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第５回 西仙北地域協議会会議録

１．日 時 平成１８年２月２２日（水）午後２時～４時２５分

２．場 所 西仙北総合支所 ３階会議室

３．出席者 別紙のとおり

４．会議内容

○開 会

堀江地域振興課長 ただいまより、第５回西仙北地域協議会を開催いたします。

会長よりごあいさつをお願いします。

○会長あいさつ あいさつ

工藤会長

堀江地域振興課長 早速でありますが、議事に入らせて頂きます。

大仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第４項の規定によ

り、会議の進行は工藤会長にお願いします。

工藤会長 出席委員は１８名中１２名で、過半数を超えておりますので条例

９条第３項の規定により会議は成立します。

会議に入ります前に運営規定第７条第２項の規定により議事録署

名委員を私の方から指名いたしましのでよろしくお願いします。

議事録署名委員は齋藤真紀子委員と佐々木智子委員お二人にお願

いいたします。

それでは、議題１の協議事項、西仙北地域協議会としての課題集

約について議題といたします。

事務局より、内容について説明をお願いします。

堀江地域振興課長 ご説明いたします前に皆様にお詫び申し上げます。

開催通知でもふれておりますが、今回の協議会には、総合政策課

から実施計画の最終案について説明し、協議していただくことにな

っておりましたが、都合によりまして３月の１７年度最終協議会の

際にお願いしたいとのことでしたので、ご理解いただきたいと思い

ます。

また、今日は西仙北地域協議会としての１７年度の区切りとして

の課題を２～３項目選んでいただき、それについて市長が３月の協

議会で回答したいとしておりますので、第２回協議会で話し合われ

たことと、総合支所からの課題とあわせた２１項目について改めて

ご説明申し上げますので、よろしくお願いします。
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それから、お断りしておきますが、市長に答えていただく事項以

