
１．日　　　時　　　　平成２３年１０月１日（土）　　　午前１０時～

２．場　　　所　　　　西仙北支所　　３階　第１～３会議室

３．欠 席 者　　　　小笠原慶子　　　大友金己知　　　若松昭広  　　　　　　　　

４．会議内容　　　（１）会議録署名委員の指名について

　　　　（２）平成２３年度地域枠予算の要望について

新規事業

⑬七宝焼電気炉設置事業

継続事業

⑭三世代交流事業（グラウンドゴルフ大会）

⑮地域づくり事業（講演会）

⑯地域文化の継承事業（刈和野の大綱引き）

⑰地域安全安心運動事業

⑱青少年自然の家周辺環境整備事業

⑲弥生まつり事業

　　　　（３）その他

①患者輸送バスについて

②平成２４年度予算案について

③閉校に伴う学校施設の利活用について

開会

○市民サービス課佐々木参事 　課長が欠席しておりますのげ、私が進行させていただきます。

　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２３年度第４回西仙北地域協議会を開催いたし

ます。

　それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。

○工藤会長 　秋の取入れで大分お忙しくなってきましたが、第４回地域協議会を開催いた

します。

平成２３年度地域枠予算　新規１件、継続６件、その他についてご審議いただき

たいと思います。

○市民サービス課佐々木参事 　ありがとうございました。

　このあとの進行ついては、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よりお願いいたします。

○工藤会長 　それでは、会議を始めます。

　出席者は１７名中１４名で、２分の１以上なので、大仙市地域自治区の設置
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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。

