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平成２３年度第２回大曲地域協議会会議録 

 

日 時 平成２３年７月１２日(火)１８：３０～ 

場 所 大曲庁舎３階大会議室 

 

出席委員(１５名) 

 伊藤トシ子 委員 伊藤八重子 委員 加賀谷早苗 委員 齋藤靖 委員 境一孝 委員 

佐藤啓子 委員 髙橋かおる 委員 髙橋祥一 委員 竹村信雄 委員 判田勝補 委員 

挽野実之 委員 藤谷弘志 委員 本間和也 委員 三浦尚 委員 渡部淳一 委員 

 

欠席委員(２名) 

 佐藤美智子 委員 松塚智宏 委員 

 

事務局（大仙市企画部総合政策課６名） 

 小松英昭 総合政策課長 五十嵐秀美 主幹 高橋正人 副主幹 高山知洋 主査 

 山﨑哲央 主任 小山田雄弥 主事 

 

次第 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．議題 

（１）会議録署名委員の指名 

（２）地域枠予算の申請について 

（３）市への提言に係る回答について 

（４）市への提言（案）について 

４．その他 

５．閉会 
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１ 開会 

総合政策課 五十嵐秀美主幹  

 

 

２ 会長あいさつ 

判田勝補会長： それでは、開会にあたりまして、一言申し述べさせていただきます。

今日は、委員の皆様それぞれ何かとお忙しい中、協議会に出席いただき

まして誠にありがとうございます。今年は非常に災害の多い年でありま

した。１月には大雪によりまして農作物や果樹などへの被害がありまし

たし、また３月には東日本大震災という非常に大きな被害を出しており

ます。先月は集中豪雨ということで雄物川あるいは玉川周辺の農作物へ

の冠水、そして何よりも大曲駅前周辺で避難が出されるなど被害を受け

ております。都市計画によりまして作りましたこの駅前周辺もこうした

想定外の水害には大変弱いということを改めて浮き彫りにしたような

格好でございます。 

さて、今年の梅雨入りは６月１５日ということで例年より若干早かっ

たわけでございますけど、昨日あたりには梅雨明け宣言が出されており

ます。いよいよ今日から夏本番で暑い日が続くようでございますけど

も、今年は全国的に節電ということでエアコンの使用あるいはいろいろ

な冷房につきましても、官公庁はじめ商店街も含めまして大分節約のム

ードが漂っているところでございます。こうした中、今年の夏も厳しさ

が予想されますので、委員の皆様には体調管理に十分注意されまして、

夏を乗り切っていただきたいと思います。 

本日の協議案件は、地域枠予算７件と、大仙市へ対する提言というこ

とで盛り込まれておりますので、委員の皆様の慎重なる審議をお願い申

し上げまして、一言簡単ですが開会のあいさつとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

 

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。） 

議題議題議題議題（（（（１１１１））））    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    

判田勝補会長： 会議録署名委員は伊藤八重子委員と三浦委員にお願いいたします。 



 3

議題議題議題議題（（（（２２２２））））    地域枠予算地域枠予算地域枠予算地域枠予算のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

高橋正人副主幹： 【資料１・参考資料により書面審査結果及び採択事業実施状況につい 

て報告】 

①大仙・おばこ大曲花火米研究会 

「大曲花火米・地域資源普及啓発プロジェクト事業」 

賛成１５名、反対０名、（事業関係委員２名を除く）により採択 

②のびのびらんど 

「のびのびらんど花火うた大会（第７回花火川柳大会）」 

賛成１６名、反対０名、（事業関係委員１名を除く）により採択 

 

【資料２により今回申請事業について説明】 

 ①ミュージックサークル大仙 

 「ミュージックカーニバル大仙」 

 ②町口町内会 

 「部落会館前舗装事業」 

 ③曲陽会 

 「古四王神社見学会」 

 ④船場町二丁目住民連絡協議会 

 「船場町二丁目会館前舗装事業」 

 ⑤百梅クラブ 

 「地域交流線香花火大会＆梅の種飛ばし大会」 

 ⑥大仙若者会議 

 「ミニ FMラジオを利用したイベント実施事業」 

 ⑦四ツ屋地区コミュニティ会議 

 「四ツ屋地区コミュニティ活性化事業」 

 

