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  第２回 西仙北地域協議会 会議録 

 
                      １．日  時       平成１８年７月２６日（水） 

午後１時３０分～３時５５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 
          
 

１開 会 
○堀江考査員              ただいまより、平成１８年度第２回西仙北地域協議会を開催い

たします。はじめに会長よりあいさつを御願いいたします。     
                

２会長あいさつ        本日は今年度第２回目の地域協議会でございますけれども、ご

案内申し上げましたところ大変お忙しい中ご参会頂きまして誠に

ありがとうございます。今日、各委員の方々にはご都合がお有り

だったようであります。皆様方が都合のつく日はなかなか難しい

ものとつくづく感じております。前回の地域協議会では地域枠予

算案について説明して頂き、それについていろいろご意見があっ

たが、ご了承頂いたと言うことでございました。今回はそれにつ

いてもう一度皆様方からご検討頂きたいということで、今日の主

な議題としているところでございます。よろしくご協議下さるよ

うお願いいたします。なお、６月２５日には我々協議会委員の研

修会が中仙市民会館ドンパルで開催されましたが、私も所用がご

ざいましてどうしても出席することが出来なかったわけでござい

ましたけれど、今日こうしてその時の資料を頂戴することが出来

たことは当局には心から感謝いたすところであります。 

それでは、これから早速協議に入らせて頂きますのでよろしく

お願いいたします。 

ごあいさつに代えさせて頂きます。 

 

３協議 

○堀江考査員         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、会議の進行は会長にお願いいたします。 

 

○工藤会長          それではこれから会議を進めていく事といたします。 

出席委員は１８名中１０名で、過半数を超えておりますので大

仙市地域自治区の設置等に関する条例第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、西仙北地域協議会運営規定第７条第２項

の規定により、会議録署名員を私の方から指名させて頂きます。 

堀江忠男委員と、若松昭広委員にお願いいたします。 
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○協議１ 

それでは早速協議に入ります。西仙北地域枠予算について議題

といたします。 

事務局から説明願います。 

 

○小西副参事         西仙北地域枠予算事業について説明 

（資料１～１９ページ） 

 

○工藤会長          ただいま地域枠予算事業について説明を頂いた件についてご質

問ご意見をお受けいたします。 

 

○堀江委員          民俗資料館についてでありますが、この前はこの庁舎の中へ持

ってきた方がよいのでは、という話があったと思いますが、これ

は資料館を使わないで資料をこちらの方へ持ってくるということ

でしょうか。 

 

○小西副参事         考え方としては、研修センター、曲り家の両方に渡り民俗資料

が展示されている。その状況を見ると十分に整理されていないの

が現状ではないかと思います。類似品も当然のように存在するし、

これは珍しいというものもある。このようなことから、今回は整

理整頓が先ではないか。次にどのような処理をしたらよいのか、

どういう保存をしたらよいのかということを考えなければならな

い。その次に活用の仕方としては資料館的なことは当然考えるが、

各学校の空き教室を利用して郷土学習の一端として活用できない

だろうかというようなことを考えております。黙っていれば無く

なって「これ何だべー」「何さ使ったべー」というものではなく、

「こういうことに使って、こういう物だよ」という所まで考察立

案しないと、折角の遺産であります。そこまで考えないと先人に

対して申し訳がつかないのではと思っての第１段、という風にご

理解頂ければよろしいかと思います。 

 

○五十嵐委員         安心安全づくり事業関係についてであります。 

               先般２４日、西仙北地域の子ども安全緊急会議という団体の代

表の会を開いて、学校、ＰＴＡ、交番、老人クラブなど様々な団

体の人達でこどもの安全をどのように確保していくかと言うこと

の話をしました。この会議をもっと早く開く予定であったが、な

かなか出来ないでいたが、各団体で相当な動きがあります。大沢

郷小学校では何時、どこで、誰が、どのような形で巡回をするの

か、引き継ぎはどうするのか、連絡先はどうするのか具体的な資

料も出来ております。それから、殆どの地区で防犯指導隊等が中

心となり、そして市民会議の三者で見守り活動を実施しておりま 
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す。ただ、腕章が無いということであまり目につきません。行政

の職員が車でパトロールしている巡回車は非常に目につき、防犯

の抑止力にはなっていると思う。民生委員の人達が、県補助金で

マグネットステッカーの購入が補助対象にならないかということ

で申請をしているところです。それが採択されればマグネットス

テッカーが購入できる。はじめ各地区小学校区８万円の予算であ

り、まだまだ２００個位準備したいという要望がありました。言

うなれば、いろんな人達が貼り付け、自分の用事でも何でもその

ステッカーを付けて歩くことにより抑止力になるのではというこ

とであります。学校ではそのようにして頂ければ大変ありがたい、

と言うことであります。学校側で音頭を取り、何とかお願いしま

すという形ではなかなか難しいし、保護者の人達は共稼ぎで子ど

もの登下校のときは不在ということです。自分の子どもは自分で、

親が守るのは当然だという気持ちは十分解っているけれどなかな

か動けないのが現状だということで、誠に申し訳ないという気持

ちでありました。マグネットステッカーの利用の仕方は各学区に

任せる形となっている。補助申請は２４日までということで、既

にＰＴＡ会長名で申請しているということでした。さらに、看板

の関係の話も出ました。あちこちに看板があっても良いのではと

いう話が出てきましたが、財源的なことが問題になりました。こ

の地域枠予算の中で出資できれば大変良いのではないかと思いま

す。予算の関係を見てみますと非常に大きな金額で、１カ所消費

税込みで６３,０００円となっています。学校によっては表門と裏

門のある学校があり、２カ所欲しいというという話もありました。

６万円というのは相当に立派な物と感じがしますので、その辺も

う少し検討して学校と協議をして頂ければありがたいと思います。

この間２４日の会議からすれば、看板の問題が取り上げられたの

で、ホッとしたところです。ありがとうございます。 

 

