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  第７回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成２０年３月２８日（金） 

午前１０時００分～１２時２５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        

 

Ⅰ 開 会 
○小松地域振興課長      ただいまより、平成１９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。 
 
Ⅱ 会長あいさつ        おはようございます。東京の方では桜が満開と聞き及んでおり 
              ますが、きょうこちらはなにか冷たい感じがしております。 

皆様方には大変お忙しい中、第７回地域協議会にご出席くださ

いましてありがとうございます。今日は栗林市長はじめ、企画部

長、総合政策課長さんがたにご臨席いただいております。今日の

案件は平成１９年度の当協議会の活動報告、地域枠予算の執行状

況報告、平成２０年度地域枠予算執行計画、地域振興計画策定に

むけての報告、最後に市長との意見交換となっております。折角

の機会でありますので、当西仙北地域における私どもの活動が行

政と市民が一体となって地域づくりをしていくことと、大仙市全

体の発展のため貢献していく、そう言う方向で取り組んで参りた

いと思っておりますので、よろしくご協議してくださるようお願

い申し上げますとともに、市長さんがたにはよろしくご指導賜り

ますようお願い申し上げまして挨拶といたします。 
                

 

Ⅲ 市長あいさつ       別紙のとおり 

 

Ⅳ 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          出席委員は１８名中１１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、会議録署名委員を私の方から指名させていただきま

す。 

               五十嵐五郎委員、伊藤智子委員にお願いいたします。 
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              それでは早速協議に入ります。  

１ 平成１９年度西仙北地域協議会活動報告  であります。事務局

の説明を求めます。 

 

○小西参事          平成１９年度地域協議会活動報告について資料により説明。 

 

○工藤会長          ただ今説明がありましたが、何かご質問等ございましたらお願

いします。             

 

○小笠原委員         経過したことでありますし、皆さんが参加していることであり

ますので異議ありません。                  

 

○全員            全員異議無し。  

 

○工藤会長          次に ２ 平成１９年度西仙北地域の地域枠予算執行状況報告

であります。事務局の説明を求めます。 

 

○小西参事          平成１９年度西仙北地域の地域枠予算執行状況報告について資

料により説明。 

 

○工藤会長          ただ今説明がありましたが、ご質問等ございましたらお願いし

ます。 

 

○全員            全員異議無し。 

 

○工藤会長          次に ３ 平成２０年度西仙北地域の地域枠予算執行計画であ

ります。事務局の説明を求めます。 

 

 

○小西参事          平成２０年度西仙北地域の地域枠予算執行計画について資料に

より説明。 

 

○工藤会長          質疑を求めます。 

 

○若松委員          この事については、前々回から各班に分かれて検討をして計画

を立てたわけでありまして、例年どおり会を進めていく毎に変更

等できますので今日はこれでいいのではと思います。 

 

○工藤会長          今お話のように基本的な計画でありまして、これから進めてい

く中で３つの部会に分かれておりますので、色々協議しまして付

け足すべきものはつけたすことで進めて参りたいと思います。他
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にありませんか。              

   

小笠原委員         そのとおりだと思いますので、よろしいと思います。 

 

全員            全員異議無し 

 

工藤会長          次に ４ 地域の課題と現状そして解決に向けて経過報告につい

て事務局の説明を求めます。 

 

小西参事           地域の課題と現状そして解決に向けて経過報告について資料に

より説明。                         

 

工藤会長           ただ今の報告について、質疑を求めます。 

 

佐々木委員          字が細かすぎて見えないので読みやすくして欲しい。 

 

小西参事           次回からは大きくしたい。 

 

若松委員           地域の課題と現状そして解決に向けての経過報告についてです

が、地域振興計画策定にあたってはこの会が発足した当時から委

員会の中で検討されてきまして、やっとこのような形になって出

てきたということで、これは各班で検討されたことが盛られてお

り、経過報告でなくて、そのものが策定計画なのだと判断しても

いいのではないかと思っている。もうひとつは地域振興計画策定

について（案）となっているが、前々回からこの案が出ており、

今日この案を取る協議をするのかなと思っておりますがいかがか。 

               自分としては、取ってもいいのではと思っているが他の委員の

意見はいかがか。 

 

工藤会長           事務局側としては、更にもう一回ぐらい検討を加えて正式な計

画にしたいという面もあるのではないかと思われるがどうか。 

 

