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  第７回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成２１年３月２４日（火） 

午後４時００分～５時３０分 

                    ２．場  所       西仙北総合支所３階 第１会議室 
                                     ３．欠 席 者   伊藤智子委員 小笠原慶子委員  

小笠原浩之委員 佐々木修委員         
                                     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         今日は今年度第７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。さて今日の会議

は２０年度における西仙北地域協議会活動報告、地域枠予算執行

状況と２１年度の地域枠予算案、それから昨年１１月６日に市長

と意見交換いたしました、市への提言につきまして今後の市の取

組等について報告していただき、それから意見交換という順序で

進めさせていただきます。よろしくご協議下さいますようお願い

致します。 
 

○小松地域振興課長      ありがとうございました。引き続きまして、久米副市長がご挨

拶いたします。 
 

 

Ⅲ 市長あいさつ       西仙北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、就任以来、大仙市まちづくりの基本となる「住民と

の協働」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。 
               さて、大仙市は、合併協議により地方自治法に定める地域自治区を

選択し、各地域に地域協議会を設置しましたが、地域協議会に市長の

諮問機関という役割以外に、地域枠予算などの新たな制度により、そ

れぞれの地域の課題を自らの力で解決する仕組みづくりを進め、地域

ごとに地域振興計画を作成していただくなど、委員の皆様には活発な

活動をしていただいているところであります。なお、地域協議会は、

委員の皆様の任期満了に伴い、来年度から新たなスタートをきること

となりますが、引き続き、委員をお引き受けいただいた皆様におかれ

ましては、行政のパートナーとして御尽力いただきたいと考えており

ます。 
               市政の運営にあたりましては、「市政は市民のために」を基本理念

とし、情報公開や説明責任による開かれた市政の推進、住民参加によ

り、さらに踏み込んだ「市民との協働のまちづくり」に努めてまいり

ます。また、常に市民の目線に立ち、現場に足を入れ、市民と一緒に

汗をかくことを第一に行動するとともに、市民による市政評価を取り

入れ、広報などの情報手段により、行政情報を市民と共有する体制を
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構築するなど、住民自らが地域づくりに参画出来る仕組みなどを大仙

