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太田地域協議会会議録 
 

 

◆日 時：平成19年６月28日（木）午後１時30分～ 

◆会 場：太田文化プラザ「多目的ホール」 

 

 

◆協 議 

       今後の地域協議会について 

 

 

◆出席した委員の氏名 

 出席委員 16人 

  伊藤昭子、大信田弘喜、大信田康雄、加藤 進、草彅太郎、倉田良子、小松一男 

  小松 誠、野中シゲ子、鈴木弘之、鷹觜信行、田口誠毅、田口良平、福原榮司、 

藤澤由希子、藤原鈴司 

 

 欠席委員 ２人 

  今野勝代、髙橋美佐緒 

 

 

◆職 員 

  大信田 哲 男（太田総合支所長） 

  髙 橋 共 男（地域振興課長） 

  高 貝 清 一（地域振興課参事） 

小 松 明 彦（地域振興課主査） 

細 井  誠 （地域振興課主任） 

野 中  舞 （地域振興課主事） 

 

（午後３時30分開会） 

 

○髙橋共男地域振興課長（以下「課長」と表記） 

  ただ今から、平成 19年度、第１回太田地域協議会を開催いたします。本日の協議

会は、委員の２分の1以上が出席されておりますので、大仙市地域自治区の設置等に

関する条例第９条第３項の規定により本協議会は成立したことを報告いたします。 

  なお、佐々木ミネ子委員の後任であります、野中シゲ子新委員には、10番席にお

座りいただいております。 

  始めに、野中委員に委嘱状を交付します。交付は、太田総合支所長、大信田が行い

ます。野中委員はその場にお立ち願います。 

  （辞令を交付） 
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  ありがとうございました。野中委員には、これからもよろしくお願いしたいと思い

ます。 

それでは、開会にあたり、太田地域協議会・加藤会長からごあいさつをお願いいた

します。 

 

○加藤進会長（以下「会長」と表記） 

  お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

  昨年度の地域協議会を振り返りますと、地域枠予算の審議に始まり、その審議に終

わったと言っても過言ではないと感じています。 

  地域枠予算の審議だけでは、少し物足りないと感じておりましたが、本日の協議案

件になっていますが、今後の地域協議会のあり方について、皆さんのご意見を伺いな

がら、運営していかなければならないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   

○地域振興課長 

  ありがとうございました。次に、大信田太田総合支所長がごあいさつを申し上げま

す。 

 

○大信田哲男太田総合支所長（以下「総合支所長」と表記） 

本日は、暑い中ご出席いただきありがとうございます。 

  さて、合併前から５年をかけて進めて参りました「町史編さん事業」もこのほど終

了し、全戸配布する予定です。ぜひ読んでいただきたいと思います。 

  今年は国体の年です。自転車競技やデモスポ競技としてグラウンド・ゴルフ大会が

行われますので、委員の皆さんからもご協力くださるようお願いいたします。 

  最後になりますが、前回の協議会で、鈴木委員から要望のありましたＡＥＤ、自動

体外式除細動器ですが、配置が今般の6月定例議会で議決されました。太田地域にも

一部配置になります。総合支所、東・南・北小学校、中学校に各１台、教育委員会太

田分室に携帯用が２台配置される予定であることをご報告しまして、あいさつに代え

させていただきます。 

 

○課長 

続きまして、総合支所長が地域振興課職員を紹介します。 

 

  （総合支所長が職員を紹介） 

 

○課長 

それでは協議事項に入ります。進行は、会長にお願いいたします。 

 

○会長 

  それでは、協議に入りますが、本日の会議録署名委員を私から指名させていただき

ます。鈴木弘之委員と、委嘱早々申し訳ありませんが、野中シゲ子委員よろしくお願

いします。 
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  また、会議録作成上、質問やご意見等、発言される際はマイクを使用してくださる

ようお願いします。 

  本日の案件は、協議事項として「今後の地域協議会のあり方について」です。これ

については、資料を皆さんに事前に配布しておりますが、事務局から簡単に説明して

くださるようお願いします。 

 

