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第７回協和地域協議会 会議録 

・ 日 時 平成２０年３月２９日 午後２時 

・ 場 所 大仙市役所協和総合支所 ４階大会議室 

 

・ 出席委員：五十嵐陽子、加藤弘栄、加藤幸子、加藤主税、加藤久孝、今野庄蔵、今野弘子、 

        佐々木栄一、進藤専一、進藤衛、鈴木貞一、武藤隆男、茂木隆、柳原榮子、柳原忠幸 

（１５名） 

 

・ 欠席委員：加藤祐子、進藤鐘一、茂木美竹、（３名） 

 

・ 大仙市関係者 

本      庁：栗林市長、佐々木企画部長、小松総合政策課長、北野総合政策課主幹 

協和総合支所：今総合支所長、加藤地域振興課長、加藤地域振興課参事、 

佐川地域振興課副主幹、佐々木地域振興課主任 

 

１． 開     会 

開会と委員の２分の１以上の出席があり会議は成立する旨を報告 

 

２． 会長あいさつ 

 

３． 市長あいさつ 

 

４． 会議録署名委員の指名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定によりも柳原榮子委員、佐々木栄一委員を指名 

 

５． 議  題 

 

（１） 平成 19 年度協和地域協議会活動状況報告について 

佐 川 副 主 幹： 【 報告 】 

 

（２） 平成 19 年度地域枠予算執行状況及び「協和まちづくり指針」について 

鈴木貞一会長： 【 平成 19 年度地域枠予算執行状況について説明 】 

 

今野弘子副会長： 【 「協和まちづくり指針」について説明 】 

 

（３） 協和地域協議会における意見、提言、要望等について 

栗 林 市 長： 【 ３つの提言事項について市の見解を説明 】 

 

小松総合政策課長： 【 補足して説明 】 
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（４） 意見交換 

進 藤 衛 委 員： 協和地域におけるまちづくり指針につきましては少子高齢化を認めてその中でどうや

ってこの協和地域を活性化していくのかということだと思うので大変素晴らしい内容にま

とまっていると思います。他の委員の皆様はそれぞれの団体や地域を通じてこの内容を

広めていかれることと思いますが、例えば私はＰＴＡの代表で来ておりますが我々の年

代の中でどのようにこれを広めていくのか、キーポイントはいま現在子どもの親である

我々が皆さん先輩方の知恵を借りながらどう自分たちが変わっていけるのかということが

重要だと思いますので、ぜひ我々の年代や若い中高生世代の協和を担っていってくれ

る子供たちにどうやってこの内容を伝えていくのか、それと併せて我々が何をすればい

いのかについてもあとで結構ですので具体的に教えていただきたいと思います。それと

市長さんに対する提言の一つ目は少子高齢化に対策を打っていこうということで若い人

を地元に残そうという提案ですが、私の中学校の同級生 127 名中、協和地域に 31 名し

か残っておらずみんな県外就職しています。ということで地元への企業誘致というのは

我々にとっても非常に熱望する課題でありますのでぜひ強力に進めてほしいと思いま

す。県南地区全体で電子輸出関連企業誘致を促進していこうということもやっているとい

うことでありましたが、例えば横手市なんかは立派なインターチェンジがあって、しかもＪ

Ｒが通っているのになぜか企業が来ないという非常に閑散とした工業団地を２つも持っ

ている状況にありますので、その辺がなぜそうなっているのかもしっかりと見ていただい

てぜひ成功していただきたいと我々の世代からもお願いしたいと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

鈴木貞一会長： まちづくり指針についてですが、なかなかこの少子高齢化という問題については私ら

だけでなく国や県でもあるいは市でも非常に大きな問題だと思います。これについても

妙案があればすでに解決されているはずですがなかなか今まで何十年の間、統計上は

おそらく十年も二十年も前から少子高齢化ということは把握できていたはずですがおそ

らく妙案がなくて現在に至っているのだろうと思いますがどうでしょうか。部長さんや課長

さんから何か妙案があればご指導いただければありがたいのですが。 

 

今野弘子副会長： やはり行政でもいろんな良い情報があってもそれが伝わらなければ何にもならない、

広報に書いていたからといってもなかなかそうはうまくいかないです。やはりこれからみ

んなで前向きにいこうというときに話し合う機会、若いＰＴＡの親の方達の何人かでもみ

んなであればもっと良いがその方たちとこの趣旨をみんなに分かってもらうような場を持

たなければならない、持つのが一番良いと私は思います。 

 

