
  第６回 西仙北地域協議会会議録 

 
     １．日 時       平成１８年３月２７日（月）午後１時３０分～３時４０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６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 
  工藤淳志会長 
 
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１５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。 
議事録署名委員は小笠原浩之委員と佐藤和弘委員お二人にお願い

たします。 
                     それでは、議題１の西仙北地域協議会として提案した事項について、

市長からご報告頂きたいと存じます。日程の関係上ご案内のありまし

たとおり少子化対策、幼児教育のあり方、火葬場についての３項目に

ついてお願い致します。 

 

市  長      報 告 

 

 

工藤会長      どうもありがとうございました。ただいまご報告がありました事

項について是非お聞きしたいことがありましたらお願い致します。 

 

阿部一雄委員        市政は市民のためのものでなければならない。あるいは、職員は

市民の目線で判断し行動しなければならない、とありました。この

ことは広報等を通じて理解していたしこの地域ではすでに存在して

いたことだし、この事は具体的に当地域にも当たったことで大変喜

んでおります。 
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少子化対策に係わり、この近辺には子供の遊び場がなく市長面会

日でも話題になった。庁舎内の一画をわんぱく広場と言う名前で解

放してもらい、市役所職員や地域の方々も出動し遊具等の設置や古

タイヤ利用の作業に当たった。他の市役所職員も市民の目線に立っ

た西仙北総合支所職員のように自ら動くことにより市と市民に対す

る信頼が深まっていくものと思います。 

                     統合保育園の中に支援センターを設置する構想があるということ

がありました。刈和野地区には公立幼稚園が無く、市立幼稚園が開

園されるだろうと言う噂がある。先々は公的な保育園のほか幼稚園

が必要でないでしょうか。千畑町が他に先駆け地域特区で行われた

幼稚園と保育園が一体化している。その中には子育て支援センター、

子育て相談の場もあるし専門の職員も配置されている。この地域に

も幼稚園と保育園が一体化した、安心して保育ができ、子供達が、

親達が、そして地域の人達が係わりの出来るような子育て支援セン

ターを設置してほしい。わんぱく広場、子供の遊び場に雨が降って

も気軽に入れるような場所があればいいと思います。 

                     学校教育に係わることですが、障害のある子供達への支援、生活

支援のための職員の配置を各学校に大幅に増やしたことは大変心強

い事である。児童数は減少し障害をもった或いはいろいろな面で支

援を必要とする子供が多くいる。職員の配置は親達が安心して任さ

れるし、学校の中でも教師自身の負担軽減にもつながる。人員の確

保は困難であると思うが、新年度を迎えるに当たりどのようになっ

ているかお聞きしたい。 

火葬場について西仙北地区から無くなるようです。将来的にみて

も困難ではあるようだが、北部、南部、中央にはあるが、距離的な

面からも何とか考慮して頂き西部地区にも是非設置してもらいたい

し、地域協議会としての願いでもあります。 

 

市  長           子育て支援センターについて新統合保育園に設置する事にしてい

る。刈和野、土川地区を含め子育て支援センターが必要だ、という

皆さんの意見があるならば、いろいろな考え方で保育園或いは幼稚

園に設置するという考え方がある。場合によっては庁舎が広いこと

から、様々な人が来た方がいいのではないかと思っている。上手く

棲み分け出来れば子育て支援センター相談所みたいな機能をこの中

に入れてもよいのではと言う考えを持っている。 

学校支援員講師についての対応について、講師不足に陥っている。

講師の身分が不安定であること、年齢制限もあり今までのように講

師リストが潤沢でない状況である。若い人達で全部をこのような人

達の仕事をして頂くことは無理であるようなので、ＯＢの先生方で

経験のある人を中心にしながら人数を確保し対応できそうだと教育
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委員会から聞いている。 