小山田吉伸委員、後藤昌伸委員にお願いします。

　続きまして議題（２）に移ります。

　平成２３年度地域枠予算要望の新規事業⑬七宝焼電気炉設置事業について

事務局からご説明願います。

○事務局説明 　新規事業の⑬七宝焼電気炉設置事業について説明します。

○工藤会長 　ただ今の説明についてご質問、ご意見ございませんか。

○阿部委員 　30年以上経過した電気炉は、同好会で購入したものなのか、公民館で購入した

ものなのか。

○三浦館長 　中央公民館で同好会が設置された時、備品として購入したものです。

○阿部委員 　公民館備品を地域枠予算で購入するということですね。七宝焼同好会で使用し、

公民館で管理することですね。

○俵谷委員 　予算要求をしましたか。

○三浦館長 　３月１１日の東の本大震災直後に確認したことですが、その時、炉の中がはがれて

いた。今もだましだまし使用しており修理の見込みがたたなく、予算ははじまったば

かりで要求しておりません。

○俵谷委員 　公民館の備品を地域枠で出すことは抵抗がありますので、もし可能であれば、市の

方で設置してもらうことはできないものか。

○工藤会長 　予算がつかなければ七宝焼は活動できないし、予算要求してもつくかつかないか

見通しはつかないですね。

○三浦館長 　なかなか個別のものについては、予算がつきにくく七宝焼同好会はここだけですの

でつきにくと思います。

○工藤会長 　大震災の時に七宝焼の窯がおかしくなったということの事情のようです。

　他にご意見はありませんか。

○若松委員 　予算の出された項目はⅡ型となっているので、同好会の方でもある程度出していた

だいて、その他を地域枠から出した方がいいのではないか。

○三浦館長 　この予算組からは２８,０００円は同好会で負担して、本体を出していただきたいと思

います。

○若松委員 　炉本体の方も少し出すということはできないものか。



○三浦館長 　七宝焼の会長でもないので、そこまでは話しておりません。

○後藤委員 　芸文協の関係で、七宝焼同好会から記念品を作っていただいたが、作るにあたって

炉があまりよくなくて心配であるが、なんとか作っていただいた。釉薬にもかなり経費が

かかるらしく、20人位の会員がおりますが、同好会組織としては大きいので購入して

いただきたい。

○阿部委員 　気持ちはわかりますが、施設の備品を地域枠から出してもいいのかということです。

基本的な考えを聞きたいのです。

○工藤会長 　今の意見に対していかがですか。

○五十嵐委員 　備品の補充は公費というのが基本となると思いますが、公民館では備品の購入は

なかなかできないということはわかりました。これで、新しく購入するとなると、同好会

の管理の備品となることですか。

○三浦館長 　私は、公民館備品として置いた方がいいと思います。同好会のものにすると、また

別のものになってしまうと思います。

○小山田委員 　なんか公民館、役場の設備の補充が多いように思います。七宝焼同好会で購入

した場合、同好会が公民館に寄付することになると、備品とするといいと思います

が、このまま購入して、公民館で備品とすることはおかしいと思う。このまま購入して

公民館の備品にすることは、私は理解できない。

○三浦館長 　申請が同好会で出てますので、そういわれればそうかもしれません。

○小山田委員 　この前の展示場のことは館長名で出しているので、今回も館長名の申請とすれば

いいのではないか。

○後藤委員 　館長名がいいと思う。地域枠というものはどこら辺まで行政以外のものに使用でき

るのか、行政でも公民館の備品使用の線引きについて、この会で妥当だといえば

いいこということですか。

○工藤会長 　そういうことです。

○俵谷委員 　公共施設の備品を地域枠予算から出すということは、目的とは違うと思うが、今回

の備品を買うことは抵抗はありますが、今回は認めていかがでしょうか。

同好会でも購入できないし、教育委員会で予算もつかないと思うので。

　しかし、今後のことも考えていかなければいけないのは、今までの七宝焼同好会

の実績からして認めていかがでしょうか。

○篠原委員 　仙北でもやっているし、同好会の会員は２０数名で、年会費は１,０００円で、ほとん

ど備品を買うにも無理があると思います。永久会員でもないので。

○後藤委員 　会長さんがかなりの部分の負担をして維持いると思う。



○工藤会長 　遠藤ヨシ会長さんで申請されているが、館長名で出すことでいかがでしょうか。

○俵谷委員 　館長名で申請すればいいと思う。

○小木田委員 　今までの話を聞いて、公民館の備品を地域枠ではいかがなものか。同好会会長名

で出して購入した場合、公民館に管理を委託するといいと思うが、検討いただきたい。

