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  第２回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成２０年７月２７日（日） 

午前９時３０分～１１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、土川振興会から土川自治会長会と名称が変わり、

             新たに菅原長左衛門さんが代表になり、地域協議会委員となります。 

委嘱状の交付を行います。                    

              （支所長が菅原長左衛門の席へ、委嘱状交付）          

              今日は所用のため欠席しておりますが、ＰＴＡ連合会長に小笠原英登

             さんから、星宮正宏さんに改選され地域協議会委員となりますのでお知

             らせいたします。 

 

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

平成２０年度第２回目の地域協議会を開催いたしましたところ、 

日曜日でお忙しいところ、また暑い中ご出席下さいましてありがと

うございます。 

今日の会議ですが、連絡事項として、高速インターネットアクセ

ス網整備事業については情報システム課の方から、都市計画マスタ

ープランについては都市計画課からそれぞれ説明に来ておりますの

でよろしくお願いします。 

次に、地域振興計画、地域枠予算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

いたします。 

 

○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１０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。 
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小松睦子委員と佐々木孝太郎委員にお願いいたします。 

 

それでは連絡事項からであります。 

 

Ⅲ 連絡事項        １．高速インターネットアクセス網整備促進事業について 

であります。情報システム課から説明願います。 

 

○小松            資料により説明 

（情報システム課） 

 

○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。 

                

○若松委員          国の施策で２０１０年度までは全国全て整備するとしておりま

すが、現実にそうなるのか。 

 

○小松            国の目標としてはそうですが、現実問題としては、事業者が動

かないと実現しないのが現状であります 

 

○若松委員          このままの状態では、大沢郷、強首地区は高速インターネット

アクセス網整備事業から外れる可能性があるということですね。 

               具体的にどのような行動をとればいいのか。 

 

○小松            地区の方々が集まる機会とかに詳細について説明させていただ

き、説明後に仮の申込書により加入意志の有無の実態を調査し、

その結果について事業者に報告することとなります。そして事業

者が決定することとなります。 

 

○若松委員          事業者に決定権があるということですね。 

参考に聞きたいが、全国的には普及率は９５％で、秋田県が下

から３番目、その内西仙北の大沢郷と強首が未整備だということ

ですが、その原因はどこにあると思いますか。 

 

○小松            特定した原因については解らないが、全国的には、山間部、豪

雪地帯では整備されにくい状態にある 

              と伺っております。あとは事業者の関係もあるのではと思います。 

 

○工藤会長          要するに地域の人達が動いて、働きかけなければ実現しないの 

で、そこの所を理解して行動して欲しいということだと思います。

つづきまして 

２、都市計画区域マスタープランについて 

都市計画課から説明願います。 
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○小松参事（都市計画課）  資料により説明 

佐 藤 

○工藤会長         ただいまの説明について、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。 

 

○若松委員         この説明会は今回で何地域目ですか、また、この計画について、 

地域別懇談会で意見を求める事となっているが、どの程度まで踏込 

んで意見を述べることができるのか。 

 

○小松参事         ７地域目の説明会になります。 

地域別懇談会にいきなり出席していただいて意見を出していただ

くことは、都市計画マスタープランなど、聞き慣れない用語、難解

なものも多く抱えており容易に理解できないと思われることから、

事前に説明しに来たわけであります。今日は、マスタープランの概

要について把握していただき、それから本番の地域別懇談会で生活

上の課題、問題点など、いろいろ意見を出していただきたいと思い

ます。 

              それらを踏まえた上で全体としての目標を設定することとなりま 

す。 

 

○若松委員         地域別懇談会が主となるということは解りました。 

              合併前の８市町村にも都市計画なるものがあったと思いますが、 

この計画の中には反映されているのか。また、マスタープランのマ 

スターの解釈について、いろんな意味に捉えられるので何を意図と 

するのか。もう一つは都市計画の中には、国際化、情報化、また、 

さまざまな諸問題等についても複合的に考えていかなければならな 

いと思います。こういう点から見ますと、何か物足りなさを感じま 

すが如何か。今後の指針にもなることですから防災、環境等にも配 

慮して計画したらどうかということです。 

それから、合併は事実としてあるわけですので、それを積極的に 

踏まえて、合併したからどうのこうのという文面は使うべきではな

いと思いますので検討していただければと思って意見を言ったとこ

ろです。 

                          