火葬場について、広域圏組合として調査をしている。例えば協和の

人達が必ずしもここ西仙北斎場に来るわけでもなく、殆どが中央斎

場に来ているようである。広域的組合の検討の中では近いところが

一番良い訳ではあるが、それぞれホテル、葬儀場ではバス対応をし

ており、距離よりも内容を充実した方が良いのではないかと言う議

論が強い。大曲地区に一つ、西部に一つと言うように四つの斎場を

持つことは無理と感じている。いま改築をしなければならない中央

斎場と、旧西仙北町単独で対応していた一つの炉と一緒にして、三

ないし四の炉で利便性の高い施設にした方が良いのではないかとい

うのが全体の意見である。 

広域圏組合では消防・斎場・介護保険・更生園などの仕事をして

いる訳であるが、消防の問題でも単独の分署を残しながらも分署の

再編を行ってきている。東部は太田地域に東部分署として新しくな

りました。美郷町には旧仙南村に西分署ということで大曲角間川地

域と旧仙南、六郷関係を一つにして分署にしている。もう一つ残っ

ているのは西分署ということで、来年又は再来年度やらなければな

らないと思っており、花館、南外、神岡、一部大沢郷をカバーでき

ないかという考え方で、西分署と言うことで然るべき場所と計画を

検討している。ここ西仙北と協和の消防は単独ということになる。

これで概ね広域の消防の配置が決まります。このように斎場につい

ても、一定の費用で最大限の効果を上げてみたいという考え方で現

在進めている。 

 

工藤会長           市長からの報告を含め時間の関係もあるので、この後座談会に切

り替えます。 

これまで地域協議会が協議してきた課題を含め進めて行きます。

皆さんの質問、意見によって進めて行きますので、進んでご発言を

お願い致します。 

 

阿部一雄委員        子育て支援センターを統合保育園に設置するということなのか、

或いはそれとは別ということなのか理解できなかった。刈和野地域

に子育て支援センターを設置するということでよろしいでしょうか。

その場合子育て支援センターは建物と共に、子供達を見守る専門保

育士の配置、遊具、児童図書等を考えて頂き、刈和野地域には統合

保育園は必要であります。子供達が自らの足で歩いて支援センター

に来てというエリアでしょうか。 

 

市     長           現在考えている子育て支援センターはいろいろな施設を配した子

育て支援センターというものもあると思うが、当面子育てをしてい
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るお母さん、若い人達が様々な相談や子供を連れて来て集える場所

を何とかしてくれませんか、という需用が非常に多いと聞いている。

そのような部門から実施していかなければならないと思っている。

そのような意味で保育園或いは幼稚園での機能を保育士も入れ、ま

た、別立てで専門の研修を受けた人が居なければならないと思う。

例えばまた、旧大曲でも保育園ではなく、中心市街地のような所で

アパート住まいといった様々な若い人達が居る。いろいろな相談機

能ができるような場所を造って貰いたいという話がある。そう言う

考えで、保育園以外でも造るべきではないかという考えである。先

程申し上げたのはそのような意味で、立派な庁舎があるとするなら

ば、そこに人と小さな子供達が遊べる場所は必要と考えられる。そ

れを含めて相談機能をここで持たせても良いのではないかという考

え方である。それ以上進んだ事については次の段階で考えなければ

ならないのではないかと思います。 

私立の西仙北の幼稚園問題については検討しなければならない課

題と思っている。しかし、公立の幼稚園を造るということは無理で

はないかと思っている。今度１０月から幼保一体について、国でも

子供園という形で仕組みをはっきりさせてスタートすることになる。

統合保育園がどのような位置づけになるか、幼保一体の中で幼稚園

保育園の問題を考えていかなければならないと思っている。 

 

工藤会長         ほかにございませんか。 

 

若松謙三委員        少子化の対策について、行政そのものが少子化対策ために行政を

行って行かなければならないことであり、具体的なことを取り上げ

て少子化対策だといっても中々効果が出ないことは皆さんご存じの

ことと思います。 

男女共同参画、これもまた少子化対策の一つであるし、医療の問

題、子育ての問題、これも最終的には少子化対策につながっていく。

言わば行政そのものが少子化対策のために行政を行っていることに

なる。これを含め、地域住民と共同の形で行政をやっていくと言う、

市長の考えが合併からようやく浸透して来たのではないかと思いま

す。 

地域対策として、合併当初は大曲周辺部が粗末にされるのではな

いかとか、住民サービスが低下するのではないかという不安があっ

たけれど、ここ１年合併の市の運営、総合発展計画を見ると地域の

ことも配慮され行政運営されていることから良かったと思っている。 

火葬場の件について、環境と広域的な考え方で行政運営をやって

いかなければならない。広域圏組合で検討されているが、刈和野地

区に既存しているこれを大事に利用し補修等をし、使えるまで使っ
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ていくと言うことで良いのではないかと思います。 

