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  第３回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成２０年９月１３日（土） 

午後１時３０分～３時４０分 

                    ２．場  所       西仙北総合支所３階 第１.２.３会議室 
                                     ３．欠 席 者  齋藤郁雄委員 佐々木修委員 若松昭広委員 

佐々木忠永委員        
                                     ４．会議内容 
          
 

Ⅰ 開 会 
○小松地域振興課長      ただいまより、平成２０年度第３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３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。稔りの時期を迎

えいよいよ収穫の準備に忙しくしていることと思います。さて今

日の会議はこの前から継続して協議しております地域振興計画の

最終案についてと、市への提言、報告事項、地域枠予算要望につ

いてであります。皆様どうぞよろしくご協議くださいますようお

願い致します。 
 

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。 

 

岡田英子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。 

 

協議             １．地域振興計画についてであります。事務局から説明願いま

す。 

 

○堀江            西仙北地域振興計画については、前回の協議会で指摘されまし
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た事項について、例えば表紙の写真の説明、目次をつける事等に

ついては校正しているつもりではあります。確認もされてきてい

ることとは思いますが、他に不備な所があればご指摘願いたいと

思いますのでよろしくお願いします。 
 
○会長            西仙北地域振興計画については、如何でしょうか。よろしけれ

ば、これを西仙北地域振興計画として決定したいと思いますが、

いかがでしょうか。 
 
○伊藤委員          自分が入っていた市民生活班の４頁 ４・地域課題と解決に向

けた取組内容の中の、（１）交通安全・防犯対策 ①の事業主体

はⅠ事業ではなく市と市民の協同事業のⅡ事業ではないか、それ

から文章の末尾に「いただく」「いただきたい」との表記につい

ては別の表現があるのではないか、次に（３）自然災害対策の①

についてもⅠ事業ではなくⅡ事業に訂正願いたい、それから②に

ついては避難袋の配布までは必要はないと思われるので撤回する

ので削除していただきたい。また、（４）生活・健康の安全安心

対策の②③についてですが、②については保留、③については表

現について難があり、相談のうえ変更したいと思います。 
 
○ 会長           （会長を中心に雑談形式で協議 ４０分間）  

他に指摘するところはないか。   
 
○伊藤委員          ７頁商工観光の④総合支所の開放については、現実問題として

無理があると思われ、削除したら如何か。 
 
○会長            教育文化商工観光班はどう思いますか。 
 
○阿部委員          削除することで異存ありません。 
 
○会長            以上の改正点がでてきました、協議内容を勘案しまとめますの

で、事務局と私におまかせ願えませんか。 
 

○全員            異議無し 

 

○堀江            出来次第皆さんにお渡ししますので、お気づきの点がありまし

たら早めに連絡願います。 

 

○工藤会長          ２・市への提言についてであります。事務局から説明ねがいま

す。 
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○堀江            委員の皆様には、協議会の開催通知と一緒に市への提言事項を

記載する用紙を送付しておりました。今日回収しておりますが６

人からの提言、要望、質問事項等があるようでございます。開催

日時につきましては、１１月６日午前１０時からの開催を予定し

てございますのでお知らせいたします。 

               かなりの提言、要望等きておりますが、如何いたしましょうか。 

 

○会長            皆さんいかがですか。 

 

○若松委員          委員としての提言か地域協議会としての提言なのか、地域協議

会の提言だとすれば、ここで皆さんに諮り、西仙北地域協議会と

しての提言とすることだと思います。 

 

○会長            委員の個々の立場での質問、意見であれば皆さんに諮っても無

意味ですので、あくまでも地域協議会から市への提言ということの

ようですので、そのようにお願いします。提言、要望等たくさんき

ているようですが、市長との意見交換前にもう一度提言内容等につ

いて協議したら如何でしょうか。 

異議無し  

日程等については事務局と協議して決めたいと思いますが如何か 

異議無し 

 

○堀江            そうすれば、次回の案件は西仙北地域振興計画の審査と西仙北

地域協議会の提言の選定ということになります。 

 

○会長            協議３ 報告事項について事務局より説明願います。 

 

○堀江           ① 平成２０年度地域枠予算執行状況について        

         平成２０年度地域枠予算執行状況については、当初計画しまし

        た予算書と比較したもので説明いたします。 
              （資料により説明） すこやかサポートからのお手紙を紹介 
 
○岡田委員          すこやかサポート事業には何人位の参加があったのでしょうか。 
 
○堀江            報告書によりますと１８人の児童が参加し、ボランティア等と

あわせまして３０人での事業のようでした。 
  
○会長            ご質問等ございませんか。 
               無いようですので、②の地域公共交通対策について説明願いま

す。 
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○堀江             ② 地域公共交通対策について 
平成２０年３月末で廃止になりました強首バス路線については、