大仙若者会議： 【資料２により事業内容について説明】 

 

判田勝補会長： ただいまの説明につきまして委員の皆様からご質問ございませんか。 

 

伊藤八重子委員： のびのびらんども使っていただいてありがとうございます。大歓迎な

のですが、この日は土屋館わいわい広場になっておりますが、そこら辺

の打合せは商店街となさっていらっしゃいますか。 
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大仙若者会議： はい、商店街の方と打合せで何度か話し合いをさせていただきまし

た。商店街の方からは、場所の提供、昼食の提供のお話をいただきまし

た。場所は各店舗で行われるということ、案内・最終の集合については

のびのびらんどさんをぜひご利用させていただきたいということを商

店街の会長さんそれから会員の方にお伝えいたしました。そして昼食に

関しましては、ちょうど土屋館わいわい広場が行われる日ですので、こ

ちらで出される食事を食券で子どもたちにも召し上がっていただくと

いう形で納豆ラーメンまたは流しそうめんという案が出ており、食事の

内容はまだ確定できていませんが、ご提供いただけるということでお話

をいただきました。 

 

伊藤八重子委員： 食べる場所ものびのびらんどを使われるということですか。それとも

自由に好きなところ、のびのびらんどに来ても良し、外で食べても良し

ということですか。 

 

大仙若者会議： 基本的には、子どもたちの帰りがばらばらになりますので、各自のび

のびらんどで食べる子もいるでしょうし、ほとんどの場合は外の土屋館

わいわい広場の会場で食べるという形になります。また、雨天の場合に

はもしかしたらのびのびらんどさんの方を利用させていただく形にな

ると思います。その件につきましては、また商店街との打合せで詰めた

いと思います。 

 

伊藤八重子委員： やっぱりあの中でたくさんの子どもたちや人が食事をするというこ

とになりますと、当番の人たちも黙って見ていられなくて、手を貸した

りお掃除をしたり大変なので、そこら辺を前もって分かっていれば私の

方から当番にお願いしておきますので、わかりました、どうぞ頑張って

下さい。 

 

大仙若者会議： よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

判田勝補会長： 他にございませんか。 

 

挽野実之委員： これは大仙市内であればどこでも聞こえるということですか。 
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大仙若者会議： 残念ながら駅前周辺のみとなります。もし大仙市内全域に流すとなり

ますと無線の免許等の問題も発生しますし、大きな機材を導入してとい

う形になりますと金額的にもかなり上がってまいりますので、今回は商

店街ということで企画をさせていただいております。 

 

判田勝補会長： 説明はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

判田勝補会長： ただ今新規事業のご説明をいただきましたので、これより協議をして

まいりたいと思います。最初にミュージックサークル大仙からの申請事

業については、いかがでしょうか。 

 

藤谷弘志委員： その前に一つ教えて下さい。内容にとやかく言うのではなくて、例え

ば今のように限定される場合、地域枠予算の活用はどういうふうになる

のか。普通であれば誰でも参画できるようなもので使いたいという状況

だと思いますが、商店街のみという限定があるようですが、その辺を事

務局から地域枠予算の使い方について教えて下さい。 

 

高橋正人副主幹： 今回の申請につきましては、大仙若者会議による申請ということで、

駅前周辺の活性化それから子どもたちを集めてその体験ということか

ら地域はある程度限定されるということがございますが、参加者の方々

を考えるとある意味広い範囲での地域活性化につながるという形で考

えてございました。期待される事業の効果として、子どもたちの職業観

の育成でありますとか、地域の内容を知ること、それから駅前周辺商店

街の活性化をもたれることそういったことが期待されるということか

ら地域枠予算に合うのではないかというふうに考えてございます。 

 

判田勝補会長： それでは応募番号１番のミュージックサークル大仙から申請があり

ました事業について、これより採決を行いたいと思います。賛成の方は

挙手を願います。 

 

