平成１８年度第１回神岡地域協議会会議録

平成１８年６月１５日（木）午後１時３０分
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議題

○議長
議 題に入る前に議事録署名 委員を指名します。１ ２番鈴木百合子委員と１ ４番小林
重幸委員の２人にお願いします。
それでは議題に入ります。（１）地域枠予算事業について説明をお願いします。

○地域政策考査員
《概要説明》
○議長
説 明が終わりましたが、私 から２つ程質問させて いただきます。各団体か ら直接要
望のあ るもの はあり ます か。それからもう一 つは 、仮に予算が余った 場合は来年度削
られるということはありますか。
○支所長
自治会連合会で毎年１回対話集会をやっていますが、何十という項目が出てまして、
それは 各町内 会ごと の要 望を取りまとめて対 話集 会に持って来るとい う形にしていま
すが、 その中 からこ れに 該当するものがある ので はないかと感じてい ます。また、個
人的に 役所に 持って くる のもいっぱいありま すが 、それは対応できる ものと対応でき
ないも のがあ ります が、 団体・組織からの要 望と いうものは検討して いかなければな
らない だろう と思い ます 。市の予算で対応で きな い場合は、地域枠予 算の方が使いや
すいん ではな いかと 考え ております。
それ から予 算の関 係で すが、市長は３年間 は続 けたいと言っていま すが、やってみ
ていい ものは 続けた いと 思いますが、途中で 修正 や変更もあるでしょ うし、形を変え
る場合 もある でしょ うが 、スタートの年です から 今年１年間は様子見 てということで
しょう 。額に ついて も５ ００万円がいいのか 疑問 ですが、人口割りで ないので神岡地
域にと っては いいの では ないか、大曲は１， ００ ０万円です。いずれ 各団体の要望を
十分に精査することと、３年間は続けるということでご理解願いたいと思います。
○議長
５００万円について、仮に余った時は次の年に持ち越すことはできませんか。
○支所長
そうはならないと思います
○議長
もし使い切れなかった場合は、来年度予算が減らされることはないですか。
○支所長
そういうことでな くて 、非常にいいアイデ アと いうことになると他 の地域にも影響
あるで しょう し、非 常に いいアイデアだけれ ども 金額がどうしても足 りないという場
合は結 果的に は増え るか もしれないし、そこ ら辺 が不透明なところで 余れば来年使え
るとい うもの ではな いと 思います。足りなく なる ぐらいにアイデアを 出してもらうと
いうことになると思います。
○議長
各団体は地域枠予算があるということを知っているはずですね。
○支所長
地域枠予算は当初 予算 で公表していますが 、使 い道については今こ ういうような形
で具体 的に出 てきた ばか りで、みなさん各団 体で 地域枠予算に期待し ているところも
ありま す。付 きにく い予 算を地域枠予算でや って もらえないかと言う んですが、そう
いうの はほと んどハ ード が多く、何百万から 千万 円ぐらいの額なんで す。とても地域
枠予算 の考え とも違 うし 、額的にもとても対 応で きないわけです。地 域枠予算の目指