○小西副参事         ありがとうございました。看板設置については、最終的に各学

校との相談になりますので、２カ所であれば２カ所という具合に

検討していかなければならないと思っております。 

 

○堀江考査員         いずれ２カ所でも３カ所でも良い訳でありますが、３７８,００

０円というのは概ねの予算であり、増えればまたこれから検討し

ていかなければなりません。今全部の予算が２４９万円で、残り

２５１万円あります。まだまだ余裕があります。要望があれば設

置したいと思っております。本日連合ＰＴＡの会長さんも出席さ

れておりますので、打ち合わせをしながら実施したいと思います

のでよろしくお願いいたします。 
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○五十嵐委員         実施類型Ⅲについて「雄清水を守る会」、「西今泉婦人部」これ

らについては非常に素晴らしいものであり、単年度で終わらせて良

い物かという気がいたします。ある意味では継続性があるものでは

ないかと思います。同様に「自治会連絡協議会（まちづくり委員会）」

これも当然単年度事業ではないと思います。そう言うことから継続

性の持ったものもこの支所枠予算で進めて行く事ができると言う

ことを、今堀江考査員言ったように残り２５１万円の予算があると

言うことで「雄清水を守る会」、「西今泉婦人部」の事業は大いに

ＰＲしほかの団体からも補助申請をして貰いたいなと思います。単

年度だけではなく、場合によってはその事業が町の地域の活性化に

繋がっていくとすればどんどん承認すべきではないかなと思いま

す。 

 

○小西副参事         今の質問お話の中で「西今泉婦人部」、「雄清水を守る会」の

方々はたまたまこの補助制度を受けるものであります。事業とし

てはかなり前から実施しているということで、一つの伝統という

形のまちづくりの内容になっていると思います。おそらく今後も

継続される事と期待されるところでございます。 

 

○堀江考査員         来年度も事業実施されるとすれば補助申請は当然あると思いま

す。そうすれば当然こちらで対応しなければならないと思います。

地域枠予算がどこまで続くかは解りませんが、続く限り申請はあ

るものと思っております。 

 

○堀江委員          協議会委員にアンケート調査をしたとき、今の安心安全事業に

繋がると思いますが、安全意識のための看板も必要であろうと思

います。通学路の街路灯について街部は通学路も明るくて見えま

すが、山の方へ行くと電柱何本かに１本と１つしか街路灯が無く、

暗闇で人との行き来が出会いまで解らない状況にある。是非とも

必要なところに街路灯が欲しいと言うことで意見アンケートの中

に出しておりました。まだ予算が大分残っているようだから、こ

れは市としてやるのかどこでやるのか解りませんが、これも一つ

の安心安全の事業に繋がるものと思いますので是非実施して貰い

たい。 

 

○堀江考査員         確かに今堀江さんが言うとおり、昨年の１１月に地域枠予算に

ついて委員の皆様からアンケートを頂き、堀江委員の方から交通

安全及び防犯犯罪防止対策の一つとして街路灯について要望がご

ざいました。今２４９万円の予算についての説明だけです。残り

２５１万円あります。その中で、後半になりますけれどそのこと

も出てきますので協議して頂ければありがたいと思っております。 
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○佐藤支所長         街灯について地域枠予算を使って出来る範囲と、市が本予算で

行うべきものなのか、もう少し状況調査をして検討すべきと思う。 

 

○若松（謙）委員       地域枠予算５００万円と言うことで頭の中にあった訳でありま

すが、今回この資料を見て半分しか予算計上されていない。残り

の半分は今後何に使用するものでしょうか。 

 

○堀江考査員         今まで地域から出てきたものを金額として出した場合、結果的

に２４９万円になったということであります。残りについては後

ほど協議の中で出てきますけれど、昨年の１１月、地域協議会委

員の皆様から出された件についてまとめてあります。それに基づ

き残金について新たに別の件について出していくのか検討して頂

きたい。５００万円についての予算は大丈夫です。またそれ以上

の予算についても他地域で使用しなかった場合は使用できると言

うような話が出ております。 

 

○若松（謙）委員       前回第一回目の地域協議会のとき、地域枠予算でこの事業を行

いましょうと言うことで出てきたわけであります。５００万円を

有効に使って貰うように、事業には優劣順番を付けても良いので

はないでしょうか。そうすることにより、今年はこの事業を主体

的に実施しましょう、ということになればかなりの予算が使われ

るのではないかと思われます。いろいろ事業予算の枠を見たら、

たったこれだけの予算でこれだけしか行わないのかなと率直に感

じました。民俗資料の場合でもただ資料の整理するだけであり、

安心安全と不法投棄の看板をつくるだけである。簡単に言えば中

身が無いような感じがしたものです。看板をつくるとしてももっ

と大きな立派な看板を数多くつくった方がよいのでは、学校６校

だから６枚という発想でしょうけれど、ただそれだけで良いのか

なという事が一つと、看板をつくるに当たっても行政主導型とい

うか、市の担当でつくるような感じです。そうなればここに述べ

ている連合ＰＴＡと協働で、と言う趣旨とはかなり異なるような

形で作るような事になるのではないかと思います。それよりもＰ

ＴＡとどのような看板をつくったら良いのか、設置場所等いろい

ろな所を子どもの安全の団体と検討して看板をつくると言う方向

付けになるのがこの地域協議会のやるべき事でないのかなと思い

ます。分かるような解らないようなことを言っているかも知れま

せんが、そのように感じたから今そう言ったところです。 

 

○小西副参事         今の若松委員さんの事に若干付け加え説明いたします。例えば

安心安全看板のことについてご指摘いただきましたけれど、当然

行政面だけというわけにはいかないと思います。子どもは子ども 
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なりの安心安全の気持ちを持っているはずです。子どもの標語と