挙手１５名 

 

 ありがとうございます。全員賛成ですのでミュージックサークル大仙

からの申請事業につきましては承認することに決定いたしました。次に
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応募番号２番の町口町内会から申請がありました事業につきまして賛

否を確認したいと思います。賛成の方は挙手を願います。 

 

 挙手１５名 

 

全員賛成ですので町口町内会からの申請事業につきましては承認す

ることに決定いたしました。次に応募番号３番の曲陽会からの申請事業

についてでありますが、後援の承認も一緒にお願いしたいということで

ございましたので、これにつきましても賛成の方は挙手を願いたいと思

います。 

 

 挙手１５名 

 

ありがとうございます。全員賛成ですので曲陽会からの申請事業につ

いて、そして後援につきましては承認することに決定いたしました。次

に応募番号４番の船場町二丁目住民連絡協議会からの申請事業につき

まして賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 挙手１５名 

 

ありがとうございます。全員賛成ですので船場町二丁目住民連絡協議

会からの申請事業につきましては、承認することに決定いたしました。

次に応募番号５番の百梅クラブからの申請事業につきまして賛成の方

は挙手をお願いします。 

 

挙手１５名 

 

ありがとうございます。全員賛成ですので百梅クラブからの申請事業

につきましては、承認することに決定いたしました。次に応募番号６番

大仙若者会議からの申請事業について賛成の方は挙手を願います。 

 

 挙手１５名 

 

ありがとうございます。全員賛成ですので大仙若者会議からの申請事

業につきましては承認することに決定いたしました。最後７番四ツ屋地

区コミュニティ会議からの申請事業につきまして、賛成の方は挙手をお
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願いいたします。 

 

 挙手１５名 

 

 

ありがとうございます。全員賛成ですので四ツ屋地区コミュニティ会

議からの申請事業につきましては承認することに決定いたしました。 

続きまして議題３に移ります。 

 

藤谷弘志委員： ちょっとすみません。議題が進む前に一つ質問させていただいてもよ

ろしいでしょうか。今の内容ではありません。会長がヒアリングの在り

方について、新規だけというお話で、今回新規の方だけが見えられまし

た。前回のときは、我々委員が発表するということはうまくない、それ

から、全部がヒアリングを受ける、そういう話で進んでおりました。 

私個人的には、何度となくヒアリングはいいじゃないか、書類上通っ

ていてそして我々がこの中で問題が起きた場合は呼んだらいい、という

話で来た経緯があります。 

前回の場合は、その団体について我々委員が悩みに対するアドバイス

をするといったところも多々あったように思いまして、来られた方も最

後はかえって良い勉強になったなというところで帰っていただいたよ

うに思いました。 

今回の内容を見ても、年々参加者もしくは来てくれる方が少ないとい

う悩みを訴えているところがありました。そうすると、おそらくこの委

員の中からアドバイス的なところが多分あるやに私期待しておりまし

た。しかしながら冒頭、会長からはヒアリングの在り方はあくまで新規

だということで話がありましたが、そういう一転二転した経過について

ご説明いただければ大変ありがたいなというふうに思います。 

 

高橋正人副主幹： 今回の説明の体系にいたしましたのは事務局からの提案でございま

した。みなさんご存じの通り、前回非常に待たせてしまったというよう

なこともありますし、継続的な事業もあるということから、事業の説明

を頂くという観点から申しますと、新規の部分のみで足りるのではない

かというふうに考えて、会長さんにお願いしたところでございました。

今回はこういう考えで進めたものでございます。 

また、今後の在り方については、地域枠予算のこういったプレゼンと
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いう形で行ったのは今回が 3回目でございますので、このあと皆様のご

