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  第１回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１９年４月２６日（木） 

午後１時３０分～３時４０分 

（会議終了後現地研修・調査） 
                    ２．場  所       西仙北総合支所 ２階 第５会議室 
                                     ３．出 席 者       別紙のとおり 
                                     ４．会議内容 
          
 

○小西参事          職員紹介 

 

○佐々木支所長あいさつ    庁舎前の桜が一昨日あたりから咲き始め、桜花爛漫本格的春到来と

なりました。今日は今年度第１回目の地域協議会であります。会議内

容は平成１８年度の地域枠予算の事業実績についての報告と、平成１

９年度地域枠予算事業の要望についてであります。２回目以降につき

ましては地域枠予算事業もさることながら、今後地域の問題・課題を

洗い出して頂き、改めて地域づくりについての検討をして頂きたいと

思います。と申しますのは１９年度後半には地域独自の西仙北地域振

興計画策定の計画があります。この事から皆様の地域のチェック、ご

協力をよろしくお願いいたします。地域協議会及び事務局は勿論、支

所全体として頑張って参りたいと思いますので重ねてよろしくお願

いいたします。 

 

○小西参事          欠席委員の報告 

 

Ⅰ 開 会 
○小西参事             ただいまより、平成１８年度第６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。     
   

Ⅱ 会長あいさつ       いよいよ花見時になり、毎年のことではありますが心うきうき

して花見の方に心寄せられる今日この頃であります。普通の年よ

り今年は雪が珍しく少なく、この春もそれに準じて段々暖かくな

っていくのかなと思っていたら最近は気温が低い状況であります。

今日は風も強く非常に不安定な天気と気温であります。この先思

いやられるような気がいたします。何とか平穏無事な年であって

ほしいものと思っているところであります。 

今日は平成１９年度第１回目の地域協議会であります。昨年度

は委員のみなさまの絶大なるご協力により事業を進めて参りまし

た。この後実績の報告があるわけでありますが歴史民俗資料整理

保存等事業、安心安全づくり事業、環境美化事業、地域づくり事

業など様々な事業を行って参りました。今年度は昨年度最終の段

階で大仙市助役さんにご説明したように西仙北地域の「緑豊かな 
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自然を大切にし、住民自治の確立と拡充、郷土の伝統文化や歴史

理解と継承及び自治体・団体活動をまちづくりに活かし、安心と

安全の地域づくりの育成に努め大仙市民としての一体感の高揚を

図る」という「住民と連携して解決しようとする地域の課題」と

いうことで大きく捉えてスタートすることになりました。しかし、

「課題の現状」と言うことで地域を包括する自治組織をつくり、

当事者意識の確立を目指し行政と住民が各々役割を担い市政運営

に関わっていくなど８つほどあげております。この事は３月の会

議の時皆様方既にご承知のとおりでございます。しかし、ただこ

れだけであるのかというと決してそうではありません。今後委員

の皆様とご協議を重ねながら更により良い地域づくりのため委員

としての役目を達成したいと思います。今年は会の持ち方とか運

営・運用について一層新しい考え方を取り入れて新鮮な形で会を

進めて参りたいと考えますのでよろしくご協力お願いいたします。

今日は第１回目の会議で平成１８年度の地域枠予算の事業実績に

ついての報告と、平成１９年度地域枠予算事業の要望についてであ

ります。よろしくご協議くださることをお願い申し上げ開会の挨拶

と致します。 

 

Ⅲ 協議 

○小西参事          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、２分の１以上の出席であります

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。 

佐藤和則委員と進藤誠幸委員にお願いいたします。 

 

それでは早速協議に入ります。 

 

協議             １．平成１８年度地域枠予算事業実施について（報告）であり

ます。事務局からよろしくお願いいたします。 

 

○小西参事          平成１８年度地域枠予算事業実施について資料１ページにより

説明。 

 

○工藤会長          ただいま説明が有りました。何かお解らない点がございました

らお願いいたします。 
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○進藤委員          事業報告とはかけ離れますが、乙越沼の管理、特に葦・茅およ

びブラックバスの対策についてどのようになっているでしょうか。 

乙越沼釣り公園と看板があるけれどいつから釣り公園になった

のかもあわせてお聞きしたい。 

 