小松総合政策課長： さきほどのご意見の中にもありましたが、いま若い方々がどのような形でまちづくりに参

加できるのかということだと思います。子供たちにいまどうやってまちづくりという考え方を

普及させるのか、みなさん地域協議会で非常に良い考え方をまとめていますが、実はそ

れをどうやって子供たちやその親に伝えていくのかということは非常に重要なことだと思

います。これは地域の学校とかに冊子でお渡しても決して子供たちの目にはなかなか入

ってこないので、いま副会長さんがおっしゃったとおりに何らかの形で子供たちと一緒に
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話し合うような機会を作っていただければ少しずつ浸透していき、それが将来いまの子

供たちや親たちが地域の活動に参加する機会になっていくのではないかと思います。そ

ういう考え方は地域協議会の皆さんにご検討いただいて、もし私どもがそれに一緒にお

力添えできる部分があればいつでもおっしゃってくだされば当然私どもや総合支所の職

員も参加しますので、そのような計画を皆さんの中でもご検討いただければと思います。 

 

佐々木企画部長： 横手の方の工業団地の話もありましたし、さきほど市長が 100 町歩規模の工業団地の

話もありました。その100町歩規模というのは一つの企業でなくて全部連動するようなこと

も選定の要素に含まれているようです。当然横手の方にある企業、全企業のすべての条

件を含めた点で大仙市の神岡地域が選定されているという状況のようです。ですから言

いましたとおり企業が来ればそういう形で連動されていくような形のようでございます。 

 

進藤専一委員： 市長さんからさきほど小集落、限界集落について私どもの地域のことを指していろいろ

説明していただきました。私は徳滝集落ですがご存じのように私どもの地域は宮田又鉱

山全盛時代の 30 年後半は非常に人口も多かったわけですが、鉱山の閉山とともに戸数

は三分の一ほどになっております。広域農道が平成 17 年にできてからは非常に便利に

なりましたし、みんなの顔も明るくなったように思われます。しかし国道 46 号線と広域農

道に挟まれました宮田集落は孤立してしまったような格好で８戸ほどしかございませんけ

どもどちらの道に出るにも非常に中途半端な場所ですので、いま予算に調査費を計上

していただきまして非常にありがとうございます。それにつきまして国会等でもいろいろも

めております道路特定財源ではおそらくガソリンが 25 円ぐらい安くなるということがござ

いますけども、例えばこれがカットされたということになりますと国ではだいたい２兆５千

億の減収らしいですが大仙市としてはどのくらいの痛手があるのか試算で結構ですので

もし分かりましたら教えていただきたいと思います。 

 

栗 林 市 長： いろいろな要素が入っておりまして正確には捉えられないのですが、仮に国の方の２

兆５千億ぐらいが減収となった場合は関係する予算は大仙市でも８億、９億ぐらいなる

のではないかと思います。ただ、そこは国ですからどうなろうがある時期は止まると思い

ますけどもそれが１年間こないとかということにはならないと思いますし、いろいろ本当

に国会で議論してもらいたいと思いますが、一般財源になったとしてもやはりそれぞれ

地方の道路は道路で必要だという考え方は皆さん持っていますのでいろいろ言われて

いる問題で時間的ないろんな混乱ということはあると思いますけどもどこかに収まるので

はないかなという気でおります。いまのところ予算を直して組み替えなければならないと

いう考え方は我々は持っておりません。おそらく他の自治体もそういう考えはないと思い

ます。だいたい我々のところは比較的小さい道路とか大きいところの高速道路はだいた

い出来たという感じであとは国道を少し直していく、そして地方の道路財源を確保する、

そうすると仮に少しやり方が変わったとしても一定の道路に対する予算は取れるのでは

ないかと意外と私は楽観的に考えております。たぶんガソリン税の関係でいろいろなち

ょっとした混乱はあるとは思いますがそれも一ヶ月ぐらいであるところに戻るというのが

政治だと思いますし、行政だと思います。テレビとかでは大混乱といっていますが、大
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混乱しているのは国会であって以外と自治体なんかは冷静に対応できているのかなと

いう感じがしますけども。 

 