 （配布資料に基づき、事務局が説明） 

 

○会長 

  はい、ありがとうございました。 

  今後の地域協議会について議論していただきますが、一つ目は、地域協議会委員が

まちづくりに関して意見を述べる場を設けていただくということですが、どのような

形になるのか若干説明してください。 

  二つ目の地域協議会が「地域振興計画」を策定するということですが、イメージは

図示されていますが、これも、もう少し説明願えればと思います。 

   

○事務局 

  先ほどの総合支所長の話にありましたが、昨年度の地域協議会で協議会委員がＡＥ

Ｄの設置に関して要望し、今回実現したような感じではないかと考えております。 

  ただ、例えば年度末とか年度始めに限るとか、時期に関しての縛りはなく、意見が

ある場合その都度述べてくださいということです。 

  回答が必要になると思いますので、協議会前に事前に文書で述べるか、次の協議会

で回答という感じになるかと思います。 

  また、地域協議会に合わせなくとも、委員や市民の声（意見）がある場合は、事務

局である地域振興課まできていただいてという形もとれるかと思います。 

  次に地域振興計画についてです。 

  20年度以降の策定ということですが、地域枠予算とあわせて、単年度ではなく、

長期に考えるということで、太田では、地域の課題をどのように解決していくのかと

いうことをある程度の年数で考えるということです。 

  19年度のように「本予算でつかないから地域枠予算を使う」という発想ではない

方向になると考えます。 

 

○会長 

  はい。具体的に説明していただきましたが、私は、今までとあまり変わらないとい

う印象を受けましたが、皆さまのご意見をお伺いします。何かございませんか。 

 

○大信田康雄委員 

地域振興計画の将来とはいつを指しているのか。現在の実施計画との関係はどうか。

現在の実施計画と協議会が作るとされる振興計画との関係が見えにくいので、再度 

説明願います。 
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○課長 

  実施計画は、ハード部分が大部分でありますが、そこに網羅されなかった部分やソ

フト部分を振興計画に盛り込んでいくという発想です。 

  地域枠予算の500万円も、単年度ごとに使途を決めるのではなく、ある程度計画性

をもって、自立・自治意識を持って使っていただきたいということです。 

  地域のことは地域で振興計画を作って進めていくことが、地域協議会の意義も増す

ものと考えます。 

  実施計画との関係です。計画は、毎年ローリングして、財源の範囲内で進めるわけ

ですが、地域で振興計画を持っていると、実施計画にも財源の許す範囲内で反映でき

るのではないかと考えます。 

 

○大信田康雄委員 

  お話はわかりましたが、振興計画ですから、ある程度のスパンを持った計画を立て、

毎年毎年地域枠をその都度決めるのではなく、市全体の実施計画にあわせて作るとい

うことであれば、いつから、どのように整合をとって市長に提言するという意味の「地

域振興計画」なのか、それとも、必要な事業を地域枠予算で計画的に進めていくため

の計画なのか、その辺をお聞きしたい。 

 

○課長 

  市の実施計画は実施計画として、地域協議会で地域課題を見つけて地域振興計画を

作って、それは別個のものとして、その中で、地域枠予算を使わなければならないも

のには充当していくものとしたいと思っています。実施計画とは別物と思っておりま

す。 

 

○会長 

  私が質問するのはおかしいですが、地域振興計画＝地域枠500万円という考え方で

よいのですか。 

 

○課長 

  実施計画と別個のものですので、地域枠予算で間に合わない場合は、各課等と通じ

て本予算に要求するということと思っています。 

 

○藤原鈴司委員 

  地域振興計画＝地域枠予算ということではないということですね。 

 

○課長 

  はい、そうです。 

 

○藤原鈴司委員 

  そうだとすれば理解できます。地域振興計画を作るために意見を出し合いましょう

と。それとは別に、地域枠予算の使い道を考えていきましょうということですね。本



 - 5 - 

予算での要求も視野に入るとのことですね。 

 

