会長

思いますが、よろしいですか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）大仙市投票区の再編について】選挙管理委員会 （

資料に沿って説明。菅原事務局長

これについてご意見のある方ございませんか。佐藤会長

駐車場の確保ということも考えられておると思いますが、行列にな進藤（勇）委員

ったときの整理もお願いしたいと思います。

必要に応じて対処したいと思います。菅原事務局長

投票数が増えるので、投票箱を増やすのですか。佐藤会長
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大きい投票箱がありますので、２千人位は入ると思いますが。適宜菅原事務局長

対処させていただきます。

去年の参議院選挙のときも、第６０１投票区の旧北保育園で実施で佐々木支所長

きない状況でありましたので、横堀小学校を会場に投票区を分けて実

施したところであります。この再編は平成２４年から実施ですが、来

年４月の県議会議員選挙は旧北保育園の投票区のみなさんは今度は分

かれないで、横堀小学校の投票区の方々と一緒に投票することになり

ますので、それも一緒にご審議いただきたいと存じます。

隅々までよく考慮されて立案してくださったと思います。この形で池田（キ）委員

実行したほうが良いと思います。

この資料にもありますが、交通手段が限られるお年寄りには、投票熊谷副会長

所が遠くなることにより不便を感じることが予想される。とあります

が、本当に切実な問題になってくると思います。その解消のためにも

仙北地域に期日前投票所をもっと増設するということはできません

か。

期日前投票所は旧八市町に八か所設置しております。増設というの菅原事務局長

は、ハピネス大仙や和合にあります大型のショッピングセンターでも

要望があります。検討しているところですので、他の地域についても

順次検討させていただきます。また、お年寄りについては、選挙管理

委員会でも懸念されたものですが、親戚、家族の方々より危険のない

ようにしていただければありがたいと思います。公用のバスをだすこ

とはできませんのでご理解いただきたいと思います。

選挙事務は非常に長い時間勤務することですが、選挙に従事してい熊谷副会長

る職員がそこから離れるということは、可能ですか。

職員の交代につきましては、事務方の職務代理者が職員の小用のと菅原事務局長

きに代わりに事務をとっていただくということも現在考えておりま

す。職員が１２時間束縛されるというのは、非常にストレスが溜まる

ことですので、ストレスが溜まらないような工夫をしていきたいと考

えております。

補足説明させていただきますが、やはり立会人、選挙従事職員とも藤井参事

に、投票所をはなれることはできません。投票所内で交代で休憩をと

ることはできます。
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他にございませんか、なければこれで大仙市投票区の再編の方は終佐藤会長

了したいと思いますが、よろしいですか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ３）地域枠予算について】 ．２２ 仙北地域自治会活動支援伊藤参事 （ NO

事業 説明

図書館で の貸し出しを行っておりますので、図書館で管理し進藤（勇）委員 DVD

て貸し出したら、より有効的ではないかと思いますが。

コミュニティーということで、自治会関係に貸し出すことを主とし伊藤参事

たいので、お役所仕事と言われるかもしれませんが、図書館でとなれ

ば教育委員会の管理となり、自治会を担当する地域振興課で管理させ

ていただきたいと思います。また、自治会で使用しないときは、総合

支所内で使用させていただきたいと思っております。

これは定価なので、いくらか安くなりますか。佐々木（忠）委員

いくらか値引きなると思います。高橋地域振興課長

自治会に貸し出するためには地域振興課で管理することが良いと思佐藤会長

います。他にございませんか。異議がないようなので、この事業を採

決してよろしいでしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ３）地域枠予算について】 ．２３ 市道仙北５２号線看板設置伊藤参事 （ NO

事業 説明

たびたびのお願いで申し訳ありません。７月に設置した看板です。樫尾市民課長

文言は優しく 「大型車両の進入はご遠慮ください」という看板でし、

た。３か所に設置してありました。このたび大型の進入禁止が１２月

３日に規制なりました。それに伴いまして看板の文言も「進入できま

せん」という看板が２か所と「進入はご遠慮ください」という看板が

１個所の設置をお願いしたいと思います。規制なってまだ間もないた

めに広くみなさんにお知らせしたいと思いますので、地域枠予算事業

として重ねてお願いいたします。

規制されたということはどういうことでしょうか。熊谷副会長
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県の公安委員会で規制されたということは、違反すると警察から罰佐々木支所長

