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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１１月６日（木） 

午前１０時～１１時５３分 

                    ２．場  所       西仙北総合支所 ３階 第１・２・３会議室 
                                     ３．欠席者  岡田英子委員 小笠原浩之委員 佐々木修委員

佐々木孝太郎委員 佐々木忠永委員  

佐々木智子委員 佐藤和弘委員 若松昭広委員

  
                                     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。 

               それでは、ただいまより平成２０年度第５回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。       
 

 会長あいさつ       

平成２０年度第５回目の地域協議会を開催いたしましたところ、 

お忙しいなか出席下さいましてありがとうございます。今日は急用

の用事などで欠席者が多く、ご了承願いたいと思います。今日は市

長はじめ企画部長、総合政策課長、同参事からもご出席賜りまして

ありがとうございます。 

今日の案件ですが、以前から協議いたしておりました地域振興計

画について、ようやく完成し報告することとなっております。また、

市への提言につきましても、５項目ほど用意しておりますので、よ

ろしくお願い申し上げましてあいさつといたします。 

 

○小松課長         ありがとうございました。 

              栗林大仙市長よりあいさつをお願いいたします。 

 

○栗林市長         地域協議会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。委員の皆様 

には合併以来、大仙市まちづくりの基本となる「住民と協働」の趣 

旨をご理解され、お忙しい中、ご協力を賜り、感謝申し上げます。 

 当市は、地方分権時代に対応した、住民が安心して暮らせる地域 

をつくるため、八市町村による合併の道を選択し、新しい市として 

歩みを進めておりますが、これまで原油高騰や景気低迷などが響き、 

地方財政の状況は好転が見込める状況にはありません。このような 

中、市民が希望の持てる当市を築き上げるため、自主財源の確保と 

事業の選択を柱とした歳出の見直しを行っているところであります。 

 また、地方自治体の自己決定・自己責任の強化が図られる中、い 

かに住民の声を施策に反映させるのかが、重要な課題となっており 

すが、当市としては、地域の伝統文化を活かし、活力あるまちづく 

りを進めるため、地域協議会を設置するなど体制構築及び運用に努 
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めて参りました。 

 地域協議会委員の皆様を対象とした事業としては、これまで、各 

地域協議会委員の皆様などを対象に全体研修を開催するほか、先進 

地研修などの活動を通じて、市民参加及び住民自治の視点に立ち、 

地域協議会の運営に寄与していただいているものと感謝しておりま 

す。 

 一方、委員の皆様におかれましては、現在、任期が４年目という 

こともあり、今年度が 終年度となりますが、来年度以降も引き続 

き、委員をお引き受けいただき、「住民との協働によるまちづくり」 

を進めていくうえでの課題や留意点などに関し、行政と対等なパー 

トナーとして、同じ目標に向かって力強くまちづくりに取り組んで 

いただくとともに、今後とも忌憚のないご意見を賜りますようお願 

いしたいと存じております。 

 地域協議会委員の皆様との意見交換については、これまで３月に 

各地域協議会へ出席させていただき、当市が掲げている市民との協 

働によるまちづくりを推進するため、市の施策などに関して意見交 

換をさせていただいておりました。今年度においては、この４月に 

山王丸副市長が新たに就任し、副市長が二名体制となったこともあ 

り、３月に加え、来年度予算が始まるこの時期に、各地域協議会に 

出席し、意見交換させていただくこととしました。 

 委員の皆様から、事前に様々なご要望、ご提言をいただいており 

ますが、個別の案件については、この後、総合支所の担当課長等か 

ら説明させていただき、その後、全市的なテーマについて皆様と意 

見交換をさせていただきたいと存じます。 

 本日は、全市に係る大きなテーマについて皆様とじっくり意見交 

換を行い、来年度以降の予算に反映できるものは反映させて参りた 

いとの考えで、この会の開催をお願いしたところでありますので宜 

しくお願いいたしたいと存じます。 

 後に、当市の将来都市像である「人が活き、人が集う、夢のあ 

る田園交流都市」の創造に向けて、職員と共に汗を流しながら、な 

お、一層努力して参りたいと存じますので、これまで以上のご理解、 

ご協力を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきま 

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
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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。 

齋藤郁雄委員と星宮正宏委員にお願いいたします。 

 

