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  第７回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１９年３月２７日（火） 

午後２時００分～３時３５分 
                    ２．場  所       西仙北総合支所 ３階 第１.２.３会議室 
                                     ３．出 席 者       別紙のとおり 
                                     ４．会議内容 
          
 
○堀江考査員          本日はお忙しいところご出席下さいまして誠にありがとうござい

ます。会を始めます前に、公共団体で強首地区会長会の代表でありま

した佐藤好攻さんの後任であります進藤誠幸さんへ委嘱状の交付が

ございます。恐れ入ります、お名前を読み上げましたらその場でご起

立願います。それでは久米助役からお願いいたします。 

 

委嘱状交付 

 

１開 会 
○堀江考査員              ただいまより、平成１８年度第７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お願いいたします。     
   

２会長あいさつ        本日は市当局より久米助役さん、企画部長さん、総合政策課長

さんのご臨席のもと、平成１８年度最終の地域協議会を開催する

ことになりました。委員の皆様には大変ご多忙の中ご出席いただ

き誠にありがとうございます。今年はご存じのように大変雪の少

ない年であり、私どもに取りましては大変凌ぎやすい毎日であり

ました。反面雪がないと言うことで大変損失を被った方々、それ

から大変困った立場になった方々もおられる訳であります。天候

に成せる業とは言えなかなか上手く行かないものだなとつくづく

感じた次第であります。こらから春の農作業、夏の稲の生育にお

いて水の心配もされているこの頃の状況であります。何とか平常

の年でありますよう願わずにはおられません。そこで振り返りま

して、今年の地域協議会は委員の皆様方から運営に対しましての

ご協力そして積極的なご意見の発言により予定されました事業を

ほぼ予定通りに実施できましたことを心から感謝申し上げます。

なお、運営につきましては来年度に向けての反省すべき点、課題

など私なりに感じております。何とかして今年の反省に立って来

年度はより良い運営がされるよう頑張って参りたいと思います。 

今日は私どもが前回の協議会までいろいろ話し合いをして参り

ましたことを平成１９年度の原案として今日まとめた形で市当局

に説明申し上げたいということで協議を進めて参りたいと存じま

すので、よろしくご協議下さいますことをお願いして開会の挨拶

にさせていただきます。 
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○堀江考査員         久米助役より挨拶をお願いいたします。 

 

３助役あいさつ        別紙 

 

○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１２名で、２分の１以上の出席であります。

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。 

会議に入る前に、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。 

佐々木忠永委員と佐藤和則委員にお願いいたします。 

 

 

○若松謙三委員        会議に入る前に２・３質問させて頂きます。 

               １、市長欠席の理由は何か。所用とあるが差し支えなければ教

えて頂きたい。２、今年度最後の地域協議会、各地域で開催され

ていると思うが市長欠席の地域があったら教えて頂きたい。３、

会議進行所要時間９０分とあるが何か理由があるのか。指導を出

したのはどこなのか教えて頂きたい。４、陳情・要望による内容

は除くとあるがこれは要請であったかどうか教えて頂きたい。 

 

○小西副参事         １．他の会議が急遽入ったことにより欠席。 

               ２．神岡地区で欠席。 

３．本庁指導要請 

４．本庁指導要請指示事項  

と言うことであります。 

 

○工藤会長          それでは早速協議に入ります。 

 

４協議            １、の平成１９年度地域枠予算の執行方針（案）について上程

致します。 

この事について私から説明させて頂きます。 

終了後助役さんよりコメントを頂きたいと思います。 

（資料１頁の「住民と連携して解決しようとする地域の課題」

「その課題の現状」について資料２頁を中心に説明。併せてテー 

マと事業方法及び事業概略の説明。） 

 

○久米助役          ただいま西仙北地域協議会の平成１９年度地域枠予算の執行方 
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針（案）の考え方についてお伺い致しました。地域の課題として、