小西参事           進めるに当たっての策定について括弧案を取ってもいいのでは

との意見のようですが、実は今回は経過と言うことで資料を提出

したわけでありますが、１２月の段階では案そのものが取れたと

思っておりましたが、今日はたまたま経過と言うことで説明した

次第でありますが、自分の勘違いだったでしょうか。 

 

若松委員           案を取ってもいいのではということですね。 

 

小笠原委員          事務局としては案として提出したもので、この会議の中で了承

されると自動的に案が取れるものと理解しますがいかがか。 
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小西参事           今日は、あくまでもいままでの経緯としてこの資料を提示した 

ものでありますのでご理解願いたい。 

         

工藤会長           いろいろご意見が出まして、この案を取ってこれを計画とした

らという意見があるが如何か。 

 

阿部委員           はたしてこれでいいのだろうか、さらにある程度吟味する必要

があるのではと思われる、もう少し班で検討し具体化するべきで

はないか。 

 

小笠原委員          問題が出た場合にはその都度修正していけばよいのでは。いつ

までも案ではおかしい。 

 

工藤会長           いかがですか、もう少し検討を加えた方がいいのではと言う意

見がでていますが。 

 

佐々木委員          班の中でまたもんでいくことですので、これはこれでいいので

はないか。 

 

小笠原委員          修正なり、検討なりそのようなときにはその都度案を修正して

いけばいいのではないか。いつまでも案ではおかしい。 

 

五十嵐委員          今両方の意見が出ておりますが、自治会組織が去年できて、皆

さんの理解を得ながら陳情要望活動等ができております。また、

事業でも浅利香津代さんを迎え講演会を開催したところ、予想以

上の集客でした。ちょうどその日には二十何年かぶりにどんど焼

きが復活した日で、それにも出席いただき非常に地域としては盛

り上がった一日でした。 

自治会組織の中で考えますと検討課題の中でもっと大きい問題

があるのではないか、例えば、道路問題、防災問題など、生活環

境、住環境など大きな面でもっと話し合っていく必要があると思

われる。自治会組織でもそのような問題を取り上げて検討してい

くつもりであるし、地域の将来像を考えていかなければと思って

おります。そのようなことからもう少し班の中で検討したほうが

よいと思われます。 

 

工藤会長           二人の方からもう少し検討を加えたらいいのではと言う意見が

出ておりますが、一応基本的には計画はこのままで、さらに協議

を重ね、付け加えるべき事は付け加え、修正の余地を残した形で

進めていくことで如何でしょうか。 

 

小笠原委員          五十嵐委員のご意見はごもっともですけれども、そう言うこと
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を前提とすればいつまで経っても案でいかなければならないよう

に思われる、世の中は常に変化している、案を計画として決めて、

社会情勢、自然環境等の変化に応じて付け加えたり、削除したり

していけばいい、今日初めて提出されたものであれば別であるが

事前に部会等で検討されていることなので、案ではなく決定事項

として課題解決に向け取り組むべきである。 

 

工藤会長           この計画を土台になる計画として、さらにまたこのあと必要に

応じて変化に応じて修正または付け加えていくことを進めていく

ことを前提とした計画である。と言うことでこれを計画として決

定して良いでしょうか。 

 

全員             全員異議無し 

 

工藤会長           案を取りまして、西仙北地域振興計画とすることといたします。 

 

工藤会長           次に市長との意見・情報交換であります。 

               特に今日はいろいろな分野からの質問等あろうかと思いました

ので、テーマは設けなかった訳でありますが、どなたかおりませ

んでしょうか。 

 

佐々木委員          西仙北インターの件ですが、市長はＥＴＣ問題で設置に向け努

力するといっているが、将来的には完全ＥＴＣ化して人員の配置

をなくすことと理解しました。ＥＴＣそのものはすぐにでも設置

して頂きたいが、まだ搭載されていない車もたくさんあるし、雇

用の面からも人員も残すような方策をとってもらいたい。 

また、実施の時期はいつ頃を予定しているか。 

 