加藤久孝委員： 経済的な面から一言を話したいのですが、経済が順調に回転するということはいわゆ

る生産現場があって消費現場があり、これがうまく回っていけば経済が動いていってお

金がうまく回っていくということで、そういうことから考えていま大仙市なり秋田県、大きく

言えば東北全般ですがそれでも福島だとか向こうの方は比較的東京に近いので良いよ

うな感じもしますが、この経済を秋田県の場合はいままでは農業だけに頼り切ってきた

県で特にその中でも米を主体にした農業圏であります。もちろん米の現状については皆

さん分かっているとおりですので、いま生産現場を確保しなければならないということで

さきほど市長さんからイオンが出来るという話であったわけでありますが、それは消費の

現場であって生産の現場がなければあまりうまくないと思います。それでお互いに競争

して潰れてしまいます。だけどもそれを潰さないようにやるためには農業以外の生産現

場を作らなければならないということになろうかと思います。つまりは良い誘致企業を誘

致しなければいけないというこの一言に尽きると思うわけです。いま子供さん方がみんな

県外の方へ出ていくのはどうしてかというとお金を取る現場がないからです。若者が県

外に流出していけば子供がいなくなるのは当たり前で簡単な理屈だと思うわけです。お

金が取れる生産現場を誘致するのが第一だと思います。 

 

栗 林 市 長： その通りだと思います。ものを作るところは経済の根本だと思いますけども一次産業で

例えば秋田県の場合は農業でやはり生活できる農業にしていかなければならないとい

うことで皆さん頑張って我々も手を付けながらやっているがうまくいかない、また二次産

業の製造業についても一生懸命誘致しておりますが全国どこの自治体も同じことを考え

てやってますのでいろいろ頑張ってもやはり限られており、なかなか平等にはならない

というところです。確かに三次産業のサービス業のところはものを作らないでものを動か

しているだけだといわれますけどもやはりそこに職場がある、給料をもらえるというのも

現実だと思いますので、そういうものを含めてできれば豊田市みたいにトヨタを中心にし

て全部製造業みたいなまちが一番景気がいいわけで製造業の物を作るというところが

来て給料を払ってくれるというところが一番だと思いますけどもそれはそれで頑張りなが

らやはりサービス業でも雇用の場所があるとすればあるいは福祉関係の様々な事業に

よって雇用が拡大すればそういうことも我々やりながら生活できる雇用の場所を一生懸

命作るということしかないと思います。もちろん企業、製造業というのを一番の柱にしな

ければならないという考え方に立ちながら我々も燃えているつもりですけどもイオンの

問題も協和の人たちはみんな御所野の方に行ってしまうから悔しいのですが、だから

我々も開き直って確かに旧大曲でも影響はありますけども商業の歴史というのはそれぞ

れの地域が段々中心に集約されていくという歴史があるわけで特色を活かした商業、

店のあり方ということで頑張っている人もいます。イオンの考え方でも湯沢から本荘まで

ターゲットにしたそれだけの魅力のあるお店を作ってここは継続してやっていくことで小

さい店はおそらく何年後かには整理していくと思いますがこのイオンはかなり投資して

ましてそう簡単にやめるということにはならないと思いますので働く場所とすれば長く勤
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めることができるのではないかなと思っております。大曲あたりもみんな御所野に行きま

すものね。角館あたりはみんな盛岡に行きますものね。悔しいから大仙市で一回止まれ

ばその人達を何とか旧大曲の町中に引っ張ってくるというのが我々の知恵でしてそうい

う考え方でやはり働く場所というのを作っていく必要があるのかなと思います。いろいろ

叱られながらも全体としては大仙市としてプラスになる施設だという考え方で我々はい

まはイオンに協力する形でいるところであります。敵対しても何も生まれてこないと思っ

ておりますので、すみませんがよろしくお願いします。 

 

加藤久孝委員： そこで先ほど企業対策班を作って専従の職員を２名配属するという話でしたが、私は２

名なんていわないで５名とか 10 名のしっかりとした班を作って、いわゆる県外の優秀な

企業にどんどん行って交渉するぐらいの人材を配属した方がいいと思います。優秀な職

員がたくさんいると思いますので。 

 

栗 林 市 長： それは私が責任者でいろいろ歩いたりしてまして犬も歩けば棒にというわけにはいか

ないと思います。ただ、考え方としてやっている自治体もあります。小さい市で東京あた

りに人を置いてやってますけども、まずほとんど成果は出てないです。やるといったとき

は新聞に出ますけどもあとどうなったかというと全然成果あがらなかったということです。

たまに当たったりするか分からないけれどもそういうやり方では私は企業誘致は無理だ

と思います。やはりいろんなルート、人間関係であったりいろんなそういうものを調査し

ながらという形でいかないと私は無理でないかと思います。私は民間企業の経験があり

ましてあまり優秀なセールスマンでなくて成績が上がらない方でしたが、行き当たりばっ

たりでというのは私は行政の長としてはやれないと思ってます。もう少し我々作戦を考え

たりしながらやはりいろんなルートを使って社長なり責任者に会っていくということをやら

なければあまり風呂敷を大きく広げてしまうと閉じることができなくなったりすると大変だ

と思って地味にスタートさせていただきたいということでやっているつもりです。 

 