それでは協議に入ります。 

 

        １．西仙北地域振興計画についてであります。 

 はじめに、西仙北地域振興計画策定にあたっては、平成１８年度

第５回地域協議会から今日まで、様々な角度から協議を重ねて参り

まして、ようやく完成の運びとなりましたので、市長の方へ私から

ご報告申し上げたいと存じます。 

西仙北地域振興計画の表紙については、平成２０年２月１０日に

行われました刈和野 大綱引きの綱合せ作業の様子であります。ま

さしく、これから引き合いが行われる直前のものであります。 

内容について、簡略にご説明いたしたいと存じます。 

目的については、「市長の諮問機関である地域協議会において、

日々の住民活動や住民の意向等を通じて得られた課題を明確にし、

行政施策へ反映させるため地域振興計画を策定する」としておりま

す。このことについてはどこの地域も同様のことと思います。 

策定にあたっては、大仙市総合計画との整合性を図るとともに、

乖離する事業については関係部局と協議し、次期総合計画に反映さ

せることとしております。 

計画の位置づけは、短期もしくは中長期に区分して実施し、地域

枠予算等で対応することとしております。 

作成フローについては、２ページに記載されているとおりであり

ます。     

              西仙北地域振興計画のテーマは①自主的、自治的な活動②市民と

行政の協働の地域づくりを目指す③世代間と地域間の交流と融合の

３項目となっております。 

 住民と連携して解決しようとする地域の課題については、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ております。  

その課題の現状は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⑤健康の増進の５つが上げられておりま

す。 

              課題の現状を解決するため、①自治会活動の支援②地域の環境美

化と安心安全の町づくり及び文化の継承等に取組む自治会・各種団

体が行う公益的事業の支援③市が実施主体となった事業の実施の３

項目を解決方法としております。  
              次に、「住民と連携して解決しようとする地域の課題」「その課 

題の現状」等を検討するため、市民生活班、建設産業班、教育文化 
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商工観光班の班編制により、短期的に取組むべき事項、中長期的に 
取組むべき事業とに区分けし、それぞれの課題毎に、市の主体事業、 
市と市民との協働事業、地域住民の主体事業とに分類いたしており 
ます。 

市民生活班におきましては、交通安全、防犯対策、ごみ問題、自 
然災害対策及び生活安心安全対策、産業建設班におきましては、道

路、下水道、農業及び公園、教育文化商工観光班におきましては、

学校教育、文化財保護及び商工観光と広範囲にわたり協議し、取組

内容を具体的に表しております。ご覧になっていただきたいと存じ

ます。 
              いずれにいたしましても、 後のまとめに記してありますとおり、

地域住民が、活力ある安心安全のまちづくりを推し進めるためには

住民ひとり一人のまちづくりに参加する積極性が大切であり、それ

を培うのが、自治会活動であり、関係諸団体であり、ボランティア

であると思います。また、みんなが大仙市民であるという一体感を

持ち、地域を活性化させるにはリーダーの養成が不可欠ではないだ

ろうかと結びまして、西仙北地域振興計画といたしましたのでご報

告申し上げる次第であります。 
西仙北地域振興計画につきまして、市長の方からコメントをいた

だきたいと存じます。 
            
○栗林市長         西仙北地域振興計画について報告いただきましたが、解りやすく

纏めていただいているなと思います。特に地域協議会の皆様が、地

域が動かなければならない課題、市が主体的に動かなければならな

い課題を整理し、その課題について短期的または中長期的に分類し

積み上げております。その内容については支所の皆さんと一緒にな

って課題の解決にあたってみたいと思います。そろそろ来年度の予

算編成に入ってきておりますが、支所も本庁と一緒になって事業化

できるもの、手をつけていかなければならないもの、指標になりま

すので、参考にさせていただきたいと思います。あわせて市の総合

計画の実施計画については、現在組み立て直しの作業をしていると

ころでありますが、中期的なものにつきましては、新しい実施計画

の中で、どう位置づけられていくのかということも含めまして、今

日いただきました振興計画を参考にさせていただき、市の施策を組

み立てていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○工藤会長         地域振興計画については以上で終わりまして次の 

              ２、市への提言について 

  朗読して説明いたします。 

① 住民自治意識向上のための施策とリーダーの養成について 

② 郷土の伝統文化の継承、生活文化の継承、そのための理解、 

学習の場の提供 
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③ 行政改革諮問委員会（審議会）の設置について 

