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平成２２年度 第４回大曲地域協議会 会議録 

 

と き 平成 22年 11月 4日(木)18:30～ 

ところ 市役所 3階 大会議室 

 

出席委員(10名) 

 伊藤トシ子 伊藤八重子 齋藤靖 佐藤啓子 髙橋祥一 判田勝補 挽野実之 

 藤谷弘志 本間和也 松塚智宏 

 

欠席委員(7名) 

 加賀谷早苗 境一孝 佐藤美智子 高橋かおる 竹村信雄 三浦尚 渡部淳一   

 

１ 開会  

総合政策課 相馬参事  

 

２ 会長あいさつ 

  大曲地域協議会 会長 判田勝補 

 

３ 議題 

  （委員の２分の１以上の出席があり、会議が成立する旨を確認。） 

 

議題第議題第議題第議題第１１１１号号号号    会議録署名委員会議録署名委員会議録署名委員会議録署名委員のののの指名指名指名指名    

    

会長： それでは、議題の１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名

委員は、齋藤委員と松塚委員にお願いします。 
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議事第議事第議事第議事第２２２２号号号号    市街地再開発事業市街地再開発事業市街地再開発事業市街地再開発事業についてについてについてについて    

 

判田会長：  先日、提言に関するアンケートを実施した際に、組合病院の改築およ

び市街地再開発事業について情報提供を求めるご意見を多数いただき

ましたので、会議に入る前に若干の時間を設けまして、市の担当者から

説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

小松室長： 

（重点政策推進室） 

 重点政策推進室の小松と申します。 

 今日は市街地再開発事業の概要についてご説明差し上げたいと思い

ます。お手元の資料に基づいて説明させていただきます。 

 

（【資料No.1】により説明） 

 

判田会長：  大変有益な説明をいただき、ありがとうございました。 

 以降の議事もありますので、質問事項については後ほど事務局までお

知らせくださいますようお願いします。 

 

議事第議事第議事第議事第３３３３号号号号    地域枠予算地域枠予算地域枠予算地域枠予算採択事業採択事業採択事業採択事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて    

 

判田会長：  続きまして、議題の３にうつります。地域枠予算について採択事業の

実施状況を説明願います。 

 

事務局： 

（福原副主幹） 

 【資料No.2（新聞記事写しのため掲載省略）】をご覧ください。 

９月１日に第３回の地域協議会を開催してから本日１１月４日まで、

地域枠予算を活用した事業が多数行われております。【資料No.2】に新

聞記事の写しをまとめさせていただきましたので、この資料に沿って実

施事業のご紹介をさせていただきます。 

最初の記事ですが、大曲各地区のコミュニティ会議が実施主体となり

６カ所で行われた運動会の様子でございます。 

 続いて２ページの記事ですが、「第１回四ツ屋祭り」ということで、

四ツ屋地区コミュニティ会議が企画した事業でございます。こちらも地

域枠予算を活用して開催されたものでございます。 

 ３ページをご覧ください。昨年も行われました花館地区コミュニティ
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会議主催の植樹祭の様子でございます。姫神公園の松山に桜の木を植え

るという内容でございます。今年も、昨年に引き続いて３２本の桜の木

が植えられたということです。 

続きまして４ページをご覧ください。大川西根地区コミュニティ会議

主催の第３回「ＷＥＳＴフェスタ」の様子でございます。 

 ５ページをご覧ください。大曲花火米研究会が主催している通年の農

業体験の中の一つである稲刈り作業の様子でございます。花館小学校、

四ツ屋小学校、四ツ屋保育園の子供たちが参加し、１０月５日に稲刈り

が、１０月１９日には脱穀作業が行われております。 

 ６ページをご覧ください。こちらも四ツ屋地区コミュニティ会議の主

催です。「水辺の楽校祭」というタイトルで毎年行われておりますが、

今年度も同様に実施されております。 

 ７ページをご覧ください。藤木地区の「コミュニティ祭り」の様子で

ございます。昨年に続いて２回目の企画となっております。 

最後のページをご覧ください。「のびのびらんど」による「花火うた

作品集」作成事業について作品集が完成した旨の記事でございます。 

 このほか農都協議会が実施した「菅江真澄の歴史探訪イベント」がご

ざいましたが、こちらは新聞記事にならなかったようで、ここにまとめ

ることができませんでした。  

 委員の皆様から、各事業の実施段階で何かコメントいただけることが

ありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（委員による質疑無し） 

    