西仙北地域の緑豊かな自然を大切にしようという今現在ある風景、

動植物、農地、山林、諸々踏まえた西仙北地域の風景を何として

将来に残していくのか、この地域に育った子ども達にどのような

形で残し伝えていくのかと言うことです。長年この地域で培われ

てきた伝統ある綱引きを２回ほど見させて頂きました。これを実

施するためにはあれだけの大きな綱をつくるための努力というか、

最近は藁を全部機械化になり藁を撚るという事は無くなってきて

おります。あれだけの綱をつくる為には何町歩という農地の藁を

乾燥して行わなければなりません。そのため地域の方々の歴史あ

る稲作に手をかけて行ってきたことも伝えていく必要がある。藁

を打ち、藁を撚るという技術を子ども達には忘れられてしまうの

で今後継承していくことが大切と思います。どこの地域も同じで

ありますが、一人一人個人個人が個を大切にし地域全体の郷土愛、

地域愛意識が薄くなってきている。その様なことを何とかして元

に戻すというか本来あるべき姿に戻すことが今回のテーマの中に

入ってきており、私も会長さんからいろいろ聞き非常に基本的な

事で人が如何にしてこの地域に暮らしていくか、そしてその中で

地域の発展を何としていくかと言う根本がこの計画の中にあるの

ではないか、そういう中で少しでもこのテーマがクリア出来るよ

うに実施していかなければならないと感じました。最後に健康の

問題もありました。長寿社会になり介護保健も始まっております

が年々介護保健に対する予算が増え、大曲仙北の介護保健予算は

１００億円を超えております。平成１９年度は１２０億円ほどに

なっております。個人個人の負担も大きくなってきておりますが

市町村の負担も大きくなってきております。その支出を抑えるた

めには一人一人が健康でなければならない。生活をしていくため

には健康が一番だということで、健康増進について大変良いこと

と思います。市としても健康増進センターを中心として各地域に

健康保健センターを設置しており、もっともっと生活習慣病予防、

運動をして糖尿病とかに罹らないようにしていかなければならな

いと思います。地域住民もこの様な意識を増進させ、市と一体と

なり進めていくことが出来るのではないかと思います。以上感じ

たことを簡単に申し上げましたが、西仙北地域の考え方は非常に

宜しいのではないかと感じた次第であります。 

 

○工藤会長          どうもありがとうございました。 

               西仙北地域協議会として平成１９年度の地域枠予算の計画案に

ついては以上の通りであります。 

次にその他ということで、市長さんとお話をしてみたい案件に

ついて若松委員から提出されておりますのでお願い致します。 
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○若松謙三委員        資料３頁に基づき質問 

                （質問題名 １、地域協議会の自治運営について 

２、大仙市行政の開示について 

３、職員の能力の活用について） 

 

○久米助役          本日市長が来ることが出来なく大変申し訳ございません。市長

から直接お答えすべきでありますが、私からお答え致します。 

１、地域協議会の自治運営について住民一人一人が一丸である

という自覚をし、地域社会に参加しながらいろいろな自治意識を

育てていくというのは必要と思います。大仙市が合併して３年目

に入り市としては大仙市八地域がそれぞれ最低限、平均的なとこ

ろまで例えば道路、集落排水、下水道というようなライフライン

に拘わる関係のところは同じようなレベルにしなければならない

と思います。それが未だ出来ていないことで今現在そちらに力を

入れている状況であります。特に西仙地域では先程の挨拶で申し

上げたとおり、刈和野地区の簡易水道、大沢郷地区の水道の関係、

情報関係でいえば土川地域で鉄塔がなくＩＴ関係で対応しきれな

いということがあります。まず今取り組んでいるのはそのような

不便を解消することであり、そのことがある程度解消すれば西仙

北地域の緑豊かな自然を大切にし如何にして地域の活性化を図っ

ていくかの地域自治を行っていかなければならないと思います。

その一環として昨年から始めたのが地域枠予算ということで、地

域によって考え方、今まで行ってきたことなど皆同じではなく、

それぞれやらなければならないことがあるのではないでしょうか。

そのようなことで地域枠予算が１８年度から始まり今後これから

も続けていかなければならないし、毎年考え方は変わってくるの

ではないでしょうか。この事からテーマ、課題、問題点を設けて

西仙地域はこうあるべきだということを西仙地域の人達がつくり

あげて行くことが必要と思います。財政的に厳しいなか地域枠予

算という独自予算を置いております。もっと有効的に活用し、も

し５００万円で不足があるとするならばその時点で考えていかな

ければならないと思います。枠の中で５００万円予算しかないか

ら５００万円以上は認めませんよということではなく、どうして

も必要であるということになれば上積みは考えていかなければな

らないと思います。物に応じて考えていきたいと思います。 

２、大仙市行政の開示について、今この様な時代、お互い市の

情報、住民が持っている情報、相互に理解し分かり合って初めて

自治というものが出来ていくものと思います。平成１９年度は非

常に厳しい財政状況となっております。この厳しい中身について

住民の方々から理解していただき広報を通じた情報発信を１９年

度は重視していきたいと思っております。その他にこの地域協議 
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会を活用しながら、例えば今教育委員会では将来の小中学校のあ

