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  第５回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成２０年１月２０日（日） 

午前９時３０分～１２時１０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       （小笠原英登・小松睦子・佐々木修・佐々木忠永・佐藤和弘・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５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         今日は日曜日と言うことで皆様方大変お忙しいなかご出席い

ただき誠にありがとうございます。今年第一回目の集まりであり

ます。皆様方には大変よいお年を迎えられたこととお慶び申し上

げます。今年は十二支のネズミの巳年ということであります。今

年は年明けから国会も臨時国会ではありますが荒れ模様でありま

すが、政治は勿論のこと私達に直接影響を及ぼす経済面が生活し

やすい景気が上向きであればと思います。都会では経済が上向き

になっているといわれておりますが、私達の秋田県はそのような

状況ではないように見受けられます。地方の力不足のなのかなと

も思われます。そしてまた去年の１２月の段階では今年はそんな

に多くの雪は降らないと言われておりましたが新年早々から大雪

の状態で、 近はしばらく低温で毎日のようにマイナスの温度つ

づきであります。各家庭では洗濯機・水道等の凍結の話が聞かれ

ます。明日からは大寒に入り益々低温が続くことが懸念されます。 

さて、前回の地域協議会で皆様のお手元にある資料の「地域の

課題と現状そして解決に向けて」ということで市民生活環境班、

産業建設班、教育文化商工観光班という３部門に分け一部協議を

しております。今日はこの各部門で更にじっくり協議して頂くと

言うことで打ち合わせております。また、地域枠予算の報告とい

うことの２つの議題が今日の協議会の中心となる議題であります。

どうか宜しく協議下さいますようお願いをし、開会の挨拶と致し

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１２名で、２分の１以上の出席であります。 
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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。 

岡田英子委員と佐々木智子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．報告についてであります。地域枠予算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地域枠予算について イ。地域づくり事業として、ロ、

安心安全づくり事業として、について資料１ページにより説明。 

                急遽出てきた申し出で資料はありませんが、以前支所内１階ホ

ールにミニチュアの大綱が展示されておりました。虫の発生等に

より除外しておりました。当西仙北を象徴する展示品が無くなっ

たことにより庁舎を訪れる市民の方々から物寂しさと地域の特徴

が無くなった。何とかならないものかという声が多数聞こえてお

りました。そのような中刈和野大綱引保存会から「ミニチュアの

大綱を作成するだけの藁が今保管している数量では不足である。

材料（藁・縄等）を提供して頂ければ作成に当たり協力は惜しま

ない・・・」と言うことでありました。資料提出をしておりませ

んがご検討願えれば幸いと思いますので宜しくお願い致します。 

 

○工藤会長          ただいまの「報告」と言うことで３点提案されました。これに

ついて質問はございませんか。 

 

○小笠原（浩）委員      浅利香津代さんの講演について質問いたします。 

以前の説明では地域住民を主体とし中学校３年生は受検シーズ

ンで対象外とし、１・２年生を巻き込んで講演を聴いて頂くと言

うことでありました。今日の説明では学校関係が外れております。

何故でしょうか。 

 

○小西参事          説明不足で大変申し訳ありませんでした。 

子ども達への理解して頂ける内容が演題からしてかなり無理が

あるのではないか。会場へ出向くまでの交通機関が不便であるこ

と。通学バスは考えられるが今度は土曜日ということで学校が休

業日であること学校行事へ支障を来すと言うことから差し控えた

ものであります。ただし、父兄同伴など個人が講演を聴きに来る

ことには拒むものではないことでご理解を頂きたいと思います。 
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○工藤会長          ほかにございませんか。 

 

○若松（謙）委員       大綱ミニチュアについて質問いたします。 

               私も綱引きについて話題に出そうと思っておりましたが、刈和

野大綱引保存会から今年からドンド焼きを実実する。復活をした

いと言うことがありました。大綱引き、大綱ミニチュア併せて地

域枠予算の中で何とか対応できないものか検討頂きたい。 

 