交通空白地域解消のため予約制乗合タクシー（デマンド型）の実

証運行が開始されております。西仙タクシーが実施しております。 
一台2,500円 一人500円負担 ８月まで411,000円の市負担あり 
（以降 資料により説明） 

 
○会長            ご質問等ございませんか。 
 
○若松委員          行政の方で考えていた利用状況と比較して、どのように感じて

おりますか。 
 
○堀江            他地域よりも利用率、乗合率とも高く、制度にあった利用のさ

れ方だと言われております。 
 
○若松委員          登録者２１８人、利用者が３７８人とありますが、まだ一度も

利用されてない方もいるのか。 
 
○堀江            利用者については、特定されてきているようにも伺っておりま

すので、そのような方も中にはいるのではと思います。 
 
○会長            大野地区も対象区域に入っていると聞いているが、どのようにな

っているか。 
 
○堀江            神岡総合支所の管轄ではありますが、あまり利用されてないよ

うな状況と伺っております。 
 
○五十嵐委員         大沢郷地区の患者輸送バス運行関係で皆別当地区の問題はどう

なりましたか。 
 
○堀江            皆別当地区については既に実施いたしております。新たに大沢

郷の寺村地区も８月から運行を開始しております。 
 
○会長            他に質問ありませんか。 
               ③地域の要望と回答について説明願います。 
 
○堀江            ③ 地域の要望と回答 

このことについては、５月２６、２７日に開催しました、自治 
会支援事業補助金等の説明会の時に、町内会、集落会長さん方か

らの要望等について回答したものであります。参考までにお渡し

いたしました。 
この１７日には自治連絡協議会を開催し、４地区から新たに国
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県または市への要望がでてくることと思われますので、その内容

については後日お知らせいたします。 
 
○会長            土川小学校のスクールバスは辰ノ口地区を対象としているのか。 
 
○小松課長          小杉山の鳥井野地区より遠い地区を対象としており、辰ノ口地

区には行ってない。また、大野地区は冬期間のみ対象としている。 
               
○菅原委員          辰ノ口地区のスクールバス運行については、合併前からの懸案

事項であり、当時の町長へも再三にわたり要望しておりました。

 また、歩くにしても歩道の設置はなく狭隘なため、県へは県道

の拡幅と歩道の設置を要望しておりましたが、歩道設置について

は費用対効果（利用人員）で見れば無理がある。また、予算の関

係もあるとかで見送られていた。そのようなことから通学につい

ては各々が対応している状況であります。 
 
○伊藤委員          西仙北地域内の学校でこうも条件が違うのはおかしい。 
 
○田口支所長         大沢郷にも同様な地区がある。このことについては統合の際の

条件でもあった。現在、大沢郷小と双葉小の統合については話し

合いがなされ、反対意見はでなかったように聞いております。ま

た１校統合も視野に入れるべきではとの意見も出たようでありま

す。１０月には、刈和野小と土川小の統合についても話し合いが

持たれると聞き及んでおります。今後数年間でいろいろな選択肢

があると思いますが、いずれ学校から遠くなる地区についてはス

クールバスの運行は必然と思われます。 
 
○会長            土川小学校ばかりでなく、大沢郷小学校にも同様の問題があり

西仙北地域全体のバランスの中で、そうせざるを得ない状況にあ

るとの事ですね。 
 
○阿部委員          学校規模の適正化というのは１学年３学級であり、それを満た

しているところは西仙北地域には無い。旧西仙北地域は１校にな

るのが適正であると思われる。そうなれば市の施策及び施策に伴

う費用負担は当然でてこなければならない。 
 
○会長            他になければ地域の要望と回答については各自確認をしていた

だきたいと思います。 
次に、④その他について事務局からお願いします。 

 
○堀江            田口支所長より、西仙北インターについて報告がございます。 
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○田口支所長         西仙北インターにはＥＴＣ装置が無いことから、ＥＴＣ化する 
よう要望いたしておりました。平成１４年開通し、１日６００台