栗林市長           時期については、市が単独で全部やるとすればいつと答えられ

るが、それだけの財源が無いので、国の助成をもらえないか、あ

るいは県と一緒にやれないかとか出来るだけ早くあそこをＥＴＣ

化したいと言うことで、各方面に下折衝しているところです。た

だこれに時間を掛けると言うことではなく、解決にむけて当たら

なければと言うことで相当なレベルの所まで事務担当と私を含め

た直接折衝という形であたっております。 

               雇用の問題ですが、今の会社の雇用形態をみますと、私として

は今の会社（西仙北温泉インター）のような雇用形態は好ましく

ないと考えています。人を雇用するにはその人の給料が安くても

将来の生活設計が立つと言うのが雇用だと思っている、私は基本

的に臨時的な雇用は避けたいと思っている。また、ETC化されても

０人とはならない、管理面の人が必要になると思われる、そうな

ったとき若年者については考えなければならない、現状の雇用形
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態では極めて不安定であるので、そのためには地場産業、福祉方

面で吸収できないか、または企業誘致とか考えられる、いま企業

では工場を増設したいとしている企業もあり、実現すれば数十人

くらいの雇用は生まれる可能性がある。また、県内の選考で一位

になった神岡、笹倉の台地が県の工業団地で、一企業・一工場が

全部使う概念の１００町歩規模の用地を確保しなければならない

という考え方なので、我々も選定の過程から携わってきておりま

すので２０年度からの整備に向け一緒にやりたいと思っている。

 県としても誘致企業についてはある程度の可能性をもちながら

場所を用意するということなので、ああいう場所に正規の雇用の

場所を作って行く方向じゃないかと思っている。 

それから料金所ですが、ETCと通常収受の２つがあれば理想です

が、私が考えているのは、ETC専用の方向で考えている、未装備車

については協和、大曲からの利用をお願いしたい。できるだけ西

仙北には負担がかからないようにと思っている。ぬく森プラザに

ついてはETC管理のほか運動公園、野球場等全体の管理的な部門で

使用するような考え方でいる。 

 

佐々木委員           設置することで地域の活性化になればということで早期実現を 

お願いしたところです。 

 

栗林市長           西仙北地域の問題ではなく、大仙市全体、美郷町などを含めた 

大きな問題ととらえ、全体として利便性がでてくるような考えで 

行動している。 

 

阿部委員           最近各地で青少年による凶悪事件が多発している。つまりそれ 

はかなり教育に起因する面があると言われている。それは学校教 

育ばかりでなく家庭教育も含めたものである。学校現場では学校 

生活に適応できないような児童生徒が少なからずいる、そのよう 

な子供をもった親はかなり悩んでおり学校または教育事務所と相 

談したりしている。その中で生活支援の先生方がおり子供達を側 

面からサポートしていく、学校の教員以外の方々がいることによ 

って先生方も別のサイドから見ていられるいい制度である。財政 

状況が厳しい中で市では学校生活支援事業を積極的にやられてい 

る、今の子供には是非とも必要な事業なので継続をお願いしたい。 

 

栗林市長           学校生活支援事業は県と一緒となって行っているものである。 

２０年度に県費（１７名分）をひきあげるということで学校で 

は困る状況であった。そのようなことから理想は小さくても一校 

に一人ではあるが、教育委員会の方から案を出してもらって４０ 

人いれば対応可能ということで、市単独で予算措置しております。

外国語のALT関係費も増額しております。 
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学校から幼稚園までは学校生活支援事業でカバーしているが保 

育園については母親方から対応が手薄ではないかと指摘があり、 

そこでさまざまな課題を持った子供に対応するべく実情に応じて 

障がい児保育とは別に支援員を何人か配置している。学校の方で 

はスクールカウンセラーがおり学校を指導する体制ができている 

が保育園ではそういう手立てがこれからだと思いますので、支援 

員、障がい児関係の子供達を保育士が面倒みることですが、保育 

士を指導する保育アドバイザー（障がい児保育に長けた人）をま 

ず一人、指導者も一緒に入れて支援員、それから保育所を指導し 

てもらう体系も組んでおります。これで十分かは解らないがスタ 

ートしている。いずれ就学前児童の課題についてももう少し手を 

入れていかなければならないという問題意識でスタートしており 

ます。 

 

伊藤委員           小学校長の方から暖房費、トイレットペーパー等を節約して使

って欲しい旨聞いているが、学校の費用がどのくらい苦しいの 

かお聞きしたい。 

また、通学路に歩道の設置をお願いしておりましたが、進状況

についてお伺いします。 

 