○工藤会長          ドンド焼き浮島神社の以前舞台の立った所で行うのでしょうか。 

 

○若松（謙）委員       元法務局駐車場の一画で行うもので、９日午後４時点火という

ことで計画されており、浅利さんの講演会とダブルところもある

ようです。 

 

○阿部委員          講演に対して「夢ある元気な西仙北」とあります。西仙北地域

を対象としておりますが、地域外からまた浅利香津代ファンもか

なりいるようで相当数の観客が予想されるのではないでしょうか。 

 

○岡田委員          ３００席という事の予想ではあるようですが整理券の発行とか

は考えているでしょうか。 

 

○小西参事          予想として３００席を考えておりますがこれを超えた場合は立

ち席と言うことになります。ただ、ユメリアで若干椅子の余裕が

あると言うことなので全部使い切った後は立ち席と言うことにな

ります。因みに会場は３部屋に別れる場所でありますが、先約が

あり２部屋の使用ということで、どうしてもあけることができな

い状況であります。話の中身が基本ではありますが、浅利さんの

容姿を見るには丁度良い距離間になるのではないでしょうか。な

お、整理券は発行致しません。立ち席が出るような盛況であって

ほしいと思っております。 

 

○佐々木（智）委員      ２部屋での通常収容人数は何人でしょうか。 

 

○佐々木支所長        通常４００人となっております。ただ、今回はステージ等で場

所が取られるので、いわゆる３００人位収容と考えられます。 

 

○佐々木（智）委員      両脇に立ったとしても窮屈な状態ではないでしょうか。いわゆ

る身障者車いすでの入場と言うことでの場所の確保と言うことを

考えたわけであります。 

 

○若松（謙）委員       過去に産業文化祭と言うことで浅利和代さんの講演会を開催し 
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た経緯があります。その時の会場は中央公民館でありましたが立

ち席が出るほど多くの人々で溢れる状況でありました。今回はユ 

メリアと言うことで高齢者には足がないということで、ユメリア

のバスなどを配慮して頂ければと思われます。そこまでは無理で

しょうか。 

 

○小西参事          この事は自治連絡協議会の中でも話題になり、各地域バスの乗

車定員４０名で、但し刈和野は８０名分の乗車整理券を発行する

こととしております。乗車場所は各地区の公民館での乗り降りで

途中乗車下車はできません。刈和野地区は支所前の乗り降りと言

うことで２月１日付の公報配布に併せてチラシを出す事としてお

ります。 

 

○工藤会長          他にありませんか。 

 なければ次の議題に入ります。 

 ２、地域の課題と現状そして解決に向けてⅡ という事であり

ます。事務局から説明願います。 

 

○小西参事          ２、地域の課題と現状そして解決に向けてⅡの本来趣旨は、資

              料５ページ西仙北地域振興計画の策定について（案）をより所と

              して検討して頂きたいことで説明。なお、振興計画書については

              今年度完成には難があるように見られる。急がず、慌てず慎重を

              期して策定して頂きより良いものとして策定願いたい。 

資料２ページにより前回の状況結果説明 

各班の検討する会場でありますが、市民生活環境班は向かいの

第４会議室、建設産業班は地域協議会室、教育文化商工観光班は

２階の応接室でお願い致します。 

時間は今１０時１０分です。１１時を目処にお願い致します。 

 

○若松（謙）委員       西仙北地域振興計画の策定について（案）の振興計画を策定す

るということでありますか。今回の協議について改めて意見を申

し述べても宜しいですよね。 

 

○小西参事          よろしいです。 

 

○若松（謙）委員       了解しました。 

 

○工藤会長          それでは各班毎に協議をお願い致します。時間は１１時を目処

とします。 

 

                 
各 班 協 議 
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○工藤会長          再開いたします。 

各班で話し合いをして頂いた内容を発表して下さい。 

 

 

                                       

市民生活環境班 

第４会議室 班長 若松謙三委員 

 

 

 

検討事項 検  討  内  容 

 

