
１．日　　　時　　　　平成２２年６月２５日（金）　　　午後６時～

２．場　　　所　　　　西仙北総合支所　　３階　第１会議室

３．欠 席 者　　　　　大　友　金巳知

４．会議内容　　　　地域枠予算要望について（１１件）

（内、プレゼンテーション３件）

開会

○進藤地域振興課長 　本日は、お忙しいなかご出席いただきましてありがとうございます。

　定刻になりましたので、平成２２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、工藤会長よりあいさつをお願いします。

○工藤会長 　今日は第２回地域協議会を開催いたしましたところ、お忙しいところお疲れ

のところありがとうございました。

　本日は、地域枠予算の要望について協議と併せて第１回のとき、平成２１年

度の実績について事業の効果、成果の反省点について、指摘いただいた事

項について整理したものを手元に配布済みですが、この場で質問等があれば

お願いします。

○進藤地域振興課長 　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

進行は会長よりお願いいたします。

○工藤会長 　出席者は１６名中１５名で、２分の１以上なので、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。

　会議にはいりますまえに、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いただきます。

　五十嵐五郎委員、阿部一雄委員にお願いします。

　それでは、協議にはいります。

　協議の地域枠予算要望について説明願います。

○小木田委員 　昨年の予算協議の時確認したが、事務局から３団体から説明きていただいて

いることについて、私が思うに事業申請説明は提出書類をもって、委員はそれを

もって協議して決定していくべきではないかと思うし、わざわざ代表者が来て説

明させることについてはいかがなものか、説明がほしい場合は次回にそれなり

に配慮すべきではないか。住民に対してせっかく地域枠をもって地域の発展振

興に意欲を頑張っていきたいところを、事業仕分けになるような感じになることは

住民に対して失礼ではないか。
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○工藤会長 　今、小木田委員からの意見については、詳しく事業を説明していただきたいと