外について、もう協議しないと言うことではありませんし、また、

市長が応えたことでも継続と言うこともあると思いますので、誤解

のないようにお願いします。

資料の１ページ西仙北地域協議会提案事項を説明します。

（１ページから３ページまで２１項目を説明）

工藤会長 ありがとうございました。

これまで話し合われてきた協議事項について説明があったわけで

すが、この他にご意見、ご要望はありませんか。

阿部一雄委員 １０番の通学路の整備と関連して、刈和野小学校保護者会の会議

の際に、通学路に隣接して携帯電話の鉄塔が建設されております。

資料によりますと、４０ｍの高さから氷の塊が落ちるおそれがあり

。 、 、危険であります もう一つは電波基地周辺の住民から耳鳴り 頭痛

不整脈などの症状があり悩んでいるという事例があるようです。そ

れから子供の脳や目に電磁波は吸収しやすいので健康上好ましくな

い。１５０ｍから２００ｍの範囲が一番電磁波が強くなるというこ

となので、建設場所から刈和野小学校まで１８０ｍであり、まさに

その範囲に入っているようです。このような問題があり保護者はと

まどっていると聞いております。２月１５日に開催した会議の資料

をもらっておりますが、教育委員会では今の問題を耳にしているも

のでしょうか。

高橋分室長 ただいまの阿部委員さんのご質問にお答えしますが、刈和野小学

校保護者の方で携帯電話基地局の建設についての意見が出ているこ

とは伺っております。ただ、この問題につきましては、国の法律の

下で行っている事業で、教育委員会がどうこう言えるお話ではない

ということで、問題提起については教育委員会としてはご遠慮して

頂いている状況であります。ただ、これについていろいろな意見を

集約するポジションは必要であると個人的には思っております。

堀江地域振興課長 個人的な見解で申し訳ありませんが、荒屋敷の住人として、確か

に通知、回覧もありました。会長さんの話ではボーダーフォンとい

う携帯電話会社で実施している基地局建設は、現在、作業を休止し

ているとのことであります。中止する方向で考えているのでないか

と言うことでした。

伊藤智子委員 この話がでてから調べてみましたが、携帯電話のエリア拡大は土

川地区などでは緊急に必要なことだとは思いましたが、人体に影響



- 3 -

がある記事を読み始めると、東京、千葉などの関東、大阪など関西

では、住民からの環境問題として上がっておりまして、高圧線の立

ち並ぶ街では他の地域と比べ、ガンの発生率が２倍から３倍と多い

ところでは５倍となっている。子供の白血病も２倍から３倍という

資料があります。疫学調査というものは日本ではまだまだ進んでい

なくて、国で定めた基準からすると安全だという業者の説明だった

そうです。しかし世界レベルで考えると解釈の違いがあったと言う

ことで、海外ではほとんどの地域で住宅地には建設しないという条

例をそれぞれの地域で決めているそうです。

８番に上がっている移動通信鉄塔の建設については、早急に利用

可能エリア拡大のため鉄塔を建設してほしい。と、そのまま出して

しまうと住宅地に建設されるおそれがあります。エリアの拡大は必

要ですが建設の条件を付けることが大仙市としてできないものかと

思います。

また、小野地区に建設予定の鉄塔については、学校の先生や保護

者などの住民活動で中止になったと聞いております。このような問

題でガンの発生率が何倍にもなることのないよう、大仙市として取

り組んで頂きたいと思います。

工藤会長 電磁波が人体に影響することは実証されているため、諸外国では

規制をしていることだと思いますが、日本の場合は必ずしもそうで

はないと言うことでしょう。難しい問題と思います。

、 。小野地総務課長 市長の面会日において 同じような問題が話し合われております

電波法に基づく鉄塔の建設につきましては、国の許認可となってお

り、市としてチェックできるのは、建築確認申請の段階で市を経由

、 、しますが 建築物として基準に適合していれば問題はありませんし

先ほどから話し合われています電磁波についても、電波法に基づい

た基準どおりの設置となりますと行政側で関与して、規制できない

のが実情であります。

市長からの最終的な回答としては、業者、東北通信局等に対しま

して、市長会を通じて地域の住民の方々を対象として話し合いの場

。 。を持って頂きたい旨の要望はしていく という回答をしております

阿部一雄委員 先ほど教育委員会に伺ったのは、このような問題があることを教

育委員会として聞いていたかと言うことでありました。ただいま小

野地総務課長からお話がありましたが、教育委員会サイドの問題で

はなく、かなり上の方の問題だと思います。ただ、通学路に隣接し

ており、学校の近くにこのような問題があると言うことを、この協

議会でも話題にして頂ければと思いました。
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１７番目の庁舎内空き会議室の有効活用に関連して、職員会館を

児童館として活用できないかと言う要望であります。この地区には

強首児童館と浮嶋児童館の２つがありました。また、総合支所の南

側には広場を作っていただき子供達や地域のお年寄りも大変喜んで

おります。雨が降った場合などは気軽に利用できるように職員会館

を子供達に開放できないかと言うことで、併せて検討して頂ければ

と思います。

佐々木修委員 ８番の件に関連してですが、大沢郷には平成２０年度に建設を計

画していると言うことでしたが、具体的な計画がありましたら教え

て頂きたいと思います。

堀江地域振興課長 八木山周辺、グリーンロード沿いを計画しております。

佐々木修委員 八木山から南外の国道までのグリーンロードは、交通量は多いも

のの携帯電話が利用できない状況で非常に不便でありますので、是

非とも利用エリア拡大のため早期に建設してほしいと思います。

堀江地域振興課長 平成１８年度は土川小杉山地内、平成１９年度は南外地域で２基

を計画しております。移動通信鉄塔の建設につきましては、業者が

独自で建設するものと、補助事業として市が国、県の補助をいただ

き建設するものがあります。ただし、補助事業として要望しても業

者が手をあげないと建設できない事業でありますので、見送られる

こともあります。

若松謙三委員 刈和野小学校の通学路脇の鉄塔建設について、いち早く意見を述

べたいと思っておりましたが、阿部委員、伊藤委員から出ましたと

おり重要な問題なような気がします。確かに国の許可を得るとどこ

にでも建設してよいことになっています。国でもまだ高圧鉄塔が及

ぼす影響を充分に調査してないのですから、許可を得ると建設でき

るということでしょう。

私たち地域住民にしてみれば、近い将来、健康を害する問題が起

こるおそれのあるものを許可を得たからと言ってそのままでいいの

かということも問題があると思います。刈和野小学校のＰＴＡの動

きも聞いていますし、業者に問い合わせて見るなり、相談して見る

なり、この地域協議会の中から発足して、それが大きな環境問題ま

で発展していくような会になるのが本来の地域協議会ではないかと

思います。伊藤委員にお願いしたいのは、刈和野小学校のＰＴＡと

して活動していることを小野、荒屋敷地域の方々からも理解を得、

また、地域協議会の委員を含めて、西仙北地域の問題としてとらえ
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進めていただきたいと思います