いうものを重要視して行きたいと思っております。学校によって

は標語コンクールみたいなものが有るところがあります。そのよ

うな所を実施に当たっては学校、ＰＴＡ等々に相談をしたいと思

っております。ただ自分の身は自分で守るというのはまずいと思

います。子どもの心の中に残るような標語があると思います。そ

のような事で進めて参りたいと思っております。説明不足で大変

恐縮でした。 

 

○堀江考査員         それから、予算面についても例えば不法投棄看板が１枚３５０

０円と言うことで記載してありますが、これは標準と言うことで、

内容によっては金額が増してくることになり、地域枠看板予算が

多くなる場合もあります。実施に当たって図案、材料などの検討

が必要になる。いま他地域の看板を参考にしながら検討中であり

ます。後日皆様にお示しし、検討して頂きたいと思っております。 

 

○佐藤和弘委員        今日申請ということで協議しておりますが、今まで申請という

か相談が他の団体等から来ていると思います。よろしかったら内

容とか団体名とか、何かそのようなものがあったが協議まで至ら

なかったというものがあれば教えて頂きたい。 

 

○小西副参事         今のところ他団体から全くないわけではございません。これは

純然たる市で実施しなければならないというものについては今回

提出しておりません。それはほかの予算で他の課で協議して頂い

ていると言うのが実情です。このようなことから地域協議会委員

の皆様方からの検討頂くべき要望・申請は無いのが現状です。 

 

○若松（謙）委員       今説明して頂いた事に関連しての事かも知れませんが、今日地

域枠予算の事業説明を受けて、皆別当地区の運動公園法面崩壊修

復工事と自治会連絡協議会のまちづくり委員会のこの二つの団体

の予算要求についてでありますが、このような自治体から要請が

ありそれに応える形で地域枠予算を付けたというのは非常に良か

ったなと思います。これが地域協議会の事業の持って行き方の形

になるのではないかなと思って聞いていました。地域の団体が

様々な事を実施するに当たって、ちょっと予算が足りない、市の

方で何か予算がないだろうかということで相談にこられ、それな

らばということで援助してやる。これが一つの形になっていくの

ではないのかと思っております。このようなことから小笠原委員

さんにはこの今泉の婦人会で毎年このような事業を実施し、この

ような所に予算を使っている訳ですから、これを方々に広め宣伝

して頂きたいと思います。自分達でこのような事業を進めるに当 
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たって市から予算が貰えますよ、ということを活用している団体

のからほかの団体に宣伝して頂き、それによって他の団体でもこ

の予算について理解を示し私達の方でもと言うことになる。そう

すればまた新しい団体のボランティア活動が広がるのでないかと

思います。何とか行政側でも宣伝して貰いたいと思っております。

先程から看板に拘りますが、この協議会で看板をつくると言うこ

とで看板をつくってしまえば今までと同じように行政側でつくっ

たことになるように思う。看板一つに取って見ても、新しい行政

のあり方つまり地域住民と協働で行政を持って行くというあり方

を考えれば、看板つくるに当たって学校関係の看板をつくるので

あれば学校のＰＴＡの方々と話し合いをし、コミュニケーション

を深めどのような看板をつくったら良いの、どこに設置したらよ

いのか、何としたら良いのかという話し合いをし、若しくはＰＴ

Ａの方からこの様なことで看板をつくりたいがこのくらいの予算

を出して貰いたいと、学校側ＰＴＡなど団体の方から予算要求、

要望が出てくるような体制で持って行って貰いたいと思います。

と言うことで一言先程から言いたかった。佐藤ＰＴＡ会長そう言

うことだと思います。どうか子ども達の安全の看板をつくるに当

り、この地域協議会で一方的につくるのではなく、ＰＴＡ、親の

会の方で、こだわりを持って進めていって貰いたいと思いこうい

う事を言いました。 

 

○佐藤和則委員        心配して貰いありがとうございます。連合ＰＴＡは大沢郷小学

校が事務局となっております。いずれ役員会等を開いて、このこ

とについては予算がありますけれど先程言ったとおり、通学の安

心安全という事と危険箇所の看板設置と言う事で各校行っている

と思いますので、これらの事にも毎年予算化し、少ない予算の中

にも実施しております。様々な安心安全に関する看板を立案し、

それについて予算を立て持ってきたいと思います。 

 

○若松（謙）委員       佐藤会長さんこのような予算だと言っておりますが、もう２５

０万円有りますので、そのように考えてください。ただ３０数万

円の予算ではないはずですので。例えば良い看板を立てると言う

ことになればそれだけ予算が必要だと言うことになります。そう

なればおそらくこちらの方でもそれなりに手助けしてくれると思

います。そのような考え方で行うべきではないかと思います。 

 

○阿部委員          佐藤（和則）委員さんがこの件について問い合わせ等がなかっ

たのかという質問があった訳ですが、今の話を含めて地域枠予算

について地域住民にどれほど周知されているのか、どのような方

法で周知したのかと言う事も問題であります。小笠原委員さんは 
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この場にいるから解るわけであります。佐藤委員さん、ＰＴＡの

組織の中に校外指導部とかあるいは交通安全部とかあるいはその

ような部活動があり、その中に予算がある訳です。その中で活動

している。さらに弾みを付ける内容で良くしていくとすればこの

様な形で地域予算が活用できるということが出てくるわけです。

先程から若松委員さんが看板に拘っているのは単独ＰＴＡ、連合

ＰＴＡなどを考え、一方的ではなく意見を尊重しながら事業を進

めていくとが底辺にあると思う。従って今年はこの事について地

域住民或いは団体等にもっと周知する事を行わないと宙に浮いて

しまい本来的な協働のまちづくりという面から薄くなってしまう

のではないかなと言うことと思います。本年度は別としても１９

年度では広報の地域版等を活用しながら、協働のまちづくり事業

の地域枠予算でこのようなことを実施していますよという事のＰ

Ｒ宣伝が必要ではないかと思います。 

 