栗林市長           歩道については、やれそうだという形で来ておりますので、後

に課長の方から進捗状況について報告してもらいます。 

暖房費節約とかは、教育委員会の方でもそのような事は言って

はいない、校長の捉え方か誤解だと思いますが、ただ無駄なもの

は極力節約するのが大原則です。時々こういう話はでてくるが、

そのようなやり方はしてなくて、掛かるものは掛かる、ただ無駄

な使い方はやめましょう。それは原則を言っているだけで、暖房

費が足りないというようなことは絶対無い、ただ全体で財政が厳

しいとは言ってますので、それがどのように伝わっているか解ら

ない。例えば体験的学習授業、大仙市だけだと思いますが、小さ

い学校でも最低２０万円、あと生徒数に応じて上乗せし大きい学

校だと５０万円を交付してます。学校と保護者とが考えて、総合

的学習みたいな概念の中で、自由に使える予算で大仙市として３

年目になる。学校関係の予算については、普通であれば教育委員

会部局から市長部局へ、予算について打診があるという考え方で

あるが、大仙市は市長部局と私を含めた財政と、教育長以下教育

長の総務課、全体まとめると思うんですけど、予算から含めて事

業から一緒になって考えるという仕組みになってますので、そう

いう窮屈なことは絶対ならないようになっている。いま教育委員

会の施設管理課が全部の学校を直接みております。職員には一級

建築士とかそういう人達で、いろいろ要望があっても、内容整理

し優先順位を付けながら計画的に点検をしている。 
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佐々木建設課長        以前から検討案件でありましたが、独立行政法人に移行してか

ら用地交渉したところ、内諾を得ております。２０年度には歩道

測量設計、２１年度から事業化したいとしております。 

 

若松委員           地域協議会の活動については、地域住民が理解・興味を示すよ

うになってきた、会そのものが市民との共同の町づくりの一翼を

担うようになってきたと、自覚してきている。このごろは住民と

話をしても「合併しても何も良いことが無い」とはほとんど聞か

れなくなってきた、むしろ自分が新しい大仙市に何ができるか、

何か出来ることはないかな、というような気持ちになってきてい

るように思う。 

               一つは市長はじめ職員との一体感の醸成といいますか、給料削

減とかに見られるように信頼関係があるなと見受けられます。大

仙市の理想とする市民と共同の自治組織を作るべく、その使命感

に則って、一生懸命住民サービスのため頑張っているわけですけ

れども、自ら身を捨てる覚悟で、市長はじめ職員の方々は地域の

ために頑張っている姿を、いつも眼にしております。非常にいい

傾向ではないかと思っております。 

               そこで大仙市が合併して、いちはやく行政改革大綱を立てまし

て、行政改革を今行っておる訳ですけども、全て行政がやるとし

ていることは、行政改革の一環としてやっておるわけですが、行

政改革の進捗状況は、どこまで進んでいるのかは私も判断しかね

るが、行ってきている中でその都度年度末に機構編成、職員定員

削減とか、予算編成の状況とかを鑑みて、それを行政改革の一環

として行政をやられてきている訳ですが、やはり市民との共同の

町づくり姿勢というのは、いままでにない大きな改革でありまし

て、制度そのものの改革ではないかと思っている。そこのところ

を市長としては、どのくらいのところまで把握しているのか、行

政改革の諮問委員会なるものを作っていただいて、その諮問委員

会によって調査をし、報告を受け、そのもとで行政改革を行って

いくと、そういう考えがおありかどうかお伺いします。いま行政

改革については懇談会というものがあるそうですが、それではた

だ意見を述べ合っている会だと思う。はっきりと市長の行政を行

ううえでのアドバイスになるような、行政改革懇談委員が必要で

はないかと思っているのでお聞きしたところです。 

               次に、地域枠予算５００万円については、来年も継続していた 

だけるということですが、地域協議会としては自己責任のもとで 

運営していくという立場に立つと、ある程度使い道については、 

こちらの判断で決定できるような形にしてもらえないかと思いま 

す。 

本庁へ伺いを立てて、許可をもらう形で予算をつけているが、こ 
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のようなことをしなくてもいいように、地域協議会の中で判断し 