○斎藤委員 　私も今まで出された話には、はてなと思いましたが、公民館のものに公の地域枠

をあてはめて出していかがなものか。ただ公民館自体を維持管理するために、是非

必要な備品であるけれども、使用するのかしないかは著民の方々であることを区別

すれば、公民館の備品としてのお願いでいければいいのではないかと思う。

○工藤会長 　このままの形で申請して委託して購入して、公民館に管理を委託して、公民館長

名で申請して公民館備品とする。ただし、公民館備品を地域枠で出すことはいかが

なものかという意見もありますので、きちんと整理することで、今日は採択した方がい

いということで、よろしいでしょうか。

○俵谷委員 　公民館館長名で採択することに賛成です。

○小木田委員 　最初から公民館備品だとすれば、教育委員会予算で組むのが本来のやり方だと

思う。同好会でやるとすれば、公民館にかえてやるのは監査機関からすれば、指摘

されると思う。

○阿部委員 　年度末に予算執行の報告

○三浦館長 　私は安易な考えで言ってしまったが、提案の仕方がⅡ型であげておりますが、

Ⅲ型であげて補助金にして公民館備品にしない。

○工藤会長 　公民館から、このような話になりましたが、このまま採択していただいていいでしょうか。

○五十嵐委員 　七宝焼同好会に補助して運営するとなると、電気料等公民館にも迷惑をかけるこ

とになるのではないか。

○若松委員 　地域枠で出していいと思うし、管理は同好会にまかせていいのではないか。

判断は同好会にまかせていいと思う。地域の実情ということもあるのでいいと思う。

○小山田委員 　公民館の備品として購入するとすれば、教育委員会に申請書を出して要求すべき

であると思うが、生涯学習面では、購入してやりたいと思う。その辺を整理していただ

ければいいと思う。

○俵谷委員 　地域住民の方々が使う備品なので、いいと思う。

○阿部委員 　生涯学習を支援していくための論点からはいいと思う。



○事務局 　ガイドラインにのっとって、補助金のⅢ型にして備品購入ができますので、同好会

の団体に補助金とすればいいと思います。

○工藤会長 　同好会で申請するⅢ型の補助金でお願いします。管理は公民館にお願いします。

大事なことを深くご審議していただいたと思います。

このことについては、事業採択といたします。

　次に、⑭三世代交流事業について、事務局から説明願います。

○事務局説明 　⑭三世代交流事業について、事務局から説明します。

○工藤会長 　ただ今の説明について、ご意見、ご質問ありませんか。

○小木田委員 　非常に喜んで実施されていることなので、私はいいと思う。

○若松委員 　減額は参加人数が少なかったからですか。

○三浦館長 　金額は昨年と同額程度です。

○俵谷委員 　この間会場ホールの旗がちぎれているので、更新していただきたい。

そちらでばめな場合、地域枠にでも要求してください。

○三浦館長 　わかりました。見てみます。

○斎藤委員 　刈和野の同好会で寄付したものですか。

○小山田委員 　旗はグラウンドゴルフ協会でやっているのではないか。

○斎藤委員 　刈和野方々が旗を作ったと聞いている。

○三浦館長 　刈和野には協会が２つある。強首、大沢郷、土川と全部にあります。管理は役所

公民館でやってます。旗はどこかわかりませんので、調べておきます。

○斎藤委員 　会場は使用料を徴収しているのですから、しっかりしてほしい。

○工藤会長 　三世代交流事業は事業採択といたします。

　次に、⑮地域づくり事業講演会について、事務局から説明お願いします。

○事務局説明 　⑮地域づくり事業講演会について説明する

○工藤会長 　ただ今の説明について、ご質問、ご意見ございませんか。

○若松委員 　参考のために、委託料とはなにか。

○事務局説明 　ユメリア会場で講演会を開催した時から、駐車場整理に業者委託しておりました。

ですが、９月２９日開催した主催者側（西仙北自治連絡協議会）の会議の時に、

駐車場は交通指導隊にお願いすることになりましたので、今回には出されておりま



すが、５０,０００円の委託料についてはなくなりましたので、合計金額の修正をお願い

します。

○事務局 　決定額３２５,０００円でお願いします。

○工藤会長 　３２５,０００円の決定額で事業採択といたします。

　次に、⑯地域文化の継承事業（刈和野の大綱引き）について、事務局から説明

願います。

○事務局説明 　⑯地域文化の継承事業（刈和野の大綱引き）について説明する。

○工藤会長 　ただ今の説明について、何かご質問、ご意見はございませんか。

○阿部委員 　伝統文化の継承に統一してほしい。

○工藤会長 　他になければ、⑯地域文化の継承事業（刈和野の大綱引き）は事業採択といたし

ます。

　