○小松参事         旧マスタープランとの兼ね合いについてですが、旧都市計画区域 

の旧大曲、旧神岡、旧西仙北は現在区域決定済みですが、未決定部 

分のものも含めて見直し、検討する必要があると考えております。

旧マス部分もまったく無視するようなことではなく、現状に則し 

た考え方があるとすれば、当然ながら反映させなければならないと 

思っております。マスタープランの意義については、一番の大本に 

あるのは市の総合計画でありまして、それが中心となるものであり 
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ます。その中の都市部門を詳細に定めているものが都市計画マスタ 

―プランとなります。都市部門の考え方を策定しているものであり 

まして、都市計画部門のみを限定しているものではなくて、考えら 

れるあらゆる要素を想定しながら立てるのは当然の事だと思います。 

 

○若松委員         参考資料の「計画の着眼点」の中の都市計画制度について教示願 

いたい。 

 

○佐 藤           まちづくり３法の改正、いわゆる市街地の無秩序な拡大、空洞化

に歯止めを掛け、中心市街地を再生するための関連法で、中心市街

地活性化法、都市計画法、大規模小売店舗立地法の３法であります。

 床面積１ヘクタール以上あるスーパーなどの大型商業施設の郊外

への出店を規制し、中心市街地へ振興を推し進めようとするもので

あります。 

 

 

○若松委員         カタカナ用語が多すぎて、年配者には分かり難いが見直せないか。 

 

○小松参事         他の地域からも同様の指摘がありますので、解りやすい表記にす

るよう検討します。 

 

○工藤会長         他に質問はないか。 

             どうか、実際の地域別懇談会のときには積極的な意見を出しても

             らいたいと思います。      

 

１０：３５ 

５分間休憩 

 

○工藤会長         会議を再開します。 

協議１ 西仙北地域振興計画について  

事務局から説明願います  

○堀江参事         説明に入ります前に、第１回の地域協議会の際、伊藤委員よりご

質問がありました件についてご報告させていただきます。 

              ○ 電気式生ゴミ処理機について 

              大仙市で行っております補助事業については、処理機購入費の1/

2以内で上限５万円まで補助する内容となっております。１９年度ま

では上限が２万円までとなっておりました。そのせいか解りません

が１９年度の実績でありますが全市で２５件の利用、西仙北地域で

の利用はありませんでした。２０年度は現在まで（西仙北）２件の

利用となっております。 

              普及しない理由としましては、一つとしては、まだ、処理機に対

しての認識が薄いのではないかと思われます。量販店に行ってきま
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したが、コーナーも小さく、展示見本も少ないようでした。地域性

もあると思われるが、売れるものでしたらこのようにはなっていな

いのではと感じております。 

              もう一つは、処理機の価格が高いことも原因ではないかと思われ

ます。ちなみに、３，４万円から上は１０万円前後まであります。 

             もう一つは、電気料金にも影響がでることも一因ではないかと思わ

れます。処理時には機種によって違いますが、多いもので７～８０

０ワットの電力で７～８時間の処理時間がかかるそうで、料金にす

れば一月千円前後の負担増となるようであります。 このような理

由により、あまり普及しないものと思われます。  

          

             ○ 健康増進センター関連について 

              １ 健康教室・相談の現状と 

２ 教室、相談回数が減少してきているのではないか？ 

３ 旧保健センターの件についての３点についての質問でありま

した。 

それについて、健康増進センターからの回答を資料として配布し

ておりますのでご覧になって頂きたいと思います。 

            

西仙北地域振興計画についての資料説明。  

 

○工藤会長         ３頁の ２）テーマ ３）地域の課題 ４）課題の現状の太字部 

分については、いずれも教育文化商工観光班から提案されたもので 

ありますが、いかがでしょうか。  

 

○若松委員         ２）テーマについては「自主的、自治的な活動」でいいのではと 

思います。３）４）についてもくどくなくて良いのでは。 

 

○工藤会長         大方のご意見は、２、３、４については教育文化商工観光版班か 

らの提案どおりということですので、それで決定してよろしいか。 

 

全員異議無し 

 

○工藤会長         地域課題と解決に向けた取組内容では、短期的ニーズに対応し取 

組むべき事項と長中期的ニーズに対応し取り組むべき事項と２とお 

りありますが、内容としてこの分け方でいいのか協議願います。 

 

○阿部委員         これでいいと思います。 

 

○工藤会長         次に、まとめについては如何でしょうか。 

 

○若松委員         現状を捉えており、結構だと思います。 
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○工藤会長         表紙の写真については、注釈をいれて欲しい、それから目次も付 

けた方がよいと思われるので、そのようにして下さい。 

 そうすれば、訂正後のものを正式な西仙北地域振興計画として提 

出することにご異議ございませんか。 

 

