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第２回大曲地域協議会 会議録

平成１７年１０月１４日（金） 午後７時～

大仙市役所本庁３階第１委員会室

出席委員（１５人）

伊藤辰雄、伊藤八重子、大賀賢子、加賀谷早苗、小松末五郎、高橋幸子、

高橋祥一、竹村晴子、竹村信雄、田中智子、判田勝補、挽野実之、

藤谷弘志、山下榮敏、渡部淳一

１．開会及び協議会成立報告

開会と委員の２分の１以上の出席があり会議が成立する旨を報告。

２．会長あいさつ

３．出席者紹介

鈴木建一委員、中野和幸委員より欠席届。

４．会議録署名委員の指名

大曲地域協議会運営規定第 条第２項により議長が加賀谷早苗委員、7
小松末五郎委員を指名。

５．議事

（事務局 武田課長説明）議事 第１号 地域協議会の役割について

本庁であれ支所であれ、旧大曲市で取り扱ってきた業務について皆さん

の意見を伺いたいと思います。

小松委員 地域協議会の機能はあくまで諮問機関であると理解しております

が 「必要と認めるもの」とは誰が？委員会なのか市長なのか教え、

ていただきたい。

武田課長 「必要と認めるもの」とはあくまでも地域協議会が必要と認めるも

のと解釈しています。

小松委員 それでは自由な発想でどんどん意見を述べてよいのですね。

武田課長 お見込みの通りです。

小松委員 逐条解説の中に「地域協議会は諮問機関であるため、市町村長その

他の機関は、その意見に拘束されるわけではない。しかし、地域協

議会の重要性に照らせば、地域協議会の意見と異なる対応をとる場

合には、地域協議会および住民に対し、その意見に従わないことの

説明を行う責務があることは当然である 」とあるが、地域住民の。
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多様な意見を反映させなければならないというのが私の希望であ

り、そうでなければ地域協議会ではないと思います。

議長 皆さんも小松委員と同意見だと思います。せっかく集まって会議を

したのに行政に反映されないと、何のための会議だろうと心配にな

ります。一方、必ず拘束されるとなると、果たしてその責任を負え

るのかという心配がもっとあるわけで、そうした中で最大限意見を

反映されていきたいなと思うことですね。

小松委員 地域協議会の権能を大きくすると市の議会議員は、いらなくなって

しまうと思いますが・・・。

武田課長 地域協議会は議会のように議決機関ではありません。ある程度皆さ

んの意見は尊重されることになりますが、例えば大変お金のかかる

事業を提案された場合、財政事情が許さず実施できないということ

もあるかと思います 「意見は尊重されなければならない。また出。

」 。来ない場合には説明責任があります ということになっております

高橋祥一委員

この地域協議会は、市町村合併によって最近出来た制度ですね？出

来たばかりで前例がないないとすれば、地域協議会はこれからずっ

と続くのでしょうか？あるいは軌道に乗るまでですか？

武田課長 この地域協議会は地方自治法による一般制度のため期限はなく条例

がある限り存続します。この他に合併特例法でやっております地域

協議会というのもありまして、その手法によって 年で終わるとい5
うものもありますし、 年間有効だということもあります。私ど10
もの協議会は条例が廃止されない限り存続します。