り方とかについていろいろ計画があります。将来この様にして行

きますという案を持っております。地域には地域の歴史がありま

すので皆さんの意見を聞きながらお互いに協働して作っていかな

ければならないと思います。健康福祉部では健康の関係、老人福

祉の関係、子育ての関係などいろいろ課題を抱えております。そ

のような市の施策などを理解して貰わなければなりません。住民

の一部負担などをこれからお願いする訳でございます。そしてま

た、今現在保育園の保育料に各地区バラつきがあり、大仙市とし

ては統一していかなければなりません。最低限住民に負担して頂

けるのはこれまでですよということを協議しなければならないと

思います。ただ、今は非常にアンバランスでありますので３年位

かけて行かなければならないと思います。また特養、老健、保育

園の法人化という問題を抱えております。市としては十分説明を

し、理解を得ながら行っていかなければならないと思っておりま

す。理解を得ないままでは実施できません。この様な情報の開示

というかお互いが分かり合うということは必要であります。これ

からも従来以上に注意をして行っていかなければならないと思い

ます。 

３、職員の能力の活用について、これは職員の能力を十二分に

発揮しないと宝の持ち腐れというか財政が厳しい中で創意工夫と

いうものが必要になってきております。平成１９年度予算編成に

当たって前例踏襲性はやめましょうということにしました。今自

分で実施している仕事を一旦白紙の状態に戻し、一からどのよう

な組立をしていけばよいのかを考えて下さいと言っております。

これまでは何か事業を行う場合すぐコンサルに委託するというよ

うな形で委託料を１００万とか２００万円というような形で予算

化しておりました。１８・１９年度からは業者の委託ではなく自

分達職員一人一人が自分の業務に関することについてやれること

はやるようにと方針転換をしてきております。そうしないと全て

人任せで自分の能力を磨くことが出来ません。このようなことか

ら今後もこの方針で実施していきたいと思っております。また、

昨日人事異動発表をしました。退職者５１人採用２１人というこ

とで３０人減りました。全ての部門で職員は削減されております。

そのため１０のものを１２０％出すような形で物事を進めていか

なければなりません。今後職員の研修をはじめ職場内で仕事しな

がら研修することが必要です。そして職員からも提案ということ

でドシドシ出していただきたいと考えております。職員の能力活

用を図るために叱咤激励しながら、我々も職員と議論しながら行

政の物事を進めて参りたいと思っております。 

以上です。 
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○工藤会長          ありがとうございました。 

 

○若松謙三委員        これを機会にもう２・３意見を言わせて頂きたいと思います。 

               地域協議会の自治運営についてでありますが、この協議会を会

長以下我々委員に任せて貰えないかということです。例えば委員

の人選、開催の方法・時期、協議の内容、予算を含め地域協議会

で賄う自治運営するよう運営規定そのものからお願いできないか

という要望で、他の地域協議会からも出てきていないものでしょ

うか。 

 

○小松総合政策課長      地域協議会の自主運営というか、基本的に地域協議会という性

質は自治法でいう市長の諮問機関であることは変わりありません。

あくまでも制度上市長の諮問に応える特別職の非常勤職員という

位置づけであります。大仙市としては地域協議会委員の皆さんに

地域の課題について協議し、一緒に町づくりをして頂きたいとい

うことで地域枠予算という制度を設けております。本来の制度で

いう役割は諮問機関であることから一定の制度、ルールは必要か

なと思います。ただ本来の諮問機関以上のことを皆さんに期待し

ているところがあります。この先どのような形で制度を変えてい

くのか検討させて頂きたいと思います。今すぐ自主運営というこ

とは困難であります。 

 