伊藤智子委員 今日欠席してます赤川委員が刈和野小学校ＰＴＡ会長で、いち早

。 、く聞いていたそうです ＰＴＡとしては陳情できないということで

「 」 。子供の健康を守る会 として陳情書を提出したことを聞きました

この問題はＰＴＡとしても重要な問題でありますし、地域協議会の

メンバーも入っていただいて検討してほしいと思います。

若松謙三委員 赤川委員がＰＴＡの代表ですので、リーダーシップを発揮して、

地域協議会の委員と一緒になって進めてほしいと思います。結局、

地域協議会がこの問題を取り上げるとなると行政も支援してくれる

ことになると思います。

五十嵐五郎委員 １番目の眼科医の誘致について、採算がとれなければ開業してく

れるお医者さんはいないわけですが、秋田、大曲へ通院している方

も多いと聞いており、どの程度の方が眼科を利用しているかわかる

範囲で資料がありましたらお願いします。

佐藤市民課長 今現在、大仙市の国民健康保険加入者しかわかりません。合併前

の平成１７年２月分を調べてみますと、医科診療と歯科診療の区別

しかありませんでした。医科診療分については１、７００人、歯科

診療分については２２０人という人数です。ここでいいます眼科診

療は医科診療の中にはいっていますが、そのほかの内科、外科、皮

膚科等も含まれておりますので、眼科だけではあまり多くはないと

推測しています。

若松謙三委員 今まで町として開業医を誘致するという制度、助成措置などあっ

たものですか。

佐藤市民課長 大仙市としてそのような制度な聞いておりませんし、旧西仙北町

でもありませんでした。

伊藤智子委員 高齢化社会になればなるほど眼科医は必要だと思います。診察を

受けても短時間ででき、経過観察などの診療結果が多いように聞い

ております。移動歯科診療があるように移動眼科診療というものは

ないでしょうか。

佐藤市民課長 検診車というものはありますが、医師が添乗しての移動診療は聞

いておりません。県外ではあるような気がしますがはっきりしたこ

とについてはわかりません。
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工藤会長 眼科の場合は診療機械が精密で高価なものでしょうから難しい問

題だと思います

伊藤智子委員 眼科に通院する場合は、電車や車で大曲まで行くことになります

し、目が不自由になると移動そのものが大変ですので、これは是非

残していただきたい問題だと思います。

小野地総務課長 今の問題はこの地域だけの問題ではなく、秋田県全体としても考

えていることであります。一地域としてとらえた場合は眼科医はお

らないわけですが、大曲仙北圏域ではある程度の眼科医もあります

ので、電車やバスなどの公共交通機関を利用して３０分以内だと圏

域計画に載っているというようなことだと思います。ですので、こ

の地域に眼科医がほしいといってもなかなか計画に載ることは難し

いと思います。

工藤会長 このほかに付け加える事項はありませんか。前の協議会で子供の

登下校の話がありましたがいかがですか。

佐々木智子委員 事務局からの説明を受けた段階で、協議会で検討していくという

ものが６項目ありますが、そのほかについては先ほどの説明で回答

があったということでしょうか。また、６項目は今後も協議してい

くということでしょうか。

堀江地域振興課長 その通りです。

工藤会長 さらに３月の協議会で市長さんに是非お答えしてほしいという課

題を何点かを決めてもらいたいということです。

佐々木智子委員 この２１項目のなかから重要な課題を何点かピックアップして提

案するということですか。

工藤会長 ２１項目の中にはすでに計画に載っているものもありますし、国

や県に引き続き要望するものもあります。そのもののほかにこの協

議会で検討していかなければならないものが６項目あるわけです。

３月の協議会では市長から２～３の課題をお答えしていただたく

予定ですし、お答えいただいたものでも、さらに検討するものもあ

るでしょうし、新しい問題もでてくるかもしれません。

佐々木智子委員 そうすれば、どういう分野からいくつあげたらいいか絞っていっ
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た方がいいと思います。