藤川主幹 今、私の手元に秋田市、由利本荘市で行っている地域協議会の広報

があります。秋田市では地域審議会というもので、由利本荘市では

地域協議会のスタイルをとっておりますが、議長は助役であったり

報酬があったりと同じ県内でもやり方は様々です。

武田課長 いろいろな形態がありますが、私共の協議会は先ほど申し上げたと

おり、条例が存続する限り永続的に続くものです。

議事 第 号 大曲地域における行政と住民の協働の現状について2
事務局 柴田主幹説明）（

原材料は市が、実際に働くのは市民。というように一緒に働かなけ

ればならないスタイルになってきています。

小松委員 まちづくり計画、大仙市基本構想策定に係る住民参画として、例え

ば、託児所・保育所が欲しいという地域があった場合、提言するこ



- 3 -

とも可能なものですか？

柴田主幹 当然可能だと考えてます。ただ、行政に「保育園を作るべきだ」と

言ってしまうか、保育士の資格を持っていて何もしていない市民の

方がたくさんいるので、そうした人たちでＮＰＯを作っていただい

て民間で託児所をできないか、という話し合いもあるだろうと思っ

ております。

竹村委員 自治会支援事業についてですが、補助金交付は年に 回なのでしょ1
うか。また、認可地縁団体という法人格を持った自治会は全自治会

中 団体とあるが、行政はテコ入れしていかなくてはならないので6
はないでしょうか？また、指導していくべきではないでしょうか？

柴田主幹 補助金の回数は年 回だけ。手続きをすれば毎年もらえます。1
町内会というのは自分たちで町内会費を徴収し活動しているものな

ので管理して出先のようにすることはないです。

認可地縁団体については、これからどんどん増えていくだろうと思

います。昔、部落で持っていた土地が、部落の人たちが外に出てし

まって相続出来ないとか非常に難しい状態になっている例が多く、

認可地縁団体は増えていくものと考えております。合併した協和地

域など山林の多いところでは認可地縁団体も多かったです。

伊藤八重子委員

町内会で集まった際、自治会支援事業の広告を見て「来年夏祭りを

やろう」と盛り上がりました。夏祭りが大成功で来年もやろうとい

う町内会がたくさん出てきた場合、予算は大丈夫なのでしょうか。

なるべく新しい町内会に広げていこうという目的があるのではない

でしょうか？

柴田主幹 そういう意図があります。予算の問題がありますが、この施策は合

併の協定項目です。予算は本庁で持っているのですが、やっていけ

る分だけの予算をとるという約束になっております。

藤谷委員 「活気あるまちづくり」という内容には賛成です。ただこれからは

何でもかんでも行政におんぶに抱っこではなく、我々市民が独自で

やっていかなければならないという方向ではないでしょうか。予算

があるからどうのこうのではなくて、むしろ私は町内会費でやって

いくのが普通ではないかと思います。地域総合型スポーツクラブ、

これは体育系で出てきておりますが現在勉強中です。これも行政主

導型で行政にお金を出してもらうと結構失敗しているのです。やは

り携わる方がお金を出し合って運営していく。飲み食いに使わない

ということでしたが、内容を見るとカラオケとか確かに情報交換と

いう目的を達していると思いますが、今の時代だとするともっと別

のやり方、先程から会議とか諮問とかいろいろありましたが、むし

ろそういったところでいろんな活用ができたと思いますし、我々の
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任務はさらにその上をいって色々なものを吸い上げて具申するよう

な話を先程聞きましたが、今の自治会支援がずっと続きますと私は

むしろ逆の方向で皆飛びつくはずですが、中身はどうなのか？それ

を町内会の中でどのように反映されているかと聞いたら、恐らく補

助金申請のためのものだけが出来あがって、一部特定の方々のため

に使われるというのは、コンプライアンスの面から引っかかるとこ

ろもあるのではないでしょうか。きちんとやっているところはいい

だろうけど、せっかく行政が補助金を出してくれて主旨を説明して

いても、数がふくれあがったら中にはそうでないところも出てくる

のではないでしょうか。いいものだけれどむしろこういう方向の方

がいいのではないかと具申するのが私たち委員の役目ではないかと

思っていたのですが・・・。

竹村委員 申請するためには相当の計画書、手数のかかる書類を揃えなくては

ならないため猫でも杓子でも何にでも交付しますよ、ということに

はなってこないと思います。

山下委員 第 号議案からずれてきているのでは？2
協議会では住民との接点をもうけて現在の行政との現状と照らし合

わせて住民の声をどのように吸い上げていけばよいのか、そのこと

を話し合うべきではないのでしょうか？

山下委員 たくさんの資料があるのですが実際協議会には住民の声はどのよう

に聞こえてくるのですか？何もないですよね？

柴田主幹 実はそれが一番の問題であり、現状を包み隠さずに資料を提示して

いるという段階です。地域協議会の方に住民の多様な声を吸い上げ

るためにどうすればいいのかというのが大きなテーマです。一番考

えやすいのが、地域いきいきビジョンという地域のまちおこし活動

をしている方々と町内会長さん達と地域協議会の委員の皆さんと会

議を開くという話ですが、通り一遍かなという気もします。地域の

声を吸い上げるために地域協議会としては行政にどういう要望をあ

げますかということを皆さんにお伺いしたいのですが。

山下委員 この委員というのはいろいろな団体の代表とか主婦の代表の方とか

おりますが、それぞれ自分の周りの人の声を吸い上げてここに持っ

てきて出せばよいのではないでしょうか？

議長 不安なのは例えば組織図に書かれていることをはじめ、我々がいく

ら知っているかということです。ほとんど私には分かりません。分

からない状態こうあるべきだとか言うのが不安です。実態も分から

ないのです。駅裏で工事をしているのですが何の工事なのか分から

ないのです。地域振興課がどこにあるのか分からない、知らないこ

とが多すぎます。任期が 年あると言いますが、見るとか聞くとか4
直接話を聞くとかやっていかなければやっていけないと思うのは、
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私だけでしょうか？

