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  第４回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１９年１２月９日（日） 

午後１時３０分～３時４５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       （岡田英子・佐藤和弘委員欠席報告と佐々木修・若松昭広委員の

欠席確認） 

 

Ⅰ 開 会 
○小松地域振興課長      ただいまより、平成１９年度第４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         今日は今年度第４回目の地域協議会であります。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。日曜日の開催に

もかかわらず、多数の委員のご出席を賜り誠にありがとうござい

ます。今日の案件は「報告①から④」「平成２０年度地域枠予算

（案）」「地域の現状と課題そして解決に向けてⅡ」の３件であり

ます。 

               さて話は変わりますが、先般地域協議会会長と言うことで「大

仙市都市計画マスタープラン策定委員会」に出席いたしました。

これは都市計画法により大仙市の都市計画に関する基本的な方針

を策定するためのものであり、今後委員の皆様には地域の状況等

について種々検討お図りする事項がある事と思いますのでどうぞ

皆様宜しくご協力下さいますようお願いいたし開会のあいさつと

致します。 

 

Ⅲ 協議 

○小松地域振興課長       ありがとうございました。 

それでは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１４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。 

小笠原博委員と小笠原浩之委員にお願いいたします。 

 

それでは早速協議に入ります。 
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協議             １．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          報告①から③について資料１ページから３ページ、西仙北自治

連絡協議会会則、浅利香津代プロフィールにより説明。 

 

○進藤参事          報告④について別紙資料「地域の公共交通対策について」によ 

り説明。 

 

○工藤会長          ただいまの「報告」について質問はございませんか。 

 

○若松（謙）委員       地域の公共交通対策について質問いたします。 

地域住民の足を確保するため地域交通対策のスタッフは来年度

からの実施に向けて検討したわけでありますが、①交通対策を検

討する前に地域の方々の要望意見をどのようにして掌握したもの

でしょうか。②新年度から実施するに当たり地域住民の方々へど

のような方法で周知するのか説明を願いたい。 

 

○進藤参事          それではお答えいたします。 

①については、平成１９年２月の大仙市地域交通アンケートを

もとに検討させて頂きました。 

②については関係集落に出向き周知を図る事としている。 

 

○伊藤委員          地域の公共交通対策の運行計画によれば、朝は強首から刈和野

方面に用事のある人は利用できるような時刻表になっている。大

仙市全体の利用者の内容、料金表を見てみるに、大仙市民である

ならば平等でと言う感覚が大事ではないでしょうか。強首線に対

しては例えば冬期間の双葉小学校の通学にかなり吹雪くところも

あると言うことで殆どの親は毎朝送っていく状況のようです。中

には自動車の運転ができない親もおり親子２人で毎朝歩いて通学

し、かなり厳しい状況にあるようです。住民の要望をもう少し取

り入れて運行できるようなことは無いものでしょうか。例えば刈

和野から強首に向かう途中で乗車させてもらうとか・・・。 

 

○進藤参事          乗り合いタクシーは登録して乗車するものである。登録者は小

学生も当然含まれますので乗り合いタクシーの利用は可能であり

ます。今回の交通システムは第一段階という事で時間的制限もご

ざいました。第二段階で細かい地所時期について実施してみて、

その結果を踏まえ再度検討していくこととなります。 

 

○阿部委員          平成１９年度地域枠予算の浅利香津代招聘について学校サイド 
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からすると冬季休みもあり、学校は一つのスケジュールの中で運

営されている。子どもを対象とするならば早い段階で交渉しない

と困難な面が起きてくる。折角の機会で地域住民も参加できるこ

とでもある。浅利香津代さんはかなり有名人でもある、是非早め

に手を打って頂きたい。 

 

○小西参事          学校は休業日があることは考えている。対象は中学生の場合、

三年生は受検が控えている時期なので１・２年生が中心と考えて

いる。開催が平日か土日によって違ってくると思います。できる

ならば少しでも多くの皆様に参加して頂きたいことから、土日と

言うことの願いはあります。相手の日程的な問題もありますが極

力交渉したい。場所については当初スポーツセンターを考えてお

りましたがステージ、演台、椅子の配置、参加者が少ない場合ス

ポーツセンターは広すぎて相手に失礼ではないかと言うことで、

第二案としてユメリアを考えております。阿部委員から実現に向

けてと言うお話がありましたので頑張りたいと思います。 

 

○阿部委員          西中学校で講演会があったとき、西仙北地域以外の学校宛に参

加してくださいという通知がありました。他地域にもこのような

講演会がありますよ、と言う通知を出し西仙北地域以外から参加

できるような周知をしたことを紹介いたします。 

 

○小西参事          ありがとうございます。もし中学生という具合になった場合、

平日学校の協力を得られるものであれば西仙北地域に限り学校間

の送迎バスを運行しようと考えております。また、近隣周近隣周

にはポスター、チラシなど何らかの方法で周知したいと思ってお

ります。委員の皆様からも是非ＰＲして頂きたいと思います。 

 

○工藤会長          ほかに質問ございませんか。 

もし無ければここで休憩を取りたいと思います。 

時間は２時４５分までと致します。  

 