前後の利用が現在では４３０台まで減少してきております。この

ようなことから、ＥＴＣを設置するため各方面に要望活動をして

いるところであります。国土交通省、東日本道路株式会社ではＥ

ＴＣ化（スマートインター）することとしましたが、そのために

は利用率の向上が必須条件であるため、大仙市には利用促進のた

めの手段を講じなさいと言われております。そこでＥＴＣの設置

をどれほど地域住民が望んでいるかを、アンケートにより調査す

ることとなりました。時期は１１月頃で西仙北地域全域、神岡地

域全域、協和地域は峰吉川地区でインターチェンジ周辺の利用す

るであろう地域住民を対象に行うことで準備を進めているところ

であります。 
今年度はアンケート調査及び集計、２１年度は市長を会長とす

る利用促進協議会の立ち上げ、２２年４月からはＥＴＣが使える

インターチェンジになるような段取りで準備をしているところで

あります。 
ただし、ＥＴＣ化されますとＥＴＣ装着車以外は通行できなく 

なります。スマートインターということで、国土交通省で社会実

験のため、サービスエリアのあるところにＥＴＣ専用インターを

設置することであります。未装着車は通れないことになることか

ら、先進地の例をみますと車載器（２万円位から）を装着する際

の助成制度などがあるそうですが、その様な事も踏まえてアンケ

ート調査を実施しますので、ご協力お願いするものであります。 
 維持管理費については年間３千５百万円位を要しており、内２

千万円が人件費であります。ＥＴＣ化されますと人員も２～３人

規模で維持出来るようになります。市の財政も厳しいことから維

持管理費の削減のためにも実現しなければならない事業ですので、

ご協力下さるようお願い申し上げ報告といたします。 
 
○会長            質問等ございませんか。 
 
○若松委員          ①未装着車の場合、他のインターから入った時に西仙北では出

られないのですか。 
②調査地域の車の台数は把握しているか。 
③助成も行う予定か。 
④自動化ですので人員はいらないのでは。 
⑤アンケートの結果で設置が左右されるのか。 

 
○田口支所長         ①出られません 

②調査しておりません、世帯数については約５千戸です。 
③先進地の例もあり、５千円位の助成を想定している。 
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④トラブル発生時には必要である。 
⑤設置はほぼ決定したことであります。あくまでも西仙北イン

ターの利用実態、今後の利用、助成制度等について調査するも

のであります。 
 
○会長            他にございませんか。 
               無ければ４、地域枠予算について事務局から説明願います。 
 
○堀江            平成１８年度の地域枠予算で、安心安全事業の一環として、地

域内各小中学校に看板を設置し、標語を掲げました。その時には、

あとは各校で自由に使用してもかまわない旨言ってきております

が、是非もう一度作成していただきたいとの各校長からの要望が

ありましたので、この度別紙により、再度作成いたしたいのでよ

ろしくお願いいたします。費用については標語、雨水対策等で１

基あたり３万円、６箇所で１８万円位を予定しております。  
次に、まだ申請はきておりませんが、旧寺館地区会館の跡地を

駐車場にするため舗装したいとの要望がくる予定なのでお知らせ

しておきます。 
 
○会長            質問等ありませんか。 
               舗装についての費用はどのくらいか。 
 
○堀江            ２０万円を想定している。ちなみに仙北地域は限度額３０万円

である。当地域には５０数箇所に会館があるので対応するにも多

額になることから、集落会長等には２０万円と説明している。 
 
○若松委員          自治会長からの要望については、支所長枠予算で対応できるも

のもあるのではないか、いちいち協議会に掛けなくてもいいので

はないか。 
 
○堀江            支所長枠については緊急処理対応措置事業がそれに当たります。

できるだけ地域の要望に応えるようにしています。事業実施後 
にはご報告させていただきますのでよろしくお願いします。 

 
○会長            他にございませんか。 
                
○小笠原（浩）委員      西仙北インターのことについての質問ですが、インターに勤務

している職員の人件費は市で負担しているのか。 
 
○田口支所長         負担しております。料金徴収等についての経費、手数料とかも

入らないことを承知で開設したインターであります。それでもい

ろいろ運動した結果、平成１６年度からは約１/３の13,000千円は
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当時のＪＨが負担することで協議がされており、現在も継続され

ております。 
 
○若松委員          西仙北温泉インター（株）ではユメリアとインターを経営して

おり、その経営が赤字のため負担しているのか、インターの部分

のみに負担しているのか、どちらですか。 
 
○田口支所長         インター関係のみ負担しております。 

そもそも、ユメリアは平成１２年に開業、インターチェンジに

ついては平成１４年であります。インターの経営には毎年３千万

円の経費がかかることは解っていたが、その経費についてはユメ

リアの営業黒字を充てる計画であった。ところが黒字にはならな

かったことから、西仙北町で負担していた経緯があります。それ

でも先程申しましたような運動によりＪＨからも負担を引き出せ

た次第であります。合併後はユメリアの方も市からの借入金にて

営業しており、新たな指定管理者を募集しております。 
 
○若松委員          ユメリアの経営について新たに募集しているようですが、イン

ターも付けて営業させるのか。 
 
○田口支所長         ユメリアだけであります。インターについてはそのまま西仙北

温泉インター（株）が営業することとなります。 
 
○堀江            ちなみに、１社募集に応じておりますが決定には至っておりま

せん。 
 
○会長            他にございませんか。 

５、その他について事務局からお願いします。 
 
○堀江            ８月３１日の地域協議会委員研修会の資料について（配布） 
               西仙北地域協議会としての研修予定の大曲余目地区との日程調 

整について説明。 
 
○会長            事務局と相談して決定したいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 
それでは今日の会議はこれで閉じて宜しいでしょうか。 

 

 

閉  会          大変長時間にわたりご協議頂き誠にありがとうございました。

今日の協議会はこれで終わることといたします。大変お疲れ様で

した。 
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