学校通学路の対策について、刈和野小学校の通学路はありません。

そこで試験場の問題になるわけであるが、何とか反対側の敷地確保

とか、通学グリーンベルト帯の設置とか何らかの形で通学路だよ、

という表示をして頂きたい。 

地域枠予算について、ここ数年確保されて行くものと思うが、火

葬場、通学路の問題も地域協議会で検討し、そして予算の中で事業

を実施していく方法もあるのではないでしょうか。 

 

五十嵐五郎委員    眼科医誘致の問題について、この地域には歯科、内科、産婦人科、

小児科の医者が揃っているが眼科はありません。開業医がいるかど

うか行政とは別の困難な問題があるようですが、西部の協和にもあ

りません。西部地区の住民の方々は段々と高齢化が進んでくる訳で

あります。薬を貰うだけでもわざわざ大曲に行かなければなりませ

ん。大曲には駐車場もなく困っている形です。そのようなことで是

非西部の方に住民の足の問題もありますので、眼科医の誘致ができ

るよう市長からもお力添えいただければ大変ありがたいという要望

であります。 

 

市  長          非常に困難な問題ではあるが、今度大曲地区から県医師会会長も

出られましたので医師会を通じてどのくらいの人数に１人の眼下医

師が必要なのかわからないが、協和、西仙北地域には眼科医がいな

いということを医師会に伝えながら地域の実情について話してみた

い。 

地域枠予算について、ハード事業は何も出来ないと思います。ハ

ード的なものを実施するとすれば、例えば機械は何処かの土建屋さ

んから交渉して無料で借りてきて、みんなが出て作業をするとかは

ハード的な事は出来ると思う。いずれにしろ地域のソフト事業だと

思う。地域の人達がやらなければならない事に対して使って頂きた

い。地域協議会の皆さんだと、ここの地区はそれぞれの旧昭和の合

併地区に地域の振興会がありますので、こういった地区とも連携を

しながら一緒にやられるような、旧西仙北町の人達が気持ちを一つ

になって取りかけられるような事業を支所と一緒に考え出していた

だきたい。当初５００万円でスタートしたわけであるが、住民の皆

様と行政が共同に動くという仕組みが働いてくれば拡大できるので

はないかと思っている。先行事例はいろいろあるわけではあるが初

年度でもある。協議会の皆様を中心に支所と一緒になって、住人に

とって福祉面ではこんなことが出来るのではないかとか、いろいろ

工夫をしていただきたいと思っている。５月位まで年間計画を立て

ていただきたい。予算消化しなかったからどうのこうのというわけ
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ではない。地域で有効に使う仕組みで、あとは支所長の決裁ででき

る。何時までもスタートできていないと形が見えてきませんので、

全体計画が出来なくてもこの問題だけは早くみんなでやれるのでは

ないかと言うことからスタートして頂き、みんな集まりまた次の課

題をやってみようというやり方でも良いのではないかと思っていま

す。 

 

伊藤智子委員      通学路の件について刈和野小学校と農事試験場との調整を考えて

いるとのことを聞きありがたく感謝いたします。 

移動通信鉄塔の問題が刈和野地区にある。鉄塔の建設を早急にし

利用エリア拡大という考えを地域協議会でもまとめて取り上げてい

る。その後三カ所ほどすでに鉄塔が建った。また、住民が待ってく

ださいという形で中止になった例があります。一カ所についてかな

りもめている状況だと言うことですが、積極的に実施してもらいた

いというお願いは出しているが、出来るならば乱立するのではなく

条件を整えて頂きたいと思う。大仙市内でもこの件に対して問題に

なっていることは無いでしょうか。市長の考えを聞きたい。 

 