すとこ ろはソ フト事 業と して考えています。 いろ いろな団体で期待し ているでしょう
が、全 ての団 体に応 える ことは難しいと思っ てお ります。何とか神岡 地域独自の使い
方とし て例を ５から ６出 したんですが、これ は良 いということで他の 地域に関心を持
たれるようなアイデアをみなさんにお願いしたいものです。
○議長
委員のみなさんから意見・質問などお願いします。
○工藤委員
地域内の任意団体にはどういった形で周知されるものですか。
○支所長
私どもが把握して いな い団体も数あると思 いま すが、広報で募集し て申し込みを受
けて、 ここで 審査す るよ うな使い方ではない んで す。地域協議会とい う組織がスター
トした もので すから 、み なさん方から出して いた だいたアイデアを大 事にしていきた
いと思 います 。地域 全体 に広げると範囲が大 きす ぎるので、地域協議 会のみなさんか
らのア イデア を大事 にし て、更に自治会連合 会の いろいろな要望も選 別しながら絞り
込んでいきたいということです。
○工藤委員
旧大曲市では地域 ごと に今のようなものを 審査 して、ＯＫになれば 交付するという
事業を やって いたと いう ことを聞いていた。 地域 全体を動かすような 花館地区の話を
聞き、 具体的 な先例 があ るということを聞い てい たが、何をどうする かはこの後委員
から提案書が出てくると思うが、責任のある予算を持たされるものだなと思う。
○支所長
いま工藤委員が心 配し たとおり、地域全体 に申 し込んで下さいと言 うわけにもいか
ないんです。限られた予算、限られた使い道で収拾つかなくなるのではないかと思う。
いろい ろな組 織団体 ある んですが、合併と同 時に スタートした地域協 議会ですから、
やはり みなさ んの意 見を 大事にして、みなさ んも いろいろな要望をこ の場で出しても
らえれば形にしていきたいということです。
○地域政策考査員
支所長の説明があ りま したが、考え方とし ては 地域の課題に取り組 むことが大前提
になる と思い ます。 その 中でいろいろな分野 、文 化も含め体育関係も 含めいろいろな
自治会 の方、 ボラン ティ アの方、多岐に分か れた 団体の活動があると 思うが、その延
長線上 の中で この地 域枠 の事業を実施したい とい う話であれば、それ についての窓口
として の受け 付けは 出来 ると思っています。 窓口 は閉ざさないでそれ を受けた上で、
それを 皆様方 にお諮 りし ながら取捨選択し、 当然 検討を加えながら地 域枠でやるべき
ものと 、これ は別だ ろう という仕分けは必要 にな ってくるだろうと思 っております。
ですか ら、広 く地域 内に 呼び掛けもしません けれ ども、自分たちの団 体の活動に於い
ていろ いろな 町おこ しの 部分もあるだろうし 、そ ういう理屈付けがき ちっと整えば事
業はやっていけるのものと期待しております。
○今野委員
新しい事業の話ば かり なんですが、今まで 例え ば学校ですとか、必 要な本当に有り
難かっ た補助 が、町 の方 から今年から全て打 ち切 られてしまって、１ 円も今年から無

くなっ たとい うよう な補 助もあるんですけど 、そ ういうのを埋めると いう考え方はで
きないんでしょうか。新しい事業だけでなくて、本当に必要だったのにお金も出ない、
そして バスも 出さな い。 私今子供が３年生に いる んですけど、親の負 担ばっかり増え
て、そ ういう のばっ かり 見えて、有り難い部 分は 合併して全然見えて こないわけです
よ。市 の方か ら挙げ ても らえば沢山あるんで しょ うけども、具体的に 身近にそういう
のが見 えてこ ないも ので すから、どうしたも のか と考えているんです が、そういうの
はどうなんでしょうか。
○支所長
旧 神岡町時代に、独自の考 えで予算化して継続し てきた事業はある訳です が、今回
八つの 市町村 が合併 した ものですから、理屈 は後 にしてみな同じ平均 化されたという
ことで 、無く なった もの とか減額されたもの とか 、新しくできたもの もあると思いま
すが、 今野委 員が言 って るのは無くなったと か少 なくなったと、それ をこちらでとい
うこと ですが 、市の 予算 の穴埋めという考え 方に は立っていないんで す、地域枠予算
という のは。 それで 視点 を変えて名称を変え ると か、目的を変えてこ ういう形で継続
できな いかと いうよ うな 、具体的に言うと、 通学 費の補助金とかにな ると思うんです
が、ま たそれ を通学 費の 補助金として、こち らに 載せるわけにはいか ないんです。予
算が減 った分 を、全 部み なそれで出来るのか とい うことになるので、 統一性もとれな
いとい うこと もある ので 、子供の安全を守る 為の 対策として何が必要 かと、こちらに
は防犯 ブザー という のも 載っているんですが 、視 点を変えて、別の形 を変えてと言い
ますか 、そう いう形 では やることは出来ると 思う んです。みなさんか ら議論していた
だいて 、今ま であっ た予 算が減額されたから その 分の穴埋めというこ とは、地域枠予
算には適さないという考え方に立っています。
○議長
今野委員いいですか、具体的に何かもう一つ出せば。
○今野委員
例 えば具体的に申し上げま すと、中学校のことな んですけど、１６年度ま では町の
方から４３万５千円の各部活動の派遣費としていただいてそれで運営していましたが、
昨年に なり半 額にな り、 今年度からはいきな り補 助が無いということ になって、それ
まで恵 まれ過 ぎてい たの かなとも思いますけ ども 、更にバスも無くな ったり一切無く
なって しまう 。中学 校の 方としては何とした らい いかということにな って、各自治会
のみな さんか ら協力 して いただいて、後援会 を立 ち上げていただいて 、寄付金を募っ
てやっ ていく しかな いと いうところまで来た んで すけども、本当にい いことが一つも
見えて こない 、この 間こ の地域枠ということ を伺 って、子どもたちに 予算が付いて、
人材育 成とい う面か ら子 どもたちにそういう 予算 が付いているのなら 、全額補助とま
ではい かなく ても付 けて いただけないものか と考 えたんです。新規の すごくきれいな
事業だ け並べ てるよ うな んですけども、何と した らいいか、中学校の 方でも全部自分
らで負 担しな きゃな らな いのか、これからと いう ことで今大変な時な んですね。こう
いう予 算が付 いてい るん でしたら、何とか考 えて いただけないものか とずっと考えて
いたんですけど。
○議長