○小笠原（浩）委員 　参考までに事業の内容については、ポスター作成だけですか。

○事務局 　ポスター作成、ミニかまくら作りのミニロウソクにあてております。

○小笠原（浩）委員 　事務局のなかで、この内容にクレームをつける訳ではないですが、もっとＩＴ社会で

すから、インターネットも使ってＰＲすべきと思います。

○若松委員 　キャンドルですが、福祉団体からの購入はないものか。

○事務局 　そこから購入しております。

○後藤委員 　この観光ＰＲは市民サービス課に属するのか。

○今野支所長 　これは観光面、広報面が市民サービス課にはいっております。

○小山田委員 　市でポスターを作成することはおかしいと思う。

○今野支所長 　本来であれば、本庁の商工観光課で作るべきではありますが、地域の伝統行事も

地域でやって行く形となってます。

○後藤委員 　観光面の職員はいるのですか。

○今野支所長 　担当職員はおります。

○工藤会長 　いろいろＰＲした段階では、もっと工夫することで、それを踏まえて進めていただき

事業採択といたします。

　次に、⑰地域安全安心事業について、説明願います。



○事務局説明 　⑰地域安全安心事業について説明します。

○工藤会長 　ただ今の説明について、何かご質問、ご意見はございませんか。

○小木田委員 　収支についてはいいことですが、新入生の安全確保については、全部共通した

課題だと思う。全市でどういう見解で、付け加えてやっていただきたい要望です。

○後藤委員 　各８町村でやっているが、市で購入してやっていると思っていた。各地域それぞれ

でやっていたことは知らなかった。

○阿部委員 　地域協議会ができた頃から、この申請があった。

○五十嵐委員 　青少年健全育成団体が、別になって公民館に事務局が移って補助金が少なく

なってしまい、帽子・ランドセルカバーまで手が届かなくなってしまったため、地域

枠にお願いしてしまった。

○小木田委員 　これは賛成ですが、今後要望で全市で検討してほしい。

○工藤会長 　小木田委員からの要望も踏まえてより前進してほしい。

　これは、事業採択といたします。

　次に、⑱青少年自然の家周辺環境整備事業について、事務局から事業説明お願い

します。

○事務局説明 　⑱青少年自然の家周辺環境整備事業について説明します。

○工藤会長 　ただ今の説明について、ご質問、ご意見はありませんか。

○後藤委員 　旧学校周辺に植えているのですか。

○斎藤委員 　裏山の簡易水道沿道周辺に植えているようです。

○工藤会長　 　他になければ⑱青少年自然の家周辺環境整備事業については、事業採択といたし

ます。

　次に、⑲弥生まつり事業について、事務局から説明願います。

○事務局説明 　⑲弥生まつり事業について説明いたします。

○工藤会長 　ただ今の説明について、ご質問、ご意見はありませんか。

　なければ、⑲弥生まつり事業については事業採択といたします。

　以上で、今日の地域枠予算要望については終わります。

　引き続き、その他の①患者輸送バスについて、事務局から説明願います。

○事務局説明 　①患者輸送バスについて説明いたします。

　大沢郷地区、強首地区患者輸送バスの利用地域における、だれでも利用できる

有償に向け、サービスの向上に向けてのアンケート調査を実施します。



○工藤会長 　このことについて、ご質問、ご意見ありませんか。

○小木田委員 　アンケート調査は地域協議会でするのですか。

○事務局 　市の公共交通対策チーム所管課で実施します。