議事第議事第議事第議事第４４４４号号号号    市市市市へのへのへのへの提言提言提言提言（（（（案案案案））））についてについてについてについて    

 

判田会長：  続きまして、議題の４にうつります。 

 地域協議会からの提言案について、この後の進め方について事務局か

ら説明願います。 

 

事務局： 

（福原副主幹） 

 お手元の【資料No.3】をご覧ください。 

 先日皆様からご回答いただきました、提言案についてのアンケート結

果一覧でございます。委員名ごとに、ご意見をいただいた内容について

項目別に分類し、内容をまとめさせていただきました。それぞれ具体的

なご意見をいただいており、なるべく生の声をお届けしたいということ
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で、皆様の回答をそのまま載せさせていただいております。 

 ２ページ目の「提言案に対する各委員の意見集約」をご覧ください。

ご意見いただいた内容の項目別に、票としてとりまとめたものでござい

ます。たとえば、①「行政情報」については４人の委員が、②「まちづ

くり」については８人の委員が取り上げておられました。③～⑫も同様

となっております。 

 皆様でこの結果について考えていただき、この後どのように提言案を

まとめていくべきか議論していただければと思います。 

 事務局としては、いただいた提言案すべてを今年度の提言内容に盛り

込むのは難しいのではないかということから、今年度は、皆様のご意見

を集約し、いくつかの項目にまとめた上で提言とするのがよいのではな

いかと考えております。結果として、今年度取り上げることができなか

った案についても、いずれ来年度以降に取り上げることも可能ではない

かと考えております。 

 配布した資料の説明については以上です。 

 

会長：  続いて、これからの進め方について事務局から原案を説明願います。 

 

事務局： 

（福原副主幹） 

 今年度の大曲地域協議会からの提言について、当初の予定としては、

来年度の当初予算要求の時期に合わせて１２月上旬ころに成案とする

ことを考えていたわけですが、日程等の都合もあり、あまり現実的であ

りませんでしたので、期限にこだわらずに何回か協議会を開催した上

で、議論を深めていったほうがよいのではないかと考えます。 

そこで、本日の議題としましては、資料にお示しした１２項目からあ

る程度の数、具体的には３つぐらいの項目立てまで絞り込むことができ

ればと考えております。項目を絞り込んだ後、昨年度と同様に３つぐら

いのグループを作り、より具体的な話し合いへと移行できればよいので

はないかと思います。 

今年度中にあと２、３回は協議会を開催できると思いますので、第６

回の協議会を目処に提言案をまとめることができればと考えておりま

す。 

決してこの進め方をとらなければならないわけではなく、皆様からご

意見をいただきながら、よりよい方法をとっていければと思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 
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判田会長： ただいま事務局案を説明していただきました。まずは、提言の内容に

ついて自由に発言していただきたいと思います。どのような内容でも結

構ですので、よろしくお願いします。 

 

藤谷委員：  結論を急ぐような提案になってしまいますが、事務局案でも３つぐら

いの項目立てを、ということでしたので、項目①～⑬の中で票が多かっ

た３つのテーマに絞って取り組んでいくのがいいのではないでしょう

か。 

 

伊藤八重子委員：  せっかくここまで皆様のご意見をまとめていただいたので、上位３つ

の①、②、③がいいのではないかと思います。 

 