意見を伺いながら定着した形に持って行ければと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

伊藤八重子委員： 私前にも言いましたけど、手を挙げるとき非常にためらいます。よく

分かっていないのに手を挙げたりしているなと自分ですごく苦しみな

がら手を挙げております。ですから、こういったプレゼンがあると非常

に話も分かるし見えてきます。この前は待たせたことでお叱りを受けま

したけども、それはこちらの運営を気をつければいいことで、やはりで

きれば当事者からある程度アピールなり悩んでいることなりをお話し

ていただければ、何か力になれることがあるのではないでしょうか。た

だ手を挙げて賛成するだけではないといつも思っております。 

全部をお話していただくのは大変かもしれませんが、今回の大仙若者

会議に関してもお話があるとすごく良く見えてくるんですね。のびのび

らんどを使っていただいたりしているので、具体的にこういうふうなこ

とでご協力しましょうとできます。やっぱり私たちはただ賛成、反対だ

けではなくて、人が集まらないようなところになるべく人が来るように

ピーアールしてあげたり、何か力添えしてあげるのも務めなのではない

かといつも思っております。私の感想みたいなものですが、以上です。 

 

藤谷弘志委員： 書面で挙がってきている場合も多々ありますよね。その場合は書類で

マルバツをつける。そうなってくると一貫性がないですよね。だから、

今回みたいに新規なら新規をやる。 

だけども本来大事なのは、継続して毎年挙げる団体について、去年と

比較してどうなのかというその突っ込みに非常に興味があるんですね。

そうだとすれば、昨年と同じ内容で、必要がないものもあるのではない

かと思ったものも結構あります。 

けれど、今回のように新規だけだとすれば新規だけにし、みなさんの

意見を聞いてまた前に戻るとなってくると、大曲地域協議会だけがこう

一転二転して、非常に不安なところがあります。ただ、会長が事務局の

方との話し合いの中で新規でやるという判断にしたということであれ

ば、これはこれで私賛成です。 

 

挽野実之委員： 継続事業に関しては、継続していただいてそれで成果が出ていればい
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いなと思うのですが、伊藤八重子委員が言われたとおり疑心暗鬼で手を

挙げているものもございます。結果がどうなったのかというところが非

常に我々の知りたい部分で、補助金を有効に使っていただいてよかった

なという今日のような報告資料が出てくればいいのですが、一年経って

また同じ事業が申請されているというときに、去年はどうだったのか、

おととしはどうだったのか、継続してどういう成果があったのかという

一言が欲しいです。例えば、去年あたりまでは新聞記事とかそういうも

のをコピーして皆さんに配って、地域枠予算を有効に活用してこういう

事業がなされていますとか、こういう成果がありましたとか報告されて

いました。別にプレゼンまでは要求しませんけども、もしよければ、せ

めて継続事業に関しては、昨年どういう成果があったとか、こういう盛

り上がりがあったイベントだったとか、写真も入れてくれたりすると、

では今年も頑張って下さいと自信を持って手を挙げられると思います

ので、そのあたりを配慮していただければと思います。 

 

判田勝補会長： 事務局には今後そのような対応をお願いしたいのですが、いいです

か。 

 

高橋正人副主幹： 今後については、プレゼンも含め、昨年度の事業の状況を添付するな

り対応を考えていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いしたい

と思います。 

 

境一孝委員： 現時点で大仙市は予算をどれくらい使っているのですか。前よりも大

分件数が多くなっているようなのですが。トータルでどれぐらいなので

すか。 

 

高橋正人副主幹： 大曲地域におきましては、大枠としては１，０００万円ございますが、

昨年度で６３０万円程の事業に使われてございます。毎年少しづつでは

ございますが増えてございます。また、他の地域につきましては５００

万円ちょっとの枠をそれぞれ持っておりますが、ほとんどが９０パーセ

ントを超える事業の執行率となってございます。 

 

境一孝委員： それは非常に好ましいことだなと思っております。事業ができた時点

で、いずれ１，０００万円近くなるのではないのかなという気がしてお
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りました。知らないときはまだ余裕があると言っていたけれど、だんだ