の事務局からの配慮と思うが、もし、今日ご説明をいただくまでもなく、必要であれ

ば次回にもと考えてもいいのではないか。

○菅原（長）委員 　小木田委員と同感です。

○阿部委員 　説明にきていただくことについて、前回はありましたか。

○事務局 　昨年は２件ありました。

○鎌田委員 　提案のあったことで逐条審議することは、それぞれ項目と目的とによって差があ

るのではないか。行政との関わりについて、毎年行政では補修するような項目な

のか、行政で実際に継続的にやっている行事に、さらに足されるものなのか。

　西仙北地域の文化財的な行事、財産に対しての予算なりに申請してきたから協

議して予算を配分するのか、いちいち取り上げなければいけないのか疑問を感じ

る。一つの例で、前回ユメリアの予算があるが、今回の中身をみても同じユメリアの

予算があるようですし、営業面との関わり合いとなると、他の方の事業との関連がど

ういう風になるのか、それが行政とどう繋がりがでてくるのか、町の景気とか盛り上が

り関連づけて、もっと他にも取り残されたものが、声をださなければ取り残されたもの

があるのではないかとあえて相対的な行政の進め方、順位というものも取り上げて

受け付けてもられたらと考えました。

　１１項目をその都度検討していくことは、お金の配分について失礼のないように

系列をつけて論議していただきたい。

○工藤会長 　他にいませんか。

○五十嵐委員 　小木田委員のこともなるほどと思います。今日はせっかく説明に来ていただいて

いるので説明を承って、次回からはやりかたについて検討してほしい。

　鎌田委員の発言は、行政でやるべきこと申請きたものを必ず予算づけたり検討

しなければいけないものかという意味かと思いますが、非常に微妙かと思います。

案件事態は審議の過程で、これは行政でやるべきことか、地域枠でやるべきこと

検討を加えていくべきと思います。

○進藤地域振興課長 　今回３名の方に説明願ったのは、前回第１回目で継続で何年もやっているのはい

かがなものかということがあったことから、桃源郷の会、すこやかサポートにしせん

の中身についてより詳しく知っていただきたいためにお出で願ったものです。

　１１件につきましてガイドラインがございまして、それに乗っ取ってこれが地域枠を

活用していいのかどうかは事務局で判断しており、事業採択については、協議会で

協議していただきたいと思います。

○小木田委員 　五十嵐委員のせっかく来ていただいたから説明をいただくというのはひとつの方

法と思いますが、ただ説明に来たことを参加しないところがあって一様の取り扱い

からはずれていないか。

　事務局から説明のあった３年経過したその内容を協議の中で検討して、必要な事

業だとすれば継続になるだろうし、誤解をまねかないようにしてほしい。



○工藤会長 　説明をしていただくことの意図ついては、詳しく実情を説明してほしいとのことで、

お願いいしたのです。

○菅原（長）委員 　いろいろご意見をもっていることと思いますが、大沢郷パンフレットの件についてで

したけれども、提案者がいた場所でわれわれ委員がいろいろ意見を言ってもいいの

ですよと言われますが、人間対人間ですから、もしもさしさわりのある発言をした場合

本人も気にすることがありうるかと思います。

　私は提案した場合は、事務局がしっかり審査したものを出しているから、われわれ

はしっかり協議して、いいものはいい、いかがなものかということの判定を下すべきで

あって、提案者は必要な場合は来ていただくべきで、あまり最初から来ていただくの

はいかがなものかと思います。

○工藤会長 　今日はご遠慮願いますか。

○菅原（長）委員 　五十嵐委員が言ったように、今日はお願いしてきていただいておりますから、説明

していただくことでいいのではないか。

○工藤会長 　ご説明をいただいて、ただちに退席してもらうことでご了承願います。

　それでは事業について、説明願います。

○桃源郷の会 　桃源郷の会について説明いたします。

　　佐藤耕悦 　大沢郷西小学校があって合併してしまい、学校が無くなるのはさびしくなるので、

年１回はここに集まって楽しみましょうということで４～５年はやってきました。

　しかし、桜の木には花が咲かない、テングス病が蔓延しているのに気がついて、

８０～９０年の木があることから、４地区の住民が集まって木を切って花ももを植えまし

た。昨年は青少年自然の家までの通りに花ももを植えました。

　今年は水道も整備されましたので、自然の家の通称水道山へ花ももを植えて整備

しようと思い要望しました。

○工藤会長 　桃源郷の会からでしたが、質問はありませんか。

○阿部委員 　この事業は本年度で終わりになるか、継続か。

○桃源郷の会 　広い学区ですから、もう少し数を増やして続けたい。

　　　　佐藤耕悦

○菅原（長）委員 　１本8,000円もするのですか。

○桃源郷の会 　造園屋さんからは大きいものが来るので高いと思う。太くて大きいものは早く咲きます。

　　　　佐藤耕悦

○鎌田委員 　桜の木の状況ですが、桜の木でなく、なぜ花ももなのか。

○桃源郷の会 　３年とも同じ花ももです。

　　　　佐藤耕悦



○五十嵐委員 　自然の家で子ども達がトイレが怖いということや、花ももの木の種が落ちて実生から

増えて困ったということを聞いたことがありますが、8,000円でなくてもいいのではない

でしょうか。

