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  第１回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成２０年５月２５日（日） 

午前９時３０分～１２時０５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 
          
 

○小松課長         本日はお忙しのところご出席下さいましてありがとうございます。 

              会議を開催する前に、強首地区集落会長会の代表に進藤誠幸さんから 

              佐々木孝太郎さんに改選されましたので、市長から地域協議会委員の 

委嘱状の伝達がございます。                   

             （支所長が佐々木孝太郎委員の席へ、委嘱状伝達）         

              

４月の人事異動で新しく就任しました田口支所長から自己紹介を兼 

              ねまして挨拶をお願いします。 

 

○田口支所長あいさつ    合併と同時に本庁の方に参りまして３年間居りました。市町村合併と 

いう大きな枠組みが変わったときにここを離れまして４年目に帰って

参りましたが、組織や職員が大幅に変わっておりましてとまどっている

ところであります。 

農家の皆様には田植えの 中でお忙しのところご出席下さいまして

ありがとうございました。 

私からいまさら申し上げるのも失礼かと思いますが、地域協議会の権

限等につきましては、地域自治区の設置に関する条例第８条により規定

されておりますが、これまで３年間皆さんの協議によりまして地域枠予

算、事業の内容等についてご審議をいただき実施して参りました。また

事業執行計画等あるわけでございますが、これに加えまして今年度は西

仙北地域振興計画の策定が求められております。この事につきましても、

班編制がなされ検討に入っているようなので、どうか今年度中に立派に

策定されますようお願いを申し上げまして、挨拶といたします。 

 

Ⅰ 開 会 
○小松課長           ただいまより、平成２０年度第１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       

平成２０年度第１回目の地域協議会を開催いたしましたところ、 

日曜日でお忙しい中ご出席下さいましてありがとうございます。 

いま支所長からもお話がありましたが、今日の会議ですが年度当

初にあたりまして、一つは昨年度の地域枠予算の実績について報告

申し上げ、そして地域振興計画についてもう少し突っ込んでご審議
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願いたいと言うことでございます。実は３月２８日に開催の地域協 

議会の時点で、計画につきましては案を取って計画と決めたらどう

かと言うことでありました、まあ結果はそのようになりましたが条

件として、この後もう少し協議して検討を加えることで案を取った

経緯があります。今日はこのことについてご意見を頂戴したい。そ

れから本年度の地域枠予算についての、現在までの事業の要望につ

いて事務局から説明がありますので、それについてもご協議をお願

い申し上げ開会の挨拶と致します。 

 

Ⅲ 協議 

○小松課長          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。 

出席委員は１８名中１３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。 

小笠原博委員と小笠原慶子委員にお願いいたします。 

 

それでは協議に入ります。 

 

協議             １．平成１９年度地域枠予算事業実績について（報告）であり

ます。事務局からよろしくお願いいたします。 

 

○堀江参事          平成１９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。ご質問等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・「西仙北地域振興計画の策定について」であります。 

このことについては、始めに今後の会議の進め方についてどのよ

うにするか協議願います。 

（発言無し）事務局案がありましたらお願いします。 

 

○堀江参事          地域振興計画の策定についての事務局の考えとしては、前年度

から各班の中で協議し問題提起して頂いた事項について、今回と

次回で解決方法または手段等をまとめて頂き、それに基づいた計
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画の素案を作成し、それについて３回目、４回目で精査、５回目

あたりには完成させたいと思っております。なるべく早く完成さ

せたいので宜しくお願いします。今日は班別に分かれまして、地

域の課題と現状そして解決に向けての経過報告一覧にあります問

題について、協議していただきたいと思います。 

 

○工藤会長          平成１９年度第７回地域協議会で、地域振興計画につきまして

は案を取って計画としたらどうかということでありました、これ

については、もう一度掘り下げて検討を加えることとなっており

ました。まず一つは、経過報告一覧の中に課題の現状があります

が、この８項目の中に希薄化というのが４つあります、このよう

な表現の仕方が適切かどうかとか、もう一つは公徳心、郷土愛、

連帯意識、郷土の伝統文化とか色々あるわけですが、こういう区

分だけでいいのかとか、このようなものも含めて課題の現状とい

うものをもう少し検討していただいて、加えるべきもの、改める

べきものをこの場で協議し、正式な地域振興計画としたいという

のが事務局の考え方ととらえました。 

               皆さん意見がありましたらお願いします。 

 