決裁できないものかと思いお聞きしたところです。なぜなら市長 

の所信表明の中に、市民の目線に立った行政ということをアピー 

ルしているけれども、市民の目線に立った行政であるならば、あ 

るほど対人サービスの提供ということになると思う、そうすれば 

具体的に自治体がサービスを供給するということではなくて、今 

までの行政サービスはそうであったけれども、我々大仙市の目指 

す市民と共同の行政というのは、ただ一方的に自治体からサービ 

スを供給するのではなくて、対人サービスの面では市民側の方で 

行政からの供給ではなくて、決定する権限も市民側が自己責任の 

もとで決定してよいでしょうという事だと思います。 

                地域自治区の予算については、地域協議会の判断で出来ないも

のかと思い、お願いしているところです。 

 

栗林市長           行政改革の懇談会となっているけれども諮問機関になっている。 

私のイメージから言ってもやや形式的な形が否めません。私自身

が一生懸命前向きに改革しようとする意識があるものですから、 

談会の皆さんの問題意識よりも市長の方が進んでいるような感じ 

時々します。我々が良しとして進めていることでも、議会とは違 

った形で様々な見方をしていただく、あるいは指摘をしていただ 

くということが大事だと思いますので、市が改革を進めていく過 

程でいろいろ相談をかけたり、あるいは結果についてあるいは途 

中で意見をもらったりする仕組みは、もう少し工夫がいるのでは 

ないかということで、いま企画部を中心にしてそういう仕組みを 

作ろうとしております。それから若松委員からご指摘いただいた 

件ですが、最終的には行政がサービスを作って与える、そこから 

脱却していかなければならないとして、地域協議会で頑張ってい 

ただいている、最後は責任を持つという前提であれば、むしろ役 

所側が考えるよりもこういう仕組みで考えていただければ、いい 

施策はたくさんでてくると思います。そういうふうなものを予算 

化することが役所の作業であって、実際のアイデアとか皆さんが 

考えたものを、必ず地域の人たちが一緒になって協力してくれ事 

業をやっていく、そこをもう少し体系付けてみたいと思っている。 

私の感覚からいうと地域枠予算、地域協議会はスタートした時は 

いったい何をやったらいいんだというのが委員の皆さん、そして 

我々も説明していて良く解らないで説明していたといいますか、 

初めての試みでしたので心配しました。皆さんからも苦労してい 

ただきながら地域の課題を整理していただいて、少しずつ支所も 

一緒になって動けるような体制になってきました。地域枠予算の 

１年目はいろいろ苦労されたようで、本庁・支所の指導もあった 

と思いますけれども、１８年度事業の進め方等については介入的 

なものがあったと思いますが、１９年度についてはほとんど自主 
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的に組まれており、おまかせできていると思っている。 総合支 

所もそういう対応でいっている、むしろ本庁と相談しなきゃなら 

ないものは、地域協議会で考えるとか、やるということではなく 

て、大仙市全体でやらなければならない課題を相談していると認 

識している。本庁の総合政策課長がおりますので予算執行につい 

て答弁させます。かなり変わってきていると思います。 

 

小松総合政策課長       地域枠予算については、基本的には予算なものですからなんら 

縛りが無く「はい」という訳にはいかないということはご理解い 

ただけると思います。私どもといたしましては昨年度の予算の執 

行方針、今年から地域振興計画なるものを示し、その枠の中で事 

業をどのように構成していくかについて、担当課の方からこうし 

て下さいということはない。地域協議会の皆さんが総合支所と相 

談して、お使いになって結構だと思います。ただ基本的に例えば 

補助金が一つの団体で５００万円いきますよとか、それが出来な 

いために一定のルールだけ、ルールだけしか示してないと考えて 

いる。それをどのような形で地域の活性化に結びつけていくかは、 

地域協議会と総合支所との間でご協議していただければと思いま 

す。 

 

若松委員           来年度からそういうふうにしたいと思います。どうしても一昨 

年もらった時には、枠にはめられて本庁の許可をもらわなければ 

ならないイメージであったので、お聞きしたところでした。 

 

工藤会長           時間も過ぎております、市長さんにはこのあとのご予定もあろ 

うかと思いますのでこのへんで終了いたします。 

 

 

 

会議録著名委員                      

 

 

 

会議録著名委員                      