○後藤委員 　このアンケート調査は有料１００～２００円を取ってやるとなると、今までの患者輸送

バスとは若干違うと思う。土川は乗合タクシーでやっている。

○事務局説明 　今、限定されているのは、患者輸送バスの廃止に伴う空白地域の解消に伴う新た

な有償運行バスについて計画しております。土川は羽後交通バスの廃止に伴い代

替交通のものであり、制度が別になります。

○後藤委員 　患者輸送バスは大沢郷の奥だけでなかったですか。

○事務局説明 　強首上野台、木原田地域も入っております。今は有償運行の自前ということです。

○若松委員 　高齢化が進むことにより、なぜ有料にするのか。整合はごういうことですか。

○事務局説明 　高齢化が進むということもありますが、バス無料は西仙北と南外だけです。

バス脱料地域の解消が課題であり、大曲の巡回バスは２００円となっており、不公平

感があるのではないかということで、根源で無料化はこれから無くなります。

有償化のあり方をカンケートを取るということになりました。昨年度地域協議会でも議

論されておりますので、具体的に実施時期は来年４月を予定しておりましたが、有料

となりますと陸運局やバス停のこと南外、西仙北の調整など、全市の利用料の調整

がありますので、来年１０月を目標にしております。

○工藤会長 　他にありませんか。なければ患者輸送バスについては以上とします。

　次に②平成２４年度の予算について事務局から説明お願いします。

○事務局説明 　平成２４年度の予算について、毎年１１月に予算案を出す訳ですが、委員の皆様

から議論していただきたく方向付けの議論、意見をお願いいたします。

○小木田委員 　従来であれば、市当局で人口を勘案しながら予算を配分した。平成２４年度予算

案は、地域協議会から予算を要求して、それに基づいて配分する、従来とは変わっ

た点があるものですか。

○事務局説明 　本来でありますと、５,９１２千円計上しておりますが、その内訳として、款項目を仕

訳しなければならないので、内訳を作成するのですが、今年の実績に基づいて予

算計上してよろしいかということです。事業の中身について検討していただきたい

と思っております。

○今野支所長 　いままでは、年度当初に今年度の原案を出されていた。前から原案を組む段階か

ら、協議会も入りたいというお話があったので、１１月に入ると予算要求に入りますの

で、２４年度の中身をどうすればいいのか出したことです。



○事務局 　継続事業はこのままでいいのか、上乗せした方がいいのかお聞きしたいです。

○後藤委員 　地域で新規についてはいつ頃、どういう方法でやるのか、自治会に出してほしい

ことはあったのか。

○斎藤委員 　最初は、いつまで出してほしいことは１～２回あったが、それ以後はなかった。

○小山田委員 　地域枠予算についてどういうものかわかっていない。地域枠予算の啓蒙を大々的

に出してほしい。今後、地域枠を地域に内容を知らせることを考えておりますか。

○工藤会長 　進める側では、当初はかなりＰＲに努めていたが、年数が経つにつれて、地域の

人はわかっていると考えて、実際はよくわかっていない人が多くいること、地域枠予

算を知らない人がいるということです。

○小山田委員 　市の説明はいろいろありますが、会館の維持管理等はありました。地域枠予算の

説明Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型はどういうものがあるとか詳しく説明してほしい。集落におとしてい