○課長 

  そのとおりです。地域振興計画に、地域枠予算を充当することもでてくるかと思い

ます。地域振興計画が基本になると思っています。地域枠で間に合わない場合などは、

本予算で実現することも必要になるかと思います。 

 

○会長 

  本庁もそういう考えか。 

 

○課長 

  そうです。地域課題の解決に向けた地域枠予算も計画的に使っていただきたいとの

ことです。 

 

○小松誠委員 

  確かに、19年度は本予算でつかないから、地域枠予算を使った面もあります。 

  地域にとって大切なものについては、長期的な視野に立って、本予算での実現も検

討しなければならないし、その辺を地域協議会の中で主張しなければならないと感じ

るが、全然進んでいない感じがします。 

 

○会長 

  一つ目の、地域協議会委員が意見を述べる場を設けるということは、これはこれで

よいことですので、皆さんも賛同していただけるかと思います（「はい」との声）。 

  二つ目の地域振興計画に関しては、あまりにも大げさなような感じがしてならない。

もう少し工夫できないものでしょうか。 

 

○課長 

  名称が問題（大げさ）であるとすれば、まちづくり計画とか地域づくり計画でもよ

いかと思います。 

  地域の課題を出して、予算措置が必要なものには措置していく計画というイメージ

です。 

 

○大信田康雄委員 

  大体の趣旨はわかりますが、地域枠予算を使うがための計画を作れという意味なの

か、地域振興計画を作って、その中で地域枠の 500万とか、（必要であれば）本予算

を実現の手段に使うことを市長に要望する計画を作れということなのか…。 

  今までは、地域協議会で使途を決めて市長に報告する形であったが、「地域振興計

画の作成」という縛りをつけたということですか。 

本予算すべてを網羅した計画を作れということであれば、われわれでは不可能では

ないかと考えます。 

  非常に不透明でわかりにくいので、端的に話していただけませんか。 
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○課長 

  協働のまちづくりを進めるために、地域枠予算があるので、単年度で考えるのでは

なく、計画的に使おうということです。 

   

○会長 

  これまでどおり地域枠予算の執行を事前に計画するという形ではどうですか。 

 

○課長 

  （行政予算は）計画がなければ執行できないものです。ですから、地域枠予算の執

行についても、例えば今年度の計画に集落会館周りの環境整備が盛り込まれています

が、このことについても年次計画で進めるべきではと考えます。 

  地域の課題を解決するための計画があれば（当然そういう発想になるし）地域枠予

算の執行計画にもつながります。 

また、本予算での実現も視野に入れることができるのではないかと思います。不足

するのであれば、地域枠の予算増額も要求できるのではないかと思います。 

  総合支所としては、地域協議会の意義の一つとして、計画を作成し前面に出してい

かなければと考えます。 

 

○大信田康雄委員 

  反対ではないが、まだ理解できません。今一度、説明してください。 

 

○課長 

  地域振興計画があって、地域枠予算があるとイメージしてください。地域枠予算に

あわせて計画をつくるのではありません。地域振興計画実現のため、地域枠や本予算

を使うということです。もちろん、予算なしでできるものもあるかと思います。 

 

○大信田康雄委員 

  わかるが、実施計画や全体予算とのすり合わせは、非常にややこしい感じがします。

今までのやり方でいいから、地域振興計画を作りなさいということなのか、まだ理解

できないので、大変しつこくて申し訳ありませんが、説明してください。 

 

○課長 

  基本的には、市民の皆さんからいただいた貴重な税金（公金）であるので、計画を

立てて計画的に使いましょうということです。先にも申し上げましたが、計画があっ

て予算を使うのが本来の姿ではないかということです。 

 

○大信田康雄委員 

  そこがわからないのです。今までも公金だから計画的にということで地域協議会に

その使途を委ねられたという経緯があって進めてきたと思っています。 

  今度は協議会自らが計画を作りなさいとなると、全体計画や本予算を相当精査し、
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整合性を取る必要があり、非常にややこしいと思います。要は、縛りをつけるという

ように感じます。 

 