こ れは部活の補助と言えば だめでしょうが、例え ば子どもいきいき事業に 名前を変
えれば可能なことでしょう。
○支所長
今 の人材育成事業だとか、 子どもいきいき事業と いうような名称で、内容 はある一
定地域 の個人 に片寄 って はうまくないが、神 岡地 域全般に通じるよう な何か理由付け
してい ただい て、そ っく り穴埋めとまではい かな いでしょうが、その あたりは皆さん
からアイデアを出していただきたいなと思っています。
○斉藤（兼）委員
今の今野委員の話、具体的に検討していただきたいと思います。 全体的な５００万
円とい う枠が ありま すの で、正直言って大変 だと 思うんです。予算化 するにしても、
各種団 体に任 意団体 とい ろいろあるし、意見 聞く のも大変だと思うん ですが、最低で
も資料 ４の中 にある 中身 について検討してい ただ きたい。例えば防犯 用のグッツ、そ
れから 緊急対 策事業 、こ れなんかもいつどん な場 合出てくるかも分か らないので、こ
れはこ れで確 保して いた だきたいと思います 。
あと、農産物の地産地消の関係ですが、たまたま去年、嶽友大学ってあるんですが、
これの 発表す る場が 以前 であれば産業祭とい う名 前で、商工会なり農 協関係なりが、
かなり 力を入 れて賑 やか に一大イベントとい うこ とでやってきた経緯 があったんです
が、昨 年の場 合たま たま 合併後予算が無いと いう ことで、全く会員だ けの展示会に終
わって います 。天気 が悪 かったせいもあった んで すけども、以前のよ うな商工会なり
行政な り農協 なりの 協力 があれば、もっとも っと やりがいも出てくる だろうし、ある
程度地 産地消 にも繋 がる だろうと思いますの で、 ぜひこれは取り上げ てほしいと思い
ます。
細か い中身 なんで すが 、任意団体が基本に なっ ているようですが、 昨日嶽雄館でお
もしろ 講座が ありま して 、講師が中町の小林 冨美 雄さん、この方は非 常にユニークな
方で皆 さん分 かって いる とおり、ペットボト ルに メダカ等を入れまし て、今盛んに頑
張って いるよ うです けど 、この方個人でやっ てお るんですが、将来的 には神岡町をメ
ダカの 里にし たいと いう ような考えを持って おる ようですし、ここに おられる鈴木支
所長さ んも自 然環境 、野 鳥の環境ということ で、 そちらもかなり頑張 っていらっしゃ
る方で すし、 ある程 度団 体でなくてもそこら 辺も 検討してみてはどう かと思います。
それ から資 料４の ２枚 目のボランティアの 関係 なんですが、荒屋に 奉仕会という２
５〜２ ６人の 団体で すが 、先日嶽の湯前から 愛幸 園の前までの植木の 下の雑草取りを
やりま した。 ここ４ 〜５ 年やっているんです が、 全くこれは任意でや ってるわけで、
できれ ばこれ も、こ この 所のまちづくり交付 金の 関係で、公園、これ から出てくるド
ームの 関係、 そこら 付近 の新しい住宅道路、 ます ます草取りその他美 化清掃の関係が
出てく ると思 うので 、荒 屋の団体としてやっ てお るんですが、育成の 面でもやってい
ただき たいな と思い ます 。最低でも防犯グッ ツの 関係と、今野委員が 話した中身につ
いては是非検討していただきたいと思います。
○支所長
今 斉藤委員から、荒屋町内 の奉仕会という団体が あると初めて聞きまして 、大変参
考にな りまし た。こ うい う団体は、側面から サポ ートしていきましょ うという基本的