④ 地域間の格差について（画一的行政の排除） 

⑤ 三世代間交流（家庭及び地域社会）による相互理解の必要性 

                          

○課長           ③の行政改革諮問委員会（審議会）の設置についてと、④の地域 

間の格差（画一的行政の排除）については、それぞれ担当部署から 

見解がきておりますので読み上げたいと存じます。 

③の見解 総務課 

市で設置している「行政改革懇談会」は民間委員１０名で構成さ 

れており、各地域及び様々な分野の方（産業・報道）へ任命してお

ります。「行政改革懇談会」は市長が召集し行政改革の推進につい

て必要な事項を協議することとなっており、行政改革大綱の作成時

にもご審議いただき、たくさんのご意見を頂戴しております。また、

毎年、行政改革の進捗状況や行革における主要施策を「行政改革懇

談会」に報告しご意見を伺っております。市では、この「行政改革

懇談会」を行革の諮問機関と位置づけており、平成２２年を起点と

する第２次行政改革大綱作成においても様々な角度からご意見を頂

戴し策定したいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

④の見解 総合政策課 

大仙市は、地方分権時代に対応し、財政の基盤強化や生活の実態

に即した行政運営を図るため、市町村合併を選択し４年目となりま

した。平成１８年３月には、まちづくりの設計図となる市の総合計

画を策定し、将来都市像である「人が活き人が集う夢のある田園交

流都市」の実現に向け、公平、公正、平等の原則の下に行政を推進

しているところであります。また、都市像の実現には「市民との協

働のまちづくり」が重要であると考えますが、本市では合併時、新

たな行政組織として旧市町村毎に地域自治区を設置し、地域協議会

を設け活発な活動をしていただいています。さらに、自治会支援や

地域枠予算などによる自治組織の育成にも努めており、市民と行政

が連携、協力し合い、各々の役割分担の下で共に汗をかきながら、

地域の特色・独自性を活かしつつ、人が活き・集うような魅力ある

地域、安心して暮らせる地域の創造を目指して、まちづくりを進め

ているところであります。 

 

○会長           ありがとうございます。ただ今、③の行政改革諮問委員会（審議 

会）の設置についてと、④の地域間の格差（画一的行政の排除）に 

ついて、市の考え方をご説明いただきましたが、これ以外の提言事 

項につきましては、市長からご回答いただきたいと思います。では 

市長お願いします。 

 

○栗林市長          ① 住民自治意識向上のための施策とリーダーの養成 
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              市では、大仙市総合計画において、住民との協働のまちづくり 

を盛り込んでおり、市民の皆さんや事業者の皆さん等が自主自立の

精神で、自分達の地域を経営していくという自治の意識を作り出す

こと、市民参加の枠組みの整備、及びさまざまな地域づくりの実践

等、協働型のまちづくりが進むように、各種施策を展開していくこ

とを目指しております。このような中、住民自治活動の活発な市町

村の事例等を学習するため、地域協議会委員を対象とした先進地視

察研修、まちづくりに関する学習の場として、地域協議会委員全体

研修へ自治会関係者への参加を図るとともに、地域によっては自治

会長等を対象としたリーダー育成講習会が実施されています。これ

らの活動は、市全体として取り組むとともに、地域の実情に合わせ

て実施することが望ましいと考えております。そのため、地域の課

題に現地即決対応するために設けております地域枠予算を活用して

いただき、地域協議会委員の皆さんからのご意見をいただきながら、

実施内容を検討していただきたいと考えます。 

リーダーの養成については、市全体でも検討して参りますが、例

えば小集落単位ではなく、もう少し広く地域を考えていただき、そ

の中からリーダーを養成していくのも、ひとつの手ではないかとも

思われるので、先進地研修などを計画するとか、地域枠予算を有効

に活用していただきたいと思います。 

 

