
- 1 -

第２回 西仙北地域協議会会議録

１．日 時 平成２１年６月１３日（土）

午前９時３０分～

２．場 所 西仙北総合支所３階第１会議室

３．欠 席 者 小松睦子委員、佐々木智子委員、齋藤郁雄委員

４．会議内容

Ⅰ 開 会

○進藤地域振興課長 本日は、大変お忙しのなか、ご出席いただきましてありがと

うございます。

ただいまから第２回西仙北地域協議会をはじめさせていただ

きます。

会長からあいさつをお願いします。

○工藤会長 今日は第２回目の地域協議会ですが、大変お忙しの中、万障

お繰り合わせいただきありがとうございます。

梅雨に入ったせいか、肌寒い感じがいたします。私たちが小

さい頃のことを思い出してみると、体を温めながら苗取りをし

たことを思い出します。そのようなことからみるとこの寒さも

当たり前のことかと思います。

去年から今年にかけては雪が少なかったので、水不足になる

のではと心配しておりましたが、ほどよく雨が降ったりして、

田植えも順調に進んだようであります。

この順調さが続いて豊作になってほしいと思っております。

さて、今日の協議会でありますが、ご案内のとおり地域枠予

算の報告と要望事項が三つあります。また、その他で、委員の

中から提案事項がありますので、ご協議していただきたいと思

います。

昨年までの協議会の中では、３班に分けて協議したのが非常

によかったので、このたびも班編制にしたらどうかということ

も協議していただきたいと思います。

どうかよろしくご協議のほどお願いいたしまして、開会のあい

さつといたします。

○進藤地域振興課長 ありがとうございました。

次に、協議に入るわけですが、会議の進行は大仙市地域自治

区設置等に関する条例第９条第４項の規定によりまして、会長

よりお願いします。
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○工藤会長 それでは、これから協議に入りますが、出席委員は１７名中

１４名でございます。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

り会議は成立いたします。

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

により会議録署名委員を指名することになっております。議事

録署名委員に伊藤智子委員と大友金巳知委員にお願いしたいと

思います。どうかよろしくお願いします。

それでは協議の１、地域枠予算報告について事務局よりご説

明願います。

○齋藤参事 【地域枠予算執行状況について説明】

、 。○工藤会長 事務局より説明ありました事について ご質問ありませんか

質問がなければ、次に進めても良いでしょうか。

○委員 ありません。

、 。○工藤会長 次に協議の２の地域枠予算要望について 議題といたします

事務局よりご説明お願いします。

○齋藤参事 【亀田街道まつり実行委員会からの亀田街道まつり０９事業に

ついて説明】

○工藤会長 ただいまご説明ありました亀田街道まつり０９事業について

ご意見、ご質問ありませんか。

○若松謙三委員 昨年の予算はいくらでしたか。

○齋藤参事 昨年と同額の６万円です。

○佐々木分室長 昨年の予算ですが、６万円の予算額に対しまして５８，４６

０円の決算であります。

○若松謙三委員 どうして端数がついたのですか。

○佐々木分室長 昨年は総額で１８万円の予算立てをしておりました。天候が

悪く実績では、１２３，０００円かかっております。精算した

結果、補助額が５８，４６０円で間に合ったと言うことです。
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○工藤会長 他にありませんか。