○若松（謙）委員       阿部先生、地域枠予算のことを心配しているようですが、これ

は私も良く解りませんが、地域枠予算は大仙市の一つの新市にな

ってからの新しい目玉と思います。そして来年何となるか、再来

年何となるかは皆さん心配しているし、予算が付くものかと前回

から話は出ております。この間６月２５日中仙ドンパルで他の協

議会委員もまた分科会のときもそのような質問をした人がおりま

した。この予算で地域自治区が市の求めている新しい地域自治区

の行政が推進していくとなれば、この予算が有効に活用されてい

るとなれば当然毎年つくと思います。それぐらいの市でなければ

地域自治区の運営はやって行かれないものと思います。差し当た

ってこの一、二年は地域枠予算で新しい市が目指している住民と

協働の行政がどのように出来上がるのか大きな問題と思います。

地域枠予算を有効に使う事によってこの予算というのは毎年継続

して貰えるものでないかと思います。 

 

○小笠原委員         地域づくり事業の補助金の事についてでありますが、今年今泉

婦人部が申請して許可についてよろしくお願いいたしたいと思い

ます。私達のほかもっと地域づくりに頑張っている団体は一杯あ

ると思います。わたしは広報を見てそれがきっかけで申請した訳

であります。何かの会合のとき、機会あるとき何人の方には申請

した方が良いですよと進めたことがあります。それでも面倒だと

か書類の関係があったりして・・・・・と言う事がありました。

この後毎年この様な補助制度が有るとすれば、皆さんに勧めて是

非申請し活用して頂きたいと思っております。予算、お金はいく

らあっても足りない状態であるので助かると思います。どうぞよ 
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ろしくお願いいたします。 

 

○会長            ほかにございませんか。かなり話し合いも深く広く進んでおり 

ます。ここで休憩を取りたいと思います。 

 

１０分間休憩 

再    会 

 

○阿部委員          先程小笠原委員さんが言っておりましたが、申請したいと思っ

ても事務手続きに戸惑いを感じる。佐藤ＰＴＡ会長さんが言った

とおり、相談に来ると言うこと、相談に来たら応じると言う体制

を取らないとまずいのでは。素人は十分に書類を作成できないも

のだから、相談に来たらそれに対応すると言う形を取らないと本

来の協働のまちづくりという形の中での地域住民が参画した中で

のまちづくりは出来ないものと思います。何かあったら相談に来

る、それに対して丁寧に対応していくという事が大事だと思う。

市としては沢山ある中での一つであり、相談する方からすればそ

れが全てであると言うことであります。行政はともすれば沢山あ

るものだから構っていられないと言う感じになる。相談に来たら

それに対してはこうだからこうだという具合に、例えば様式だけ

ではなくこのように書けば良いのではと言うような対応しないと、

本当の意味での住民参加の協働のまちづくりは育たないように思

う。小笠原委員が言われたことから思った次第です。 

 

○堀江委員          自治会連絡協議会事業（まちづくり委員会）について予算計上

されておりますが、是非とも出来るだけ早く旧西仙北町一本と言

う形で進めてもらいたいと思います。実施には行政で先導して頂

きたいと思います。各地域から来て云々と言ってもなかなか進ま

ないと思うので先頭に立って進めて行き、今年度中に名前は解ら

ないけれど立ち上げて貰いたい。西仙北町合併して５０年以上に

なっても、まだ旧大沢郷だとか土川などといった単位で物事を行

っているから中々出来ない。この会には市、県の事業のお願いが

多いものと思っております。旧西仙北町一本になって力を合わせ、

地域の情報交換を行い活動することになれば大変力強いものにな

ると思います。是非とも早速取りかかり、今年度中に会の組織し

て貰いたいと思います。 

 

○会長            ほかにございませんか。 

無ければここで一つ区切りをつけ、次に入りたいと思います。 

それでは、いま地域枠予算案としてここに出されておりますが、

この２４９万円の予算案につきまして皆様から了承して頂けるで 
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しょうか。 

 

○全員            異議無し。 

 

○会長            それでは了承して頂いたと言うことで、地域枠予算として決定

したいと思います。 

ありがとうございました。 

次に入らせていただきます。 

先程からお話がありましたように、地域枠予算は２５１万円の

残りがある訳でありますが、これをどのような形で使っていくか

ということであります。昨年協議会委員の方々から提言という形

で提案された事項がございます。それをもう一度協議して頂き、

それを充てていくか或いはまたほかの事業と言うことで実施して

いくか、またはいま皆様方から決めていただいた地域枠予算２４

９万円をさらにまた広げていくかとか、いろいろあることと思い

ます。どういう形で２５１万円を使用していくかと言うことにつ

いてご協議お願い致します。 

 

昨年委員の方々からご提案頂いた事項について、資料として配

布したらよろしいでしょうか。もし良ければお渡し致します。 

                  （出席各委員等に配布） 

提案事項資料について説明願います。 

 

○小西副参事         平成１８年度総合支所枠予算事業について 

平成１７年１１月（委員各位の事業案）の説明 

 

○堀江考査員         これは、昨年委員の皆様から地域枠予算について、どのような

事柄に使用したら良いのかと言うことでいただいた資料です。 

 

○若松（謙）委員       私は、今承認された計画事業で十分だと思います。これに５０

０万円を振り分け、内容の充実を図って貰いたい。新たな事業は

来年度に実施して貰いたい。 

 

○支所長           この様な事があっても、これから新たに申請される場合もある

事は十分考えられるので、それはご了承頂きたい。 

 

○佐藤和弘委員        枠の中の関連ですが、今承認を受けた事業があります。再度西

仙北地域版の広報に、このような事業が地域づくり事業として交

付になりました。と言うことで広報でお知らせすれば、こういう

ものが対象になるのか、と言うことになると思います。相談が増

えてくると思いますのでよろしくお願い致します。 
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○堀江考査員         佐藤委員良く解りました。地域協議会と地域振興課の連盟でお