交通事故、防犯予防対

策（生活道路、通学路

の危険） 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ処理対策（家庭ご

みの爆発的増加） 

 

 

 

 

 

自然災害対策 

 

 

 

 

生活、健康の安心・安

全対策 

 

 

 

 

 

 

①町内会、学校単位で危険箇所アンケート等により確認し、安全を確

保するための対策を急ぐ。 

②刈和野小学校単位ではある程度把握されているが、今後各小学校共

通した具体案を作成し安心安全を図る。中学校も同様とし、ＰＴ

Ａ・地域パトロール隊などの協力が必要となってくる。 

ミラー標識などを速やかに設置する（地域枠予算など利用）。 

③交通安全パトロール隊等に報告し、継継的に問題解決していく。 

④防犯強化の街をアピール 

⑤町内会の連絡網、見守り、あいさつ、心がけ運動の更なる強化 

 

①生ごみ減量などについての意見交換や研修会を設け、動機づける。

（まずは一袋減らす運動など）、楽しく減量作戦をイベントとして実

 行、成果発表評価し、次へつなげる。 

②学校教育にも取り入れる。 

③生ごみ処理機助成事業の公報拡大 

④不法投棄対策の継続（看板の整備、点検）。 

 

①災害避難訓練 

多くの住民が参加できる訓練をしてはどうか。 

各地区公民館の利用でも可能ではないだろうか。 

（防火訓練とあわせ、内容をより充実する） 

 

①支所、社協、住民との連携強化 

目と手と声かけ運動をすすめる。 

見守りカード、電話、コミュニケーション等の更なる強化。 

官民一体となり安心安全と健康増進を図る。 

②期健康診断受診率の更なる向上を図る。 

③医療、在宅介護サービス、医療従事者教育と質の向上を図る。 
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建設産業班 

地域協議会室 

 

教育文化商工観光班 
２階 応接室 

 

検討事項 検  討  内  容 

 

道路 

 

 

下水道について 

 

 

 

 

 

 

 

公園について 

 

 

農業について 

 

①合併以前からの問題、関係機関に任せるが早期着工解決を図ら

れたい。 

 

①土川地区の下水道整備は行われているが大沢郷地区、強首地区

はまだ整備されていない状況である。 

②大沢郷地区は家が離れていること、範囲が広いことから各家で

浄化槽を設置出来るよう補助をすることを考えてほしい。 

③個人で設置した場合は、市に寄付をした形にして、市で管理す

るということもある。 

④生活排水の問題 

 

 ①せっかく工事完成つくりあげた公園、維持管理をしっかりでき

るような方策を立ててもらいたい。 

 

①農業基盤整備事業を強首ということではなく西仙北地区という

ことで訂正し考えて頂きたい。 

②稲作では立ちゆかないので、それに替わる換金作物、特産品の

栽培を考える。 

③老人の労働力も生かせる農業、バイオ燃料用の作物を考える事

が今後必要となる。 

④今、ひまわり食用油が注目されているということで、考えてゆ

きたい。 

 

 

合併当時から引き続いている事業は、早期に着工解決をしてほしい。 

 

検討事項 検  討  内  容 

商業関係 

１．地域内の商業の活性

化 

 
２．商工会への支援 

 

①地域外（県外など）からの転勤者やその家族と一緒に地域を巡

る（案内する）などの催しを行い、外の目から地域商業を活性

化するヒントを出してもらう。 

 

①平成２０年度より大仙地域の商工会が合併し、西仙北に本所が

設置されるが、必要であれば、総合支所庁舎の一部を提供する

などの支援を検討する。 
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○工藤会長         ありがとうございました。 

