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  第２回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１９年６月１８日（月） 

午後１時３０分～３時５５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 
          
 

○小松地域振興課長      開会に先立ち委嘱状を交付します。 

 

○佐々木支所長        委嘱状交付 

 

○小松地域振興課長      新協議会委員の紹介 

 

欠席委員の報告 

 

Ⅰ 開 会 
○小松地域振興課長        ただいまより、平成１９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お願いいたします。 

 

Ⅱ 会長あいさつ        今日は大変良い天気に恵まれました。皆様大変お忙しい中お集

まり頂き誠にありがとうございます。農作物も順調に生育してい

るように感じられます。今日は先般の会議で話し合いにより集ま

りやすい日、時間帯を設定してということでありましたが、各々

の諸事情が重なり一番集まりにくい月曜日ということで申し訳な

く思っております。 

今日は次第案件に従って進めていく訳でございますが「状況報

告」と「地域の課題と現状そして解決に向けて」ということで協

議をお願いすることでございます。会議資料は既に皆様方のお手

元に配布されており、資料は「市民生活環境」「建設産業」「教

育文化商工観光」の三グループに分かれております。各々のグル

ープにより協議をして頂きたいというこころづもりで事前に配

布致しておりました。よろしくご協議頂くことをお願い致します。

そしてまた、今日委嘱状を交付された皆様どうぞよろしくお願い

致しまして開会のあいさつと致します。 

 

Ⅲ 協議 

○小松地域振興課長       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。 
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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

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。 

若松謙三委員と阿部一雄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．近況報告についてであります。事務局からよろしくお願い

いたします。 

 

○小西参事          資料１・２ページにより説明。 

 

○工藤会長          ただいまの近況報告についてご質問などがありましたらお願い

いたします。 

 

 

               ご質問がなければ次に進めて参りますが宜しいですか。 

                      （特になし） 

 

          ２．「地域の課題と現状そして解決に向けて」（地域の振興に

向けて）についてであります。 

事務局から説明お願い致します。 

 

○小西参事          資料３ページにより説明。 

               平成１８年度最終の地域協議会にて提案されたものに手を加え

たものであります。問題点を提起しその解決策（方法）について

検討頂きたいということであります。 

               「市民生活環境」「建設産業」「教育文化商工観光」の三グル

ープに分類をした。 

 

○工藤会長          今の説明について質問はありませんか。 

 

               「市民生活環境」「建設産業」「教育文化商工観光」の三グル

ープがあります。委員は１８人で構成されております。６人ずつ

３つに班編制をして協議して頂いたら如何でしょうか。 

 

○全員            異議無し 

 

○工藤会長          それではどのようにして班編制をしたらよろしいものでしょう 
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か。 

事務局で原案はありませんか。 

 

○小西参事          各々得意分野があると思われる事から特別原案としては持って

おりません。希望だけとすると偏ってしまうこともあると思いま

す。その辺を案配して頂ければと思います 

 

○進藤委員          事務局で検討してくだされば、大変助かります。 

 

○工藤会長          事務局で検討願い、暫時休憩します。 

 

 

○工藤会長          会を再会します。事務局から発表願います。 

 

○小西参事          報告致します。 

「市民生活環境」＝ 伊藤智子 小笠原慶子 佐々木修 佐々

木智子 佐藤和弘 若松謙三氏の６委員 

「建設産業」＝ 岡田英子 小笠原博 工藤淳志 佐々木忠永

進藤誠幸 堀江忠男氏の６委員 

「教育文化商工観光」＝ 阿部一雄 五十嵐五郎 小笠原浩之

小笠原英登 小松睦子 若松昭広氏の６委員 

以上案として発表いたします。 

 

○工藤会長          今事務局から発表されたことについて何かございませんか。 

（特になし） 

それではこれからグループ毎に分かれてご検討願います。なお

本日は問題点そして全て解決までの協議すると言うことではあり

ません。とりあえず問題点の再検討というとでも宜しいと思いま

す。なお進めるに当たって座長（班長）と記録者を決めて進めて

頂きたいと思います。 

協議するにあたりグループ毎の会場について事務局からお願い

致します。 

 

○小西参事          市民生活環境班は当会場、建設産業は隣の第４会議室、教育文

化商工観光班は地域協議会室でお願い致します。 

 

○工藤会長          それでは今から約４０分間２時５５分まで協議を願います。 

 

 

グ ル ー プ 協 議 
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○工藤会長          それでは会議を再開します。 