○若松謙三委員        そのような規定をこちらサイドで最良に上手く運営できるよう

にして貰いたい。具体的にいうと委員の定員が２０名で現在１８

名が委員になっている。ご存じの通り今日の会議出席も１２名で

果たしてこれが適正かということ。地域住民の声を広く聞かなけ

ればならない地域協議会であります。各委員全員出席をもって協

議しなければならないといつも思っております。私の方はいつも

このような３分の２くらいの出席であり、地域の声が反映されて

いないのではないかと危惧しております。その辺のところ地域協

議会で臨機応変に対応できるものであれば、委員の入れ替えとか

任命とかは出来るのではないかという事であります。 

もう一つでありますが、市の財政状況が非常に厳しいというこ

とは誰しも解っていることであります。この間の基本方針の中に

スクラップアンドビルドということで新しく構築するということ

でありました。その基本的な見直しの根本は財政からということ

を非常に強調しているように思います。確かに財政は厳しい訳で

あるがその面だけをビルドしなければならないということではな

く、必要性など種々の面から考えどうしてもお金が掛かるものは

削減しなくても上乗せするような事業があっても良いということ

で平成１９年度の予算を見ておりました。何でも減という考え方 
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は解りますが、必要性、重要性から事業を考えて頂きたい。 

もう一つ、特別職・職員の給与カット非常に大変なことでよく

決断されたと思います。それならば行政関連団体の方々はそのま

までよいのかという問題があります。むしろ関連団体こそ自治機

能するような組織につくりかえることが必要な時期に来ているよ

うに思います。このような関連団体の皆さんは殆どが町のためボ

ランティアという考え方が多い。行政側もボランティアというよ

うに捉えているので職員・特別職の給与カットもさることながら、

関連団体の人達の報酬見直しも必要と思われます。 

以上です。 

 

○久米助役          財政事情悪化による様々な関係でありますが、確かに財政事情

は大変厳しい訳であります。どうしてもやらなければならないこ

とについては予算を増額してでも実施するようにしております。

削減できるものは削減という考え方で、メリハリをつけ進めてお

り若松委員と同感であります。 

特別職・職員の給与削減関係でありますが、基金の取り崩しを

すれば１９年度は凌ぐことが出来ました。しかし今後２０年、２

１年になればもっと大変な状況になります。その時１０％の削減

ということは出来ないことから早めにこの様な事情に手を打ち、

お互い職員の理解を得ながらということで１～３月まで職員と話

し合いをしました。組合とも交渉しながら進めてきました。当初

３年間ということで話し合いをしましたが組合からも不要不休の

事業もあるのではないか、組合からも提案をしていくということ

を言って頂きました。また、削減、見直しについてこれからもっ

と必要になりますよ。今までの組合はただ上司からいわれて仕事

をしてきているきらいがありますが、市民のために職員がいます

よ。自分で行っている事務事業を見直していくべきであると話し

合いをしました。平成１９年度に入り１８年度決算状況とか、１

９年度の地方交付税状況とか、諸々財政事情、事務事業の見直し

をし、平成２０年度の状況を話し合いしながら進めていくという

ことで了解をいただいております。秋田県では大仙市が初めて職

員の給与削減いうことで思い切った形になりましたが、市長は苦

渋の決断という言葉で言っております。生活の糧である給与を削

減するということは大変なことであります。大仙市職員１４００

人おりますので・・・・。合併した大仙市が財政破綻することな

く行っていかなければということで職員から理解して頂いたもの

であります。今後このようなことが無いようにしていきたい。ま

た、非常勤職員・特別職の報酬見直しも当然出てくるものと思い

ます。そしてまた、関連する団体の活動、自主運営という方向に

これからは持っていかなければならないと思います。自分達のこ 
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とは自分達でやるという意識がなければ長続きしません。全て市

の職員が段取りするものは長続きしません。今後そのような方向

で行きたいと思っております。 

 

○若松謙三委員        市長はよく給与削減に踏み切ったし、職員も良く受け入れたな

と、今の大仙市は市長と職員共に汗を流し新しい大仙市を発足し

ていこう意気込みはあるなと非常に良かったと思っております。

しかし、何時までも給与削減で予算の穴埋めをしていく訳にはい

きません。キッチリした行政改革等をし、職員に今後この様な負

担の無いようにして頂きたい。行政改革により予算を削減すると

いうことは非常に困難であることから、簡単に手っ取り早く職員

の給与削減したと私は見ております。これは一回限りで今後はキ

ッチリした地方分権、行政改革をし予算を賄って頂くようにと願

います。 

 

○工藤会長          時間もかなり進んでおりますがほかにございませんか。 

 