知らせという形で出すことは可能と思います。広報で以前支所枠

予算が決まったときこのような事業がありますよ、と言うことで

お知らせはしております。独自に広報ではなく、広報は８月１６

日号になりますのでなるべく早く毎戸配布をするように致したい

と思います。 

 

○会長            資料の「刈和野大綱引きについて」「月の出羽路西仙北編の発

刊について」とはどのような内容のものか説明願いたい。 

 

○小西副参事         要点のみ説明 

 

○五十嵐委員         今出された資料は項目的なものであり内容が十分理解できない。

これをピックアップして事業化していくとなれば、このような話

し合いの中ではまとまっていかないものと思います。この前のド

ンパルの研修資料は十分に読んでいませんが、研修の地域協議会

も分科会方式をとって協議をしている。分科会方式を取って検討

し、そして再案を練っていかないと最終的には殆どがまとまらな

いで、事務局地域振興課に負ぶさっていくのではないかなと思い

ます。この会も場合によっては分科会方式のような方法で、庁舎

内の職員と一緒になりながら事業化の目処を付けていく方式を考

えて行かなければならないと思う。 

 

○会長            この項目の中で今回取り上げられているものもあるし、これか

ら是非やって行ったほうが良いものもたくさんある。今の話は大

事な話だと思います。今後の地域協議会を運営していく上での一

つのキーポイントになる事の提案であるように思います。 

 

先程から２５１万円について話を進めている訳ですが、若松委

員から予算として決めて頂いたあの事業を今回は実施すると言う

ことで、これよりも掛かり増しが出てくる事もありますので、こ

の今の事業をより充実する方向で実施して行くと言うことでよろ

しいでしょうか。今年度の事業の骨格として進めていくと言うこ

とでよろしいでしょうか。このほか地域枠予算についてＰＲすれ

ば、各地区各団体から事業が出てくる可能性もある訳です。 

 

○若松（謙）委員       この事業を行いなおかつ余るという場合にはこの中から新しい

事業を行うと言うことになるでしょうが、その見通しはまだ立て

られない状況ですよね。これからやっていかなければ解らないと

いうことですよね。 
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○会長            当然話し合いによって中身が変わってくると思います。もっと

これが膨らんでくる可能性がある訳です。 

 

○堀江考査員         予算については看板の種類とか内容、数量により変わることが

あると思います。今回佐藤委員からの質問にもあったように、事

業について地域住民の皆様に改めて周知されることにより、別の

事業が来ることがあると思います。そのような事も予想に入れて

予算の枠組みに近づけて行くというように思っております。 

 

○佐藤和則委員        安心安全の看板で各校１枚というような状況であるが、場合に

よっては枚数が増えることもあるだろうし、予算がオーバーする

ことは目に見えております。今回揚げた事業の内容を充実した方

が良いと思います。 

 

○会長            これについて、ほかにご意見ご要望ございませんか。 

                

それでは以上のほかに、その他として何かございませんか 

 

○五十嵐委員         その他として２つ皆様に紹介をしながら、どのように考えてい

ったら良いのかと言う提案であります。 

一つ目として、藩政時代に住んでいた梅津小太郎氏の居住地（刈

和野コミュニティセンター）についてでありますが、その人の子

孫が五月末に訪ねてきました。戦時中に本籍地がこの地にあった

ので戸籍謄本と抄本が欲しいということでここの支所に来たそう

です。はじめて訪れた所に、丁度私の知人がおり貴方も来ません

かと言うことで会っていろいろ話をしました。そして刈和野の侍

屋敷を一回りした所、これだけ樹木があり昔の屋敷跡がそのまま

残っているということは非常に珍しい、ということで角館に匹敵

するのではないか。もう少しＰＲしても良いのではないか。と言

う事と、お互いに侍の子孫であるということで、軽部さんのお父

さんがおりましたので、屋敷を見せて貰えないかと言うことでお

願いしたところ、昔の侍の仲間だと言うことで全部案内してくれ

ました。その中で非常に珍しい樹木や花があり、その人は東京墨

田区向島の百花園よりも種類があり珍しいものがある。このまま

にしておくのはもったいないと言う話をしていきました。我々こ

こに住んでいて自分たちの地域の中に、外に誇れるものは未だあ

るのではと感じました。地域づくりの話し合いの中でこれをも考

える必要があるのではと思いました。 

もう一つですが、今日三本清水の調査の形で、三本清水を紹介

する資料がないかという電話がありました。何処かにはあるかも

知れないが、詳しいことは解りませんと答えました。こうして見 



 13 

 

るとほかにも紹介しても良いものがあるのではないかと言うこ

とを改めて感じました。 

その二つです。 

あと、ここ刈和野で世界でも珍しい酵母を今野麹屋さんが持っ

ていると言うことです。社長とも話しはしたけれど皆様に宣伝す

るようなものではないが、世界の酵母が東京とここ以外無いほど

の酵母の数を持っていると言うことです。非常に大切な酵母で、

ここ刈和野で産業の拠点として活用できないかと言うことを話し

たら、何とここには専門的な学者もいない。特に薬の関係もある

ので大学とか企業があればここは一大事業、酵母の生かせる町に

はなることは出来るが簡単にはいかないだろう。現実的には酵母

の損失事故などの対策を考え、東京と刈和野の二つに分けて保存

しているものであるとのことです。ここにはこのような珍しいも

のがあると言うことであります。これら特徴のあるものを活かす

事はこれからの課題ではあります。我々が考え、話をし、開発検

討することが出来るのではないかと言うことでお話ししました。 

 

○会長            広小路から愛宕町にかけての一画は昔のまま残っている状況で

ある。あれは残すべきですね。道幅もほぼそのままである。ただ

残念なのは堀が無くなったことです。駅通りがない形で元の刈和

野の地形が清法院を含め残す、と言うことは大事なものではない

かと思います。 

 