○課長 

  当初の地域枠予算の考え方は、本予算で市長が予算調整したものを地域枠で復活さ

せるのは、控えなさいということでした。今年度の地域枠を見ると、本予算で学校花

だんに係る予算がつかなかったから地域枠で対応する、その後本予算で復活したから、

地域枠から削り、別に向けるという流れが見られました。 

  そうではなく、何にしても、計画があり執行できるということをご理解ください。 

 

○会長 

  地域振興計画の中に、金額は別として、地域枠予算の執行を計画していくという考

え方でよいのですか。 

 

○小松誠委員 

  昨年度、19年度地域枠予算の執行計画として各委員から膨大な要求がなされ、小

委員会を設け、地域協議会にあげて枠を決めた経緯があるが、そのやり方ではだめだ

ということか。 

 

○課長 

  単年度ではなく、ある程度のスパンをもって計画して（計画を作って）、決めてく

ださいということです。 

 

○高貝清一地域振興課参事 

  地域それぞれに独自性があり、すべてを全体の実施計画で拾うことはできない。皆

さんは、自ら委員に応募してくれた方や各分野の代表でありますので、独自の発想で

地域の課題解決方法を検討して計画を立てると、地域枠予算を執行するにしても、よ

りよい方向性になるし、その増額も可能になるかと思います。 

 

○草彅太郎委員 

  これからは中・長期的な発想をしなさいということはわかりましたが、ものによっ

ては単年度的なものもあると思います。それでも計画に盛り込んで大丈夫ですか。 

 

 

○課長 

  即決対応分として総合支所長枠を残すことになっているので、単年度、または急な

ものでも対応は可能かと思います。 

  計画は毎年見直すものと考えています。 

 

○藤原鈴司委員 

  例えば、通学合宿について、以前は全額公費負担でした。いろんな年代の子どもと
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一緒に寝泊りしながら通学させることはいいことだと思いながら、自己負担が発生し

たため、参加させない親もいます。例えば、４年後に学校統合があるとします。それ

までは地域枠予算で自己負担分をまかなうという考え方も可能ですか。 

 

○課長 

  そういうことも計画に載っていればよいと思います。地域にとって大切なことであ

れば、そういう対応も可能であると考えます。 

 

○藤原鈴司委員 

  他の地域ではやっていない特徴的なことをもっともっと計画していいというよう

に捉えてよいのですか。 

 

○課長 

  そういうことはたくさんあるかと思います。それらを網羅しながら計画を作ってほ

しいということです。 

 

○藤原鈴司委員 

  例えば、太田は花、中仙はドンパンというように、各地域の特徴を活かすために使

っていいということですね。 

 

○課長 

  そのとおりかと思います。そのために、計画を作って予算を執行する形をとりたい

ということです。 

 

○会長 

  はい。地域振興計画を作るということには賛成します。今回は、地域枠予算を単年

度で計画したが、これからは年次計画をもってやっていくということでいいですね。 

 

○小松一男委員 

  私たちは議員ではないが、議員になったかと錯覚するような発言が聞かれた。 

いまは、これからの地域協議会の方向付けを決めるのを話し合っていると解釈して

いる。（事務局は）お金のことばかりではなく、これからどのようなプランをもって

地域のことを考えていくかということを決めるのを提案しているだけだと思う。 

  今即決するようなことではないと思うので、次回まちづくりの専門家を招いて話し

合ってみたらどうかと思う。 

 

○大信田康雄委員 

  地域振興計画を作らないと、地域枠予算は使えないということになるのでしょうか。

地域振興計画というと難しく考えてしまいます。大仙市実施計画の一部となると、 

とても地域協議会では対応できないという不安がある。 

  具体的にどうするのか、何なのか私には見えないので、本当に何度も同じような質
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問をして申し訳ありませんが、われわれの理解できるように説明してください。 

 

○課長 

  地域振興計画の作成という話は、４月の企画部との会議で初めてでたものです。他

地域ではまだ議論していないと思います。 

  （地域振興計画作成の一助になると期待される）地域の課題は何かというものを話

し合い、解決のためのワークショップも説明するつもりでしたが、今日はそこまでた

どり着けませんでした。 

市民の声を拾い検討するワークショップを用いながら地域振興計画を作成しよう

と思って、提案したところです。 

 