各班について何かご質問等ございませんでしょうか。 

              建設産業班から若干補足説明させて頂きます。 

下水道について土川・刈和野地区は充実して来ておりますが、特

に大沢郷地区の場合は広範囲であることと今工事をしている上水道

を併用しての利用には無理があるように見受けられます。個人の合

併浄化槽設置の方法であれば可能と思われます。ただ大沢郷宿地区

は住宅が密集していることから集落排水浄化槽設置により設置する

ことができないものでしょうか。いずれ大沢郷地区の下水道問題は

今後検討されることになると思われます。強首地区の輪住堤につい

ては特にこの事の問題はないと思われるが、その他の地区で今後検 

検討事項 検  討  内  容 

３．閉まっている店舗

の活用 

 

学校教育 

１．学力向上の体制づ

くり 

 

 

 

 

２．西仙北スキー場の

利活用の促進 

 

３．ふるさと教育の推

進 

 

 

 

文化財関係 

１．刈和野大綱引きの

ＰＲ等 

２．文化財の標柱の老

朽化への対応 

３．地域の植物等を守

る取り組み 

４．旧法務局跡の資料

館としての活用 

①地域中心部の閉まって店舗を開放するなどして、何らかの形で

活用して、そこから商店街に人が流れるような活用を考える。 

 

 

学力テストで秋田県が全国一となったが、その中でも大仙市は上

位になる。このような学力を維持するため、 

①支援の教員の配置 

②ティームティーティーのためのサポート教員の配置といった市

の予算による今までの体制を継続してほしい。 

 

①西仙北スキー場は、小中学生、高校生、社会体育としても活用

されているため、今後もより一層の利活用を検討していく。 

 

①ふるさとに学び、ふるさとを考える「ふるさと教育」のための

各小中学校への補助金を、市として検討してほしい。 

②寿楽大学の郷土史の講座を小学校の授業と一緒の行うようなや

り方を検討してほしい。 

 

 

①従来から行っていたミニかまくら作りや、新たに行うどんと焼

きなどにより、刈和野の大綱引きＰＲの支援を行う。 

①地域内文化財の標柱の一部が古くなっている。現状を把握し必

要に応じて修復を行う。 

①多くの珍しい植物が繁っている地区がある。植物がなくならな

いように守っていく取り組みを検討する。（樹木・植物） 

①大綱引き等の民俗資料館としての活用を引き続き検討して行

く。 
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討しなければならない問題が出てくると思われます。大巻地区で

は側溝・配水管の問題があり生活雑排水で今問題となっているよ

うです。             

               各地域様々な問題を抱えていると思われます。各々でまた各地

域代表者等を通じ関係機関に相談問い合わせ働きかけをすること

が大事なこととなってくるのではないでしょうか。 

               農業問題については米の値段が大きな問題の根源にあるようで

す。後継者、農業に対し意欲を持つような施策が必要である。例

えば稲作一本だけではなく、何か換金収益の上がる農業作物の生

産など、意識改革とみんなが取り組みやすい方法を考えなければ

ならないと思います。これは西仙北地区全体としての大きな問題

として取り組まなければならないと思います。稲作プラスアルフ

ァが必要で、高齢者も喜んで仕事ができ、手伝える、働く意欲を

そそる方策を考えなければならないと思います。 

               以上であります。 

各班それぞれ何かを付け足すというようなことはないでしょう

か。 

             

○佐々木（智）委員      担当班以外のことで恐縮でありますが、今農業の面においてバ

イオ燃料について地球環境を含め世界的に討論検討されておりま

す。西仙北・協和地区では休耕田が目に付きます。周辺でバイオ

燃料について取り組んでいるところはあるものでしょうか。以前

美郷町では個人的にバイオ燃料に関する作物に取り組んでいる人

がいるとテレビに出たように思われます。そのような人との交

流・視察とかの機会を設定するのも手段ではないでしょうか。高

齢になっても経営維持して行ける農業の時代と、地球と環境に優

しくする時代がきているように思います。 

        

○工藤会長          建設産業班でもバイオ燃料について話題は出ましたが、時間の

関係から中身を深めるに至りませんでした。 

 