 全員異議無し 

 

○工藤会長         次に 協議２ 地域枠予算要望について 事務局から説明願いま 

す。 

 

○堀江参事         地域枠予算要望についての資料説明。 

（桃源郷の会、亀田街道まつり実行委員会） 

 

○工藤会長         ２つの事業について要望が出ておりますが如何でしょうか。 

               

○佐々木智子委員      青少年自然の家の利用状況はどのようになっているか。 

 

○堀江参事         毎年１１月頃には東北将棋大会、夏頃には子供達の利用も見受け 

られるようです。年間を通してそんなに利用されている状況にはな 

いようです。  

 

○阿部委員         限界集落についても、この機会に地域で考えるようですので良い

ことだと思われます。 

 

○工藤会長         桃源郷の会の要望については、採択してもよろしいでしょうか。 

               

               全員異議無し 

        

○工藤会長         亀田街道まつり実行委員会については、いままでは市の教育委員 

会から補助をいただいていたのが、今年から廃止されているようで 

す。 

 

○佐々木忠永委員      市補助金の額はどの位でしたか。 

 

○堀江参事         申請額の６万円くらいを毎年補助していただいていた。使途とし 

ては、芸能関係者の謝礼等に充てていたとのことです。 

 

○若松委員         なぜ、補助金が廃止されたか解るか。 

 

○堀江参事         経緯については解らないが、見直しが図られたとしか言いようが

ない。 
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○阿部委員         この事業は、地域の学校も積極的に協力し盛大に開催される意義 

のあるまつりなので、存続のためにも協力したい。 

 

○若松委員         補助が打ち切られたのは、地域枠予算にお願いしなさいとの当局

の思惑もあるのでは。 

 

○佐々木孝太郎委員     継続される事業だと思われるので、このような金額であれば協力 

してもいいのではないか。 

 

○工藤会長         基本的な考え方として、地域を盛り上げていく重要な事業という

ようなものは１年きりという考え方ではなく、継続して助成支援し

ていくように決めておく必要があるのではないか、行事の地域に対

しての貢献度も加味するような考え方もあるのでは。 

 

○佐々木孝太郎委員     事業目的には「亀田街道という歴史的遺産を大切にし保存継承を

図る」とある、地域に伝承していくという観点からすれば、継続し

て支援するべきである。 

 

○工藤会長         今後、地域にとって重要な事業の場合は継続して支援することと 

してよろしいか。 

全員異議無し 

 

○工藤会長         亀田街道についても同様に採択してよろしいか。 

                全員異議無し  

 

○工藤会長         その他について、事務局から連絡することがありましたらお願い 

します。 

 

○堀江参事         地域協議会全体研修会について 
              前回、皆様には７月上旬の開催を予定していると説明しておりま 

したが。日時、場所、講演内容について決定いたしております。 
８月３１日日曜日であります。開催要項については、皆さんに開 

催通知と一緒にお渡しいたしておりますので、ご出席下さいますよ

うお願いいたします。なお、当日五十嵐委員がパネリストとして参

加しておりますので申し添えます。次に西仙北地域協議会としての

研修を計画したいがどうしたらいいのか協議願います。 
              ちなみに、今年度は西部地域での合同研修は行わないこととなり

ましたので申し添えます。 
 

○工藤会長         研修先については、内小友の余目地区の活動は素晴らしい活動を

しているようだ、研修先として推薦したい。もう一つは強首の曲屋
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民家に古民具が残されている、中にはかなり貴重なものもある、残

すにしても西仙北地域内に残して欲しいという要望がありますので

検討していただきたい。 
 
○菅原委員         曲屋民家について、どのように考えているか。 
 
○田口支所長        本庁管財課と協議中である、解体する計画であるが、購入したい

とする人もいるようなので、土地付きで公売にかけたいと考えてい

る。中の古民具については峰吉川小学校に保管する計画である。 
 
○工藤会長         大場台の青少年自然の家も考えられるのでは。 
 
○小松課長         各地域にある資料館も老朽化により容易でなくなってきているの

で、峰吉川小学校に一同に展示保管する予定と聞いている。 
 
○工藤会長         散逸するようなことがなければいいのです。 
              研修等については、如何いたしましょうか。  

 

○堀江参事         余目地区の都合もあることですので、会長と事務局に一任してく

だされば次回の協議会までにはお答えできます。 

 

○工藤会長         以上で予定されている協議は全て終了いたしましたので、閉会い

たします。 

以上 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員                  

 

 

会議録署名委員                  