○若松（昭）委員       西仙北インターのことでありますが、いま殆どの車はＥＴＣと

言うシステムを装備するようになって来ております。この周辺の

中で西仙北インターだけがそのシステムに対応する装備が無い。

これは自動支払いシステムと言って車が止まらないで通過できる、

いわゆる渋滞の緩和とか利用者を増やすため東日本高速道路株式

会社で力を入れているものであります。個人でこの装置を何とか

設置して下さいと言っても無理なことなので、地域の方から会社

の方にお願いをして欲しいということなので、地域協議会の方で

市の方にお願いをし、そこから会社の方へ働きかけをして貰えな

いかと思います。これから新車を購入すると大体ＥＴＣを装備し

ますかと聞かれるのが当たり前のようになってきました。いま現

金の引き渡しとかは少なくなってきている。前はカードがありま

したが、それは廃止するためのものであります。西仙北インター

にも是非ＥＴＣシステムを設置することにより利用者の増大にも

繋がるのではないでしょうかと思います。 

 

○支所長           このことについて、西仙北インターが完成した頃から将来的に

は絶対必要であるということと、県内のインターチェンジに装置 
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の無い所は西仙北だけであると言うことであります。これは既に

ご承知の通り当時の西仙北町がつくったものであるから、道路公

団には一切迷惑かけませんと言うことで、現在運営しているのは

市から年間４０００万円の補助受け維持管理を賄っている状態に

あります。今は殆どのインターチェンジでＥＴＣ装備されている

し、車もそれに対応するようになって来ている。設置しなければ

ならないと言うことはないが、設置するためには出入りの設備で、

自前で行うとすれば約２億円の設備投資となるということです。

いま大仙市の財政状況からすると不可能に近い状況である。今の

市長が就任した頃にも、これは是非要望等をして設置して頂ける

ようにしなければならない、と言われておりました。県ともいろ

いろ協議しているが、まだアクションを起こしておりません。例

えば総合支所の中でも地域協議会の意見を集約し、出来ればもっ

と広くここのインターを利用する南外とか中仙、角館、太田とか

の方々の利用も多いことから、連携を取りながら、出来れば地域

一帯となった署名運動をし、これだけ集まったから何とか設置し

て貰えないだろうかということで、今年下準備をし、実施して行

きたいものと考えております。総合支所長会議というものが月一

回開催している、この中では話をしております。大曲とかは別で

あるけれど、こちらの関係支所長には何かありましたら協力して

貰いたいと言うことで話をしております。詳しいことは解りませ

んが、システムの設置により利用料が三割とか五割引きになるよ

うです。折角インターがありシステム装置がないということで、

ここで乗らないで協和とか大曲で乗る人がかなり多いようです。

苦情が西仙インターは勿論、東日本高速道路株式会社にかなりあ

るようです。インターを降りてみたら止まらなければならないし、

割引も無い、こんなインターやめた方が良い、とも言われている

ようです。苦情については東日本高速道路株式会社では十分解っ

ているし、国では今スマートインターという国で設置してくれる

ような制度もあると言うことです。幸い刈和野出身でそちらの整

備局にいる担当者がいるそうです。その方と連絡を取りながら何

としたら良いのか、と言うことで今考えているところです。なん

とか地域協議会の皆様方からも一致した意見で、これはつくって

もらうべきだということで決議して貰えればありがたいと思って

おります。 

 

○会長            今の若松委員からの要望に対し、総合支所長から説明がありま

した。皆さん如何でしょうか。ＥＴＣ装置の設置についてお願い

することで如何でしょうか。 

時代が時代で、利用されずによそで利用するとなれば折角西仙

北インターというものがあるにも関わらず、利用されないという 
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ことではおかしな事です。 

如何でしょうか。 

 

○全員            ＥＴＣ装置の設置について是非お願いします。 

 賛成します。 

 

○会長            ほかにございませんか。  

 

               無いようです 

   

○堀江考査員         それでは私の方から皆様にご連絡申し上げます。各地域協議会に

研修枠として２０万円の予算があります。各地域協議会で講師等

を招き研修をすると言う方法があります。ここ仙北西部の地域振

興課の集まりがあり、その際に西部の協議会委員だけを対象に４

つまとまることにより８０万円という予算になります。そうする

と良い講師を招き、良い研修が出来るのではないかと言うことの

話がありました。各地域協議会開催のとき、委員の皆様の意見を

聞くと言うことで示し合わせております。合同で研修という形は

如何でしょうか。お図りします。 

 

○会長             今の件如何でしょうか。 

 

○阿部委員          どこの協議会も会議研修に当たり参加率が悪いと聞いておりま

す。だからといってまとめて行うということで、如何なものかと

も思います 

 

○若松（謙）委員       旧四カ町村で研修会を実施するというのは、行政担当者から出

てきたと言うことからまずはだめです。会長さんの判断で研修会

を行いましょう、というのであれば半分は賛成致します。何故か

というと、この地域協議会は地域のことを検討するということで

この地域協議会があり、その先には大仙市一つだという、早く一

体とならなければというのがあると思います。西部だから西部だ

けまとまってとか、地域だけでと言うようになるよりは、地域協

議会全体の協議会があり、その下に西部、北部に分けるというの

であればいいが、私たち西部だけで行うと言うことになるとこの

地域に固執してしまうような感じになります。このことに関して

は会長に一任致しますが、出来れば会長同士の話し合いにより、

地域で行いましょうと言うことであれば良かったと内心思ってお

ります。 

 

○会長            今のご意見ですけれども、実は各地域の地域協議会の一本での 
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地域連絡協議会のような組織が今のところ何もありません。しか

も各地域それぞれ単独で行われているというのが現状で、その中

で会長同士お互いが集まって何か話し合いをすると言う事もあり

ません。今のところは各地域単独で進めているということになり

ます。単独ではありますが、そこに連携というのが未だ出来てい

ないと言うのが現状であります。これは誰かが音頭をとって進め

ていかないと話が進んでいかないような気がします。どのように

したらよいものでしょうか。 

 