今まで各グループに分かれ各々協議をしたことと存じますので

グループ毎に発表をお願いします。 

最初に市民生活環境協議班からお願いします。 

 

○小笠原慶子委員       アッという間の時間で十分な話し合いはできておりません。今

回は安全と消防について検討してみました。 

安全について 

通学路の問題が大きい。パトロールもそれぞれ頑張って実施し

ている。事故もなく好ましい現状ではあります。通学路に街灯の

数が少ないのが現状である。刈和野地区はあまり問題はないよう

であるが大沢郷、強首、土川地区は少ない状況である。また街灯

はあっても故障とか不良の所もあるのが現状であり、逐次確認が

必要と思われます。刈和野小学校農事試験場前Ｙ字路の所に一時

停止ラインがあれば良いということと、標識、カーブミラーがあ

っても現状的には役に立っていない。本当に危険な箇所である。 

消防について今年は西仙北地域の火災発生が多い。各々注意し

ていかなければならない事である。 

交通安全では昨年土川で死亡事故があった。運転者のマナーの

低下、モラルの改善が必要ではないでしょうか。お互い注意が必

要である。また救急車の依頼の仕方についても無意味に呼ばない

事である。悪用する人もいるようである。 

概略以上のような話し合いでありました。 

 

○工藤会長          次に建設産業協議班お願いします。 

 

○進藤委員          少ない時間で次回に持ち越しの部分が多々ありますが発表致し

ます。 

道路、公園、下水道、農業の４つについて話し合いをしました。

下水道について大沢郷地区については今日欠席しており良く解 

りません。強首の場合は輪中堤を除く殆どの集落でどの程度進ん

でいるか承知しておりませんが今後の市の水洗化対策がどのよう

になっているか、話は出ておりますが未だ結論に至っておりませ

ん。土川の場合、道路の改修整備と併せて今後も高齢化が進むこ

とを踏まえ歩道の整備についても継続要望をしていきたいという

ことでありました。 

公園について、高屋敷の水芭蕉について今回園路の延長と言う

ことで申請要望があるようだがこれを含めて増殖をした方が良い

という話し合いをしました。さらに駐車場の整備を考えなければ

ならないのではないでしょうか。 

農業については、強首の場合基盤整備事業、集落営農化という 
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ことで進行しておりますが高齢化、農地の効率的運用について今

後実施していかなければならないのではというような話し合いを

しました。結論的なものはでておりません。 

以上です。 

 

○工藤会長          最後に教育文化商工観光班からお願いします。 

 

○阿部委員          私どもは学校教育、文化財、商工観光について話し合いをしま

した。 

学校教育について、今日大仙市の「新しい時代の学校教育だい

せん」ということで次回協議会資料が手渡されました。その中で

将来的には適正規模の学校と言うことで、旧町村での学校統廃合

が行われる感じが受けられます。先行として協和地域では平成２

０年度小学校が１校に統合される。合併と言うことで学区域を考

えるに、私達の目の前にある峰吉川、芦沢地区が荒川区域ではな

く刈和野の学校に来ても良いのでは・・・。合併の再編まで考え

配慮しても良いのではないでしょうか。地域の歴史や伝統がある

訳でありますが、考慮する必要があるのではないでしょうか。 

文化財関係でありますが、刈和野大綱引きは全国的に有名であ

ります。しかし、僅か１日のイベントで終わってしまう。それを

もっと何らかのものと関連づけはできないものでしょうか。旧法

務局跡地は綱引きの作業小屋になっております。果たしてあれで

観光ＰＲに繋がっていくものでしょうか。民俗資料関係的なもの

としそれに併せて綱引きに関わるパネル展示などを考えても良い

のではないでしょうか。西仙北インターに素晴らしい綱引きパネ

ルがあります。あそこまで見学者は行かないものと思われます。

また、刈和野地区は素晴らしい樹木や武家屋敷の町並みの面影が

残っている、何らかの形で活用できないものでしょうか。 

商業関係でありますが、大型店が進出し西仙地域以外からもか

なり多くの利用客がいる。そのお客を呼び込む何かないでしょう

か。嘗て若松謙三委員が提案したこともありましたが、総合庁舎

１階を全て解放しそこを展示ホールや観光物産館的な場所として

解放しては如何でしょうか。少々乱暴な話ではありますが大型店

との結びつきという事で何かを考えては如何でしょうかというこ

とです。旧昭和町ブルーメッセでは四季折々多くの花が咲き沢山

の来客者がいる。そのような何かないものでしょうかということ

が話題になりました。 

以上であります。 

 