市   長          総合政策課長から考え方を述べるが、携帯電話は便利で殆どの皆

さんが持っている。逆に情報発信をしなければならない時代になっ

てきている。住民の皆様から出来るだけ不感地帯解消の要望は非常

に強い。国の制度とか県の補助を使いながら大仙市もお金を出しな

がら不感地帯解消が大前提である。土川地区について今般補助事業

を入れながら１、２と建設していかなければならないと思っている。

他方あまり便利なため町中で様々なサービスが出来ると言うことで

今三社がバラバラと鉄塔が建つようなことがあり、或いは電波であ

ることから場合によっては一定の影響があるのではという懸念がさ

れている。どの辺をどのように折り合いを付けていくかと言うこと

であるが、非常に悩んでいるところであります。 

 

総合政策課長      移動鉄塔携帯についてでありますが、基本的には通信事業者ＮＴ

Ｔ、ドコモ、au、ボーダフォンがある。この方々が自分たちの営業

としてテレビ鉄塔を建てて行くことが基本となっている。ただ、採

算ベースに乗らない地域たくさんあります。例えば中山間地とかそ

のような所は現在不感地帯として、その解消については市町村がや

っていくしかない。携帯電話は日常生活に欠かすことの出来ない状

況になっている。市としては出来るだけ不感地帯を無くすための事

業を進めていくという方向で動いている。 

現在大仙市内西仙を含め協和、南外地域に不感地帯たくさんあり

ます。一つの鉄塔が一社で約５０００万円、二社相乗りで約１億の
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事業となる。国の補助等を含めて実施するが一気に実施することは

困難である。もし建てるとしても必ず事業者の負担があります。事

前に不感地帯でありながら通信事業者がこの事業に相乗りする形で

承諾を貰わないと事業は進められません。全く過疎地帯で数件の対

象者がいない場合は無理と考えている。行政としては不感地帯解消

を事業として実施していくが、一方で密集地に携帯移動鉄塔があり

それが人体に影響があるのではという不安を持っている方々が若干

反対運動をしている。国においても長年電波について言わば電磁波

はこの社会の中で常に存在しており、基本的には影響がない範囲内

で電波は流されているとしている。一番不安に思われているのは熱

作用ということで、電波が体内にどれだけ吸収されるかということ

で国の基準を示している。国が通常示している基準の１０分の１を

基準にして受信送信を行っている。国の考え方では基準の１０倍の

電磁波でも人体には影響はない範囲内で事業者に許可を与えている。

市としては各事業者が実施しているテレビ鉄塔は安全性にクリヤー

されているという認識をしているが、住民の方々がどうしても直下

で電波を受けるのは不安だということで、特に学校の近くとか小さ

い子供達への影響が心配されているということで地元で不安がある

とすれば地元と業者との間で話し合いをして頂くしかない。 

 

赤川和弘委員      携帯電話の基地局についてでありますが、人体に害がないと国の

基準を満たし基準以下の数値であるからこれは安全だということは

あくまでも基準値以内で収まっていると言うことで、安全であると

は言い切れないことである。例えばＷＨＯの基準の中でも携帯電話

の電磁波の問題が出てから基準値をもう少し下げなければいけない

という方向にも出てきている。また、手元にある去年の新聞資料で

はありますが、昨年は２００件ものトラブルがある。なぜトラブル

があるのか、何かの原因があるからトラブルがある。電磁波という

のは三つの作用がある。非熱作用と熱作用と○○作用がある。非熱

作用が問題である。どのような状態があるのかというと宮城県の例

では男性の場合体調不良、耳鳴り、不眠、頭痛、鼻血、車のエンジ

ンのような音が聞こえる。その人がその地域を離れたら車のエンジ

ンのような音が消えた。女性は赤い斑点が出たり、音に対して強度

に過敏になったりする症状が出ている。また、外国の偉い博士の実

験結果、子供の場合二倍の白血病の起こる可能性があるという断定

した研究所がある。このようなことから人体に何も影響がないとい

うことはあり得ないと思います。何故かというと、病院のそばに電

波塔が建ちますか建たないと思います。病院にはいろいろな電子機

器がある。電子機器に何らかの影響が起きた場合命に大きな問題が

起きてきます。そのようなことで何らかの影響があるから建たない
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と思う。それが今荒屋敷のところに小学校から１５０ｍ以内の所に