○若松（謙）委員      これからの大仙市地域協議会というのは、地域協議会のあり方に

よって地域の温度差が出てくる事があると思います。その様なこ

とで、さし当たり地域協議会会長の横のつながりを持つ会を是非

作って貰いたいと前から言っておりました。中仙の研修会の時も

そのような意見を言ってきました。それがあって西部ということ

であればそれでよいのです。勉強会だから西部だけでやっても良

いだろうと言うことでしょうが、大仙市一つ、一体化ということ

からすると、全体で行って貰えればなと。全体があって西部の方

で、全体としては非常に大きくなるから西部の方でと言うことで

あればそれでも良いわけであります。先ずは全体の会長さん方の

会議を是非工藤会長さんから声をかけて頂いて会をつくってもら

いたい。これもできるものなら行政側から声がかかるのではなく、

会長から腰をあげて貰いたいと思っております。このことで私た

ち委員が手伝うことがあれば、全面的にお手伝いをしたいと思い

ますのでよろしくお願い致します。私はそう言う考え方です。 

 

○会長                      これについて、この間６月２５日に研修がありましたが、その

時に今のような話は出ませんでしたか。報告書を見ていないから

解りませんが・・・・。 

 

○若松（謙）委員       出席した方々は解りますが、東大大森名誉教授の講演を聴き、

その後三つの分科会に分かれ、それぞれ分科会にテーマがあり、

これについてみんなが話し合いをしたと言うことで、その中で地

域協議会の事ことも話あいました。 

 

○会長            一番良いのは大曲地区から会長から話が出てきて貰えれば一番

良いのですが・・・・ 

 

○若松（謙）委員             会長さんそのように拘らなくても良いと思います。大曲から出

さなければという時代は終わりましたので・・・。大曲が中心だ

からということではなく・・・・。 
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○会長             いまこの地域協議会の研修について、出来れば大仙市の行政が

主体にならないで地域協議会のメンバーが主体となり、大仙市一

本で実施してみたらという、そしてその中で西部、中央、東部と

いう形で行うのがよいのではというのが今のご意見でありまし

た。 

そうではなく、未だそこまで行っていないから先ずは西部だけ

四地域協議会が合同で研修会をやってはどうですか、ということ

で事務局からお話があったわけです。ご意見を頂きたいのですが

如何でしょうか。 

 

○堀江委員          会長さんに一任します。 

 

○若松（謙）委員       いやいや、会長も判断できないから再度皆さんに問いあわせし

たわけです・・・・・。 

 

○会長            大仙市全体としての地域協議会会長が話し合うといっても、直

ぐに出来るものではない訳であります。それなりの期間があり、

それから話し合って一つの組織が立ち上がり、ということになれ

ば年度内一杯の事になるのではないでしょうか。直ぐにできるも

のではないと思います。そういう事から考えれば、組織が出来て

から行うと言うと年度内に出来るかと言うことがあるので、今年

度はとりあえず仙北西部で行ってはと言うことは考えられると思

います。 

 

○阿部委員          問題はどういう内容の研修をするのかというのがポイントと思

います。地域振興課の会議の中で出たからそうだというのではな

く、どういう内容の研修会をするのかということと思います。今

回の中仙市民会館での研修資料を見たときに（未だ十分に読んで

いないが・・・）、まず西仙北地域協議会として我々の対応の仕

方、心構えが果たしてこれでよいのかということから出発するこ

とであり、足構えをすることが大事だと思います。原点に返って

どういう内容で研修会を持つのか、会長さんが中心となって地域

振興課事務局と協議して貰えればと思います。会長には大変難儀

をかけるわけでありますが、そのような視点でご検討して頂きた

いと思います。 

 

○支所長           考査員このことについて今すぐ結論を出すというものですか。

当然ほかの地域との関係もあるし、まずは意見を聞くと言うこと

で良いわけですよね。 

 

○堀江考査員         はい。今結論を頂くものではありません。講師の問題もあり、 
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いろいろ選んでおります。もしよろしければ誰が良いのか教えて

ください。あとはバラバラに実施するとすればお任せすることに

なります。ただ８０万円という予算の中での講師による講演はか

なりの事が出来ると思う。と言う考え方もありました。 

 

○若松（謙）委員       ２５日、中仙市民会館での研修会のとき各地域の協議会委員と

話し合ったとき、大曲はここ刈和野中学校の元校長先生が委員で

あったので聞いてみたところ未だこのような必要性は感じてい

ないようなことを言っております。このことからほかの委員会の

人達はまだそこまで考えていない地域協議議会があるのではな 

いかと思ってきました。ただ、仙北、南外、協和、太田の人達と

協議会をどのようにして開催しているのかという話をしてきた

ところ、どこの地域協議会も委員の参加人数が悪いと言うことで

した。地域協議会に対する考え方が委員により温度差があるよう

です。全員の委員が同じような意見をもてるような、出席できる

ような研修会を行い、自分たちの自己改革的なことの研修会を行

って貰いたい。 

 

○会長             我々自身が地域協議会というものの役割、我々は何を成すべき

かということの共通理解というものが非常に大事なものではな

いでしょうかと感じております。そのことがまちまちであると、

話し合いをしていく場合の共通の土台が出来てこない。我々自身

が地域協議会についての理解を深めるための研修は大事なでは

ないかと感じておりました。皆さん方は如何でしょうか。 

そういう意味から言えばここ単独で先生を頼み勉強をするこ

とは非常に意義有るものと思います。しかし、先程から話されて

いるように、立派な先生に来て貰い撚り深く勉強すると言うこと

であれば２０万円ではなく×４の８０万円で行った方が良いと

いう考えもでてくるわけであります。 

４地区合同で行うとすればどのような内容で、何時、どこで行

うのか、どういう講師に来て貰うのか、必ず講師を頼まなければ

ならないか、と言うこともあります。お互い話し合いをし、共通

理解を深めると言うこともあるでしょう。これから内容を煮詰め

検討していかなければならない。問題は研修の目的をどこに置く

かと言うことです。 

今ここで結論を出すのは大変です。次の８月予定の協議会まで

持ち越し検討課題として考えてきて頂くように、事務局でもその

後の進展と言うこともあるでしょうから、それらを突き合わせて

もう一度協議をしたいと言うことで如何でしょうか。 

８月の地域協議会の予定はありますか。 
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○堀江考査員         地域枠予算についてもう一度工法的なものについて皆さんにお