なければ、亀田街道まつり事業については、このように決定

してよろしいですか。

○委員全員 はい。

○工藤会長 全員の方が賛成のようですので、亀田街道まつり事業につい

ては、決定することといたします。

次は、すこやかサポート西仙からの申請について、事務局よ

り説明願います。

○齋藤参事 【すこやかサポート西仙からの放課後児童健全育成事業につい

て説明】

○工藤会長 今の説明について、何かご質問ありませんか。

○阿部委員 放課後の児童を預かるという事業ですが、予算を見ると活動

収益金とありますが内容はどのようなものですか。

○若松謙三委員 予算の合計があわない。収入の合計が１７７，０００円で支

出の合計が３７７，０００円となるが、どういうことか。

○小笠原浩之委員 補助金の１６０，０００円はどの部分に入っているのか

○進藤地域振興課長 支出の３５７，０００円の中に１６０，０００円が入ってお

ります。

また、収入の活動収益金は５８，６００円ですがアルミ缶の回

収収益とバザーの収益金となっております。

○阿部委員 公的性格を持つ団体だど思いますが、県などからの助成金が

、 。 。無くて 全く自己資金でやっているのか 会費はどれくらいか

かなりの子供が世話になっており、学校の一室を借りて実施し

ているようだが、事業全体に対する助成を行うのか。それとも

お泊まり会と料理教室に助成するのか。

○伊藤智子委員 私もすこやかサポート西仙の会員ですが、この説明書にはお

泊まり会と料理教室について書けばよかったのですが、全体の

収支をまとめたものです。

子供達の保護者から月額５，０００円ずつ市に納めていただ
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いております。そして、市から委託を受け、学校の一室を借り

て放課後保育を行っております。

市からの委託費は文具代などの消耗品とおやつ代に充ててお

ります。お泊まり会や料理教室の経費は、アルミ缶回収やバザ

ーなどで活動費を得てております。お泊まり会と料理教室は市

からの委託には入っておらず、すこやかサポート西仙の事業で

あります。放課後保護者がいないお子さんが、長期休暇の間、

学校の一室という同じ環境の中で長期間いることは、かなりの

ストレスになるようです。外で自由に遊べないということが問

題視されており、一昨年からお泊まり会を実施しております。

お泊まり会と料理教室を通じて、地域の大人と交流し、家族

以外からも注がれる愛情を実感することで社会性や人間性を発

展させるという目的に大いに意味があると実感しております。

お泊まり会と料理教室を今年もぜひ実施したいので、要望し

ているところです。

○阿部委員 そうすると、放課後児童健全育成事業の予算、目的、事業概

要について、書き方が違ってくると思います。

お泊まり会と料理教室の経費１６０，０００円だけの計画書

ではっきりすると思います。

○若松謙三委員 昨年もこの事業があり、伊藤委員から説明があった。お泊ま

り会と料理教室の事業に補助をした経緯があり、今年もそのよ

うにしたらいいと思います。

○工藤会長 書き直して提出した方がよいと思います。

○菅原委員 書き直しで有れば、収支の計算も合ってませんので訂正した

方が良いのではと思います。

○若松謙三委員 書き直さなくても、下の額を予算にして、１６０，０００円

をみなさんから承認していただけば良いのではと思います。

○阿部委員 やはり、書類も整理しておく必要がありますので、訂正して

いただいた方が良いと思います。

○工藤会長 書類は訂正するということで、内容については承認したとい

うことでよろしいですか。

○委員全員 はい。
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○工藤会長 すこやかサポート西仙からの事業は承認ということにいたし

ます。

次に、桃源郷の会からの要望について説明をお願いします。

【 】○齋藤参事 桃源郷の会の青少年自然の家運動場立木の整備について説明

○工藤会長 ただいまの説明に対してご質問ありませんか。

○若松謙三委員 参考のため昨年の実績を教えてください。

○齋藤参事 昨年も苗木、支柱等を購入して事業を行っております。費用

については、昨年も８，０００円の苗木２０本を購入しており

ます。

○菅原委員 農林振興課長にお伺いしますが、水と農地と環境保全という

事業で平成１９年から５年間という期間で実施されていると思

います。広報で大仙市内で取り組んでいる事例紹介が有りまし

た。この事業と地域枠予算は絡み合うことはないでしょうか。

この事業を実施している団体はそちらの方からも予算措置でき

ないものでしょうか。

また、この事業を知らぬまにスタートした団体のために、今

後途中から参加できるものでしょうか。

○舛屋農林振興課長 農地、水活動については西仙北地域１１団体が実施しており

ますが、この地域大場台、立倉地域では参加しておりませんの

で、地域枠予算でしかできないと思います。

二つ目は、農地、水活動事業への加入についてですが、平成

１９年度に各集落に通知し、途中での加入はできないというこ

とをご説明し１１団体になったものです。従って大変残念です

が途中からの加入はできません。

○菅原委員 当初の加入よりハードルが高くなりましたが、内容によって

は途中からでも加入できると伺っておりますが、どうでしょう

か。

○舛屋農林振興課長 途中加入を検討するという話はありましたが、まだ私の方に

はきておりません。

○工藤会長 他にありませんか。

桃源郷の会からの申請を承認してよろしいですか。
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○委員全員 はい。