② 郷土の伝統文化の継承、生活文化の継承、そのための理解、

学習の場の必要性  

大仙市の先人が自然の恵みの中で暮らし築いてきた、創造的な工 

夫や伝承行事について保存・継承することは大変重要であります。

また生活形態の変化により、後継者不足や日常生活の中で切り離さ

れつつある伝統行事や民俗文化財の継承に、大きな課題が科せられ

ております。ひとつひとつが身近な存在であり、地元の皆様に伝統

行事や民俗の大切さを再認識していただき、その伝承に多くの方々

の賛同をいただかなければ、後世に引き継ぐのが難しい局面を迎え

ている民俗文化財も少なからずあります。これらは地域の皆様のご

理解とご協力のもとに、保存継承は地域の活力で次なる世代へ引き

継がれるべきものと考えます。多くの方々に共通認識を持っていた

だき、一丸となって継承へ取り組んでこそ、魅力ある地域づくりの

礎となるものと考えており、行政は担当部局・支所、教育委員会（担

当課・市内学校）の連携を取り合ってサポートしていきたいと考え

ます。西仙北地域には椒沢番楽などがありますが、日常生活におけ

る伝承継承は、先ず家庭や地域で取組み、行政や学校における生涯

学習、郷土学習といった場を活用して伝承の意味や重要性を認識し

ていただき、一体感を持って取り組む必要があります。 大仙市で

は平成１９年度に民俗調査を実施し、その成果を平成２０年度の郷

土文化再発見事業にて、市民の皆様に報告させていただいておりま
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す。これらの成果をもとに、継承や保存について市民に認識してい

ただくとともに、次世代への引き継ぎに協力してまいります。 

また、各支所の分室が良く状況を把握しているので、連携しなが

ら取組まなければならない、市として民族文化を継承していく、仕

組みを作っていかなければならないと考えております。行政文書や

古文書等を整理しなければならない、長期的な計画で担当課と協力

して、市として取り組んでいきたい、現在あるものを途絶えないよ

うに、また、捨てられないようにすることが大事であると考えてお

ります。 

  

⑤ 三世代間交流（家庭及び地域社会）による相互理解の必要性 

核家族化は止められないという現実はありますが、三世代、二世 

代が同居する形態は県内、大仙市では普通に存在するわけで、いろ

んな形で維持していく施策は、入れていかなくてはならないと考え

ております。三世代交流については意識的に取り組んで頂いており

ます。西仙北地区では大沢郷、強首、寺館の３保育所が統合したこ

とに伴い、旧寺館保育園を再利用し、寺館地域ふれあいセンターと

して稼働させております。これについては、三世代が交流するとい

う施設運営に変えると手直しをして地域の皆さんが運営する方式を

とっており、頑張ってもらっています。神岡地域にも同様な施設が

あります。 

三世代交流については公民館も含めて考えております。 

旧市町村単位のスポーツ交流については、現在スポーツ振興課で

大仙市としてのスポーツ振興計画を作成中でありまして、１２月に

は成案になるような作業で進んでいる。体育指導員、体育協会の方々

がメンバーに入り作成しておりますが、こうした中で対抗的なスポ

ーツがどのような位置づけになるのか解りませんが、皆さんの提案

を伝えてみたいと思います。 

生涯スポーツとしての推進が、市としての役割でありまして競技

的なものについては少し難しい気がします。今スポーツ振興計画を

作成する段階では、生涯スポーツとして誰でもやれて、長く楽しめ

るという概念で計画しております。競技的なことについては、体育

協会とかにお願いしていくような形に組み立てられている。提案に

あります、旧市町村単位の競技は、大運動会的みたいなものが考え

られます。競技的な要素を入れて、楽しめるような概念だと思いま

すので、このような大会は現在も続けている地域もありますので、

西仙北地域におきましても、地域枠予算を活用して開催したらどう

かと思っております。 

 

先程、課長が答弁しました行政改革諮問委員会（審議会）の設置 

についての件で、担当の総務課の見解をみたところですが、市長と

して「行政改革懇談会」のあり方については、疑問を持っていると
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ころであります。位置づけとして行政改革懇談会は諮問委員会とな