工藤会長 ほかにありませんか。

総合支所の方からありましたらお願いします。

堀江地域振興課長 ２２番目の西仙北地域幼児教育の在り方についてですが、幼児教

育を存続発展させるため公的幼児教育施設の設置を要望するという

ことです。内容といたしましては、地域における現ひまわり幼稚園

の経営方針が示され、公的教育機関に移管を求める嘆願書が提出さ

れております。詳しいことについては分室長から説明をお願いしま

す。

２３番目は火葬場の整備についてであります。昭和３７年開設以

来小規模修繕を繰り返しながら運営をしております。老朽化が著し

い状態ですので、施設を整備し存続してほしいという内容でありま

す。現在の状況としましては、広域市町村組合圏域では大曲と仙北

市、美郷町に設置されております。住民の利便性や配置を考慮した

、 。場合 旧仙北西部地域には必要な施設ではないかと考えております

高橋分室長 昨年の１１月に西仙ひまわり園長から大仙市長あてに、少子化等

の影響によりまして、経営難を理由に公的教育機関への移管につい

て嘆願書が提出されております。総合支所あるいは本町関係部局と

も協議を重ねて参りましたが、未だ結論に至っていないのが現状で

あります。大仙市管内におきましては、大曲ほか５地域ですでに８

園が幼稚園経営をしております。当総合支所としましては将来を見

据えた場合、西仙北地域に公立の幼稚園を設置することができない

のかということであります。これを進めるためには当然新たな財政

負担がありますし、当地域として保育園の統合計画もありますので

幼児教育施設の必要性がどれくらいあるのかを見極めることが重要

な判断材料になると思います。このようなことから当協議会のご意

見を拝聴しまして今後の検討に生かしていきたいと考えております

ので、よろしくお願いします。

工藤会長 今説明ありましたことについて、ご意見ご質問はありませんか。

阿部一雄委員 ひわまり幼稚園から大仙市長へそのような嘆願書があったことを

初めて聞いてとても驚いております。

公立幼稚園が協和地域にもありませんし、西仙北地域にもないわ

けで、私立の幼稚園があったから、公立の幼稚園がなかったのか、

どういう理由でなかったかわかりませんが、県教育委員会では幼保

推進課を設置して幼保の一体化を図っていくという動きがあるし、
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旧千畑町では幼保一体の特区としてなかよし園を発足させておりま