○工藤会長 そうすれば、申請額どおり１６０，０００円に決定します。

これで要望については、全案件終了しましたが、事務局より

他にありませんか。

○齋藤参事 平成２１年度地域協議会委員全体研修会が２７日開催されま

すが、ご案内の通知をみなさんにお上げしております。２２日

までの参加申し込みとなっておりますので、ぜひ参加してくだ

さるようお願いします。

詳細について総合政策課福原さんからご説明お願いします。

○福原副主幹 総合政策課の福原です。

毎年研修会を開催しておりますが、今年は６月２７日土曜日

に開催いたしますが、ご案内が遅くなって申し訳ありません。

今年度は例年と違って、具体的なテーマ設定をしております。

西仙北地域も同じような状況にあるわけですが、バスなどの公

共交通が採算割れや補助金のカットなど厳しい状況にあり、事

業者の方から撤退しなければならない話などがあります。

今後どのようにしたらよいのか、すぐに結論が出るわけでは

ないが、一定の期間をかけてみなさんで話し合っていただきた

いと思っております。

その前段階で、市内の他の地域で行われている取り組みだと

か、運行形態など市全体の状況を踏まえて、地域にあった今後

のあり方を考えていきたいと思っております。

構成としては、はじめに総合政策課より現状を報告し、次に

岩手県立大学総合政策学部元田教授より基調講演予定しており

ます。そして最後に三つの分科会に分かれて、事例発表や意見

交換を予定しております。

○工藤会長 どうかみなさんの出席をよろしくお願いします。

その他ですが、ごあいさつでも申し上げましたが、昨年度ま

では、市民生活班、建設産業班、教育文化商工観光班の三っつ

の班に分かれて協議して参りましたが、今後も班編制をすると

いうことについていかがでしょうか、お諮りします。

事務局より補足説明がありましたらお願いします。

○齋藤参事 西仙北振興計画の作成にあたりまして、班編制により協議し

ていただき案をまとめていただいております。
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計画の見直し等が発生した場合に、協議していただきたいと

思いますので、班編制をお願いするものです。

市民生活班は安全、消防、環境、健康、福祉、保育。建設産

業班は道路、河川、都市計画、公園、上下水道、住宅、農業、

林業。教育文化商工観光班は学校教育、生涯学習、文化財、ス

ポーツ、商業、工業、観光となっております。

○工藤会長 みなさんいかがでしょうか。どの班がよいか希望もあると思

いますが、事務局に任せてはいかがでしょうか。

○若松謙三委員 齋藤参事からの説明によりますと、班編制をするということ

は、西仙北地域の地域振興計画の見直しが必要なとき、班で検

討するということですか。

○齋藤参事 見直しが必要になったときです。

○若松謙三委員 見直しが必要になったときに、班編制によって意見を出し合

いながら案をまとめ、それを全体会にかけて意見を調整するの

であれば、時に班編制をする必要がないのではないか。

○工藤会長 具体的に我々が話し合いをしていく上で、全体で話し合うよ

りも、班編制をして話し合いをした方がより濃密に検討ができ

ると思います。また、新しい課題も取り上げていく上でもぜひ

必要だと思います。

○鎌田委員 三つの班編制の説明がありましたが、地域枠の予算執行状況

の中で、新規の項目がそれぞれ入っております。町内会長会議

の中で話題になりましたが、大佐沢公園の環境整備はベテラン

など知識を有した者を見つけだしてもらいたいという意見があ

りました。大佐沢公園を整備するときに携わった方をメンバー

に入れ、当時状況などノウハウを参考にした方がいいと思いま

す。大佐沢公園の整備は一例ですが、３班に分けた場合でも皆

さんで具体的な手法を考えてほしいと思います。

○阿部一雄委員 若松委員の意見が基本だと思います。地域振興計画策定のた

めだけではなく、地域協議会の中でより深く議論ができるよう

班編制するものであって、そもそもがこの協議会が活性化する

ものだと思います。

○工藤会長 班編制というものは、この協議会の委員による班編制です。
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一つのテーマ、課題をより深めていく場合、委員以外のいろい