○桃源郷の会 　トイレは今年水洗になった、水道もよくなった。

　　　　佐藤耕悦 　花ももの実生からとなると、かなり年数がかかるので、どうかと思う。

○五十嵐委員 　実生から皆さんの力でやることは、地域の力を結束するうえで参考にしてみてほし

い。

○若松（謙）委員 　8,000円というのは幹が大きいということですね。今年は４０本というとかなり密にな

るのではないか。

○桃源郷の会 　今回は自然の家裏の水道山の取り付け道路に植えたい。

　　　佐藤耕悦

○伊藤委員 　ももの花の咲く季節はいつ頃ですか。

○桃源郷の会 　６月頃で、白、ピンクの花の咲く木です。

　　　　佐藤耕悦

○伊藤委員 　スポ少と子どもたちにアピールしていただいて、ここを広めてもられば、すばらしい

ところになると思います。

○桃源郷の会 　今年は取り付け道路に植えたい。利用のしかたについて検討します。

　　　　佐藤耕悦 　消毒もしなければならないし、春にはねずみに根本をやられてしまうので、考えて

いきたい。

○工藤会長 　桃源郷の会からはありがとうございました。

　すこやかサポートにしせんへどうぞ、大変お忙しのところ、、また、お待たせいたし

ました。こちらで内容理解したいためにお願いいたしました。

○すこやかサポート 　すこやかサポートにしせん　代表　高橋トミ子　あいさつ

　にしせん　高橋トミ子 　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　新谷譲子

　すこやか事務局　 【事業説明】

　　　　　　　新　谷

○工藤会長 　ご質問ありませんか。

○阿部委員 　すこやかサポートにしせん事業というのはどういうものですか。

○すこやか事務局　 　食育からはじまる４つの事業内容で、地域枠予算活用するものであります。

　　　　　　新　谷 　学童保育は３年生以下の児童対象とした保育事業で、すこやかサポートにしせん

は子どもたちのさまざまな活動を支援していくことですので、活動内容が違うという

ことです。



○阿部委員 　事業に参加する児童の対象には、どう呼びかけしますか。

○すこやか事務局　 　こちらの事業は、参加する子どもは市が主催する対象とした体験教室に親子さん

　　　　　　新　谷 が学童保育にあずけて参加する機会が少なく、そういう子どもたちにもフォローでき

るように広く周知活動をし、西仙北地域全域を対象に、募集もしております。参加者

は学童保育に限ったものではありません。

　昨年の参加実績は、土小、双小、大小も参加しております。

○工藤会長 　他にありませんか。

○若松（謙）委員 　昨年の実績を教えてほしい。

○すこやか事務局　 　昨年の実績については、２泊３日青少年自然の家で行った４つの学校が集まって

　　　　　　新　谷 地域のボランティア、教養大学の学生からのサポートになっていただき、自然観察会

星座観察、花火、虫取りなど、さまざまな活動をしている。

○すこやか　会長 　昨年のおとまり会の参加者は２７名、ボランティアを含めて４１名でした。

　　　　　高橋　トミ子

○工藤会長 　よろしいですか。それではこれで説明を終了いたします。お忙しい中ありがとうござ

いました。結果は後でご連絡いたします。

　ユメリアさんには、大変お忙しい中お待たせいたしました。事業についてより深く理

解したいためにご説明願います。

○ユメリア　藤田　紹介　ユメリア総支配人　　佐々木です、担当　藤田　です。　　

○ユメリア　藤田 　昨年は、フラワーデザインフェスティバル事業に予算をいただきましてありがとうご

ざいました。今年度はお手元の資料にあるとおり、６月３０日に刈和野地区と西今泉

地域を結ぶ地方道黒森山線が開通します。

　西仙北インターチェンジ及び広域アクセス道路として利用される他、秋田道から

田沢湖、角館方面への観光施設の最短ルートとして期待されております。

　この待望の道路開通を広くピーアールしまして、ますます地域活性化につなげる

ためイベントを開催します。

　事業内容については、７月１８日（日）に予定しますヤート秋田ステージ、働く消防

自動車、黒森山開通に合わせて開通距離の流しソーメン、みんなでパテシエをこ

の７月１７日、１８日、１９日にサイクリングで「ギバちゃん号」で一週することを考えて

おります。

　事業の効果としまして、刈和野地区、角館、中仙、四ツ屋地区を最短距離で結ぶ

道路が開通したことをピーアールできます。併せて秋田自動車道から西仙北ＩＣ、

角館方面への移動最短であることもピーアールします。

　西仙北地域への流入人口が増えることにより、地域に少しでも寄与できるものと

思います。

○工藤会長 　今の説明について質問はありませんか。



○若松（謙）委員 　ポスター、チラシの枚数はどれくらいか。

○ユメリア　藤田 　ポスター３０枚は刈和野、土川、中仙、四ツ屋等の学校へ配布、併せて公民館、

東日本道路へ配布します。チラシは15,000枚でうち10,050枚は西仙北、協和地域

のさきがけへの折り込みとなります。

○小笠原浩之委員 　自転車のレンタル料はいくらになるか。

○ユメリア　藤田 　通常電動３００円、普通２００円でレンタル料は刈和野地内の店で何かを食べていた

だくための券を発行しますので、レンタル料についてはそちらに回ります。

○工藤会長 　他になければ説明を終わります。ご退席いただきます。結果については後で事務

局からお知らせします。以上３つの事業について、説明いただきましたが、ご意見あ