す。園舎も東側が保育園で西側が幼稚園、中央が子育て支援センタ

ーというユニークな運営をしており、全国から視察がきているよう

です。もし、公立の幼稚園を設置するとすれば、国、県が進めてい

るように幼保一体としての考え方で進めてほしいと思います。

工藤会長 幼児教育は非常に重要な課題でもあるので幼保一体で進めていた

だきたいと言うことのようです。そのほかにございませんか。

伊藤智子委員 幼保一体化と言うことは、ひまわり幼稚園がどのようになるのか

わかりません。神岡地域では公立の施設で保育園児が年齢が上がる

と幼稚園に入ると聞いておりますが、どのようなシステムになって

いるのか教えて下さい。

阿部一雄委員 先ほどの私の意見は、ひまわり幼稚園の経営が困難なのでなくな

ると言うことを前提に、公立幼稚園は幼保一体化が望ましいと言う

ことを話したつもりです。現在のひまわり幼稚園をどうこうする話

ではないです。西仙北地域に私立の幼稚園がなくなるので、公立の

施設としてどのように考えていくかという問題であると思います。

高橋分室長 ひまわり幼稚園が施設も老朽化しているし、園児も激減している

状況で経営が困難になってきております。将来的には閉園せざるを

得ないと言うことのようです。現在の私立の幼稚園を吸収しながら

公立の幼稚園を設置していただきたいという内容の嘆願書でありま

す。

ひまわり園をどうするかという問題ではなく、この西仙北地域と

して幼稚園が必要なのかということです。保育園に重なる部分は十

分あるわけですが、１００％同じであるかは見えない部分がありま

す。神岡では０才児から３才までは保育園、４，５才を幼稚園と２

段構えの形で小学校に就学させるという流れになっております。

保育園の中で幼稚園としてのカリキュラムを組み込んだ形ででき

るかについても検討が必要だと思います。

長年、ひまわり園に対して旧西仙北町として多額の補助金を出し

て経営を支えてきた歴史があります。時代の流れの中で幼稚園を消

していいのかをまず皆様方から検討していただきたいと思います。

その方向が決まりましたら、ひまわり園をどうするか。今のひまわ

り園の救える部分をどうするかなど、施設の活用も含めて検討され

ることになるかと思います。

佐々木智子委員 ひまわり園の幼児が一番多い年度と人数がわかりましたら教えて
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ください。

高橋分室長 幼稚園としての認可を受けたときで３学級で２０名です。許可さ

れている定員は８０名となっています。

今持っている資料の中では昭和６０年度に４６名までのびておりま

す。その後４０名前後を推移して、平成に入って徐々に減少してお

ります。なお、来年度平成１８年度の就園予定は１名か０の予定で

あります。

佐々木智子委員 保育園は子供を預かる施設と認識しており、幼稚園は教育する場

、 。所だと考えておりますが どのような教育内容か資料はありますか

高橋分室長 公立の幼稚園と違いまして、園の教育方針や経営内容については

承知しておりません。ただ、災害などいろいろな情報については園

の方に提供しているわけですが、園の経営その他内部についてはノ

ータッチです。

佐々木智子委員 この協議会で検討していくとなれば、地域全体にアンケート調査

を実施して、幼保一体としての施設として必要なものなのかを調査

していただければと思います。

伊藤智子委員 うちの子供も３人入園しており、４番目も入園させようと考えて

おります。保育園とどこが違うかといいますと、夏は４時、冬は３

。 、時に帰る時間が保育園より少し早いことでしょうか 保育の内容も

頻繁に散歩に連れて行くなど、算数や字を就学前に教えるというこ

とはないので、それほど変わらないと思います。

ただ、子供が減っていくという現実の中で、ひまわり幼稚園を存

続するのは難しいと思いますので、アンケート調査をするなどして

方向を決めたらと思います。

若松謙三委員 旧西仙北町の保育園からは優秀な人材が育っていますし、それぞ

れ社会で活躍しているようです。ひまわり幼稚園は昭和３０年頃に

設立されてまして約５０年の歴史がありますし、卒園されました方

々はそれぞれ日本全国で活躍されております。この地域でひまわり

幼稚園が無くなるということは、大きな教育の減点になるのではな

いかと思いますし、幼稚園が無くなることは地域のマイナスの要因

になると思います。ひまわり幼稚園では公立の幼稚園にしてくださ

いとの要望のようですので、市の方で考えていただいて、公立の幼

。 、稚園化を目指してもらいたいと思います 協議会の重要案件として

公立化ということを地域協議会の総意として押し進めていったらど
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うなのかと思います。