加藤久孝委員： インターネットとかでいちいち行かなくてもこちらの方で下調べをしておいてこちらの環

境に合うかと社長の考え方とかも載っているでしょうからそういうものを全部精査しておい

て企業に行ってみるというやり方でもってやはり出向いていかないと難しいと思うわけで

すが。 

 

栗 林 市 長： それだけのちゃんとした企業というと段取りを付けておかないと課長にも会えないで門

前払いになってしまいますので、それなりに段取りを付けるということが大事でないかと

思います。そういう情報というのは氾濫しているので私は意見が違ってすみません。私

は市長のやり方をやらせていただきます。 

 

加藤幸子委員： 国なり県なりの農業政策が毎年ころころ変わりますけども大仙市としては 20 年度どうい

う方向に向けて農業政策をするのでしょうか。 

 

栗 林 市 長： 我々も行政ですので国県の施策の中でほとんどの部分をやっていくことになります。
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確かに国の方針というのが以外と短期間に大本はそんな大きく変わっているわけでな

いですがかなり手続き的な部分が変わりすぎるというぐらい変わってはきてます。です

がそれを批判してもどうにもならないので我々はまず国や県の施策、そして大仙市と合

わせるものは合わせながら農家の皆さんを信用していかなければならないと思っており

ます。あとは大仙市として特色あるやれる農業施策というものを片一方に用意しながら

展開していくという答えしかできないのかなと思っております。例えばいまの夢プランの

関係なんかは県が財政難でかなり整理すると言ってましたけども我々の方からも強く言

って夢プランはほとんど変わらない形で残りました。ただ、稲作の部分がいまもお話で

あったようにそれにあまりにも特化した農業をやってますので稲作以外の部分で夢プラ

ンを組むという体系に変わってきます。それは変わらざるをえないです。例えば協和と

か南外とかあるいは西仙北とかそういうところに完全な中山間地ではありませんけども

中山間地的なところで人が住んで農業を頑張っている地域があります。そういうところに

夢プランを市として嵩上げという形で補助体系を高くして頑張ってもらうというそういう特

色は出しております。そういった様々な大仙市的な特色の出た展開というのも入れてお

りますけども残念ながら決め手といいますか、これをやればみんなの農業が幸せになる

ということに対しての答えというのは我々見つからなくて、国県の施策と一緒に出来るだ

けのものをやっていこうということが中心にならざるをえないというのが現状です。 

 

加藤幸子委員： ありがとうございました。出来るだけこういういろいろ新しい情報がありましたら流してい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

茂 木 隆 委 員： 今日の協議案件から若干はずれてしまいますが、教育長部局の話ですが栗林市長さ

んが来られたさっかくの機会でございますので発言させていただきたいと思います。社

会教育の面で合併前よりも進んでいるところと多少停滞しているところがあるというように

私も社会教育委員もやらせていただいておりますけども評価がバランス的にうまくいって

ないというような感じを受けました。そこで生涯学習課長の山崎さんにもお話をしました

が、社会教育指導員という制度がありますけどもこれは旧８市町村あるわけですが５名配

置分しか予算措置されておりません。それはそれとして財政的なこともあるのでとやかく

言うことではありませんがいつも合併以来同じ町村にだけ配置されているというようなこと

であり、その隣の町村も社会教育指導員が担当することにはなっておりますけどもやは

り現場におられないということはうまくいかないので、いない旧市町村地域にも別の指導

員を配置してほしいです。そうでなければ行政の不公平感が私はあると感じております。

それから栗林市長さんが先ほどごあいさつと行政についての方針なりをお話しされまし

たけどもその中で触れられておりませんでしたが、前回の議会において予算や人事に

ついても議会を通ってます。その中で一つ市民として疑問に思っている方も多いという

のは副市長の２人制についてです。当然これは必要だから通ったのだと思いますが、い

ま補助金の見直しあるいは削減、特別職や職員給与のカットなどもある中で新たな予算

措置をもらなければならない副市長の選任する大きな理由をぜひ市長さんの方からお

伺いできれば我々も同じ市民の中で説明できるというように思いますので出来たら大変

失礼でありますけどもお話しいただきたいと思います。 



 7 

 