な考え で、こ ういう 地域 枠予算を活用したら どう かということであり ます。何々団体
で何人 以上の 基準に 達す れば全てこれに該当 する ということでなくて 、励みになって
ますま す頑張 っても らう という側面からサポ ート するための支援事業 だと、それを地
域枠予算で活用したらという考え方に立って、すぐ該当なるかならないかは別にして、
そういう考え方であります。
○議長
その他にいろいろご質問ありましたらお願いします。
○小林委員
自 治会からのお願いですが 、この前の５月の古紙 回収の件ですけども、今 ５番さん
から提 案あっ たとお り、 前のものを無くして 新し いものばかりやって いくと、それに
助成を 出すと いうこ とに なる。この前の案内 書見 れば古紙回収も年１ 回に、５円のも
のを４ 円にす るとか 、段 々に無くするとかい う案 内に伺えたんですよ 。それでそうい
うこと なくし て、年 ２回 は何としてもやって いた だきたいということ なんですね。そ
れで今 担当の 方いる かい ないか分からないけ れど も、今現在古紙回収 に５円というも
のは行 政でま るっき り負 担しているのか、業 者と の半分とか行政が半 分とか、そうい
う割合でやっているのかお聞きしたい。
○支所長
今の件確認しますので、その他の件ありましたら。
○小林委員
ま ずこれを無くさないで欲 しいということなんで す。連合会の役員会でも 、何とし
ても２ 回は最 低でも やっ ていただきたいとい うこ となんです。今まで 自治会でも行政
に負担 かけて いるわ けで もないし、補助金だ けは 負担かけているかも しれないが、我
々精一 杯頑張 ってみ んな 集めて分別して、持 って 行くばかりにして対 応しているわけ
ですよ 。それ を２回 のも のを１回にするとか 、そ のお金が各自治会の 予算の中に入れ
て使っ ている わけで 、今 現在各自治会にも行 政か ら助成金が段々に無 くなると、それ
は連合 会にも 無くな って くるということにな って くれば、何としても そういうものの
収入し かなく なって くる 訳ですよ。ぜひその あた りをよく検討して１ 回でなく最低２
回はやっていただきたいと思います。
○議長
まだ回答が来る前でありますので、どうぞ。
○細谷委員
先 程の斉藤さん今野さんの お話に関連なっていく んですけども、この前運 営委員の
方々で お話を し合っ た内 容を報告した方がい いか なと思います。今ま で竹原さんの方
から子 どもの 安全と いう 関係から、今まで例 えば 冬の待避所みたいな 所、柵の部分が
今まではやられていたけど、この冬からなかったというようなことも挙げられまして、
そういう意味では、子どもの安全という考え方に立って今までやってきた部分だけは、
やって 欲しい という よう なことをお話になっ てお りました。それに関 連して、今世相
が非常 に子ど もの安 全に 対して臆病になって きて いる、そういう感じ を受けるんです
ね。そ ういう 意味で いく と逆に地域にみんな で出 てもらう、この夏休 み７月８月この
あたり に期間 限定で 、も し子どもを巻き込ん だ町 内の活動、こういっ たものに対して