市全体に広げるよう、今後とも努力していきたいと考えております。 
                一方、平成２１年度当初予算について御説明しますと、一般会計の

予算総額は、４２１億１，５４６万８千円で前年度に比べ８億４，４

２５万４千円の増、率にして２．０パーセントの増となっており、経

済情勢を勘案して平成１７年３月の大仙市発足以来、初めて前年度を

上回る「積極型予算」を編成したものであります。特別会計予算は、

２３会計で２２４億３，０９０万７千円、企業会計予算は、２事業で

１９億８，３９６万１千円で、本市の予算全体では、６６５億３，０

３３万６千円となっております。前年比比較では、５億４，２５４万

６千円の減、率にして０．８％の減となっております。 
               平成二一年度は、大仙市総合計画の４年目の年であり、「市民と協

働のまちづくり」を基本とした大仙市の基礎を築くため、新規施策や

主要な継続事業に重点的に配分した予算となっております。特に、

「子育て支援」及び「教育の充実」を市の最優先施策と位置付け、予

算編成作業を進めてまいりました。 
               こうした状況のなか、西仙北地域における主要事業でありますが、

ユメリアの営業につきましては、これまでは西仙北温泉インター株

式会社が経営してきましたが、４月１日からは新たな指定管理者と

して、新潟新光電機株式会社に引き継がれることになりました。現

在、リニューアルオープンに向け準備中でありますので、引き続き

のご利用をお願いしたいと思います。 
                今後、西仙北温泉インター株式会社では、西仙北インターチェン

ジの維持管理について、引き続き営業して参ります。 
                また、西仙北インターチェンジにつきましては、ＥＴＣ専用のス

マートインターを目指して、現在、国土交通省並びに東日本高速道

路株式会社と、実現に向け協議中であります。 
                次に建設課関係では、生活道路や上下水道などの生活に密着した

インフラ整備に努めておりますが、特に生活用水に困っていた地域

の解消を図るため、大沢郷地区においては、平成１９年度から２３

年度までの五カ年継続事業として簡易水道整備を進めております。

総工費は２０億２，７２３万５千円の予定であり、昨年１２月から

皆別当地区など一部は給水を開始しておりますが、配水管工事が済

み次第、順次給水区域を広げ、早期に全戸給水できるように、引き

続き実施して参ります。 
                また、市道の整備につきましては、地方道路交付金事業として、

西仙北インターとユメリア及び角館、田沢湖などの主要観光地を最

短で結ぶ幹線道路の黒森山線を、平成１６年度から総事業費９億７

００万円、延長１，５００メートルの事業を実施中でありますが、

完成予定を平成２２年度から一年繰り上げて、起点側６６０メート

ルの改良工事を実施し、平成２１年度中に完成する予定であります。 
                また、今年度事業で北ノ沢地区に建設いたしました市営住宅につ

きましては、継続事業として同地区に２０年度と同様の、２棟４戸

の市営住宅を建設いたします。 
               次に、農林振興課関係では、県営ほ場整備事業があげられます。

２１年度は西仙北地域内で２地区において事業実施されます。強首

地区においては既に今年度から面工事が始まりましたが、２１年度

は、面積で１５７．４ヘクタール、事業費で１４億５千万円、皆別

当地区においては、２１年度から面工事が始まりますが、面積で１

５．９ヘクタール、事業費で２億５千万円をそれぞれ予定しており

ます。 
                次に、市民課関係でありますが、これまで西仙北地域で実施して
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おりました「交通安全推進大会」につきましては、２１年度からは

全市を対象に、大仙警察署等関係機関・団体との連携を更に強化し、

「大仙市交通安全推進大会」として、８地域持ち回りで開催するこ

とになりました。今後とも交通事故のない快適な交通社会の実現と

安全で安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。 
                地域協議会委員の皆様を対象とした予算では、今年度と同様に各

地域協議会委員の皆様を対象とした全体研修を開催するほか、先進

地視察などの活動を支援する活性化事業を措置し、さらに地域の特

色、独自性を活かしつつ地域課題に対応するための地域枠予算を今

年度と同額措置したところであります。 
                以上、市民本位・市民主体の市政の推進に努め、大仙市の基盤を

作り上げ、市民が安心して暮らせる郷土を未来に残してまいりたい

と考えておりますので、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。 

 

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          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。

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頂きます。 

 

阿部一雄委員と五十嵐五郎委員にお願いいたします。 

 

それでは議事に入ります。 

 

協議             「１．平成２０年度における西仙北地域協議会活動報告」と関

連があります「地域枠予算執行状況報告」並びに「平成２１年度

西仙北地域枠予算執行計画」についてを議題といたします。 

               本来であれば私が説明するところでありますが、事務局の方か

ら説明願います。 

 

○堀江            資料により説明（＊地域枠予算執行状況について） 
 
○会長            説明が終わりましたが、委員の皆様から補足説明等ございませ

んか。 
               （無しの声） 
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          この件につきまして、副市長さんから、ご意見、ご感想をお聞か

せいただきたいと思います。 
 
○ 久米副市長        意見はないですが、感想を述べたいと思います。 
               ２０年度の地域枠予算執行状況で２０事業を実施したなかで刈