ん件数が増えてくると、長くやっているところがやれなくなるのか、１

０年、２０年も続けていくのか、様子を見ながら考えていかなければな

らないときが来るのではないのかなという気がします。そのときに、ど

れを残して生かしていくのかという非常に難しい問題が発生してくる

と思います。予算がないからできませんではなく、やはり自立できるよ

うな団体にしていくということが自立した大曲、大仙市をつくるのに必

要なことではないのかなという気がします。 

ただ、今の流れから言うと１，０００万円が１，５００万円になり、

２０年、３０年したら２，０００万円になるという可能性はあると思い

ます。良いことは何でも進めればいいのか。本当に先を見据えた地域づ

くりをしていかなきゃいけないなと私はかねがねそう思っております。

いつまでもパンとサーカスではいけないなと思います。その辺を考え

て、いろいろ暗中模索しながら進んでいければ良い地域ができるのでは

ないのかなという気がします。よろしくお願いします。 

 

議題議題議題議題（（（（３３３３））））    市市市市へのへのへのへの提言提言提言提言にににに係係係係るるるる回答回答回答回答についてについてについてについて    

高橋正人副主幹： 【資料３により各課からの回答について説明】 

 

議題議題議題議題（（（（４４４４））））    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    

高橋正人副主幹： 【資料４により委員から提出された提言事項について説明】 

 

判田勝補会長： 何か提案された方から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

藤谷弘志委員： 多分３と４は私の内容だと思います。ただ、提言についていつも思う

のですが、地域協議会というのは行政、市長から、例えばこれについて

という共通テーマを設けていただいて、まずそれを８地域で討議する。

そしてそのほかに各地域で何かやっぱり重要なもの、そういうものを取

り上げて提言する。 

私が常々思ってきたのは何でかと言いますと、今学校の統廃合関係で

その空き教室をどうするか、ある地域ではそれを地域協議会の方で一生

懸命やっている。地域は別になりますが、自分がこの大曲に住んでいて、

学校はこのように活用した方がいいのではないかと意見具申した経緯

もあります。そうすると、他の方から見て非常に具体的な意見が出され
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るというケースが往々にしてあると思います。そういう意味からする

と、我々協議会のメンバーが、市民参画の中で何をどうするかという意

見具申ができていないと思います。ですから、共通テーマを８地域に投

げ出して、それを真剣がくがくと行った方がぼやけないで意見具申がで

きるのではないかと思います。 

３と４をなぜリストとして挙げたかというのは、市民アンケート結果

がこの２つに絞られていて、我々がほんとにやるのであればそれを意見

具申するべきではないかという形で書かせていただきましたが、むしろ

逆にこういうのはどこも取り組んでいるといったことも当然あると思

います。市への提言事項の回答と同じで、みんな回答ができあがってく

ると思うんですね。そういうことであれば、何を我々にやってほしいか

という共通テーマで、この地域協議会がある程度軌道に乗りつつあると

私思いますので、そういったところをやっていった方がぼやけないでい

いのかなというあくまで意見です。 

 

高橋正人副主幹： 今のご意見につきまして、平成２１年から２２年にかけましては全地

域共通した「地域公共交通」といったテーマで皆様からご提言をいただ

いた経緯もございます。ただ今年度につきましては、すでに始まってい

るという状況もあります。他の地域協議会についてもまた同じように始

まっているという状況にあります。途中から統一したテーマを投げかけ

るということが可能かどうかというふうに考えますと、ちょっと難しい

部分があるかと思われますので、その点につきましては来年度に向けて

いろいろ協議をしながら、その間に例えば地域公共交通のような共通と

なる課題でありますとか、問題でありますとかそういうことも出てくる

ことがあるかと思います。その辺を共通の提言といった形で進めること

は可能かと思いますので、そのように協議してまいりたいと思います。

今回の提言につきましては皆様からまだまだご提案をいただきながら、

その中で協議会として検討するべきものを皆様で協議していただくと

いうことになろうかと思いますので、その際はよろしくお願いしたいと

思います。 

 

伊藤八重子委員： もう少しみなさんざっくばらんに普段思っていることをどんどん話

した方がいいと思います。 

２番のボランティア教育というのは私が提案したのですが、１番のよ

うに例えば資料館をつくる、観光案内所をつくる、お土産を売るところ
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をつくる、これも確かに大事なことですが、私が７年間ボランティアを