工藤会長 いろいろご意見があり、議論されましたのでこの２件も入れまし

て、課題について検討していきたいと思います。

暫時休憩します。

（休憩）

堀江地域振興課長 冒頭にも説明しましたが、３月の最終の地域協議会に市長が出席

します。１７年度の区切りとして協議のあった２３項目の中から２

～３項目を選んで提案し、市長から回答をいただくことになってお

りますので、この中から選んでほしいと思います。

工藤会長 事務局から説明ありましたように、２～３点を選んでほしいと思

います。

阿部一雄委員 私立幼稚園が無くなれば保育園の対象にならない幼児が就学前教

育ができなくなるので、深刻な課題でありますので幼稚園の問題を

是非取り上げてほしいと思います。

五十嵐五郎委員 火葬場の整備については、旧仙北西部地区では必要ですので存続

するよう提案してほしい。

若松謙三委員 突然、火葬場の整備、存続について課題としてあがったことは、

その背景には火葬場が無くなるという動きがあるのでしょうか。

佐藤市民課長 火葬場については、昭和３７年開設以来４３年間、小規模修繕を

繰り返しながら運営しています。年間１３０体～１４０体処理して

いますが、かなり老朽化が激しくなっております。実施計画でも火

葬場の整備ということでのせておりますが、まだ、確定しておりま

せん。旧仙北西部地域には必要な施設と考えておりますので、協議

会でも検討していただきたいと思います。

佐藤総合支所長 市民課長から説明がありましたが、旧西仙北町として合併前から

改築計画がありました。大仙市として広域圏組合で運営している大

曲斎場もありますが、２～３年のうちに移転も含めた改築計画があ

りまして、大仙市に２つもいらないのではないかという話もありま

す。約４０年も前から運営しており、また、合併後は協和、南外、

神岡などからも利用されておりますので、大仙市の財政事情もあり

ますが、是非旧仙北西部には必要な施設と考えております。
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佐々木智子委員 先ほど協議会として検討していただきたいとあった６つの中の、

３番と９番と１６番は少子高齢化ということで一つにまとめること

ができると思います。

若松謙三委員 少子高齢化に関連して、通学路の整備や登下校時の安全問題など

も含まれると思います。

小笠原博委員 ２３項目ありますが、この中から重点事項を選べということは他

はどうでもいいということにはならないわけで、２３項目全部を提

案してもらいたいと思います。土川地区も大沢郷地区でも地域的な

要望があり、私の立場からいうと今後も要望活動を続けてもらいた

いわけです。ですので、協議会で順番をつけないで全部あげてもら

いたいと思います。

工藤会長 西仙北地域協議会ではこのような課題を検討しております。とい

うことで報告しても良いと思いますし、この中から何点かについて

市長が回答すると思いますが、他についてもその際、話し合ってい

ただきたいと思います。

堀江忠男委員 協議会で話し合われた課題は全て重要な事項であり、私が提案し

ました大沢郷水道の整備も年次計画にのって進められると説明を受

けましたが、他の事項についても全部提案事項として報告してほし

いと思います。何点かは市長が回答すると思いますし、事務局から

の説明と同じくなるものもあるでしょうが、この協議会としての検

討項目となったことは、それぞれ地域での重要な問題であるので全

部報告してほしいと思います。

工藤会長 全２３項目を提案事項として提出します。時間の関係もあると思

、 。いますので その中から何点か答えてもらうことになると思います

阿部一雄委員 次回の協議会では市長がただ答えるのではなく、市長と意見交換

するような会議にしてほしいと思います。

工藤会長 この協議会では、平成１７年度でこのようなことが話し合われた

ということを、市長さんに理解してもらいたいし、そのような会議

にしたいと思っています。

以上で協議事項についてはこれで終わりたいと思います。

続きまして報告事項として事務局から報告を願いします。
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堀地域振興課長 委員のみなさんからも平成１８年度総合支所枠について、提案い