補助を 思い切 って出 して いく、そういうむし ろ引 っ込んでなくて、む しろ交流させて
いくと いうや り方を 、今 の世相に合わせた形 で打 ち出してみたらどう なのかなという
ような 感じを 受けて ます 。この前そういうこ とも ちょっと話をしたん ですけども、や
はり夏 休みの 部分を 契機 に、各町内おそらく 納涼 かなんかで子どもと 一緒にやる行事
企画さ れてい る方も いる と思うんですけども 、そ ういった方向に予算 を使えるような
形を作 って、 その中 で先 程今野さんおっしゃ った 部分とか、あるいは グッツですか、
そうい った部 分も一 緒に 予算化していくとい った ような、そういうや り方はどうなの
かなと 思いま した。
次の 産業振 興班の 中で お話しようかなと思 って いたんですけど、先 程小林さんの方
から出 たんで 、いろ いろ 支所長も野鳥の関係 では ホームページ持って るくらいですか
ら、言 うまで もない 訳な んですけれども、神 岡に はやっぱり優れた人 たちがいっぱい
いらっ しゃる んです ね。 そういったものとか ある いは商品、こういっ た物もあるわけ
でして、そういった物全部集めてみて、大仙市のホームページに載せてそれを販売し、
もしできたら再生産できるような方向性持てないかなと言う意見この前出ましたんで、
そうい った部 分とか 、も し商品の発送とか必 要に なってきた場合は、 シルバーにお願
いする とかそ ういう 方々 に還元していくとか 、そ ういうやり方はせっ かく使う予算で
あれば 、逆に 今度再 生産 できるくらいの方向 性は 打ち出せないものか と話し合ったと
ころで す。今 こう見 てく ると、最低限の今ま での やられた部分での子 どもの安全とい
う意味 の部分 、ここ のと ころは役所の方々よ くご 存じだと思うんでぜ ひ考えていただ
きたいなと思います。
○議長
先程の小林さんの件でお願いします。
○高橋（誠）副主幹
古 紙回収の件ですが、１８ 年度は年２回予定して いるそうです。そしてキ ロあたり
５円と いうこ とでし た。 またこれは全額市の 方で 出している補助金だ そうでございま
す。
○議長
先 程の細谷さんからの意見 の関連事項ですが、神 岡町の時にインターネッ トで我町
を役場 で管理 してし てい たホームページかな 、今 は全部無くなってみ んな市に一つ、
そういうことですね。
○支所長
神 岡町のホームページは原 則閉鎖されています。 大仙市のホームページに 切り替わ
ったこ となん ですが 、中 川原公園の防災実況 放送 は見られます。堤防 の所に管理棟建
ってま すね、 あそこ にテ レビカメラついてい るん ですよ。神岡町のホ ームページも開
くこと出来るんですが、防災情報ということでリアルタイムで今現在の神宮寺嶽、沼、
岳見橋 、下の グラウ ンド ゴルフ場等あそこら 付近 実況放送で、全国ど こからでも見れ
ます。 洪水と か災害 対策 のためのテレビカメ ラな んです。原則神岡町 のホームページ
は残っ ている のはそ れだ けです。ほとんど書 き換 えてないんで、古い 情報がそのまま
しか入 ってな いんで す。 合併前から比べると 、非 常に物足りないとい うふうに皆さん
感じる と思い ますの で、 大仙市のホームペー ジに 繋いだ時に、神岡地 域がどうなって

いるか という ことが すぐ 見れるように、もっ とも っと内容が充実しな ければならない
と私も 常々感 じてお りま す。たぶん本庁の方 で全 てを書き換えすると すればなかなか
難しい し、そ こら付 近こ れから職員がやはり 勉強 して頑張っていかな ければならない
だろう と、旧 市町村 単位 ですぐに自分のふる さと がこういうふうにな っていると、例
えば今 神岡地 域では 多目 的ドームがここまで 出来 ていると、工事途中 の写真を載せる
とか、 名称を 今こう いう ふうに考えていると か、 というのを少なくて も一週間以内に
載せれ ば、常 に新し いホ ームページになると 思い ます。ホームページ というのは、見
る人は新聞と同じような感覚で、今どうなっているかというふうにして見るんですよ。
１年も 前の情 報なん か見 たくない訳ですよ。 １カ 月になればもう古い と、最低１週間
以内の ものが ほしい 訳な んです。そういうホ ーム ページでないと誰も アクセスして来
ないし 、２回 ３回や って も同じ内容だと誰も 見な くなります。頻繁に 書き換えるよう
に本庁の方に提案して下さい。
○議長
色 々課題の多い件ですけど も、後程の分科会にも 多分出るかと思います。 その他に
ありませんか。
○斉藤（博）委員
今 大仙市のホームページの ことで話ありましたけ れども、今年度無くなっ た事業と
かもま だその まま載 って るんですよ。新たな 事業 始まった、そういう 関係のやつ全然
まだで 合併で 当初作 った だけで、そのまま変 えて ないで載ってるよう な事業がありま
すので、そこら辺をぜひ本庁の方へ。
○支所長
私 もいつもそう感じている んですよ。こういうこ とは協議会の意見として ちゃんと
伝えま す。早 めにす ぐ対 応できるように、情 報シ ステム課にはベテラ ン職員いますの
でやる気になれば出来るんですよ。
○議長
武藤さんもホームページ開いているよね。
○武藤委員
今 ホームページの話出たん ですけども、大仙市の 広報と一緒に神岡の広報 も入って
くるん ですが 、僕の 住ん でる内大坪という新 しい 場所なんですけれど も、これは町内
会の問 題かな とも思 うん ですが、広報がいろ いろ な申し込みが過ぎた あとに届いたり
するん ですよ 。そう いう のは他は大丈夫だと は思 うんですが、できた ら広報と同時に
せめて 月１回 位の更 新と かが内容はだぶって もい いと思うんで、せめ て月１回発行日
に合わ せて更 新して いく ような形をとってい ただ けたら、とても助か るんですけど。
○議長
こ ういうのは地域枠予算関 係で出来るもんですか 。例えばホームページで も広報地
域版をもっと回数多くするとか。
○支所長
いえ、これは市でやるべきです。
○武藤委員
こういう時代ですので、ホームページでさっき支所長の方からあった町の様子とか、