和野大綱引きの継承とＰＲ、宿・農村公園の雄・雌清水の環境整

備、大仙市ではここにしかない水芭蕉の看板設置し観光客を案内

する、すこやかサポート西仙、黒森山の遊歩道整備等が特徴的な

事業ではないかと思います。 
               ２１年度では、今後内容を協議すると思いますけれども環境関

係でゴミカレンダーを作成し、ゴミの出し方等を啓蒙指導してい

ることは大変良いことだと思います。又ごみ集積所を花で飾って

明るく綺麗にする事も一つの考え方だと思います。また綱引き行

事は大仙市の重要な行事として位置づけられているのでもっとＰ

Ｒして行かなければならないと思いました。三世代交流事業につ

いては緑地公園を活用してもらいたい、グラウンドゴルフを通じ

てお年寄り、若い人、ＰＴＡ、子供を含めたもので２１年度は第

１回目として計画しており、継続してやってもらいたいと思いま

す。 
地域芸術文化振興事業で著名人講演会又は映画鑑賞会を計画し

ておりますが、１９年度でしたか浅利香津代の講演会を聞きに来

て大変良いと思いました。綱引きの前に実施したので相乗効果が

発揮されたと思います。地域協議会で協議していただいて、この

地域の独自性を発揮いただければ金額は５００万円ですけれども

この地域の活性化のために役立っていくと思いますので、皆さん

に知恵を出し合ってもらって、この予算を有効に使ってもらいた

いと思います。 
 
○会長            ありがとうございました。これで案件１・２・３を終了します。 
              続きまして、案件４、「市への提言事項に関する施策等への反映に

ついて」を議題といたします。 
              この案件は、昨年１１月６日に開催した地域協議会におきまして、

市へ提言させていただいた５項目について、協議会の場で御回答

をいただいておりますが、来年度の施策への反映状況等について

説明をいただきたいと思います。 
初めに「住民自治意識向上のための施策とリーダーの養成」に 

ついて説明をお願いします。 
 
 
 
○小松地域振興課長      １ 住民自治意識の向上のための施策とリーダーの養成につい

て 
資料により説明 
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○会長            次に、郷土の伝統文化の継承、生活文化の継承、そのための理

解、学習の場の必要性について説明をお願いします。 
 
○滝沢分室長         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、

学習の場の必要性について               

                   資料により説明 
 
○会長            次に、地域振興課から行政改革諮問委員会（審議会）の設置に

ついて説明をお願いします。 
 
○小松地域振興課長      ３ 行政改革諮問委員会（審議会）の設置について 

資料により説明  
 
○会長            次に、地域間の格差について（画一的行政の排除）説明をお願

いします。 
 
○小松地域振興課長      ４ 地域間の格差について（画一的行政の排除） 

資料により説明 
 
○会長            次に、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（大仙市地区単位対抗スポーツ交流大会の開催）説明をお願

いします。 
 
○滝沢分室長         ５ 三世代交流（家庭及び地域社会）による相互理解の必要性

（大仙市地区単位対抗スポーツ交流大会の開催）について   

                     資料により説明  
 
○会長            ありがとうございました。ただ今、ご説明いただきました内容

につきまして、委員の皆さんからご質問、ご意見などありました

らお願いします。 
 
○若松委員          提言の事項については、昨年の１１月に栗林市長がお見えにな

ったときに、説明いただいた後の補足説明と言うことですね、提

言した一人として、提言の主旨について意見を言わせてもらいた

い、③の行政改革諮問審議会の設置とは、私が提言したものです。 
              行政改革懇談委員会では、本当の意味の行政改革は出来ないだろ

うと、権限のある諮問委員会又は審議会を設置して意見等を持っ

て行政改革を行い行政の制度、組織、運営のあり方から改革しな

いと本当の意味の大仙市の掲げる地域住民との協働のまちづくり

が出来ないだろうと言う意味で審議会の設置をしてもらいという

主旨です。来年度また地域協議会を充実する。はたしてそれで良

いのか今までと同じような行政改革でないかと言うことで地域審
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議会の設置を要望しました。 
                地域の格差、地域協議会の地域枠予算５００万円、大曲は１，