○小西参事          葦・茅の刈り取りについては自然の状態にしているのが現状で

あります。管理用道路沿線については市の委託により実施してい

る。又日常管理として公衆便所とその周辺ゴミ拾いについて４月

から１１月まで樅峰苑との契約により管理している。釣りについ

ての規制は船外機付き船の乗り入れは禁止しております。また観

光協会で釣りの注意マナー看板を設置しております。釣り人とし

てのマナーに頼っているのが現状であるが、先般船を出しヤスに

より漁労しており止めた方がよいのではという情報を得ておりま

す。県道にある「乙越沼釣り公園」看板については詳細不明であ

ります。釣り公園としての経緯は不明であります。なおご存じの

通り乙越沼の水については西仙北土地改良区により管理されてお

ります。沼全体は市の管理で商工観光部門との関連でも有ります。 

ブラックバス、雷魚といった魚の対策は特に取っておりません。

なお以前変形した魚、背骨が曲がった魚がいたと言うことは聞い

ております。 

なお、白鳥などの渡り鳥の飛来地にはなっておりますが、今の

ところ特別事故等について情報はありません。 

 

○小笠原博委員        民具資料の整理は大変であったと思うがどのような状況であっ

たのか教えて頂きたい。また、整理後の管理取り扱いについての

方向付けがあればあわせて報告願いたい。 

 

○小西参事          平成１８年１０月１０日から平成１９年３月８日まで、延べ２

４名の西仙北支部文化財保護協会会員の半ボランティアにより民

具資料の整理作業を行いました。総点数３５２点で４６点を返却

し、７４点について重複資料ということと所有者の意向を聴取し

処分しました。残りの２３２点については将来の西仙北を語る上

で貴重な資料となるであろう事で現位置に保存しております。た

だ、曲家については屋根に穴が空いている状態で今後何らかの策

を取らないと貴重な資料が消失してしまう恐れがあります。関係

部局との協議が必要と思われます。なお、西仙北地域の各学校で

の郷土学習資料としての活用と今後教育委員会管理の協和地区の

小学校統合により廃校となる峰吉川小学校への移動保存が最も有

力な考えのようであります。 

 

○小笠原博委員        貴重な民具資料、曲家民家共々二度と購入することの出来ない 
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郷土の歴史を語る貴重な財産、宝物的資料です。大切に保管して

頂きたいと思います。 

 

○工藤会長          ほかに１８年度について質問等ございませんでしょうか。 

もしなければ次に進みたいと思います。 

それでは 

２．平成１９年度地域枠予算事業の要望について事務局から説

明願います。 

 

○小西参事          平成１９年度地域枠予算事業６件の要望について、平成１９年

度地域枠予算事業要望一覧表および平成１９年度地域枠予算に関

する要望事項説明書により説明。 

 

○工藤会長          ただ今要望されている地域枠予算について説明がありました。

如何でしょうか。ご質問ございませんか。１件ごとに検討してい

くことになろうと思います。 

 

○進藤参事          公民館事業としての一部事業開催している面があります。例え

ば「英会話教室」は西仙北分室公民館でも似たような内容で講座

を開いております。また、「書き初め大会」は全市に渡っても開

催している状況にあります。また刈和野コミュニティについては

管理運営を含め市と月額１６８,０００円、年間２,０１６,０００

円で委託契約を結んでいる現状にあります。 

 

○阿部委員          「七夕まつり」「書き初め大会」について少子化を含め現状的

に参加者不足であることは現実のように見えます。また参加者は

刈和野小学校の児童が大多数のように見えます。 事業参加募集地

域を強首、大沢郷、土川などと拡大をするということについては

理解できるが果たしてどうでしょうか。参加者は今とそんなに変

わらないと思います。むしろ公民館とタイアップして現状の内容

を充実する事が大切と思います。 

 

○工藤会長          委員の皆様いろいろお考えがあるようであります。 

ここで約１５分間の休憩を含め自由協議としたいと思います。

よろしくご検討下さるようお願いいたします。 

 

 

・・・・・・・休     憩・・・・・・・ 
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○工藤会長          協議を再開いたしますのでよろしくお願い致します。 

 