松塚委員：  たしかに、②「まちづくり」については皆さんの意見が一致している

ということで外せないとは思うのですが、この①、②、③については「お

金を市の内側に使う」ものに偏っているような印象を受けます。私とし

ては、市の将来を見据え「お金を外側に使う」テーマである、④「県外

連携」についても是非検討していただきたいと思います。確かに市内に

視線を向けた政策も大事ですが、これから先は市の財政も年々苦しくな

っていくと思われますので、何か新しい打開策を一つ考え出すことがで

きるような項目が一つでもあったほうがいいのではないでしょうか。 

 

本間委員：  ある程度の数に絞って決めるということですので、私としては意見の

多かった①、②、③を中心に議論を進めていけばいいのではないかと思

います。議論する中で、必要な要素があれば足していくのがよいのでは

ないでしょうか。 

 

挽野委員：  大曲地域協議会として考えなければならないのではないかと思う点

について、いくつか意見があります。まず、①「行政情報」については、

対象となる範囲が広すぎてテーマを絞り込むことが難しいのではない

かと思います。③「史跡歴史」については、地域住民の意識付けを考え

る上でも大切なテーマであり、提言が地域ボランティアの発掘につなが

るのであれば、大曲地域協議会としても非常に意義があるのではないか

と考えます。 

 



 

 

6

髙橋祥一委員：  私としては、皆様からアンケートをとったという事情を鑑みて、その

結果上位になった①、②、③を尊重するべきではないかと思います。加

えて、先ほど松塚委員からいただいた意見ももっともなことですので、

３項目プラスアルファくらいで考えるのがよいのではないでしょうか。

アンケートを実施した趣旨を尊重しながら、足りない要素を付け加えて

いくといった考え方でございます。 

 

佐藤啓子委員：  皆様おっしゃるとおり、アンケート結果を尊重して①、②、③を詰め

ていくのがよいのではないかと考えます。 

 私は②「まちづくり」を選ばせていただきましたが、組合病院の改築

と市街地再開発の関連からも現在市民の関心が高い分野であり、今まさ

にふさわしいテーマではないでしょうか。 

 

齋藤委員：  私もアンケートで意見が多かった①、②、③に絞り込んで考えていく

のがよいと思います。たしかに、先ほど挽野委員がおっしゃったとおり

で、意見を出しやすいテーマは対象範囲が広大で、内容を詰めていくの

が難しい部分もあるのかと思います。いずれにせよ、委員の皆さんが注

目しているテーマですので、やはり①、②、③に絞って考えていくのが

よいのではないでしょうか。 

 

伊藤トシ子委員：  どれも大事な案だと思います。大曲協議会ならではの提言ができない

かと考えたとき、どのような形に持って行くのが一番いいのかとても迷

いましたが、やはり皆様の意見が多かったものを中心に進めていくこと

が大事ではないでしょうか。松塚委員がおっしゃったとおり、内へ内へ

というのではなく外へアピールできるような提言も必要なのではない

かと考えますので、アンケート上位の提言項目にこだわるのではなく、

話し合いの中で良い案が出てきたら付け加えていけるようにしていた

だければと思います。 

 

判田会長：  ただいま、各委員からそれぞれの考えをお聞かせいただきました。①、

②、③の項目を優先的に考えていきましょうというのが、多くの意見で

す。それ以外にも有力な案が出てきたら、可能な限り付け加えていくと

いう進め方がいいのではないでしょうか。 

以上をふまえ、今後の進め方について事務局から何かございますか。 
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事務局： 