りませんか。

○五十嵐委員 　事業終了後には、ユメリアの件で報告書と写真のついたものを出しているのですか。

○事務局 　実績報告書はすべて出しております。

○小笠原浩之委員 　ユメリアの指定管理者であるこの会社に対して、市からの支援はありますか。

○進藤地域振興課長 　無料でお願いしております。

○篠原委員 　青少年自然の家ではすこやかサポートにしせん「おとまり会」はやっておるようです

が、その他の宿泊研修はやっておりますか。

○佐々木教委分室長 　グリーンツーリズム等でやっております。また東北将棋大会で宿泊をしております。

○伊藤委員 　昨年のユメリアの事業に対して、今年の事業は住民が参加して喜ばしいのですが

ポスターだけに対しての費用を出すことはもったいないと思う。

○阿部委員 　桃源郷、にしせんサポート等、事業効果を確認してきちっとしてほしい。

○佐々木孝太郎委員 　既得権の選択であっては疑問である。３年もやっているので、協議会委員が現場を

見ないといけないと思う。

○齋藤委員 　桃源郷の地域は、山奥で自然の家があるおかげで、３年生とか４年生が１泊で研修

していますし、頻度は少しかもしれないが、そういう人達が絶えないためにも手助けす

ることはいいと思う。

○若松（謙）委員 　桃源郷は一昨年度からの状況によって、どういう環境になるのかと、今年度植える

ことで目途がつくのではないかと思う。来年度は部落の方と思ってうるが、今年の申

請はいいと思う。（単価は少しひっかりますが）

○五十嵐委員 　桃源郷の環境は、あの建物があってピーアールして使ってもらうかということですか

ら、行政側でも力を入れていくうえでも、今年は承認してもいいと思う。



　ユメリアのことも、やったけれども事業効果の面で実績を出してほしい。

○菅原（長）委員 　すこやかサポートで収入と支出が同じ金額にしてあるのは、予算のつくりかたがおか

しいのではないか。

○進藤地域振興課長 　地域枠１６万円で残りは事業者負担である

○若松（謙）委員 　すこやかサポートの地域枠の支払分だけの支出がはっきりしておればいいのでは

ないか。

○工藤会長 　ユメリアの事業についてはいかがですか。ポスター、チラシだけに１９万円かかるこ

とについて意見もでておりましたが、いかがですか。

○鎌田委員 　ユメリアの事業内容は、自分たちの宣伝の経費を負担してもらっている感じがして

ならない。地域の人たちがどれくらい喜んでもらっているかわからない。地域の人た

とが関心がもてないようなものではおかしい。だた、ほかの事業をやる人たちは真似

したいと思うかもしれない。

○篠原委員 　ユメリア事業は次から次へと目先をかえて行くのでしょうか。住民としては同じ事業

の継続の方が楽しいと思う。

○工藤会長 　今回は、道路開通してのイベントとなっております。

○若松（謙）委員 　ユメリアは旧西仙北町地域住民の要望で建てられたものですが、たまたま運営は

株式会社でやっていますが、地域枠でユメリアを支援していくのはいいことだと思い

ます。宣伝の効果はなかなか見えてこないと思うが、今までの企画でいいと思う。

○小笠原浩之委員 　　事業事態ピーアールは地域活性化にいいことだと思うが、企業としての事業内

容と民間企業の期待効果については、こういう事業をやった場合、申請を出してき

た場合どうなるか。

○工藤会長 　ユメリアの成り立ちは第三セクターであった大仙市としても援助してきた過去の経

緯があるが、ユメリアそのものが指定管理である。

○小松支所長 　建物そのものが市のものであり、経営は株式会社にやってもらっている。

　無償でやってもらっている。

○進藤地域振興課長 　地域枠支援対象団体として他の企業も該当なります。

○工藤会長  ３つの事業については採択とします。あと８つが残っております。

○進藤地域振興課長 　資料は皆さんにお渡ししておりますが、事業採択をしていただきたいと思います。

○若松（謙）委員  申請については、どのようになっておりますか。

○進藤地域振興課長 　自主的にきたものは１～１０で申請団体からきたものです。１１はこちらから上げた



ものです。

○小木田委員 　地域全体でも周知されているので、地域活性化にもなっているので意義なく賛成

です。

○工藤会長 　残りの８つの案件についても採択します。

　その他について、事務局からお願いします。

○事務局 　３回目の地域協議会についてですが、総合政策課から大仙市総合計画後期基本

計画についての説明、教育委員会から西仙北地域学校規模適正化推進について

の説明がありますので、地域協議会開催日程についてお願いします。

　話し合いの結果、７月２１日午後５時３０分からということでお願いします。

　資料につきましては、後日にお送りします。

○若松（謙）委員 　欠員の補充をお願いします。

○進藤地域振興課長 　声をかけてみます。

○工藤会長 　それでは、これで終了します。今日は決まったことの中で、継続していることに対し

て、こちらで基準をもっておいた方がいいのではないか、もうひとつはご説明にきてい

ただくことは抵抗があると思うので、私たちも慎重に対処していきたいと思う。

説明があった中で検討して行くべきと思いますし、現地を見ることも必要である。

　今日のことを踏まえて協議会の運営にあたっていきたいと思います。

会議録署名委員 阿　部　一　雄

会議録署名委員 五十嵐　五　郎