○阿部委員          班別協議で良いと思う。 

 

○工藤会長          班別協議に移ります。その結果を持ち寄って発表していただき

ます。１１時を目処に協議お願いします。 （１０時２０分） 

                （１時間 班別協議） 

 

 

○工藤会長          １１時２０分 

それでは、会議を全体会といたします。各部会で話し合いを持

たれた事について報告願います。 初に市民生活班からお願いし

ます。 

 

○伊藤委員          市民生活班では新しい検討事項についてはでませんでした。検

討事項の交通事故・防犯予防から 

① 危険箇所の確認についてですが、刈和野小学校ではすでに

行いまして、支所の方に提出いたしました。そして具体的

に歩道の設置もできるということをお聞きしております。

今年も刈和野小学校ではアンケート用紙が配られておりま

すが、刈和野以外の小中学校では具体的に行われていない

ようなので、全体で行われるよう声掛けすると言うことで

す。また、先日から女子高生が殺害されると言うような事

件がありましたが、地域の中で不審者（ちょっと気になる

人物）を発見したら、それらをきちんと届けられる責任の
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ある窓口を設置してもらうようにしていただきたい。 

②ごみ処理対策については、家庭ゴミを減らしていくことも

大事なのですが、やっぱり企業から出るゴミを減らす対策を考

えて頂きたいという提案をしていったほうがいいのではという

ことです。 

家庭においては生ゴミ処理機ですが、上限５万円まで助成す

る旨広報に掲載されておりましたが、スイッチを入れてから処

理するまで長時間かかり、電気料も多くかかるということが問

題のようですがここらへんのところを詳しく事務局に調査を依

頼します。 

何としてもこの生ゴミ処理機を普及させていきたいという意

見であります。 

③不法投棄対策については、当地域独自の看板を作成し設置

しておりますが、文字だけの警告ではなく絵で表現されている

のが高評価されているので、継続していただきたい。 

自然災害対策については、消火栓の老朽化という問題がでま

した。消火栓の点検についてはきちんとやられるべきですが、

以前に点検した際、一般家庭の水道が濁ったということがあり、

それから行われていないとのことですが、昨年ですか刈和野地

区で火事があった時には消火栓の蓋が錆びて開かないという不

具合があったそうですので、是非とも消火栓の点検、管理をき

ちんとして頂くように対策を立てていただきたい。 

市民生活班の中でいろいろ検討してきましたが、つまり住民

の生活する場の組織（自治会等）活動の活発化を進めないと、

スムースに検討事項に上げてある具体策は出来ないとのことで

すので付け加えます。以上です。 

 

○工藤会長           次に建設産業班から報告願います。 

 

○岡田委員           建設産業班の報告をいたします。 

                道路については、拡幅、歩道等の設置など問題にしたい箇所

がいくつかあるけれども、合併当時から引き続いている事業が

終わらないと予算が回って来ないということなので、早期着工

を図って頂きたいということです。 

次に下水道についてですが、土川地区は整備されているが、

大沢郷、強首地区はまだ整備されていない状況である、宿地区

においては、微生物を利用した下水処理方法をしている民家が

１０戸ほどあるそうですが、個人で設置した場合には補助があ

るそうですが、年間の補助件数に限度があるということなので

補助額を増額して頂きたい。それから上下水道の普及のために

も生活排水の衛生管理を市として指導して頂きたいと言うこと

です。次に公園についてですが、住宅地近辺にある公園につい
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ては綺麗に管理されているが、山の中にある公園は外部の人が

休みに来てゴミ等を置いていくという現状です。それらにどう

対応していくかが課題です。地域の中にある公園については自

ら進んで綺麗にする運動を展開していただきたい。 

また、農村公園の街灯については行政管理としていただきた

い。このようなことがでました。以上 

 