ただければ、平等的に利用する事業が増えてくると思うます。

○俵谷委員 　平成２３年度の５,９１２千円の中で、どれ位支出されていますか。

○事務局 　３２０万円の支出予定です。２７０万円ほど残っております。

○小木田委員 　難しいと言われれば話は進展しませんが、後期計画がスタートした訳ですが、

地域枠をいかに将来に結びつけいて行くかという観点からすると、住民の要望・希

望、アイデアを出していく環境をつくりあげていくべきでないかと思う。予算を効率的

に考えるならば、例えば、閉校についての施設の利活用について、地域の理解を

深めて将来に向かって、よりよい方法で協議会を進めていくべきと思います。

○工藤会長 　これについてのご意見、ご質問ありませんか。

○佐々木（智）委員 　地域枠ができる当初は、広報等でよく掲載されていたが、最近、少しづつ薄れて

いったと思います。掲載されたとしても、地域住民によりわかりやすい言葉で、どの

ような申請でどういった形でお知らせすれば、広報で具体的にお示しいただければ

と思います。

○工藤会長 　５００万円の枠があって、年度当初に主旨を理解して申請してくださいと広報しまし

たが、このＰＲは常にやらないと忘れられてしまうので、重要だと思う。

　当初から、我々の意見を反映していくことはむずかしい。しかし、実際問題として

将来を見据えた形で、住民の方々が要望を出していただき進めていく。

地域枠予算を理解していただくことを充実していかなけばならない。

○若松委員 　西仙北地域９５％以上履行されていっているが、刈和野地区は地域枠を十分理解

していると思う。地域協議会は多くしてくれると予算の立て方だと思う。

○工藤会長 　要望によって多くなることはないです。地域枠予算の正確は、そういうことです。



○後藤委員 　地域枠予算について、使い方、どういうものをどうするか、事業をほる必要があると

思う。５００万円はあるが、ある程度地域の事情を聞くこと、わかるようなことを自治会

に出してもらって審議が出来ると思う。

○斎藤委員 　何を相談するのですか。

○事務局 　他の事業について継続、新規について款項目にあてはめる。

○斎藤委員 　款項目は、我々ではわからない。

○俵谷委員 　ＰＲとして、自治会の総会に出していって、こういうようなものがありますと話しても

らいたい。

○事務局 　案をつくる段階で、委員の皆様にお示しいただきたいです。

○俵谷委員 　款項目を組み立ててほしいと言っても無理です。

○後藤委員 　来年の４月すぎでないと出てこない。

○篠原委員 　ＰＲという意味から、団体に言って話してほしい。何年度のこういうことがあった、こ

ういうものがあったと話してほしい。

○小山田委員 　総会があれば集落に回って、地域枠予算の申請方法等詳しく説明してほしい。

○今野支所長 　いままで広報等で報告しておりませんでした。まだまだ足りないと思いますので、

各自治会に出向いて説明をさせていただきたいと思います。

○斎藤委員 　予算を事務局でたてたものがオーバーした時は、どうなりますか。

○事務局 　流用という形でやっていきます。

○俵谷委員 　あまり堅く考えないで、事業実施して行く段階でわからない。

○事務局 　とりあえず、１１月中に市長との間段階のときに、当初予算の原案をお示しして協議

していただく形でよろしいでしょうか。

○小木田委員 　ひとつの事業を１００％とすれば、８０％は地域枠で、事業主負担もあることを要望に

来たときに、５０％は地域枠、他は事業主負担もあることを考えておくべきと思う。

（限度もあることを住民に話しておく）

○工藤会長 　事務局の方は、限度的なこともあることを住民に話す。

○事務局 　それでは、当初の話の案ということで、後日まで準備します。

○小山田委員 　支所長は、来年度伺うという話ですが、１２月に会議がありますので要請があった時

には説明にきてほしい。



○今野支所長 　それぞれから、総会の案内をいただいておりますので、その時に伺って説明します。

○事務局 　次回、会議及び市長との懇談会もありますので、１１月５日（土）・１０日（土）・１１日（土）

を、こちらの希望として出させていただきます。３日間のいずれかを会議は３時から

懇親会をユメリアで１７時頃から開催したと思っております。

○工藤会長 　これで案件を終わりましたので、次に③閉校の利活用について、事務局から説明

お願いします。

○事務局説明 　③閉校の利活用について事務局説明します。

○工藤会長 　ただ今の件について、ご質問等ありませんか。

○後藤委員 　各地区に学校があるので、ここのなかで話しているよりも、各地域で話し合うことが

いいと思う。支所で計画があったらだしてほしい。ほごすのむ莫大なお金がかかる。

○小山田委員 　市の方針はないものか。市の方針を示してからだと思います。

○今野支所長 　市の方針の前に、地域の住民がどのように思っているかを先にだしていただいて

からと思っております。

○後藤委員 　ある程度大方針を打ち出してほしい。なかなかできるものではない。

○今野支所長 　基本的にはありますので、地域の考えていること、市の考えていること。

○小山田委員 　市で示してしまえばではなく、だめだとなると住民は反対するはずです。

○俵谷委員 　協和で合併した時のことを踏まえて、市の方法から聞いてほしい。

○事務局 　情報がありましたら、提案いたします。

○若松委員 　学校はその地域のコミュニティだから、他にもっといいものがないか相談している

ことではないか。

○工藤会長 　これからも、学校の利用することについては、協議する機会があると思いますので、

本日の協議会は終了いたします。

議事録署名委員 小笠原　浩　之

議事録署名委員 後　藤　昌　伸