（福原副主幹） 

 【資料 No.3】の中でお示ししている提言案の項目については、ひと

まず事務局案ということでまとめさせていただいたものですので、別の

見方によるまとめ方ももちろん可能であるかと思います。たとえば、 

②「まちづくり」については、色々な事業に関連して議論が膨らみます

し、①「行政情報」についてもどこからどこまでが行政情報なのかとい

うような問題もあります。あくまで話し合いを進めていく中で、大曲地

域協議会としてのテーマの方向性を出すことができればと考えており

ます。そういった点では、昨年度は地域公共交通という明確なテーマが

ありましたのでやりやすい部分もありましたが、今回はテーマ決めの段

階から幅広く考えていかなければなりませんので、その作業が難しいと

いう側面があるかもしれません。 

昨年度も、ワークショップ形式で付箋などのメモを使いながらうまく

提言案をまとめていくことができましたので、今年度も、あと３回程度

の会議を持つことができれば十分完成させることができるのではない

かと思います。 

 ご意見いただいたとおり、３つの項目プラスアルファでテーマを考え

るということで、プラスの部分をどのように考えていくかについて委員

の皆様で議論していただいて、その結果に沿って柔軟に進め方を変えて

いければよいのではないかと考えます。 

 

判田委員：  ただ今、①、②、③以外の項目を足していくことも可能だという説明

がありましたので、④～⑫の項目の中で提言案としてふさわしいものが

あるとお考えの方はご意見をお願いします。 

 

挽野委員： 個人的には、⑨「花火」に関して強い想いがあるのですが、近々の課

題としては、地域住民の声をいかに市街地再開発事業に反映させていく

かということが重要だと思います。ですので、私としては、①～③以外

を選ぶという趣旨には反していますが、②「まちづくり」に焦点を合わ

せていくのがよいのではないかと考えます。 

 

髙橋祥一委員：  提言の内容を分類する方法に関してですが、「全市を対象としたもの」

「大曲地域を対象としたもの」といった分け方もできるように思いま

す。全市を対象としたものについて、あえて大曲地域協議会で取り上げ

る必要があるのでしょうか。せっかく地域別の協議会を開催しているわ
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けですので、大曲地域を対象とした提言内容にするのも一つの考え方で

はないでしょうか。全市的な問題については全市的な会議、たとえば地

域協議会の会長などによる連絡会議の場で話し合ったほうがよいので

はないでしょうか。 

 

判田会長： このような連絡会議などについて、実績などありましたら事務局から

補足説明をお願いします。 

 

事務局： 

（福原副主幹） 

 現状では、各地域協議会の会長や副会長に集まっていただくような機

会はございません。地域協議会に関する案件については、各地域協議会

でそれぞれ話し合っていただいているという状況でございます。地域枠

予算事業に関して各地域からいただいている意見の中で、すべての会

長、副会長が集まって議論する機会も必要ではないかという趣旨のもの

もございますが、全市的な会議はまだ実現していないというのが現状で

です。 

 

髙橋祥一委員：  あるいは、全地域の地域協議会委員が一堂に会する研修会の機会があ

ると思うのですが、全市的な視点から捉えた方がよいものについてはそ

のような研修会の場で協議するように変えていくのも一つの方法では

ないでしょうか。 

 

事務局： 

（福原副主幹） 

 地域協議会の全体研修会については、おっしゃるとおりこれまで何回

か開催されております。これまでは、事務局で特定のテーマを設定させ

ていただいて、それについて講師を招いたり、パネルディスカッション

をしたりなどという内容で開催してきました。昨年度は、ワークショッ

プ形式も取り入れさせていただきましたが、この作業についても各地域

協議会ごとにとどまっているというのが現状でございます。何年か前

に、全体研修会でグループごとに分かれて討論したこともあると聞いて

おりますが、やはり時間と開催回数に制約があるため、何度も同じメン

バーで集まり議論を深めていく作業は難しいのではないかと考えてお

ります。 

 

藤谷委員：  まず、今我々が何をやらなければならないかを整理させていただきま

すと、たとえば３つなら３つ、ワークショップならワークショップ形式

できっちり時間をかけて議論し、結論を出すことではないでしょうか。
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できっちり時間をかけて議論し、結論を出すことではないでしょうか。