 

 

○工藤会長          時間となりましたので再開いたします。 

地域枠予算と言うことで説明がありましたが一つだけ如何なも

のかと言うことで質問します。 

先般中央公民館での会議の中で出た案件で、中央公民館の便所

は全部和式である。施設を利用する人々は寿楽大学など高齢者の

利用が多い。和式を利用するに足腰に非常に負担が掛かり、極め

て辛いものがあり何とかならないかということであります。全部 
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とは言わずとも何とか改善を図ることができないものかと言う要

望がありましたことを報告いたします。 

女性の方々にとっては切実な問題でおあります。何とかならな

いものでしょうか。 

 

○阿部委員          施設を利用する方々に便宜を図ると言うことと、福祉的な面と

社会教育的活動拠点として位置付けされている中央公民館を利用

しやすくなると言う強い要望があったことことを鑑み、地域枠予

算で早急に仮称便器交換工事を実施しても良いのではないでしょ

うか。 

 

○工藤会長          新年度予算に計上することが現在可能であればそれはそれとし

て使用することになるわけであるが、出来るならば早急に何とか

ならないものでしょうかと言うことであります。 

 

○小西参事          施設管理所管は教育委員会と言うことになります。教育委員会

分室と協議をすると共に、地域枠予算として対応できるか、教育

委員会として平成２０年度当初予算計上している可能性があるこ

とと地域枠予算のあり方から若干筋が異なる所もあります。検討

させて頂き次回に何らかの回答が出来ると思います。 

 

○若松（謙）委員       地域枠予算の要綱に当てはめたものでないと地域枠予算は使用

してはならないと言うことは十分承知しております。この要綱に

あまりにも縛られているので予算消化しにくい状態である。どこ

の地域も同じような現状のようです。予算消化に四苦八苦し、残

したら次年度に繰越するものではない訳であります。無理矢理消

化しなければならないというような現状である。何とか使用しや

すいように検討して頂きたい。地域枠予算を使用するに、広く解

釈することができるものであるならばこのようなことに使って頂

きたいと言うことで話もできます。進藤参事から話された地域交

通対策にも関連する件にも利用できるのではと言うことでありま

す。西仙北地域協議会からこのような地域枠予算の使い方につい

て話があったことを是非本庁に伝え、見直しをして頂きたい。 

 

○工藤会長          ほかに何かございませんか。無いようですので次の案件に入ら

せて頂きます。 

２．平成２０年度地域枠予算（案）について事務局から説明願

います。 

 

○小西参事          資料４・５ページにより内容等説明。 
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○工藤会長          平成２０年度の地域枠予算について説明頂きました。 

何か質問はありませんか。 

 

○五十嵐委員         予算の中で月の出羽路現代語訳について皆様のご賛同をいただ

き採択されております。２ヶ年計画と言うことで実施しておりま

すが、平成２０年度予算に計上されていないことからどうしたも

のでしょうか。なお、現在現代語訳が出来上がりこれから構成と

言うところまで進んでおります。なお、３００冊の印刷製本で１

３５万円、４００冊で１５０万円というような状況です。お金の

でどころなど現在検討中であります。出来るものであれば単年度

で完成することが一番良いもの、とは思っております。 

 

○小西参事          この件につきましては継続事業と言うことで理解をしていると

ころであります。また補助金については単年度最高２０万円とい

う規則があることからこれを超えることは出来ません。２０年度

予算計上されていないと言うことでありますが、これは「地域づ

くり事業の中の地域づくり活動事業」に含まれていると言うこと

でご理解をいただきたい。 

 

○若松（謙）委員       ２０年度の地域枠予算については未だ検討する余裕はあるもの

でしょうか。時期的にいつ頃までが期限でしょうか。 

 

○小西参事          単刀直入に申し上げれば平成２０年度も５００万円の枠は変わ

っておりません。中身の事業についての検討の余地はありますが、

現状からすると予算提出が月曜日１０日となっております。ただ

し地域枠予算の使い方としては流用という形で使われているのが

常であり比較的動きの出来る予算である。今後地域の要望、委員

の皆様からのご理解、ご協力、要望などご検討頂ければ新たな事

業は可能となります。 

 

○若松（謙）委員       今日の議題の中に平成２０年度予算について協議されると言う

ことで自分なりに期待をしておりました。地域協議会の趣旨とし

て次年度予算計画をするときは地域協議会委員の事業計画をも提

出するように計画してもらいたい。現状の事業計画立案について

これは良しとして、できれば委員にも予算を立てさせて頂きかっ

たと思います。次年度からは余裕を持ち、協議会委員から計画予

算を計上して頂きそれを事務局で検討をするというスタイルを取

って頂きたいことをお願い要望いたします。 

 

○小西参事          解りました。 
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○工藤会長          今提出されているのは予算であり、今後地域からの要望等に応

えるための協議変更は可能でありますよね。また予算の骨格は今

年度と同じでありますよね。 

 

○小西参事          柱として立ててある、例えば地域づくり事業、まちづくり支援

事業、地域環境美化事業、安心安全づくり事業の４つの柱から考

え出したことであります。ただ、このような事業があれば良いと

いうものがあれば未だ時間がありますので提案頂きたくお願いい

たします。 

 