ろな方から専門的な意見を聞き、班で検討してはどうかと思い

ます。

○篠原委員 部会に分かれて委員だけで、解決できる問題は少ないと思い

ます。委員以外の専門的な知識を有した方からの意見や知恵を

いただくのが分科会の役割だと思います。

○工藤会長 ここでいう班編制は、委員の中の班編制で、今いただいた意

見は運用のことであります。班編制にすることについていかが

なものでしょうか。

○委員全員 賛成。

○工藤会長 委員のメンバーについては事務局に任せたいと思います。

次に、小木田委員からの提案がありましたので、朗読さてい

ただきます。

【小木田委員からの提案書を朗読】

○小木田委員 貴重な時間をいただいて、会長からご朗読していただきまし

たが、内容については委員の皆様から検討いただければありが

たいものだと思います。

願わくば、住民の理解と地域協議会、市当局が一体となって

取り組める方法があればありがたいと思います。

○工藤会長 何かご意見はありませんか。

○五十嵐委員 大変よい観点での提案だと思います。協議会で検討し、地域

として動いていく必要があるのではないかと思います。

現在二つの問題で動いております。公民館で実施している寿

楽大学の中の郷土史講座で、今年は７先人について講座を予定

しております。

また、もう一つは刈和野コミュニティセンターのところに住

んでいた梅津小左衛門の子孫が、刈和野を訪れたとき、内町の

軽部さんの庭の植物をみて感動したということです。この方は

東京の向島の植物園の近くに住んでおり、植物には興味がある

方ですが、軽部さんの庭には珍しいものがたくさんあるという

ことです。
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そこで、みなさんに紹介した方がよいという意見もあります