組合病院の改築問題を取り上げるならば、この事業は地元の空洞化が進

んでいるところに市民の望む施設が建つわけですから、市民の声が少し

でも反映されるように提言をまとめ、意見具申するのが地域協議会の役

割ではないかと思います。 

 

判田委員：  これまで、色々なご意見を出していただきました。その他ありました

らお願いします。 

 

齋藤委員：  仕事をしていくという観点から言うならば、もはや県内だけでは成り

立たないのが現状です。ですから、県外との交流を深めながら地元の人

間の研修の場を作るという意味では、④「県外連携」と⑤「外部人材」

も近いものがあるかもしれません。これらについても、中身を膨らませ

て考えていく余地があるように思います。 

また、⑪「学校統合」と⑫「給食費」については学校のＰＴＡ会長を

務めさせていただいている都合からも提案させていただきましたが、提

言案としてよりは問題提起としての意味合いが強いかもしれません。

今、小中学校の統合について非常に話題になりますけれども、たとえば

美郷町では、最終的に小学校３校、中学校１校に統合していくという方

針をきっちり発表して、それについて町民が一丸となって進んでいるよ

うな状況です。しかし、大仙市では、住民の意識と行政主導の学校統合

方針がうまくかみ合っていないように見受けられます。いずれにせよ、

しっかりとした統合計画を市民に示した上で学校統合を進めていくべ

きではないでしょうか。 

⑫「給食費」については、何年か前にマスコミで報道されて以来、世

間的に認識されるようになりましたが、大仙市でも給食費未納問題が大

きくなってきているのが現状です。これについても、どこかで歯止めを

かけなければいけないのかなと思います。徴収方法ですとか、ルール作

りも含めてそろそろ真剣に考えていかなければならないのではないか

と思いす。 

 

判田会長：  ただいま、提言案について補足説明していただきました。 

皆様の意見をまとめますと、提言案の項目①、②、③にもう１つか２

つを付け加える方向で検討するということになるかと思うのですが、ど



 

 

10

ういった進め方がよいか、皆様からご意見をいただきたいと思います。 

 

伊藤トシ子委員：  私が提案した内容については、②「まちづくり」の項目に含まれてい

ますが、提案のもともとの意味合いとしては、それぞれの事業の中で完

結しがちである地域枠予算を活用した事業について、一つ一つの事業を

結ぶ形で輪を広げていくことができないかというものでした。そういう

意味では、私の提案も②「まちづくり」の中に入ってくるということで、

ひとまず議論を進めていけば１つ１つの内容は違っていても、つながっ

てくるところが必ずあるのではないでしょうか。 

 

伊藤八重子委員：  私も同じように思います。１つ１つ違うもののように見えますが、話

し合っていくうちに、きっと様々なテーマが絡んでくると思います。 

たとえば、⑨「花火」がありますが、私が携わっている「のびのびら

んど」には、色々な人がやってきて花火ついて質問します。私たちも限

られた知識の中で一生懸命説明しますけれども、全国一といわれる花火

競技会の解説を専門家でない人間がするのもどうかなと思うこともあ

ります。こういった問題もつきつめていけば大曲全体を盛り上げていく

という議論ですので、②「まちづくり」の中に含まれるという解釈もで

きるかと思います。ということで、あえて項目にこだわらずに、④～⑫

も自然に取り入れていく余地があるように思います。 

 

判田会長：  ただ今、伊藤八重子委員から全体的な視点で柔軟に考えていけばよい

のではないかというご意見をいただきました。その他これからの進め方

に関してご意見がある方はお願いします。 

 

挽野委員：  地域協議会の役割を考えるという意味合いではないのですが、地域協

議会の一番の目的が何かということになれば、やはり地域住民の市政へ

の参画をサポートしていくということになるのではないでしょうか。そ

の結果として、市民と行政による協働事業の展開といった方向に進んで

いくのであれば理想的なのかなと思います。 

地域協議会で話し合うテーマについて制約があるわけではないです

が、テーマによっては市で専門的な審議会を設けた方がよいでしょう

し、あるいは専門家集団で議論していただくほうがよい場合もあるので

はないかと思います。ここに上げられた提言案は素晴らしいものばかり



 