武田課長 大曲支所管内の公の施設ということで一覧になったものがございま

す。施設につきましては、皆さんからご要望があれば施設見学の日

程も考えてみたいと思っております。

会長がおっしゃるように行政について今まで知る機会もなかったか

と思いますし、私共もこれから徐々に説明していきたいと思ってお

りますけれども、施設を見るところから始めて見てもよいのではな

いかと思います。区画整理もやっておりますし、駅の裏の方でも駅

東線ということで旧ヤマキから駅までの道路の築造もやってござい

ます。区画整理や建物の建設などいろいろやっておりますので、皆

さんの日程の都合がつけば施設見学をやっていきたいと思います。

小松委員 一つ一つ勉強していかなければならないと思います。

藤谷委員 私はスポ少の支部長をやっておりますが、この職を外れた場合は今

度は新しくなった人がなるのですよね？ということは、我々はその

者としてきているから計画を見て体育関係についての知識を持って

いるので、議員のように何でもかんでもこれをやるのではなく、分

野の意見を吸い上げて説明があった時に意見を述べたり、その方向

付けをしたり関係のある団体から意見をもらっていくべきと思いま

す。 年という任期があるけれどもＰＴＡ会長が替わればメンバー4
が変わるのです。そのポジションで臨むよう、それで私はここに来

てると思っているのですが。

、 、武田課長 公共的団体の代表者の方は その役職が外れますと替わるのですが

それ以外の方は替わることはありません。

藤谷委員 大変失礼しました。これでまた一つ理解出来ました。

伊藤八重子委員

私もここに市民プラザ「のびのびらんど」代表という立場で選ばれ

ましたので、市民プラザの中で聞く人たちの声や、いろいろな声が

聞けるのでその立場からまずここで何か提案できれば良いし、それ

を市長が取り上げてくれるかということは私たちの権限ではないの

で率直な意見をここに出せればいいなぁとそういう思いで参加して

おります。ですから、分からないことや見たことのない施設もたく

さんあります。どこを工事していてどこで何をしているのか全く分

からないのですが、私は私のエリアから皆さんの意見を伝えられた

ら良いなと、そういう思いで参加しております。

武田課長 それぞれの立場での意見でもよいし、いろいろな団体との連携した

意見でも構わないと思っております。

藤谷委員 公共的団体のメンバーは替わるということですが、そうなるといろ

いろ出たものが新しくメンバーになった人は引き継いでくるわけで
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すね。絵に描いた餅にならないよう、 回目から 回目、本音で言1 2
える関係になったのにまた一からでは大変です。 あらかじめ異動