やってみて特に感じているのは、人を育てるということが本当に大事な

ことだということです。のびのびらんども７年目になりますと、始めは

意欲に燃えていた人が辞めていくということもたくさんあります。だけ

ど不思議なことにまた一生懸命やっていますと入ってきてくれる人が

いて、なんとかかろうじて青息吐息でやっているところでございます。 

今被災地には大変素晴らしいボランティアや団体が行っております。

そういうことで人の役に立ちたいという気持ちは誰にでもあると思い

ます。でもただその気持ちだけではなかなか続かない。１年に１回か２

回の行事に参加して、弁当を届けたり、老人ホームを慰問したりそれも

決して悪いとは言いませんが、毎日やるというボランティアは本当に大

変なことでございまして、人を育てていかないと続かないということを

感じております。 

そんな意味で、市からも被災地の応援だけではなく、こういう普段の

まちづくりのボランティアに対しても教育と言えば大げさですが、何か

そこに市でも応援していることがあったらいいなと、そういう願望で２

番は私が提案いたしました。皆さんもどうかこの次まで、ただ建物を建

てるとか、舗装するとか、道を作るとかそういうことだけではなく、み

んなで知恵を出し合って人を育てて行けたらいいなと思っております。 

 

伊藤トシ子委員： この提言リストの１番は私なのですが、こういう書き方になっている

といかにもこれだけの施設をつくってほしいというふうに受け取られ

るのではないかと思ってさっきから見ていました。私は大曲、大仙市を

元気にするにはどうしたらいいかという視点から考えさせていただき

ました。 

県外から来たお客さんは、大曲に来た場合に行くところがないとみな

さん言います。確かに、花火を展示しているところもある、観光のお土

産のところもある、でもみんなちょこちょこで拠点となるような場所が

ないのではないか。 

いろんな情報がたくさん発信されています。いろんなマップガイドが

出ているのも分かります。私の中のイメージとしては、例えば道の駅遠

野風の丘のように、とにかくあそこはすごい人が入ります。いろんな情

報がそこから出るし、いろんな物産もそこから買ってもらえるし、そこ

を拠点にしていろんなところに行けるし、というそのような観光の拠点

になるような場所が１つあれば、もっと花火に関する今までの歴史を展
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示したり、ビデオで紹介したり、大会の成績を展示したり、そういうこ

とができるのではないかと思って書かせていただいたようなしだいで

す。 

駅前のところを病院を中心にしてということでしたが、そこを中心に

してイベント広場というのはどうなんだろうというようなものが私の

気持ちの中にありまして、駅前の活性化と観光の目玉としてのイベント

広場というのが共通なのかなというのが私の思いです。ただ、そういう

観光の拠点となる施設とイベント広場が１つになっているという状態

であれば、もっといろんな人たちが集まれるのではないかという思いで

提案させていただきました。 

さきほど伊藤八重子委員がおっしゃったように、私もここに来て反対

する理由もないし、賛成すると言っても諸手を挙げて賛成しているとい

うわけでもなく、継続事業も全く地域枠予算をあてにした事業だったら

本当にこれがなくなったときに事業は一体どうなってしまうのだろう、

自分たちの資金というのもやっぱり考えていく必要があるのではない

かということを思いながら参加させていただいております。 

 

境一孝委員： この提言というのは必ずしも実行される可能性があるとは思えない。

それと現在のみなさんが住んでいる大仙市大曲はみなさんが今までつ

くってきたのだからこれは皆さんに責任があると思います。これからも

そうだと思います。本当に皆さんがこの住んでいる街を良くしたい、何

をもって良くするのかその辺をはっきりしないとまちづくりはできな

いと思います。今、いろんなことを提案しても本当にできる可能性のあ

るものはないと思います。強いて言うならば、除排雪の充実と整備が一

番可能性が高いと思います。他の３つはなかなか難しい問題です。その

辺を考えて責任ある行動、態度をしてもらえばもっともっといい街にな

ると思います。 

 