鉄塔を建設しようとしております。資料によると２００から３００

ｍ以内の所が一番影響を受けやすいデータが出ております。そのよ

うなことから１年生から６年間電磁波を極微量で身体に影響はない

としても、それが子供達の身体に朝から晩まで浴びせ続ける環境の

なかで子供達が自由に親が不安のない中で勉強をさせ続けるのか、

予防の鉄則から言ってそのようなことが１パーセントでもあった場

合は住宅地や学校の近くではなくもっと適したところがあるのでは

ないだろうか。自分でも家族で合わせて携帯電話を６台使っている。

便利の中にもそのようなものもある。それよりも危険性のあるもの

であればデータ的に大丈夫といっても０．１パーセントでも危険性

があるものであれば市として考えて許可を出すべきである。学校の

エリアから何ｍ、住宅地には何ｍといった条例をつくった上で業者

に鉄塔を建てる認可をだすように節にお願い致します。盛岡市では

すでに条例化しているという情報を受けている。大仙市でも子供達

の環境を守る上でも住宅地ではなく、適したところに鉄塔を建てて

頂くという方向で考えて頂きたい。 

 

総合政策課長      ただいまの発言の中で市が許可する権限は業者が営業としてやっ

ている場合市への申請はありません。市は許可権がございませんの

で、東北総合通信局サイドの申請であると聞いている。国の基準を

満たしていれば安全かというと、国は種々の実験を元に出している

ものでその１０分の１以下の安全な電波しか流せないと言っている。

それにしても地元の方々の不安はあると思います。その点につき地

元として業者にここは上手くないよと言う活動をしていくしか今現

在ないのではないかと考えております。盛岡市の例をあげておりま

すが、盛岡市は独自に条例化したものと聞いている。大仙市として

今後条例をつくれるか検討させて頂きたい。 

 

若松謙三委員      鉄塔の電波の話を聞いて、今日は総合政策課長さんもお見えです

ので意見要望を言わせて頂きたいと思います。電波もしかりですが

環境問題も全世界的に大きな問題で、これからも益々大きな問題に

なっていくことは誰しも分かっていると思います。環境と言っても

いろいろなことがあり大仙市として環境の良い街作りを目指してい

ることから、環境審議会又は環境対策委員会といった環境について

専門の環境の保全とか想像というような専門の方々の意見を聞くよ

うな会をつくり、市長から諮問するような形でいち早くつくって頂

きたいと思う。環境基本法というものがあり、行政側で条例を定め

審議会なるものをつくっても良いと言うこともありましたので、い

ち早く環境問題をとらえる委員会の設置をお願いしたいと考えます。 
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伊藤智子委員     鉄塔についてに先ほどから問題になっている場所は農事試験場の

向かいです。通学路歩道をつくって頂きたいと言う所のその場所に

建とうとしているので機会がありましたらご覧になって頂きたい事

を付け加えさせて頂きました。 

 

 会  長     他になければ、この後大仙市総合計画についての協議もございま

すので座談会をここで区切らせていて頂きます。 

これから５分間休憩とします。 

 

若松謙三委員      総合政策課長さん私は第１回目の協議会の時から市民条例何々と

言っておりましたが市長さんも議会側から出てくればいいなと言う

事を言っておりましたが、私が狙おうとしているのは議会側からで

はなくこの西仙北地域協議会だけではなく八地域協議会の中からそ

う言う声をまとめて出て行った方が、よりよい市民が行政側に参画

できる体制になるのではと言うことで、当然議会の方々はそれぞれ

考えていると思うが今までは議会と市長は行政の両輪と言うことで

ありました。これからの街は三位一体ではないけれど行政と議会と

市民の三つが三角関係でお互いが権利も義務も同等だと言う形で街

おこし街づくりをして行かなければならないと考えている。出来れ

ばほかの地域協議会とも相談をし、住民側から条例を作成するよう

な事になれば何よりだなと思っております。 

 