○会長 

  ピンとこない部分もありますが、地域振興計画を立てるということは、公金として

予算を使うためには計画に入れなければならないということではないかと思います。 

  そういうことでどうでしょうか。 

 

○大信田康雄委員 

  計画そのものは反対ではありません。ただ、その中味が見えないだけです。 

 

○福原榮司委員 

  地域協議会の流れはそういう方向であると思います。地域の課題がまだ見えてこな

いということではないでしょうか。これから、計画の必要性は理解できます。 

 

○会長 

  計画作成にはとりあえず賛同するということでよろしいですね（「はい」との声）。 

  市民の集いについては、昨年度と同様に市と共催で進めるということでよろしいで

すね。 

 

○福原榮司委員 

  その市民の集いですが、昨年度と同様の形式で開催するのですか。市側の出席者は

どこまでの範囲ですか。議員は出席されますか。せっかくですので、多くの市民から

参加していただき、有意義なものとしたいので、そのあたりを説明してください。 

 

○総合支所長 

  昨年度と同じように開催します。私はもちろん、各課長も出席します。市議会議員

も出席される方向です。もうひとつの共催者であります自治組織連絡協議会からも各

集落の総代さんが参加してくださると思います。 

  ご意見・ご要望は市長に伝えます。 

  市民の集いの開催により、各集落が自主的・積極的にまちづくりに関わってくださ

る「きっかけ」になればと思いますので、ご協力お願いいたします。 

 



 - 10 - 

○会長 

  他にありませんか。はい、倉田委員どうぞ。 

 

○倉田良子委員 

  協議会前に説明のあった「ごみ袋有料化」も説明するのですか。市民に伝わらなけ

れば意味がないと思います。有料化の方向で進むのですね。 

 

○総合支所長 

  有料化する方向で進んでいますので、当日説明します。担当は市民課ですが、税や

後期高齢者医療制度もあわせて説明する予定です。委員の皆さんもぜひ参加され、市

民の議論を活性化させていただきたいと思います。 

 

○会長 

  他にありませんか。はい、藤原委員どうぞ。 

 

○藤原鈴司委員 

  市民の集いですが、日中だと働いている若い人が参加できないと思います。１カ所

でいいので、土曜日の日中とか（平日）夜の時間帯に開催する考えはありませんか。 

 

○総合支所長 

  昨年度、一通り各集落を回ったところ、旧町時代とほとんどかわらない顔触れであ

ったため、若い人の声を聞きたいと、お子様連れの方も参加できるように体制を整え、

広報しましたが、２人しか参加していただけませんでした。 

 

○藤原鈴司委員 

  若い人はまちづくりに関心がないのですかね。PTAでは参加率が高く発言も多いの

ですが…。 

  市、協議会ともに若い人の意見を聞く場の設置を考えましょう。 

 

○会長 

  まだあろうかと思いますが、時間も時間ですので…。ありますか。はい、鈴木委員

どうぞ。 

 

○鈴木弘之委員 

  19年度から始まった「農地・水・環境保全向上対策」として、各集落で景観作物

として花を植えているようです。 

  今年は国体があり、太田は「花のまち」なので、各集落に話して国体会場まで運ん

でもらって、色々な方に見ていただくと盛り上がるし、アピールにもなると思うので、

地域振興課で何か考えていただけませんか。 
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○総合支所長 

  リハーサル大会を見たが、自転車競技はスピードがあるため、会場への設置は危険

ではないかと考えます。 

 

○鈴木弘之委員 

  自転車競技は確かに危険ですが、グラウンド・ゴルフ会場や総合支所前などへの設

置を市側から各集落に働きかけてくれませんか。 

 

○総合支所長 

  （費用面などから）難しいかもしれませんが、各集落に働きかけてみます。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。 

  まだあろうかと思いますが、本日の協議会はこれで閉じたいと思います。ありがと

ございました。 
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