が、その場合は名札をつけたり、盗掘の問題などたくさん課題

があり、実現できないでいます。いずれにしても、貴重な植物

がたくさんあるということです。

それと、内町の武家屋敷跡ですが、角館よりもまとまった形

で継承できると思うし、黙っていると開発されだんだん形がわ

からなくなってしまう。特に御本陣跡の周りには堀もありまし

たが今ではありませんし、御本陣跡がわからなくなってきてい

る。当時の面影を残しているのは正面の広小路の道路で馬をつ

ないだのが広い道路が当時の名残です。

そのようなことで、小木田委員の提案は大変感動しました。

私たちも努力して行かなければと思いました。

○工藤会長 先賢シリーズですが、秋田県レベルで考えているのもありま

す。中央公民館現在にところに移って、伊藤信館長が根本通明

先生と池田亀治先生の２冊を書いた。その後、私が小山田義孝

、 、 、 、 、先生 小山田久先生 日野雪子さん 齋藤正幸さん 武田謙三

達成できなかった方が、土肥大四郎さん、藤林さいかん、松田

ぜんぞうさんなどをこれから書いて後世に伝える必要があると

思います。ただ、書くとなると資料を集めたり生家に行ったり

時間がかかるし、なかなか大変なことだと思います。

○若松謙三委員 地域協議会も４年１期が過ぎ、５年目の入りまして、新委員

から提案されたことに対し、はっと思い、今まで私たちは何を

やっていたのかを反省しているところです。

一つは、総合支所の空きスペースの有効活用です。前にも各

委員から色々案がありましたが実現できなかった。都市計画マ

スタープランにも総合支所を中心に住民の拠点として発展して

いくのが望ましいとあります。

二つめは、地域の文化を後世に残していかなければならない

ということです。

、 、 、 、三つめは 地産地消 特産品の研究 開発だと思いますので

この協議会で具体的に、検討していったら良いと思います。

○工藤会長 そのほかに何かありませんか。

今、提案ありましたように、地域協議会で検討していくため

に、三つに班編制し進めていきたいと思います。場合よっては

知識、経験豊かな方からご意見をいただきながら進めていきた

いと思います。

いかがでしょうか。
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○委員全員 異議無し。

○齋藤参事 企画部総合政策課から出席して頂いておりますので、地域協

議会のあり方について説明をお願いいたします。

、 、○福原副主幹 前回の会議において 話題のありました地域協議会のあり方

スタンスを含めて、自治会の補助金についてと、平成１８年か

ら実施しております地域枠予算、大曲地区１千万円、外の地域

は５百万円について総合政策課で考えてきたことをお話しした

いと思います。

前回の資料では、町内会や自治会の意見を吸い上げて議会や

市に意見を申し述べていく流れについて、図にまとめたつもり

でしたが、まだ、きちんと整理されていない部分もあり、説明

できなかったようでありました。

地域協議会の役割として、一つは自治会や地域の意見を市や

議会に伝えていくパイプ役が大きな役目と考えております。

いろいろな団体や地域の人が委員としてあらゆる角度の立場

から、地域全体を広い目で見てもらうということが二つめのね

らいです。

また、先ほども提案ありましたように、地場産品の開発など

地域の発展について検討していただくのもこの協議会の大きな

役割だと思います。

自治会支援の補助金の話がありましたが、現状は自治会の運

営に対する補助金で世帯割りや会館があるか無しかで機械的に

計算し、補助金額を算出しております。

もし、ある自治会がたくさんの事業を行っているなどで、補

助金を出すとなれば、地域協議会で案件として協議してもらう

こともあると思いますが、現状では機械的に補助金額を算出し

ております。

現在は大仙市内統一したルールで行っておりますが、地域協

議会としていろいろな意見があれば、今後検討して参りたいと

思います。

次に、地域枠予算についてでありますが、平成２０年度の実

施状況をまとめて見ましたが、各地域９０％以上実施している

の地域や５０％ぐらいの地域などまちまちです。地域によって

は１型が多い地域、２型が多い地域、大曲であれば大半が３型

で、ほとんど１型はないという状況です。

年度途中である地域でたくさん残額がある場合、他の地域に

持ってこようとしたときに、市全体を調整する機関がありませ
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ん。ただ、がんばっている団体には補助してあげたいし、不要

額を有効に使いたいのは気持ちはわかりますが、うまく再配分

するというルールが決めるのはなかなか難しいと思います。

今年の動きを見ながら今後の課題として、検討していきたい

と思いますので、もう少し時間をいただきたいと思いますので

よろしくお願いします。

○若松謙三委員 ありがとうございます。

地域協議会というものは、このようなものだという枠にはめ

ないでください。新しいメンバーが来ていろいろな意見が出て

くれるし、総合政策課で考えている地域協議会とは違ってくる

かもしれません。

二つめは、地域枠予算や自治会補助についてこのように考え

ている地域協議会をあるという事で、お話しした訳で、総合政

策課で検討して頂いたことに感謝しております。

総合政策課では各地域の協議会をチェックしている事でしょ

うが、もう少し融通が利かないものか。例えば、回数も年６回

のところをもう少し多く開催しても良いとかできないものでし

ょうか。

○福原副主幹 私もほとんどの地域協議会を回っておりますが、それぞれ違

いますし、決して枠をはめるつもりはありません。それぞれ自

由に進めてほしいと思います。

協議会の運用についてですが、何回開いても問題はありませ

んが、もし制約が出てくるとすれば旅費の問題だけですので、

その点は調整できると思います。

○工藤会長 ありがとうございます。他にございませんか。

○齋藤参事 次回の協議会日程でありますが、水道局から水道料金につい

て、地域協議会に説明したいということできております。

日程については、水道局と調整しておりませんのでまだ決まっ

ておりません。会長と調整に上決定したいと思います。

○若松謙三委員 班編制の希望をとっていただきたいと思います。

○齋藤参事 皆さんから第１希望、第２希望を聞いて、事務局で班を決め

たいと思いますのが、よろしいですか。

○工藤会長 他に無ければ、終わりたいと思いますがいかがですか。
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○委員全員 はい。

○工藤会長 長時間にわたり、ご協議頂きましてありがとうございます。

、 、 、今日は 新しい提案もありまして 当協議会を進めていく上で

立派な課題ができました。これから協議して参りたいと存じま

す。

今日の会議を終わることにいたします。

ありがとうございました。

以上。

会議録署名委員

会議録署名委員