金を請求されるということです。

みなさん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】

【 ３）地域枠予算について】 ．２４ こども見守り隊活動支援事伊藤参事 （ NO

業 説明

これについて何かございませんか （賛成の声多数）異議がないよ佐藤会長 。

うなので、この事業を採決してよろしいでしょうか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【その他】何かございますか。佐藤会長

いままで地域協議会でふれあい体育館のことについてご説明もうし佐々木建設課長

あげましたが、その後の状況についてご説明いたします。

、 、平成２２年１１月１２日に関係者を集め 体育館瑕疵検査を実施し

床の隆起については瑕疵と判断し、１２月７日に対応検討会を開催し

て今後の瑕疵工事の詳細について検討いたしました。その内容は、ア

リーナ床の一部貼り替える全部ではないですが、高低差があるところ

１４００箇所を測定しました。凹凸の激しいところを貼りかえて、軽

微なところはサンダーをかけるということです。サンダーをかけると

。 。いっても１ｍｍ削る程度です ワックスとラインは全て剥ぎ取ります

ラインは引き直し、ワックスは３回塗りの塗装工事を実施します。

、 、 、今後 業者の方からは施工計画書 工程計画書をもらうわけですが

仙北分室と協議しまして、工事期間は３月１日から３月１６日までの

期間といたしました。３月には大きい大会がないということで、その

、 、間使用されませんが 市といたしましても利用者のみなさんには先日

体育館の利用調整会議のときに時間をいただきまして、いままでの経

緯と今後の対応についてご説明もうしあげましております。ご不便か

けますが、ご理解をいただきたいと思います。池田（佐）委員から要

望がありました。８人制バレーボールのラインですが、業者さんと相

談したところポイントであれば良いということを聞いています。それ

らのことも協議しながら進めて参りたいと思います。

また、体育館には有圧換気扇、エアー搬送ファン、天井換気扇等を

設置しておりますが、何か自然換気でなくて強制的に換気できるもの

が必要でないかということになりました。それにつきましては、関係
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者とどういう方法が良いかということを検討しているところですの

で、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ご苦労様でした。他にございませんか。佐藤会長

残額について、ご質問がありましたので、お知らせいたします。伊藤参事

今日の採択分も入れて 円が支出予定で、予算残額は5,101,804

円となっておりますので、是非事業がありましたらご利用願621,196

います。

自治会活動活性化対策会議で、子どもの通学路がでてましたが、当千葉委員

日欠席してしまいましてなんとなりましたか。

その路線は一度に全部できませんが、 年度は上沖田会館の前か佐々木建設課長 23

ら南に向かい道路に交差する区間を当初予算のほうに上げさせていた

だきました。橋本まで一気に施工することがなかなかできませんが、

対応したいと思っております。

実は仙北町の時代からあの問題はでておりました。子どもの安全は千葉委員

道路を舗装すればものは解決するという問題でなくて、子どもの見守

り隊をはじめ、啓蒙していただきたいと思います。

舗装すれば当然車も歩くようになりますし、人家のない所を通学路佐々木支所長

、にすることが学校や でも考えられて指定していることであればPTA

千葉委員さんがおっしゃる通り見守り隊とよく連携して子どもの安全

を確保しながら整備していきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

農地・水の補助金ですが、来年度で終了するようです。さらに継続千葉委員

して延長する予定となっているようですが、働いているのは高齢者だ

けとなっております。要望書をだしたいと思っております。

仙北スキー場に行く案内標識がありますが、非常に低く見えずらく原委員

なっております。地域枠予算で見やすく設置していただきたいと思い

ます。

来年度から仙北スキー場の名称は変更になって、冬季健康広場とい佐々木支所長

うような名称になるようですので、その段階で看板の方を設置したら

よいかと思います。申請していただければ可能かと思います。
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これについては、来年度名称が変わるということで来年度の会議の佐藤会長

中で考えていきたいと思います。それでは以上で第６回仙北地域協議

会を閉じます。ありがとうございました。
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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、捺印する。

仙北地域協議会署名委員

仙北地域協議会署名委員