０００千万ですが、地域の状況を考えれば、差があっても良いの

ではないかと、地域のことは地域でやる事で地域協議会が出来ま

した。 
                 地域でやることを地域に任してもらいたいと、本庁から一方的

にやると画一的になるし、５００万円でなく西仙では良いことや

っているから倍の１，０００万円でも良いと、と言う考え方が必

要ではないかと思いまして提言したのでそこのところを考えても

らいたい。 
 
○会長            ただ今、いろいろお話がありましたけど他にはありませんか。 
              次の市長との意見交換に入ってもいいか。今若松委員からご発言

あったようですけど、ご意見が市の方からありましたら 
               
○高橋総合政策課長      若松委員さんから二つの提案がありました、審議会については

副市長から答弁いただきますが、地域枠予算について一生懸命や

るところにはもう少し配分するとかという考え方で、当初予算の

段階で総額の４，５００万円で旧町村が５００万円ずつ、旧大曲

市については１，０００万円であります。大曲市のこれまでの実

績ですと半分まで行かない内容であります。議会の方からもその

分をもう少し他のやっている地域に傾斜配分したらどうか、ある

いは人口、面積、実績による配分の方法と様々な提案がありまし

た。検討したが詰めることが出来ませんでした。平成２１年度に

ゼロから考え直すことで進め調整したいとおもいます。５００万

円の中でもその地域にあった特徴を活かした事業というものに取

り組んでいただいております。配分されたから使い切るのではな

くて、協働でまちづくりを進めるためには、どういう事がいいの

か。特に今回の事業で三世代間交流なんか代表する見本的な事業

であり、市でもモデル事業として指定するくらいの事業でありま

す。この事業を伸ばすことにより地域の活性化に結びつくと考え

られます。このような事業をやっていただくことによって事業枠

の拡大、予算の拡大に結びつくと思われるので、皆さんのこれま

で以上の頑張りと、実践活動に期待します。 
 
 
○若松委員           長に一つお願いがあります。地域枠予算の配分ですが人口割、

地域の人数割、面積割とかではなく、あくまでも事業の内容によ

って配分するように、その根底には地域協議会の事業の内容をお

互いの地域同士が切磋琢磨、競争しあって地域枠予算を地域協議

会同士が予算ぶんどりするような所までなると地域興しが出来

るのではないかと思います。 
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○高橋総合政策課長      ご提案の趣旨 充分 検討させて頂きます。  
 
○久米副市長         行政改革諮問審議会の件でございますけども市でも行政改革大

綱を策定してこれまでかなりの項目について、改革の案を出して

行政改革懇談会をやっております。若松委員のとおりもっと権限

をもたせて進めるべきだという主旨だと思います。ただ一気にや

っていくか、徐々にやっていくかあらゆる角度から行政を少ない

経費で運営していって市民の安全安心を図るかと言うことで進め

ており、今回委員の話を検討させていただいて更なる行革の大綱

を実施に移すよう検討させて頂きます。 
行政改革で変えていくところが市民に伝わらない部分が多く、特

集で広報等を活用して市民の方に公表して行かなければならない

と思います。市民からの提案、考えも入れて２２年度から第二次

の行政改革大綱が始まりますので、２１年度計画策定の際に考え

ていきたいと思います。 
 
○若松委員          補足して、大仙市が発足して４年経ちました。次の４年で大き

な行政改革をし行政と住民との協働のまちづくりの大改革を進め

るべきとの提言であります。 
 
○会長            副市長さんはじめ、関係職員の方々に何かありましたらお願い

します。 
 
 

副市長さんはじめ、関係職員の方々から感想、ご意見いただき

まして誠にありがとうございました。    
               それではこれで今日の会議を終わらせていただきます。私ども

この３月をもって満了になります。引き続き、先ほど副市長さん

からお話ありましたように来年度以降も委員を引き受けていただ

く、皆様方におかれましては西仙北地域の発展のために今後とも

ご協力くださいますようお願いします。 
第７回西仙北地域協議会をこれで終わることにします。大変あ

りがとうございました。 
 
 
 
会議録署名委員                  
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