図りしたいと思います。さらには新たに応募もあると思いますの

で、それをまた地域協議会にかけなければならない。それが８月

若しくは９月になると思うのでよろしくお願い致します。 

 

○会長                        かなり時間が経過しております。今日の話し合いを振り返って

みますと一つは今年の地域枠予算事業というものが、このような

ものがあると言うことを市民の方々に周知するということと、そ

して理解を深め積極的に意見要望を出して頂くように持って行

かなければならない。そして各集落の自治会組織、あるいは諸団 

体から要望が出てきてそれを我々で協議をしていく。勿論我々自

身も提案要望を出していくと言うことは当然である訳です。その

ような形を市民の側からと言うことを重点にして行っていくこ

とが根本の土台ではないか、と言うことが先程から非常に話し合

われた中身であったと思われます。この様なことを踏まえこれか

らお互いに頑張って貰いたいと思います。今日は長い間ご協議を

して頂きありがとうございました。 

 

○小西副参事         状況報告と言うことで、地域協議会とは直接的関わりはありま

せんが地域振興課を通しての補助事業が各地域から申し込みが

ありましたことを報告します。 

１，会館の修理等について３地区から要望されております。 

①上戸川地区会館の新築 

②半道寺第二常会会館外壁の張り替え 

③大沢郷宿会館の畳替え  の３件が申請されております。 

２，個性豊かな地域づくり事業として通称四カ邑百周年記念事

業と言うことで記念誌の発行、道路開通記念碑の移動修理整

備の内容です 

３，市長の６月定例議会での答弁の中で、高速通信サービスＡ

ＤＳＬインターネットの関係ですべての市民がサービスを受

けられるようにしたい。ということで、西仙北では鉄塔と言

うこともありましたが、今回は鉄塔ではなく既存のケーブル

を使っての通信サービスです。これについて県の補助もある

ことから平成１９年、２０年までにはと言うことの事業で動

いています。その中で大沢郷と強首地区に基地局があること

から話が出てきました。当然ＮＴＴとの関係が十分あります。

事業の進め方については各個人個人に負担が伴うので、その

地域住民への説明会をどのようにして開催したらよいか、地

域の会長さん方に今後相談をして進めていきたい、という事

であります。やらなければならないというものではなく、如

何でしょうかと言うことです。言い換えれば、自己負担がな 
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いかと言えば全く無い訳ではなく、使用することによりお金

はかかるものです。ただ便利にはなります。ケーブルを引く

事業があると言うことを報告致します。希望が有れば平成１

９・２０年には強首大沢郷地区に進めていきたいと言うこと

です。ただ皆さんご存じだと思いますが基地局から全部一様

に接続されるかというとそうでもなく、半径４キロメートル

が限界でそれ以上になると今までのように時間を要して接続

される状況であります。光ケーブルになれば瞬時に接続され

ると思うが、そこまでは未だ県の方では考えていないようで

す。いずれは必要な時期が来ると思いますが、今の状況から

すると先ずは取り組もう、というのが市長の方針であります

のでご報告致します。 

 

協和、太田では地域から要望があり地域協議会としても賛同し

たと言うことで有りました。ただ地域協議会を通さなければなら

ないということではありません。 

 

○会長                各地区から出た要望予算について報告ということで聞いた訳で

すが、今後どのように・・・・・ 

 

 

○小西副参事            先程申し上げたの事業については予算枠が違います。地域協議

会を通らなければ駄目とか、通すのが当たり前と言う問題ではな

く、地域としての一つの事業がこのような要望に応えて市で実施

していると言うことの報告でございます。 

 

○若松（謙）委員               最後に一つ、ふるさと西仙まつりの協賛金等についてどのよう

な状況か簡単にお知らせ下さい。 

 

○佐々木地域振興課長     平成１８年度は第２２回目のふるさと西仙まつりであります。

各種委員会の皆様には大変難儀をかけている所でございますが、

協賛金予算額は２００万円を計上しておりました。その結果先週

金曜日までに総枠２,４８３千円と言うことになりました。あり

がとうございました。因みに前年度はどうかというと３,３３３,

５００円という協賛金がありました。このような経済状況で若干

下回りましたが、この範囲内で第２２回目のふるさと西仙まつり

を盛会に行いたいと思いますのでよろしくご協力下さるようお

願いいたします。 

なお、前年との比較により減額になった主な理由は、過去町と

していろいろな事業がございました。それにより建設業者等の協

賛金が多々有り、盛会に行うことが出来ましたが、合併してから 
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は事業等が少なくなり、そのような方々からの協賛金が無くなっ

てきた事もあります。町内では特殊な事情が無い限り前年並みの

協賛金を頂いております。減額はそのようなものが主なものでご

ざいます。委員の方々が低姿勢で巡回しているようですが、２回

３回といっても集まらない状況で、ある方からは振り込みにより

届けたいと言う意見を実行委員会で取り上げ、協議の結果振り込

みも可能であることを趣意書に記載しております。直接事務局に

持ってきた方もおります。この様な形で第２２回目のふるさと西

仙まつりが開催できることになりましたのでご報告いたします。 

 

○会長            ほかにございませんか。 

もし無ければこれで終り隊と思います 

大変長い時間にわたり慎重にご討議して頂き誠にありがとうご 

ざいます。 

今日の協議会はこれで閉じることといたします。 

大変どうもありがとうございました。 
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