○工藤会長          ありがとうございます。以上３グループから発表がありました

が今日のところはこれまでとし、事務局でまとめて次回まで資料 
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として提出してください。そしてまた引き続き協議を重ねていく

と言うことにしたいと思います。 

 

○小西参事          各班の座長を確認したいと思います。 

               市民生活環境班は若松謙三委員、建設産業班は工藤淳志委員、

教育文化商工観光班は阿部一雄委員ということでよろしいでしょ

うか。 

 

○全員            そのとおりです。 

 

○工藤会長          次に３．その他についてであります。 

事務局からお願いします。 

 

○小西参事          それではその他について進めさせて頂きます。 

 

１ 地域の要望事項と回答について 
別紙「地域の要望と回答」について説明 
 

               ２ 第３回西仙北地域協議会の開催について 
と き 平成１９年７月６日（金） 
じかん 午後１時３０分 
ところ 第１・２・３会議室 
案 件 １．「ごみ有料化」につて 

２．「新しい時代の学校教育だいせんビジョン」に

ついて 
３．その他 
 

３ 地域協議会委員研修会について 
 講師 阿部一雄 
（由利本荘市亀田地区コミュニティ協議会会長） 
対象 地域協議会委員 西仙北自治連絡協議会委員  
西仙北地域自治会・集落会長会 西仙北総合支所職員 
時期 未定 

 
４ 地域協議会委員等視察研修について 

大仙美郷清掃センター 大曲学校給食センター 余目公

園 国体会場（大曲野球場・美郷バトミントン会場 自

転車競技場） 
 

５ 地域枠予算要望について（申請書は未提出） 
                ・大沢郷宿地区まつりについて 
                  地元民謡歌手公演予定 予算不足と後援及び地域興し

にもなることから補助できないものか。 
                ・大綱太鼓同好会 

揃いの半纏が傷み、購入について何とかならないか。 
・ 支所長枠予算として 
  幟旗設置のための鞘管埋設（約３００カ所） 

                安心安全・交通安全 スノーポールに設置など年間利 
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用できる。 

 
○工藤会長          事務局から説明がありました。如何でしょうか。 

案件１、２については決まったことであります。 

案件３、４については如何でしょうか。いつ頃予定しているで

しょうか。 

 

○小西参事          研修会についてはこれから交渉ということになりますので、追

って報告致します。 

視察研修については国民体育大会前ということで考えておりま

す。 

 

○小笠原博委員        どちらの研修もこの地域にとって非常によいことと思います。

日程内容など相手方の都合もある事なので、詳細は事務局に一 

任しては如何でしょうか。 

 

○全員            異議無し 

 

○工藤会長          それでは次の案件５の地域枠予算要望については如何でしょう

か。 

 

 

            隣同士各々多面的な意見協議が続く・・・・・ 

 

まとめ 

１大沢郷宿地区まつり補助について 

地域枠予算にそぐわない。 

２大綱太鼓揃いの半纏購入補助について 

刈和野大綱引きとの関連と地域に根ざした伝統文化の継承

文化財という意味合いから補助対象としても良いのでは・・・

但し、組織的な問題と会として半纏づくりにどこまで自立負

担できるか。また大綱引きまでには時間が有ることからもう

少し同好会の考えを集約するということで継続審議とする。 

３支所長枠予算について 

地域の安心安全づくりの一環事業として問題ない。地区の

交通安全会、防犯協会による協働の事業でもあり是非進めて

もらいたい。 

 

 

 

○工藤会長          その他の件について以上のようなまとめでよろしいでしょうか。 

               この他に皆さんから何がございませんか。 
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○若松謙三委員        高屋敷水芭蕉について今年度地域に補助をしていくことになり

ますが、併せて市としても増殖、駐車場特に大型バスが駐車でき

るような整備と園路の延長を望みます。さらに案内板についても

う少し広範囲にまた見やすく解りやすい場所に設置しては如何で

しょうか。分かり難いところがあるようです。整備予算の増額及

び工事施工を単年度で集中してもらいたい。 

 

○支所長           改めて検討を重ねたいと思います。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

 

 

それでは今日の会議はこれで閉じて宜しいでしょうか。 

 

 

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

今日の協議会はこれで終わることといたします。大変お疲れ様で

した。 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員                  

 

 

会議録署名委員                  