 

11

ですが、地域協議会らしさを出すという観点からすれば、選択すべき項

目についてもおのずと限られてくるのではないでしょうか。 

 

判田会長：  挽野委員から貴重なご意見をいただきました。すぐに結論を出すこと

はできないとは思いますが、今後の進め方について方向性が定まってき

たのではないでしょうか。事務局から補足説明がありましたらお願いし

ます。 

 

事務局： 

（福原副主幹） 

 可能であれば、次回開催する協議会からグループ討議を開始できれば

と思っていました。基調となるテーマとグループ編成の方法について今

決めることができれば、次回から具体的な議論に入っていくことができ

ると思います。本日の議論の中で、①、②、③を基調として他の要素を

加えながら詰めていくというような結論となりましたが、事務局として

も問題ないように思います。プラスアルファの要素についてですが、た

とえばご意見にあった、④「県外連携」と⑤「外部人材」をまとめて１

つの項目とし、議論する中で広げていくといった方法も可能ではないで

しょうか。 

 グループ編成に関しては、委員が１７人いますので、４人ないし５人

くらいで１つのグループを作ることになるかと思いますが、グループの

編成方法についても委員の皆様のご意見をおうかがいしたいと思いま

す。 

 

藤谷委員：  先ほど、１つの提言案につき１つのグループを作って作業を進めてい

くというお話がありましたが、提言項目が増えれば増えるほど１グルー

プに割り当てられる人数が少なくなってしまうのが気になります。常に

全員が参加した状態で議論を進めていくのも難しいと思いますので、１

グループあたりの人数が少なくなりすぎるのも問題ではないでしょう

か。 

 

小松課長： 

（総合政策課） 

 おっしゃるとおりだと思います。 

たとえば、４つの提言項目を立てるとすれば１グループあたり４人で

議論することになると思うのですが、その人数で進めていくのは厳しい

ものがあるように感じます。４つの項目を立てるということを優先する

ならば、１グループで２つの項目を担当することとして、２グループで

作業を進めていく方がよいのではないでしょうか。 
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判田会長：  これまで議論していただいたことをまとめますと、２グループ編成で

それぞれ２項目程度を担当し、項目についてもあまり厳密に考えずに次

第に詰めていくといった進め方がよいということになろうかと思いま

す。問題がなければ、次回の協議会からはこのように進めさせていただ

きます。グループ編成については、事務局に編成方法を含めて案を作成

していただきます。 

 

事務局： 

（福原副主幹） 

 あまり人が少なくならない程度にグループを作り、話し合いをしてい

くという方針で進めさせていただきたいと思います。本日、欠席されて

いる委員が７名いらっしゃいますので、今日の話し合いの結果を皆様に

お示しした上で、次回の協議会までに、ある程度グループ分けができる

よう段取りをさせていただければと思います。 

 

４ その他 

 

判田会長：  最後に、その他に入ります。事務局から何かありますか。 

 

事務局： 

（福原副主幹） 

 会議の冒頭に組合病院の改築関係を含めた今後の動きということで

ご説明させていただきましたが、ご質問などがあれば随時、事務局まで

お知らせください。担当の重点政策推進室と調整した上でご回答させて

いただきますのでご了解いただければと思います。 

 

・事務連絡２件 

① 地域協議会委員に依頼する職員マナーアンケートについて 

② 施設研修について 

 

 

判田会長： 委員の皆さんから何かありませんか。 なければ、これを持ちまして、

本日の会議を閉じさせていただきます。長時間にわたりご苦労様でし

た。 

 

終 了 時終 了 時終 了 時終 了 時 間間間間    20:20:20:20:11110000    
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