○若松（謙）委員       昨年から地域の課題、課題の現状、テーマ、方法は変わってお

りません。予算作成のときはこの柱で行きましょうということの

決定事項であります。柱をまた新たなものを出すとなれば話は別

となります。具体的な事業内容についてこの内容で進めると言う

ことで良いのではないでしょうか。 

予算執行は枠にはめられ、例えば補助最高額２０万円という事

であるが、出羽路西仙北版の現代語訳に約１００万円の経費が必

要である・・・・・。地域の文化・特徴を活かすため２・３年に

渡っての補助事業ではなく、単年度で実現できるよう融通の利く

ように検討してもらいたいと言う考えです。それから、進藤参事

から説明を受けた地域の公共地域交通対策についても地域住民で

ある大沢郷、強首、土川の方々からすれば不便になって来ている。

行政サービスで、安く便利に使えるような交通網を考えなければ

ならない。例えば地域枠予算の中で援助すると言うことが検討で

きないものでしょうか。 

さらに、ゴミ問題に対して有料化について本庁より先に説明が

ありました。地域住民への周知についてどうするのか、という質

問をしたら説明会を実施すると言うことでありました。中央公民

館でも実施しました。その時参加した住民の皆様からの話ではま

だまだ感心がありませんでした。この地域美化活動事業の一環と

して、ゴミ有料化を徹底するため地域枠予算を使っては如何でし

ょうか。大仙市が提唱している地域住民と協働のまちづくりにも

繋がって行くのではないでしょうか。西仙北地域でも行政参加の

一要因として実施していくべきではないでしょうか。地域住民に

何らかの方策によりゴミ問題を周知徹底できる方法を、地域協議

会委員の皆様で検討しては如何でしょうか。そのためには予算が

必要で、地域枠予算で何とかしてはどうかと言うことであります。 

 

○工藤会長          ほかにありませんか。 

               食育教育についても非常に大事なことと思います。各学校にお

いて力を入れ実施しているようであります。地域住民の皆様はこ 
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の食育とはどのようなものなのか、十分理解しているものでしょ

うか。地域の方々に周知していかなければならない大きな事柄で

はないでしょうか。 

ゴミの問題でありますが、先般西仙北自治連絡協議会と合同で

クリーンセンターを視察しました。それを見て、生ゴミの出し方

が全体的に解っていない、周知されていないということをつくづ

く感じて参りました。生ゴミの出し方を周知徹底することにより

予算・経費がかなり節約でき、市にとっても健全な施設運営がで

き、住民負担も軽減されるものではないでしょうか。周知徹底す

るための方策を協議会としても考えるべきものではないでしょう

か。さらにまた、嫁と姑、核家族化、地域の戸数と人口の減少な

ど大きな問題が山積していると思います。 

 

○佐々木（智）委員      ゴミの減量化について、生ゴミから堆肥をつくるという安価で

簡単に家庭でもできる物（コンポストとは別物）があるようです。

そのような物を地域枠予算の中で年度ごとに地域割をして助成す

ることはできないでしょうか。大きなゴミ減量に繋がると思いま

す。先般テレビで、ゴミを捨てるときスーパーの買い物袋を使い

ゴミを入れ、更に地域のゴミ袋に入れごみを出すという、二重に

石油製品で作った袋を使われることになり、無駄になっていると

いうことでありました。このようなことから多少年月をかけても

各家庭に配布することによりゴミの減量化、リサイクルに繋がる

ものではないでしょうか。長い期間かかりますが検討して頂けれ

ばありがたいと思います。 

 

○小笠原（博）委員      コンポストの普及率は悪いのではないでしょうか。原因は臭い、

汚れ、特に手を汚したくないと言うことと、地域差等の問題があ

るのではないでしょうか。汚れる、汚いと言うことから昔のよう

な再利用はほとんど無い。経費的に、例えば他からの収入で補い

化学肥料を使っているのが現状ではないでしょうか。 

 

○若松（謙）委員       地域環境美化という柱があります。西仙北地域としてゴミ有料

化、リサイクルなどに向けた取り組みを地域枠予算の中で検討し

ては如何でしょうかということです。 

 

○工藤会長         他にありませんか。 

無ければ次の 

３、地域の課題と現状そして課題に向けてⅡ に入ります。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

○小西参事          資料８・９ページにより説明。 
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○工藤会長          事務局より説明がありました。 

かなり時間が経過しております。また、周辺もかなり薄暗くな

ってまいりました。足元も危険となってきます。委員の皆様この

件について次回まで検討と言うことで如何でしょうか。 

 

○全員            次回協議会まで各委員検討しておき、今回は持ち越しという事

で全員が一致。 

 

○工藤会長          それでは、次回第５回目の地域協議会の日程についてご検討願

います。 

 

              検討の結果 

平成２０年１月２０日 午前９時３０分開会  

皆様宜しくお願いいたします。 

 

閉  会 

今日は長時間にわたりご検討頂きありがとうございました。 

それでは今日の地域協議会はこれで終了と致します。 

どうもありがとうございました。 
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