ただきました。その概要について総務課長より説明お願いします。

小野地総務課長 平成１８年度総合支所枠予算について説明いたします。

総合支所枠予算において各地域やそれぞれの課題に的確に対応す

るため創設されるものであります。地域協議会委員の方々からもご

意見をいただいております。それをベースにしまして調整し予算要

求したものであります。みなさんのご意見の中から５００万円の範

囲内でしかも実施可能なものについて予算化しております。ご意見

の中には大変貴重な提言でありましたが、どのような手段、方法で

実施するのかという具体的な形で予算を計上することができなかっ

たものもございましたので、今後も支所枠予算を継続したいと考え

ております。

みなさまからの意見として多かったのは、地域ボランティアの育

成、自治会の活用、子供の通学路の整備などの提言がありました。

これらの意見を参考に７つの事業を主体に予算計上しております。

資料に従い概要について説明いたします。

（資料に基づいて内容を説明）

工藤課長 支所枠予算についてなにかご意見、ご質問はありませんか。

若松謙三委員 ただいま説明いただきました総合支所枠予算に地域協議会で検討

した内容が取り入れられていると思いました。ＮＰＯ団体がボラン

ティア活動をするというのは住民から自発的なものであり、行政側

がリーダーシップをとって発足させた会というのは長続きしないよ

うです。講習会や研修会を開くのは結構ですが、無理に進めるので

はなくて、自然に会が設立するような指導をしてもらいたいと思い

ます。

また、自治会に対する補助ですが、過去３年間補助金をもらって

ますが、もらわなくてもやっていける事業に対して援助をもらって

いるような気がします。もう少し、行政でチェックしていただきた

いと思います。たとえば毎年実施している事業でなく、新しい事業

に補助金を交付するなど、例年、もらわなくてもできる事業に対し

て補助金をもらっているようですので、その点も検討していただき

たいと思います。

工藤会長 他にございませんか。もしなければ、次の真木ダム代替案につい

て説明をお願いします。
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佐々木土木課長 真木ダム代替案について説明いたします。

真木ダムについては、県が旧太田町の斉内川の計画していた真木

ダム建設中止に伴う、代替案を検討するためプロジェクトチームを

。 、設立しました １７年７月から１８年２月まで４回の会議を開催し

代替案をとりまとめております。

配布しております資料をごらんになってください。

（資料によって説明）

工藤会長 真木ダム代替案について説明ありましたが質問ありませんか。

無ければ、その他に入りますが、事務局からお願いします。

堀江地域振興課長 大仙市男女共同参画プランということで計画書を配布しておりま

すので、後ほどごらんになっていただきたいと思います。

また、３月の最終の協議会は市長の日程等がありまして３月２９

日午後を予定しております。

工藤会長 次回の協議会は、市長さんとお話し合いができるような座談的な

形式ではいかがでしょうか。

できればそういう形で協議会を進めていきたいと思いますので、

事務局からも本庁に話をしていただきたいと思います。

他に何かありませんか。

若松謙三委員 県から権限を委譲された２１項目があると聞いておりますが、ど

のような内容でしょうか。

また、知事さんと懇談する会があったようですが、この会からは

どなたが出席されたでしょうか。

堀江地域振興課長 会長が出席予定でしたが、急遽都合が悪くなり、副会長の佐々木

智子さんが出席しております。

佐々木智子委員 地域協議会の委員というより、私の県に対しての要望という形で

お話をさせていただきました。

福祉と医療の連携をとった計画を提言させていただいております

が、その中の若年性の認知症をとりあげまして、それに対しての県

としての支援策はどうかということをお聞きしましたところ、仙北

地域振興局から県としては、市に働きかけをしてくださいとのこと

でした 、この間、市の会議に出席し、その内容を話しましたとこ。

ろ、地域協議会から話を持ってきてくださいといわれました。

若松謙三委員 差し支えがなかったら他の方の意見もお聞かせ願えないでしょう
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か。

佐々木智子委員 大曲からは大曲地域活性化ということで、ユニークなイベントや

他県から客を呼ぶようなホームスティを花火にあわせて実施するな

ど、花火の特区にできないものかという提案がありました。

知事さんからはおもしろい提案なのでもう少しまとめて大仙市とし

て要望してくださいという回答がありました。

太田からは議場の利活用について、県の支援策はないかという要

望でした。知事さんからはアイデアの勝負なのでその地域でどのよ

うな活用していくかであり、いろいろ検討して要望してくださいと

のことでした。

美郷町にあるＮＰＯ法人ほっと大仙からは自立支援法が施行され

ますので、障害者に対しての補助の要望でありました。

南外地区からは出羽グリーンロードの道路整備と圃場整備の要望

がありました。これについては１８年度、１９年度の予定しており

、 。ますが 予算の関係で２０年度になる可能性もあるとのことでした

担い手支援策についても要望がありました。これについては平成

２０年度から支援をしていくとの回答でした。

仙北からは安心安全ということで、保育から食育について提案さ

れておりました。

メモ書きですので、不確かな点もありますが私の記憶している範

囲でお話しいたしました。

工藤会長 他になければこれで終わります。長時間にわたって活発なご意見

をいただきました。きょうの会議はこれで終わりたいと思います。

ご苦労様でした。