○小笠原博委員        子どもの安心安全という項目がある訳でありますが、道路のこ

とについて申し上げたいと思います。私は土川の住民です。刈和

野は別として土川、大沢郷、強首は凡そ類似して言わば市道の延

長がかなりあります。これが通学道路として殆ど使われている。

そのようなことで昨年市当局へ陳情に伺った経緯があります。市

道であり今すぐという訳にはいかないと思います。年次計画を立

てそれを公表発表して頂くことにより地域住民は安心と期待が持

てるのではないでしょうか。陳情の繰り返しで、県の場合は別と

して出来るものであれば年次計画を出して頂けないものでしょう

か。 

 

○久米助役          昨年の陳情について拝見しております。生活道路の整備、側溝

改良、舗装とたくさん来ております。市道の延長も非常に長くな

かなか出来ないのが現状です。年次計画により実施しております

が、ただ西仙地域では現在大きな事業として黒森山線の改良を行

っております。合併前からの引き続きということで事業を行って

いる訳でありますが、当初計画からすると２～３億円ほど事業費

が増えております。事業年次も平成２２年度までということで約

１１億円ほどの工事になるようです。この様に大きな事業を行い

さらに生活道路部分もということになるとなかなか出来ません。

ある程度大きな事業が完了した段階で年次計画を立て実施してい

くという方向ではないでしょうか。少しずつ実施していきたいと

思います。今年も数本しか道路改良の予算計上は出来ませんでし

たが、何としても実施しなければという順番をつけ進めていきた 
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い。大きな事業が完了した段階でメリハリを付け実施していける

のではないでしょうか。何とかそのようなことでご理解下さるよ

うお願いします。 

 

○工藤会長           ほかにございませんか。 

 

○阿部委員           情報開示について、我が大仙市は報道機関テレビ等による情報

が他の市より数段多いように思います。学校統合についても秋田

銀行を通し情報を得てありますが、地域協議会の場でも情報開示

の資料等まとめてでも開示して頂ければと思います。また、助役

さんから市民のために職員はあるのだという意識を持って業務遂

行することだと話しておりました。協働のまちづくり、住民との

接点が濃密であればあるほど協働のまちづくりが出来てくると思

います。さらにまた、ある市民からこんな事を言われたので伝え

ておきます。市役所に市民が入っていくと、職員は目をそらし目

を合わせないでパソコンに目を合わせる、ということをいわれま

した。職員は職務に忙しいと思いますが市民が訪れ場合どこに何

課がありどこを訪れたらよいのか解らないなど様々な状況があり

ます。特に部長とか課長は窓際におり、役所では部長であり課長

ではあるが住民にとっては関係のないことであります。なかなか

職員との心が通じない。市長にも話をしたこともありましたが、

なかなか職員の意識は変わるものではないということでありまし

た。ある医師は、パソコンを見ないで先ずは患者さんの目を見な

さいと言っている事を思い出し、また昔はこうでなかった、とい

う住民もいることで話をしてみました。 

 

 

○久米助役          情報の提供ということで、いろいろな計画について地域協議会

にも十分説明しながら実施していくつもりでありますのでよろし

くお願い致します。 

窓口職員の目をそらすことについてでありますが、私も一部感

じており今年正月明けの庁議で、例えば住民が窓口に来たら「お

はようございます」「こんにちは」という挨拶はして下さいと言

うことを部・課長・支所長に指示しております。未だ徹底してい

ないのではないかなと思います。目をそらさず「こんにちは」「お

はようございます」といえば悪い気はしません。ニコッと笑って

挨拶しないと本当の住民との協働のまちづくりは出来ないと思い

ます。人と人とが向き合って話すことから協働のまちづくりが出

来るものでありもっともっと気をつけて参りたいと思います。 

 

○工藤会長          大部話し合いを続けて参りましたが時間もかなり経過しており 
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ます。ここで是非にという方がおられましたらお願い致します。 

 

もし無ければこれで終了したいと思います。 

                

               先程来大変実あるご協議をいただきました。そしてまた助役さ

んはじめ企画部長さん、総合政策課長さんにはいろいろご指導頂

き感謝申しあげます。今日申し上げました平成１９年度の地域協

議会の地域枠予算執行方針案でございますが、この後さらに委員

の皆様との検討を重ね地域住民のためのより良い地域づくりのた

め頑張って参りたいと思いますのでどうぞよろしくご指導下さる

ようお願い致します。 

それではこれで今日の協議会を終わることと致します。 

どうもありがとうございました。 
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