っています。懇談会の動き、発言とかが見えてこないという批判を

いただいておりますので、もう少し強化し見える形にしたいと思い

ます。 

行政改革はスリム化しながら効率を上げていく、少ない予算をど

のように有効活用するのかが基本であります。皆さんの提言を受け

ながら行政改革懇談会の今のやり方について、もう少し改善を加え

て、提言の概念であります審議会のような形でなければとの問題意

識をもっていますので、提案としてしっかり受け止め強化を図って

参ります。 

次に、地域間の格差についてでありますが、私も要旨のとおりだ

と思います。ただ市長の立場から言いますと、一定の行政サービス

というのは、どこにいても、出来るだけ同じサービスを提供しなけ

ればならないと考えております。地域の自主性、特色等を活かした

形、全分野ではなく、この地域で、この分野が大事だとすれば、そ

の部分について少し工夫する中で、上乗せしたサービスをするよう

な体制が望ましいと考えております。良い意味で、地域間で競争し

ていただきたい気持ちがある、競争することによって、ある地域で

良い事業を実施する、別の地域でも取り入れて、さらに上乗せした

形で事業化していくように繋がっていくのではないかと思われます

ので、地域枠予算を使っていただきながら、個性を活かすという面

については、そう言う考え方でいま来年度予算編成に向けて検討し

ているところであります。地域枠予算については、ようやく皆さん

からも理解を頂いて、上手に使われていると思います。今は大曲１

千万円、ほかについては５百万円です、地域によっては頑張って計

画を立てて実施している、そこの所を評価していただいて５百万円

プラスボーナス的な予算を配当しても良いのではないかという考え

方をしているところであります。良い意味での地域間競争をしてい

ただき、上へ行って頂きたいと思います。 

大曲地域協議会については、あまりにも大きすぎて、なかなか具

体的な行動がとれないことから、地域協議会の下に、昭和の合併単

位で地区コミュニティ会議をつくり、組織替えをしており、今年度

中にはその体制が出来上がる予定です。 

 

○会長           ５項目に対しての提言について、見解をいただきましたが、ご質

問等ありましたらお願いします。 

 

○若松委員         ③行政改革諮問委員会の設置、④地域間の格差については、市長

の方から前向きな考えをいただき、ありがとうございました。行政

改革諮問委員会の設置については、昨年度も同じ要旨で質問させて

いただいております。その時には総務部長からの説明だけで終わり

ましたが、今の回答により、もう一歩前へ進んだように感じられま
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した。今の懇談会だけでは、行政改革に有効に働かないのではない

か、はっきりとした、権限のある審議会を作るべきだということで

提言としたところであります。 

地域間格差については、地域協議会の充実と、地域枠予算等を十

分に確保していただきたいということで提言としたところですが、

今の市長の考え方で、地域での競争もこれからは必要ではないかと

のお答えのようですので、我々地域協議会委員としては、その事も

踏まえて活動していきたいと思います。ありがとうございました。

          

○会長           他にございませんか。 

 

○阿部委員         ②の郷土の伝統文化の継承等については、長期的な視野に立った

計画をもたれているようです。今私達は、文化財保護課の指導を受

けながら職員会館で古文書の整理をしているところであります。そ

の古文書の保存場所については西仙北地域振興計画にも載せており

まして、綱づくりの作業場となっている旧法務局の建物こそ古文書

等の保存場所として相応しいのではと集まるたびに話題になります。

 貴重な資料ですが、古文書等の保存場所等についてどのようにお

考えでしょうか。 

 

○栗林市長         旧法務局については、綱引き保存のためにということの要望によ

り、国から安く買い受けたところです。建物は法務局ということで

頑丈にできております。綱引づくりの直前だけでなく、ほかに使え

ないかと思っているところであります。 

古文書の整理、保存の場所等については、仙北地域ではふれあい

文化センターの一室を使っております。 

 

○田口支所長        古文書の解読する部屋、保存場所等については、文化財保護課と 

も協議しております。鍵の掛かる部屋が望ましいとのことで、職員 

会館が 適であるとのことから、現在もそうしていただいていると 

ころであります。会員の中からも役場庁舎の一角が望ましいとの声 

も聞こえてくるが、現実として休日、祭日の管理など責任を持てな 

い部分もありますのでご理解願います。 

 

○阿部委員         私の言うのは、保存場所についてでありまして、地域振興計画に

ものせておりますが、旧法務局が 適なのではとのことから申しあ

げたところです。古文書の整理作業している職員会館については快

適であり、申し分ないところであります。 

 

○栗林市長         保存場所については、取りあえず職員会館でお願いしたいと思い

ます。整理が進んできますと、市民に公開等をするべきです。公開

場所は総合支所の一角を想定しています。 
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新たな保存場所については、数年後には資料館も構想されるかも