藤谷弘志委員： 要するに、提言を出すと今まとめてくれた内容になってしまいます。

そうだとすれば、市の中でもプロジェクトチームを作って、地域協議会

にも同じテーマで審議してもらおうという方が、我々は本気でいろいろ

な情報を収集して臨んだ結果、みんなの意見が集約されてくると思いま

す。それぞれの人間の経験で話が出てくる。 

我々は一般市民の目線の立場で一つのものを真剣に捕まえてきたつ

もりです。だけどもこうやって頑張ってきたものが「努めてまいります」
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と出されるとね。我々のやったことが無駄だということを言うのではな

くて、この提言というのは、意見は吸い上げてもらえなかったけどもい

い話が聞けたな、これが少しでも届けばいいなと、そういう気持ちにな

れば満足すると思います。 

なんでもかんでも出せと言っても、できるわけないと言ってカットさ

れるとむなしさだけが残ります。ですから、大曲地域協議会の場合は、

事務局の方から、市民の目で何と考えるのかこれを検討してくれという

情報があればそれをやっていこうと。だから決して大きなテーマでなく

ても小さなテーマでもみんな意見ができて、それから自分がわからなけ

ればいろいろなところへ飛び込んでいって情報を仕入れてくる。こうい

うことが大曲地域協議会に必要ではないかなと思います。とういうこと

で私のこの３と４は、一般市民の声もあるけれども、これも行政が一生

懸命取り組んでいる内容です。でも今現在はできていません。でもそれ

を我々がやれと言ったっておそらく無理な話です。というようなことか

らすれば、むしろそういうアドバイスがあったほうが良いのかなという

感じです。 

 

渡部淳一委員：  何か頼んでもやらないという前提の答えが出てくる。中にはそういう

人ばかりでなくているのだけどもやらないための理由を一生懸命喋っ

ているというように感じています。 

 

境一孝委員：  私は、この大曲、大仙はとりもなおさず人づくりからで心の勉強が優

先だと思います。人を敬う心、人を理解する気持ちをもたないといけま

せん。みんな平等に意見を出し合って、いい街をつくっていく方向に持

っていかなければなりません。 

職員も大事ですが、民力を上げないことには市の職員も動きづらいと

思います。みなさんの今までの結果でこういう街になっているのだとい

うことを自覚していただければ、大曲、大仙がひらけてくると思います。

よろしくお願いします。 

 

伊藤トシ子委員： 提言について答えが分かっていても、いろんな意見が出て、いろんな

アイディアが出るということは必要なのではないかと思います。全て答

えが分かっているのだったら、こうやって会議を開く必要はないです

し、いろんな人がいろんな立場からいろんな意見を出して、これは必要

だなとか、これはどうにかならないのかなとか、みんなで練っていくと
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ころに参加型の市政というものがあると思うのですが、いかがでしょう

か。 

 

藤谷弘志委員： 我々地域協議会は委嘱を受けてずっと頑張ってきていますよね。だか

ら原点に戻ると、我々は何のために任命されて、何の仕事をするのか、

やっぱりそこだと思うんですよね。そこのところが、案外ぼやけ気味に

なってきているところがあるので、会長には我々地域協議会の任務がこ

こだよといったところをもう一度スッキリさせていただいて、意見が通

る通らないかは別としても、みんなが共通認識を持ってそれに向かって

いく、そういう会に私は持っていってほしいと思います。やはり大曲は

基本に則ったやり方をしているなと、そういう活動を会長のもとでみん

なが一本に向かっているなと、そういう会にもう一度戻していただけれ

ば大変ありがたいなと思います。 

 

判田勝補会長： 大変ありがとうございます。ぜひそういう方向で進めさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

４ その他 

  （特になし） 

 

 

５ 閉会 

判田勝補会長： これを持ちまして本日の会議を閉じさせていただきたいと思います。

長時間にわたりまして大変ご苦労様でございました。 

 

終 了 時終 了 時終 了 時終 了 時 間間間間    ２０２０２０２０：：：：１０１０１０１０    
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