○工藤会長           次に、教育文化商工観光班から報告願います。 

 

○阿部委員           教育文化商工観光班では、地域の課題から検討しました。読

み上げます「西仙北地域の緑豊かな自然を大切に住民自治意識

の確立と拡充に努め、郷土の伝統文化を継承し安全で安心な地

域づくりに努め、大仙市民としての一体感の高揚を図る」とし

たらどうかということであります。次に課題の現状については

先程会長さんから言われた希薄化という表現についてはどうか

ということでしたが、班ではつけてもいいのではということで

あります。ここのところも８項目あるわけですが４項目に集約

できるのではということで「①行政依存による住民自治意識の

希薄化、②郷土の伝統文化や歴史の理解と継承の希薄化、③世

代間の相互理解と交流の希薄化、④国際交流の重要性」という

ようにコンパクトにしたらどうかということです。それで地域

の課題とその現状について整合性が出てくるのではないかとい

う発想であります。 

次に検討項目についてですが、おおよそこのままでいいだろ

うということですが、学校統合の問題は早晩１小学校１中学校

の時代が来るだろうということで、通学区域には旧町村にとら

われない配慮が欲しいということです。 

学力向上については、今年の全国学力調査は終わったようで

すが、全国でも注目されている秋田県が今年はどうなるのかわ

かりませんが、いずれにしても心豊かな人づくりという視点か

らも引き続き市独自の予算配分で、支援して頂きたいというこ

とであります。ふるさと教育の推進については、大仙市教育委

員会学校教育関係補助金交付要綱について市に確認したところ

各小中学校で地域課題に基づく事業には予算化されているとの

ことなので、地域枠予算での対応は必要ないとのことで、この

部分についてはカットすることとします。それぞれの学校に応

じて地域の人材を活用し、地域課題の解決にむけた学習活動が

展開されることが望ましいとのことでありました。商工観光の

刈和野の大綱引きについては、地域に経済的効果がでるように

各方面協力して、観光客を呼び込むイベントを企画するしかな

いとのことでありました。以上 
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○工藤会長          各班の中で、なにか共通するような事項はないでしょうか。 

 

○伊藤委員          市民生活班で出し忘れたことがありました。 

生活、健康の安心・安全対策についてであります。 以前西仙

北地区には保健センターがありまして、保健師さんの活動はかな

り活発でありました。いろんな健康教室が沢山あったような気が

しますが、現状で健康教室・相談とかどのくらいあるのか知りた

いが如何か。（次回まで調査する） 

前は保健師さんも多くいたし、健康相談なども会館等を利用し

て活発に行っておりましたが、このような健康相談等の回数も相

当減ったのではないかとか思います。なぜならば、お年寄りが多

いこの地域で疾病予防の対策はやっていかないと、医療費が高く

なり財政的にも苦しくなるので、具体的に実行に移して頂きたい

と思います。旧保健センターの防犯上のことについてですが、あ

の建物については今後どのようになるのか（取り壊しか、再利用

されるのか）教えて欲しい。 

 

○堀江参事          次回まで調査してお答えします。 

 

○小松課長          車庫については公用車が利用しておりますので、日中は人の出

入りはあります。 

 

○伊藤委員          前の保健センターの時には、出入りしやすかったと言う話を良

く聞きます、健康増進センターは支所の２階になりましたが、便

利なようですが、真ん中を通って２階、３階へと上がるのはおっ

くうだというお年寄りもおります。そこらへんも何か良いアイデ

アがあったらということでした。 

 