しれないが、現在の場所も保存には適していると思われるので、ご

理解願いたいと思います。 

 

○会長           他にございませんか 

 

○伊藤委員         ⑤の三世代間交流の必要性についてですが、大仙市はまだまだ三

世代が同居しているような家庭が多く、子育て環境のバランスがと

れていて非常に良いと思われます。市長から見て、子供の教育生活

の環境は全国的に見てどういう感じでしょうか。もう一つは、子育

て支援とか教育について、今後力をいれていきたい事について、見

解を伺います。 

 

○栗林市長         三世代交流については、それぞれの地域でいろんな試みをしてい

ただいております。地域で三世代交流との概念で考えており、地域

には経験豊富な方が多く、そのような方々との活動と上手に組み合

わせながら、何カ所かで幅広く活動されております。寺館地域でも

メニューを組んで、始めているように聞いております。また、神岡

地域本郷会館でもそのような考え方での取組について、後に企画部

長から紹介いたします。 

              大仙市では、子供の教育に力を入れていくということが、大きな

柱となっています。市長としてやるか、やらないかの大きな課題と

して、子育てに関連した様々な支援ではないかと思っています。直

接的な支援としては、学校関係に対する支援であるとか、医療関係

に対する補助、医療関係は小学校まで、所得制限はあるが無料とし

てきました。それから子育て手当金、県の事業と一緒の部分、単独

部分もあります。また、保育園、幼稚園を含めて、合併当時はそれ

ぞれの町村によりサービスに凸凹がありました、ようやく３年目に

なりまして保育園関係では、一時預かりの問題、延長保育、特別保

育の問題等、どこでも同じレベルでやれるような体制になりました。

 そのためには当然に人員を多く配置しなければならないこととな

ります。そういう問題に対して積極的に対応してきたところであり

ます。保育レベルの向上という問題については、他の市と比較して

かなりのレベルまできているものと思っております。 

学校関係では、様々な課題をもった子供達が増えてきており、教

育の場では、いまのケースの先生だけでは足りないので、学校生活

支援員という、当初県が補助をだしていたが、今は引き上げてしま

いましたので、市が単独で４０名近い人を雇い、先生と一緒の体制

で教育にあたっております。また、総合的な学習、体験学習という

部分に対して、学校割と人数割を勘案し、学校で自由に事業が組め

る予算を配分している。これは大仙市の 大の特徴であり、事業化

されてよく使われております。この予算は一般財源で対応しており、
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非常に苦しいのですが、市の特色であり、将来を考えてのことであ

ります、優先してやらなければならない事業として市民にも説明し

てきているつもりです。また、市の総合計画の柱となっております

し、市長としての考え方でもありますので、財政的に苦しいのです

が、出来るだけ今の体制を崩さないでやっていきたいと思っており

ます。 

医療関係では、大仙市は比較的開業医の医師が頑張っている地域

であり、医師会としてまとまりがあり、市の事業について協力を得

やすい状況にあります。それが子供達の医療を無料にしている体制

であるとか、各種健診なども医師会の協力がなければ我々が計画し

ても出来ませんので、医師会に頑張っていただいているところであ

ります。その環境を大事にすることによって、子供から高齢者まで

のかかりつけ的な医療、一次的な医療の部分については維持できる

のではないかと思っているところであります。 

また、耳の健診をやるべきではないかと医師会から提案されてお

りますので、来年度からスタートできるよう検討しているところで

あります。 

それから大きな意味でですが、仕事の場所を増やして、若い人達

がここで働いて一生をおくれるということで、企業誘致、既存企業

が力をつけるということは、この地域の永遠のテーマとしており、

組織的な会合も開催し頑張ってきておりますので申し添えます。 

              企画部長から、神岡地域本郷会館でやられている三世代交流のモ

デル事業について説明があります。 

 