のないような替わらない人選にした方がよいのではないのでしょう

か？

高橋祥一委員

せっかく築き上げた関係も交替によってまた１からでは効率が悪い

ので、これを協議会の一致した意見として具申したらいかがでしょ

うか？提案申し上げます。

挽野委員 公共的団体は入れ替わりがあるということですが、我々の立場はい

ろいろな団体が背景にあることから民間の意見、隅々の意見を吸い

上げてまちづくりに反映しようという前向きな動きになってきてい

ますよね。替わればまた一からと言いますが、偏った意見で 年10
間続けるよりもそういう新しいメンバーがどんどん増えた方がまち

のためには良いと思います。

もう一つ、行政と住民の協働についてですが、そうやってまちづく

りをしていかなければ、行政の財政的な問題もありますし、市民の

お金の事情やまちづくりに対する意欲を応援する面で大切なことだ

と思います。これをどんどん進めていくためには、協議会と行政と

の信頼関係が、お互いに対立しているのではなく、我々民間の立場

の者が、こういう事業をしたい、こういう制度を作って欲しい、で

も作り方が分からない、予算の出し所も分からない。となったら、

行政は法律解釈のプロですから、網をかいくぐって補助制度や有利

に持って行けるようなアイディアを出してくれる。そうした関係で

まちづくりを進めていけたらよいと思います。予算・法律を盾に我

々の意見を逸らさないでほしいのです。

竹村委員 この協議会にアドバイザー的な人がいたらよいのでは？

武田課長 旧８市町村の中で協議会があったのかどうか、先進事例について調

査して報告したいと思います。

渡部委員 市民による市政評価だが、私の元にも届きましたが、市民からの要

望というのは記入されてなかったのですか？

柴田主幹 要望も記入されておりました。

渡部委員 次回その要望について教えて欲しいです。継続であれば要望の欄を

設けてみてはどうですか？私の部落は 世帯しかありませんが、16
いつも代表で年配の人だけ集まるので奥さんや若い人の意見が分か

りません。この評価は ～ 歳までと幅広い年齢層で実施してい20 74
るので何でもいいので要望を記入してもらってはどうでしょうか？

柴田主幹 次回は大仙市として実施するということでしたので、担当の本庁・

総合政策課の方へ伝えます。
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議事 第３号 協議会委員の提案議題

＜小松委員の提案について＞

武田課長

組合病院の移転と合致させて老人と子どもの触れあえる場を作ってはという

資金調達も視野に入れた、いわゆるＰＦＩの手法も考えられるのではないか

と思います。組合病院の移転につきましては大仙市に関係した分野であり、

期成同盟を作りまして動き出したばかりです。今回の総合計画の中にも具体

的にはまだ入ってこないのかなと思います。もう少し時間がかかると思いま

すので、長い目で構想として関係する課にお話したいですし、この会でもこ

の件についてお話する時間があるかと思いますのでよろしくお願いしたいと

思います。

＜高橋祥一委員の提案について＞

武田課長

地域いきいきビジョンで活動している団体が 地区ございますので、その方7
々と意見交換をさせていただきたいなぁと考えておりますが、いかがでしょ

うか？

高橋委員 大変よいと思います。

＜竹村晴子委員の提案について＞

武田課長

旧大曲技術専門校跡地は、県有地と私有地が半分ずつあり、建物の撤去も済

んでない段階で跡地利用について検討していないので検討の際にはこういう

要望もありましたということをお伝えしたいと思いますのでよろしくお願い

します。

＜竹村信雄委員の提案について＞

たまたま今年市町村合併があった関係上農振地域の除外が少し時間がかかっ

ているという状況で、通常の年には年内に出来るのですが、今年は合併が重

なった関係で少々時間がかかっているということですのでご理解願いたいで

す。竹村委員いかがでしょうか？

竹村委員 運営的な実例があると思いましたのでその確認を言ってもらいたか

ったのです。

武田課長 もう一つ、他の地域との連携について旧 市町村の先進事例を調査8
してアドバイスいただきたいということですが、旧 市町村で地域8
協議会のような組織があったかどうか確認したいと思いますし、他

にもボランティア団体や町内会長さんとの連携や、認可地縁団体と

の連携などもこれから視野に入れて取り組んでいきたいと考えてお

りますので、どうかその点よろしくお願いしたいと思います。
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議長 次回からはもう少し議事を絞ってじっくり時間をかけてやっていき

たいと思います。

その他 （武田課長より）

＜次回開催＞

総合計画の素案を審議するために、 月 日以降 月 日までの間に12 12 12 28
第 回地域協議会を開催したい。3

＜施設見学＞

大曲総合支所管内の施設について、是非見学したいという場所がありまし

たら事務局までご連絡を。

＜真木ダムプロジェクト会議＞

参加希望の方は （月）午前中まで事務局へ。17

＜挽野委員からの提案＞

次回かその次の会の議案としたい。

判田委員 次回協議会は、素案が出てくるため時間がかかることが予想

されるので集まりやすい日程調整をお願いしたいです。

高橋祥一委員 冬の間は日中を希望します。

山下委員 平日の日中だと診療を休んで来なければなりません。

議長 では、挙手してもらいたいと思います。

土日で構わないという方、手を挙げて下さい。 多数挙手

土曜の午前・午後・日曜の午後 で挙手

議長 土曜の午後か日曜の午後が多いようですね。

山下委員 日曜だと家庭の事情がある方もいらっしゃると思うので土曜

の方がよいのではないでしょうか？

議長 それでは 日の午後でよろしいですか？ 賛成の声あり17

武田課長 時間は 時頃になると思います。14
次回は 月 日（土）午後 時開催でお願いします。12 17 2

議長 たくさんの意見が出てよかったと思います。委員の皆様から
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提案していただいた議題に時間をとれなかったことが残念に

思います。また再度時間があればどんどん提案をお願いした

いと思います。長時間ありがとうございました。

（事務連絡） 今回の日当としての車代は、 月 日口座振替を予定。11 10