○工藤会長          建設産業班の報告について、補足させて頂きます。一つは下水

道についてでありますが、中段の「微生物を使った～年45,000円

とか。」までをカットする。それから④の「生活排水の面で衛生

環境の向上を図るように行政側として充実した施策をしていただ

きたい。」と訂正する。これは実際大巻地区で出た話であります

が、生活排水を側溝に垂れ流している現状がある。 

               公園については、もっと綺麗にするような運動を展開して頂き

たい。それはやはり地元の住民が積極的に行動しなければならな

いのではないかと思われます。 

農業についてですが、 初の基盤整備事業とかは国の事業であ

りますので、ここに取り上げるのはどうかと思われます。 

それから、魅力ある農業にしていくには生産者も農業を取り巻

く関係団体も、消費者もお互いに連携を保ちながら、どういう農

業を進めていくか協議するのが良いと思われますので連絡協議会
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のようなものを立ち上げることが大事だと思われる。これを付け

加えて頂きたい。  

以上でありますけれども、これを次回まで整理してまとめて下

さい。 

       次に「３・平成２０年度地域枠予算事業の要望について」につ

いて事務局から説明願います。 

 

○堀江参事          平成２０年度地域枠予算事業の要望について説明。 

       要望事項４事業について説明。 

 

○工藤会長          事業説明しましたが、ご意見等ございますか。 

 

○伊藤委員          ４件目のすこやかサポート西仙の件ですが、私もメンバーの一

員（副会長）ですが、当初はいわゆる「鍵っ子」放課後、家に親

等がいない子ども達を数名集めて、スタッフは無償ボランティア

で児童保育をしておりました。今は市からの委託事業としてやっ

ております。毎日の放課後においての生活費等については委託料

でカバーできるが、長期休みになりますと朝７時３０分から夕方

の６時頃まで狭い環境の中で過ごしております。家の中でいるよ

り単調な生活になり、退屈なのでちょっと問題が発生するときも

ありスタッフが難儀しております。このようなときに事業内容に

あります、おとまり会、または料理教室を開催し、親子関係、団

体行動など、いろいろな面の体験をさせたいと思っておりますの

でよろしくお願いします。 

 

○工藤会長          ４つの要望事業について、異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしということですので、要望どおり決定することとしま

す。 

             ４、その他としての案件がありましたらお願いいたします。 

 

○堀江参事        連絡事項でありますが、 

＊ 平成１９年度は３月下旬に各地域協議会へ市長か副市長が出

席し、意見交換を実施しましたが、２０年度は３月に加え翌

年度の予算編成の参考にするため１０月もしくは１１月頃の

地域協議会へ出席する意向であります。 

＊ 地域協議会全体研修会については７月上旬の開催を予定して

いる、詳細については、後日通知致します。 

＊ ユメリアの指定管理者である西仙北温泉インター株式会社で

は、その経営にあたって、多額の経営損失を抱え、今後とも

収益の改善の見込みは厳しく、営業継続は困難であるとのこ

とから、指定管理者の取り消しの申出をした。このようなこ
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とから、市では新たな指定管理者を求めるため、全国に向け

て公募することとなります。 

また、インターチェンジについては市長が国会議員並びに東

日本道路株式会社等へ積極的に足を運んで要望活動を展開し

ております。状況としては、近い将来にはスマートインター

として生まれ変わる可能性が高く、経営についても替わる可

能性がでてきたと伺っております。 以上です 

 

○工藤会長          何か他にございませんか。 

今回の地域協議会を 後にご退任されます小笠原博委員であり

ます。小笠原さんにおかれましては発足当時から、広範な高いご

経験とご見識により、私どもにご指導頂きました。今までのご功

績に対しまして心から御礼を申し上げたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

○小笠原委員         お聞きの通り、今日をもちましてこの職を辞させて頂くことに

なりました。長い間皆様からご指導、ご協力をいただき心から感

謝申し上げたいと思います。なお、この会がますます発展されま

して西仙北地域の隆盛に繋がるよう心からお祈り申し上げまして、

長い間のお世話に対する御礼のことばといたします。本当にあり

がとうございました。 

 

○工藤会長          この後も、この会にアドバイス等いただければ大変ありがたい

と思います。どうかご健勝でご活躍の程よろしくお願いします。 

それでは、今日の会議はこれで終了いたします。 

 

 

 

会議録署名委員                  

 

 

会議録署名委員                  