○小松企画部長       子育ての領域と高齢者の対策については、行政だけではできない

という考え方から、放課後児童クラブ等の制度がありますが、ただ

それだけでなく、地域の方々が世代間交流をとおし、地域の中で子

育てができないかという考え方から作った制度で、今年度から３年

間のモデル事業として、市民協働型子育て支援モデル事業というの

があります。地区の皆さんが町内会、集落会館を利用し、自分達の

地域だけでなく、隣接する集落等の方々と協力しながら一つの場所

で児童３０人以上と地域の方々が世代間交流の様々な活動をする場

合に、市が一定の事業費を補助するという制度です。現在神岡本郷

地区では、毎月１～２回子供達を集めて、様々な伝承文化について

高齢者が教えるという事業です。この状況を見ながら将来的に地域

の中で子供を育てるような環境ができればということで始めた事業

です。３年間のモデル事業ですので、地域で希望があれば、相談し

ていただきたいと思います。 

 

○工藤会長         素晴らしい事業だと思います。  

              これで、提言については一区切りつけまして、他になにかあれば

お伺いしたいと思います。 
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○五十嵐委員        現代語訳「月の出羽路」西仙北刊行会では、委員の皆様の賛同に

よりまして、１９年度～２０年度の２カ年にわたり地域枠予算を利

用いたしまして出版することができました。出版までには金銭的に

非常に苦しい思いがありました。今後このようなことについては、

市と協働で作成するような事業があってもいいのではないかと思い

提案するものです。 

 

○栗林市長         西仙北地域の分を解読したのですか。 

 

○五十嵐委員        当時の藩の関係で強首、刈和野、土川の分しかありません。 

 

○栗林市長         生涯学習課、文化財保護課とも相談したいと思います。考えさせ

ていただきたいと思います。 

 

○阿部委員         菅江真澄が残したものは、どこの地域にもある、経費が嵩む中、

このような形にして残しておくという主旨を理解していただきたい

と思います。また、地域協議会委員の皆様の理解に感謝いたします。 

 

○若松委員         このようなものこそ、地域枠予算で作らなければならないと思い

ます。 

 

○栗林市長         基本的な企画編集については、地域枠予算でもかまわないが、そ

の後の印刷等については、市の対応も検討しなければならないと思

いますので考えさせてください。  

 

○会長           他にございませんか。 

              事務局からお知らせがございます。 

 

○堀江           都市計画マスタープラン地域別構想住民説明会の日程について説

明。 

 

○会長            多くの人からの出席を望んでおり、特に地域協議会委員の方々は

重要な立場にあるので是非出席をお願いします。 

 

○若松委員         会長に一任します。 

○若松委員         地域協議会委員の選任については市長の挨拶の中にもありました

し、前回の協議会の時にも説明がありましたが、基本的にどのよう

な考えでしょうか。 

 

○堀江           基本的には再任をお願いしたいと思っております。しかしながら

各団体等の代表となると、改選される場合もあるので変更もいたし
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かたなく、公募委員についても本人が希望しないものであれば、再

度公募することになります。 

 

○若松委員         お願いしたいのは、いま地域振興計画を作成し、これに基づいて

地域協議会は活動することとなります。委員の選任についてはその

ことも考えた上で要請しないと、参加率も悪くなると危惧しており

ますので、会長とも相談しながら決めていただくことをお願いした

い。 

 

○会長           他にございませんか 

 

○伊藤委員         上ノ台荒屋敷、農業研究センターからの通学路歩道設置の進捗状

況についてと、新水尺橋の歩道設置についてお伺いします。 

 

○栗林市長         担当の建設課長から説明させます。 

 

○小山田建設課長      通学路歩道設置については、路線の測量、歩道設置の設計業務、

用地測量の３点について発注済みであります。今後の予定としまし

ては、２１年、２２年には東北農業研究センターとの用地協議、用

地取得（ハウス等の補償）、２３年には工事の施工に向け進めてお

ります。 

水尺橋につきましては、ご質問のようなことについて、引渡前に

国交省湯沢河川国道事務所に話しをしましたが、国の方では傾度の

関係から橋の設計は決まっているとのことで、あのままの状態で引

き受けしたものです。舗装については滑りにくい材料で施工してお

ります。風の関係でありますが、風の向き等を考慮して防風ネット

の設置等について検討したいと思っております。それから、東北電

力から当地域に街路灯５基の寄贈をうけております。その内４基を

水尺橋に設置する予定であります。 

 

○会長           大変長い時間ご協議いただきましてありがとうございました。 

先程、我々の提言に対しましては、市長から大変希望溢れる積極

的なご回答をいただきまして、ありがとうございました。 

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                  