○若松（謙）委員       確認でありますが、この地域枠予算執行に当たってハード予算 

 

よりソフト面に重点を置き執行するということのように記憶して

おりますが宜しかったでしょうか。それと今回出てきた事業要望

は昨年度末に募集したことにより各団体自ら自主的に要望してき

たものでしょうか。 

 

○小西参事          地域枠予算事業による補助金制度についての考え方は昨年度と

何ら変わりはありません。地域づくりのためハードよりソフト面

に重点を置き執行することの考えであります。また要望について

は団体自ら要望したものであります。 

 

○工藤会長          １件ずつ進めたいと思います。 

№１の月出羽路研究会の月出羽路現代語版発刊についていかが

でしょうか。 

 

○阿部委員          地域住民として、地域の歴史を知るためには非常に良いことと

思います。 

 

○若松（謙）委員        地域づくり事業の中で実施することについて特別異論はありま

せん。ただ、団体の方から二カ年にわたってということでありま

すが、今年中に完成させることは出来ないものでしょうか。 

 

○五十嵐委員         聞くところによれば、解読作業はかなり進んでいるようです。

頑張れば今年度に発刊することは可能と思います。地域枠事業予

算要望で継続的な内容の事業であっても補助事業として可能であ

るとの事が以前市長の回答がありました。しかし、補助金額は２

０万円が限度であるとのこと、団体の方で運営のための経費的な

面から２カ年の継続でお願いしたいということのようです。ただ

頑張れば何とかなるだろうと聞いております。 

 

○若松（謙）委員              要綱の中には２０万円の範囲内ということで決められている

が、この様な事業内容については地域の歴史を知るため貴重な資

料となります。まして今年度内に発刊することが可能であるもの

であれば枠をはめなくても、単年度で完成発刊することで進める

ことは出来ないものでしょうか。 

 

○工藤会長          事務局側では如何でしょうか。要望は２カ年として提出されて

おります。この様な大事な事業、１年で完成できる形で何とか対 
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応できないかという委員多数の考え方であります。 

 

○小西参事          基本的には２カ年の継続という事になります。ただ委員の皆様

方のご意見でありますので、極力可能になるよう本庁と協議検討 

を重ねたいと思います。 

 

○工藤会長          そうすれば、本庁と可能性について協議検討を重ね、ＯＫであ

れば単年度で実施していただくということで宜しいでしょうか。 

 

○全員            異議無し。 

 

○工藤会長          ２つ目の英語サークルテゥインクルについて協議願います。 

収入内訳で運営会費の割に補助金枠がかなりウエートを占めて

いる。また支出として交通費、食材費、諸経費、謝金という内訳

になっているが果たしてこれで宜しいものか如何でしょうか。 

 

○進藤参事          参考まででありますが、公民館事業として実施している内容と

大きく変わることのない事業内容に見受けられます。講師謝金の

国際教養大学との交流、地域のＡＬＴの協力などにより交通費な

どはかなり節約できるものと思います。食材（教材）費も自己負

担分を考慮することにより軽減できると考えられます。その他諸

経費資料代についても公民館事業と重複作成することにより更に

経費節減になると思います。 

 

○五十嵐委員         サークルの活動内容が類似しているものであるならば、公民館

活動と統合して活動できるよう働きかけをするのも方法ではない

でしょうか。 

 

○工藤会長          如何でしょうか。今１つのグループにこの様な形で補助と言う

ことになれば今後他のグループへ与える影響も大きく問題となり

ます。サークルの抱いている事業目的が公民館事業の活動内容に

共通する所があるならばそこで勉強・活動して頂くことの働きか

けを事務局から話をして貰うということで、この件については保

留と言うことで如何でしょうか。 

 

○全員            異議無し 

 

○工藤会長          ３つ目の「刈和野コミュニティ運営委員会の日本文化の継承」

活動補助について協議願います。 

日本文化の継承として「書き初め」については西仙北地域全体

に広げたい、という意図が有るように見受けられます。 
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○小笠原博委員        先程進藤参事さんから「刈和野コミュニティの運営と管理につ

いて市との委託契約を行って活動している」と聞きました。さら

に事業について補助をということは如何なものでしょうか。 

 