栗 林 市 長： 社会教育指導員の関係ですけどもこれは教育委員会の方と相談してみたいと思いま

す。確かに分かるような気がします。いまのこの地域枠予算、地域協議会というのは社

会教育とかいろいろな問題とみんな絡んできますので、本来であればそれぞれの地域

にいた方が良いというように私もいまのお話を聞いて思いました。その辺は私は予算の

問題ではないと思います。活動の中身の問題に関わってくるのかなと思いますので持

ち帰って教育委員会の皆さんと協議したいと思います。 

それからもう一人の副市長についてですが、そういう声もあることは承知です。ただ、

本来でありますと条例で市長、副市長２名と決めさせていただいております。従来であ

れば自治法の改正前は収入役、助役、市町村長という形でしたけども収入役の役割が

非常に中途半端ということでこの部分をなくしていまの制度に全国的な考え方でなって

おります。いわゆる対内、対外的な特別職の仕事としてやはり市長を含めて３人必要で

ないかというご理解をいただいたつもりでおります。ただ、選任の仕方で私が議会の賛

同を得れないということで一人欠けていたということで、むしろ異例の状態が長引いてし

まったということです。いままでの助役とは考え方が違っておりましてある部分について

は完全に市長の代わりになれるということでそれだけ権限が強くなってきています。そう

いう意味で私は広い大仙市いろんな課題に取り組むのであればやはり市長を含めて２

人の副市長でやっていかなければ目が届かないとかいろんな問題に対して対処が遅

くなってしまうのではないかというように思います。確かにそういう意味では３年一人で

やってこられたからという話をされる方もおりますが、私はやはり正規の形で目一杯仕

事をした方がやはり全体の効果が出るのではないかという考え方で今回議会にお願い

しまして同意をいただいたということでありますので、やはり一生懸命もう一人の副市長

含めて３人で頑張ってみたいと思います。それが市民の皆さんにどういうような評価を

受けるかというのは結果がしっかりしなければいけないものだと思って頑張ってみたい

と思っております。 

 

（５） その他 

今野庄蔵委員： 先ほど市長さんのあいさつの中で協和スキー場を整備するという話がありましたが、ス

キーをやる者としては非常にありがたいと思いますが具体的にどのようなことでしょうか。

その辺り分かる範囲でご説明をお願いしたいのですが。 

 

栗 林 市 長： ほぼ１年がかりで協和総合支所の皆さんの関係する部門とそれから本庁の財政課、現

場部門も含めまして協和のスキー場をリニューアルすることによって人を呼べないかと

いうことでやりました。まだ原案的なものは出来ましたが細部の詰めは行っておりません

けども、ただ少なくてもいま手を入れなければリフトが危険ということで運転できなくなる

ということが目に見えております。その問題を含めてそんなに立派なスキー場を作るつ

もりはありません。ただ、かなりいいスキー場ですが現在のリフトは非常に不効率なもの

で古くもなってきてますのでこの辺を例えばペアリフトに変えてそれを中心にして途切

れ途切れになっている降りるところに人も付かなければ行けないリフトを上に延ばすと

か少しコースも厳しいところは直したりしながら楽しめるような形にするとかそういう感じ
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の設計です。少なくてもいまの美山荘を建て替えて新美山荘を作るとかという考え方は

入っておりません。そこの宿泊関係については下の四季の湯を含めた民間の温泉の皆

さんにお任せするという考え方でゲレンデ周辺はスキーハウスという利用の仕方で考え

ております。あとは出来るだけいまの県立大学のセミナーハウスの辺りを大学にもセー

ルスに行って、もう少しいろんな形で若い人たちが来られるような仕掛けができないかと

かいろんな工夫が計画されております。４月になりますといままで検討してきた材料と新

年度に入って調査費的なものも計上させていただいておりますのでそういう中で計画の

全容的なものを明らかにしたいと思ってます。その程度しかまだお話しできませんが原

案書みたいなものはできてます。 

 

鈴木貞一会長： それでは本日の会議に挙げられた議題は全て終了いたしました。長時間にわたって

ご協議いただきまして誠にありがとうございました。引き続き来年度も皆さんのご協力を

いただいてまた一歩前進したような形でこの協議会を進めて参りたいと思います。よろし

くお願い申し上げて協議会を閉じたいと思います。 

 

 

午後４時終了 