総合政策課長   先ほど市長の挨拶の中にもありましたが、平成１８年度で地域協

議会の皆様を一堂に会した研修会等を企画してみたいと考えており

ます。そのような中で各地域協議会の皆様が一堂に会しますので、

その中でこのような意見が出てくることに我々は期待しているとこ

ろであります。逆にこちらからよろしくお願い致します。 

 

会  長     ほかにございませんでしょうか 

 

佐々木（忠）委員  まちづくりの、わたしたち大仙市の中からですが、６つの施策の

中で活き活きと希望を持って活躍できる街づくりの農林水産業の振

興と環境と調和し快適で安全に暮らせるまちづくりの中で生活の安

全と安心確保を兼ねたようなものでありますけれど、先ほど携帯電

話の鉄塔の話で、電磁波の影響と子供達に対する電磁波の影響を心

配するという意味合いから、給食について要望であります。私は今

農業をやっていて県農業公社認定の減農薬減化学肥料という稲作り

をしております。今安心安全の食とか地産地消食育と言う言葉が飛

び交っておりますけれど、大事な子供達になるべく今まで以上に農
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薬とか化学肥料の影響を受けないような給食を食べて健康づくりを

して頂きたいと思い、減農薬減化学肥料の米を西仙北地域でも広範

囲に今耕作面積が広がってきているので、価格の問題もあろうかと

思いますが子供の健康を考えたときにそう言う米を食べて頂きたい

という要望であります。 

 

総合政策課長   食育、給食について現在核となる給食センターとして大曲南外給

食センターを建設中であります。ここが今後の学校給食センターの

中心となることとなっております。その中でいろいろな設備を持ち、

子供達や親の方達も見学頂けるような施設も併設すると聞いており

ます。その中で食育というもの安全な食べ物はどういうものかとい

うことも検討されると思っております。ただいまの要望につきまし

ては給食センターサイドに話して行きたいと思います。 

会  長     ほかにございませんか。 

 

総合政策課長   公共交通について、現在高齢化が進んでおり大仙市として新たな

地域交通のあり方を平成１８年度から検討する事になっている。赤

字バス路線に対する補助は約１億円近い額になっている。これらを

統合的に考えどのような形で将来的地域交通を考えていくか、空白

地帯を無くしていくかと言うことを１８年度から実施させて頂きま

す。それに先立ち西仙北大沢郷及び強首地域について地元からの要

望があり、高齢者の方々でバスもないということで総合支所の尽力

をいただき現在患者輸送という制度があります。それを利用させて

平成１８年度から強首地域についても週１回になると思いますが回

させて頂くと言うことで、出来ることから地域交通の確保を図って

まいりたいと思いますので今後ともよろしくお願い致します。 

 

会  長     ほかにございませんか無いようですので総合計画についての議題

は終わりにしたいと思います。 

その他についておはかりします。 

 

堀江地域振興課長  平成１７年度の地域協議会につきましては今回をもって終了と言

うことになります。１８年度の協議会については開催回数が１７年

度同様の６回を予定しております。平成１８年度第１回目の７回目

の協議会は、開催時期については市長からも説明がありましたが５

月頃には開催したいと思っております。決まり次第速やかにご連絡

差し上げますのでよろしくお願い致します。 

 

支所長に伺います。この間から水道が冠水水漏れであるけれど何

故でしょうか。 
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支 所 長        本管が凡そ２０から３０年経過し、老朽化のため破れて漏れたと

いうことになります。 

漏れた場所をずうっと探していた。貯水槽タンクの水位もずうっ

と下がっていたらしい。それでおかしいなということで職員が探し

たところ今の浮島、田口ゼネラルの下のところが漏れていたと言う

ことで、それをいま接合し元に戻ったと言うことになります。 

 

会   長    ほかにございませんか 

無ければこれで終わりたいと思います。 

大変に長い時間に亘り慎重に審議して頂きありがとうございまし

た。今年度６回開催致しいろいろな課題が沢山出された中で、今後

も引き続き検討していかなければならない課題もあります。今年度

はお陰様で皆様のご協力をいただきまして何とか努めさせていただ

きましたことに厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございま

した。 

それではこれで今日の会議を終わることにします。 

大変ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員 
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