○五十嵐委員         今回要望された中には内輪事情的に契約予算額が年々縮小され

てきている。その中で地域の子ども達を含めた七夕まつり、書き

初めなど活動を充実するためには予算が不足である。文化の継承

として刈和野地域だけではなく周辺の土川、強首、大沢郷地域に

広めるという考えからであると思われます。 

 

○工藤会長          事業活動を含めた内容でのコミュニティ管理運営の委託と思わ

れます。文化の継承は単年度で終了するものではないと思います。

今年何十周年記念事業と言うことでもなさそうです。文化の継承

は時間をかけじっくりと取り組む姿勢が必要と思います。単年度

で終了するというものではないように思われます。 

 

○五十嵐委員         先程の英語サークルと同じで、公民館、大仙市全体という徐々

に拡大するという考え方をすべきであると思います。管理運営委

託契約をしているとのことであれば申し訳ないが、先ずは全体の

見直し、運営努力等をすべきではないでしょうか。補助金の重複

とも考えられます。 

 

○工藤会長          如何なものでしょうか。 

               コミュニティ事業内容と補助金の重複も考えられることから再

度調査、検討、確認することでこの件は保留ということで如何で

しょうか。 

 

○全員            異議無し 

 

○工藤会長          次に愛宕町町内会の一人暮らし高齢者見守り隊について協議願

います。 

 

○若松（謙）委員               これは自治会で支援と言うことで町内会事業として実施してお

ります。敢えて補助するような内容のものは無いのではないでし

ょうか。 

 

○小笠原博委員        自治会支援補助金の中の活動に殆どの自治会で事業実施してい

ると思われます。団体に確認は必要と思われますが、これも前と

同様補助金の重複の危険があります。むしろ対象外と考えるべき

ではないでしょうか。 
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○工藤会長          今年一年きりの事業でもないようです。地域として息の長い事

業と思います。皆さん如何でしょうか。この件については地域枠

予算事業対象外ということでよろしいでしょうか。 

 

○全員            異議無し 

 

○工藤会長          次に５番目として雄清水を守る会の雄雌清水の環境整備事業に

ついて協議願います。 

 

○小西参事          改めて事業内容についての説明と前年度伝統文化の継承と地域

づくりソフト事業関係として補助していることの説明。また、清

水には毎日のように水汲み及び観光客が来ていることと、西仙北

地域の観光名所的存在になっていることの状況を追加説明。 

 

○小笠原（慶）委員           周辺地域の人々だけではなく大仙市以外の方々が訪れ、隠れた

「名水の地」として知られているようです。 

 

○工藤会長          それではこの雄・雌清水周辺の環境整備は、当西仙北地域の一

観光名所として、そして訪問者への不便をかけず気持ちよく利用

して頂き、互いのふれあい地域づくりに役立つということでこの

件について了承して宜しいでしょうか。 

 

○全員            異議無し 

 

○工藤会長          次に、最後になりますが水芭蕉愛護会の水芭蕉の保護保存活動

についてご協議願います。 

 

○五十嵐委員         問題ないと思います。新聞ラジオなどの報道関係機関によりか

なり良く宣伝して頂いている。前項の雄・雌清水同様我が西仙北

地域の観光スポットになろうということと、平成１９年度地域の

課題として示されている「緑豊かな自然を大切にし・・・・・」

という事柄の解決の一策ではないでしょうか。 

 

○小笠原博委員        現状として見学するには中途半端な状態に見えます。園路・見

学路をもう少し延長し、多くの方々に見学して頂いても良いので

はないでしょうか。要望事業費は少ないけれど折角西仙北地域の

新しく誕生した観光スポット、土地所有者の協力が得られるもの

であれば地域枠補助事業額限度の満額により拡張整備をし、保存

保護活動をして頂いては如何でしょうか。１８年度は市の予算に

より整備したようであるが、折角の機会、今年度は是非地域枠予

算限度一杯で整備して頂ければありがたい。 
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○工藤会長          今のお話では要望額は５万円でありますが予算一杯１０万円と

いうことでしょうか。またはその倍というご意見もありますけれ

ど・・・・ 

 

○若松（謙）委員       要望書一覧表の中で№１・５・６は枠に拘りなく、十分な事業

整備をして頂きたいということであります。 

 