○佐々木支所長        古い話になりますが柏台を中心とした菜の花ロードという計画

を提案し、その菜の花を利用し燃料に繋げようということがあり

ましたが計画倒れになってしまいました。いま協和方面で休耕田

を利用し菜の花の種を取り収益に繋げようとしている人がいるよ

うです。 

今後に向け検討していく必要があろうと思います。 

 

○佐々木（智）委員      協和地区で向日葵を植えている所が目立ちます。あれは何に役

立つものがあるものでしょうか。 
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○佐々木支所長        食用油、飼料等にも使うことができるようです。 

 

 

○齋藤委員          緑と環境を守るということで国県市から補助を受け事業を進め

ている地域があります。私の所は宿でありますが１９年度補助を

受けて実施しております。向日葵を約４０００㎡植えました。花

が咲いているときは非常に綺麗で良かったが寿命が短くあとの利

用の仕方が解らなくただ刈り取ったことが現状であります。２０

年度として菜の花を５０００㎡植えております。宜しかったらあ

との活用の仕方についてご指導をいただければ幸いであります。 

 

○伊藤委員          向日葵のことで若干お話ししたいと思います。今世界的に向日

葵は食用油に利用することで注目を浴びております。菜種油は健

康食品としてはコレステロールの問題からアメリカでは敬遠され

発売禁止になるような状況のようです。向日葵油は魚の脂によく

似ており身体によいと言うことでありました。今後油はオリーブ

オイルか向日葵油が主流になるようです。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

もしなければこの件については終了したいと思います。 

               ３，その他について事務局からお願い致します。 

 

○小西参事          その他ということで説明致します。 

               １点目として来る２月９日西仙北自治連絡協議会主催による地

域づくり事業として、女優浅利香津代さんの未来に羽ばたく大仙

夢ある元気な西仙北と題しての講演会の開催について既にご承知

のことと存じます。西仙北自治連絡協議会より地域協議会委員の

皆様にも是非講演に参集下さいますようにとのご案内と、終了後

懇親会を計画してありますのでそちらにも是非参加下さいますよ

うとの連絡がありましたのでご報告致します。 

               ２点目まだ連絡は入っておりませんが例年であれば年度 終の

地域協議会には市長が出席のうえでの会議となっております。議

題等についても未だ連絡はありませんが、おそらく地域振興計画

ということでの内容と思います。そこで、本日協議頂いた地域の

課題と現状そして解決に向けて十分に協議されないことには地域

振興計画の本題に入るには困難な面があると思われます。このよ

うなことから２月中に第６回目としての地域協議会を開催致して

は如何でしょうかと言うことであります 

 

○工藤会長          事務局から２点について説明がありました。 

１点目は皆様方それぞれ予定があると思われますが是非参加し 
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てみては如何でしょうか。 

２点目についてはいかがでしょうか。 

 

○若松（謙）委員       考え方的に、地域振興計画というのは当地域ではそれぞれテー

マを設け実施の段階に入っている状況と考えます。このようなこ

とからできるものであればお互いの意見を言い合う場をも設けて

頂ければ良いと思いますのでよろしくお願い致します。 

               地域協議会開催回数についてはあまり拘らなく必要があれば何

回でも開催しても良いと思います。 

 

○工藤会長          若松委員から以上のような意見が出されました。皆さん如何で

しょうか。 

 

○全員            了解異議無し。 

 

○小西参事          解りました。 

 

○工藤会長          ほかにありませんか。 

 

○若松（謙）委員       地域協議会の活動および委員会の会議状況について西仙北だよ

りを使いもっとＰＲできないものでしょうか。 

 

○小西参事          各地域によりそれぞれ広報の内容は違っております。月の行事

だけの支所が多い。西仙の場合は限られたスペースに多様の内容

が入っております。今後はできるだけ内容を掲載できるよう担当

と協議したいのでご理解願いたい。なお、地域によっては地域協

議会か独自で広報を年１・２回まとめて出している地域もありま

す。担当としても今後このようなＰＲ活動に目を向けて進めなけ

ればと思いますのでよろしくご理解とご協力をお願い致します。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

 

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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