 

○工藤会長          水芭蕉群生地の整備にはもう少し予算、経費が嵩むことと思わ

れます。現状の５万円という事ではなく限度額２０万円まで又は

出来るときは一気に整備をしてはどうでしょうか。地域にとって

大事なことなので２０万円にとらわれない実施してはどうかと言

うことでしょうか。 

 

○若松（謙）委員       事業実施ができるときは枠にとらわれず、一気に計画している

ところまで実施してはどうかという事であります。 

 

○工藤会長          本件についてただいまのご意見のような進め方で宜しいでしょ

うか。 

 

○全員            異議無し 

 

○工藤会長          それでは提案頂いた６つの案件について全部検討頂きました。 

この他この地域枠予算事業についてございますでしょうか。 

 

○小西参事          特にございません 

 

○工藤会長          以上今日協議頂くことの案件は終了致しました。 

                

３、その他としての案件がありましたらお願いいたします。 

 

○小西参事          その他として５件ほどございます。 

１、大仙市民賞贈呈式・講演会、地域協議会委員研修会実施の

参加協力についてよろしくお願いいたします。 

２、今年度から地域枠予算５００万円の中から５０万円を支所

長裁量、権限予算として執行することが出来るようになりました。

しかし、事業処理内容状況につきましては当会長との事前協議を

する事と、緊急を要する案件についてはこれまた当会長に報告す

ると言うことで執行させて頂きますのでご了解のほどお願いいた

します。 

３、平成１８年度と本日の協議会は地域枠予算関係のみで終了 
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したような気がいたします。本来の地域協議会としての役割を果

たすため地域の問題、課題を各委員等から提出して頂き、解決に

向けた会議としていきたいと思います。いわゆる平成１９年度地

域枠予算の執行方針そのものの「地域の課題」「その課題の現状」

そして「テーマ」に向けた「方法手段」について協議して頂きた

くお願いいたします。年度後半には地域の地域振興計画策定の計

画もありますので重ねてお願いいたします。 

４、３に関連いたしますが、地域協議会の会議の開催について

時間、曜日、部会制とかの方法、手段等について検討し委員の皆

様の出席率を上げたいと思います。一人でも多くの委員の方々が

出席いただき、各々のご意見を拝聴し地域住民に反映したくよろ

しくご協力下さるようお願いいたします。 

なお、加藤幸子委員と佐藤真知子委員から一身上の都合により

会議出席困難であることで、委員辞退の意思表示されていること

をご連絡いたします。 

５、昨年度開催した西部地区の地域協議会委員研修について今

年度も予算確保されております。今年度も合同で研修会を開催す

るかどうか神岡支所より問い合わせがありました。次回の地域協

議会まで検討して頂きたいと思います。 

 

○若松（謙）委員       委員の任期と条件について、特に条件についてもう少し柔軟に

対応して頂きたい。例えば協議会委員について○○会の会長では

なく○○会代表といった方向で広く大きな意味合いで考えて頂き

たい。また、協議会運用についても同様に対応して頂きたい。自

主独立運営、運用というように考えておりますので何とか可能に

なるよう、機会ある毎に本庁と話をして頂ければ幸いです。 

 

○工藤会長          協議会について開催日、曜日、時間帯、部会の持ち方等につい

てもう少し検討いたしましょう。今年は先程説明にもあったよう

に地域振興計画策定の計画もあるようなので・・・・。 

そう言うことで今日の会議はこれで閉じて宜しいでしょうか。 

 

 

閉  会          大変長時間に渡りご協議頂き誠にありがとうございました。先

程からいろいろご意見がありましたように、今年は運用の面に工

夫を凝らし、会に来るのが楽しいという会にしていくことが一番

大事ではないでしょうか。楽しくないところには来ないのが通常

であります。楽しいということは大切なこと思います。どうか今

後もよろしくお願いいたします。これで会を閉じます。 

 

○小西参事          高屋敷水芭蕉の現地研修、調査を致します。正面玄関に車を準 
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備しておりますので、玄関前に集合してください。 

 

 

                  

 

                  現地研修、調査の後現地にて散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員                  

 

 

会議録署名委員                  