広報の 状態と かをど んど ん流してもらえれば 、町 から離れている人も 常に神岡のこと
を知れるのでとても良いなと思って、僕もそうして欲しいなと思いました。
○議長
その他には、佐藤委員何か農業関係とかありませんか。
○佐藤委員
農 業関係ではないですが、 緊急処理事案対応措置 事業の道路水路等々緊急 を要する
事案の 要望を 処理す ると ありますが、これは 地域 枠予算外の市の予算 で出来ることな
んじゃないでしょうか。地域枠じゃないと出来ないようなことなんでしょうか
○地域政策考査員
市 の一般会計予算で対応す るのは、当初から要望 ありました中から大きい 工事費の
嵩むも の、そ ういっ たも のについては予算措 置さ れています。ただ、 我々がここで生
活している上で必要だと思われる場所、そういった所のわずかな修繕みたいなものは、
一般会 計の予 算の中 では 、その分の予算とし ては 少ない訳なんです。 例えば道路の穴
埋め工 事は、 工事と して 全体の中でどれだけ やれ るかというのも限界 がありまして、
目一杯 使って も当然 行き 届かない部分が残っ てく る訳です。やっぱり 暮らしているう
ちにま たどこ かで穴 があ いたり、色々な問題 が起 きてくる訳ですけど も、そういった
ものに 対する 対応の ため の事業というものは 必要 だということで、従 来からこういう
声があ りまし て、地 域に 使える予算を配分し よう というのが、それも 一つの背景にな
って地 域枠予 算事業 とい うものが出来てる訳 です 。ですから、この中 でいくらか対応
できる ように しなけ れば 、地域からの不満を 消す ことが出来ないだろ うという考え方
に立っています。
○佐藤委員
そうすれば、ちなみに毎年こういう細かいのはどれくらい掛かっているもんですか。
○地域振興課長
道 路の穴埋めは、年３回か ４回に分けて年間４０ ０万円〜５００万円の予 算です。
今説明 あった ように 、予 算が限られて秋口に なる と予算が無くなると 、本来は佐藤委
員さっき言ったように、道路の維持というのは一般会計の予算でやるべきなんですね。
ただ、 なかな か予算 が厳 しいということで、 予算 が少なくなった段階 で傷んできた所
を放置 してお くと、 バイ クが転倒したりタイ ヤが 穴に入りアルミホイ ールが割れたり
となる と、道 路管理 者に 責任来ますから、早 急に 応急的に補修しなけ ればならない。
そうい うもの は地域 枠予 算で見れるよ、とい う本 庁の方の考え方が来 てますので、こ
の地域 でも考 えてお いた 方が良いのかなとい うこ とです。額的には５ ０万円とか１０
０万円 とかで なくて 、簡 易的な材料を使って 応急 的な補修なので、そ ういうような経
費を捻出できるのかなということです。
○支所長
非 常に苦しい答弁になって いるんですが、本来は 当然市の予算で一般会計 でやるべ
き内容 です。 このと おり 合併しても非常に予 算厳 しくて、前年度付い た予算の９５％
とか９ ０％で 我慢せ いと 、次の年になればま た更 にその９０％だとい うことで、年々
道路目 的の予 算が厳 しく なってきているんで す。 そうすれば、今まで ここまでやれた
ものが これし かでき なく なり、残った所をど うす るかと、それが緊急 にやらなければ

地元住 民に迷 惑が掛 かる というような時に、 最後 にこれを使ったらど うかという考え
方です。
○議長
地 域枠予算について皆さん から意見を伺い、また 説明を受けた訳ですが、 この場で
緊急に決めて欲しいということはないですね。
○支所長
こ こに一つの例を出したん ですが、こちらの考え 方も地域枠予算の使い方 も大体ご
理解い ただい たと思 うん ですが、斉藤委員か らも ご提案あったんです が、これとこれ
とこれ は早く やった ほう が良いだろうという 、皆 さんからのご意見で あれば私たちも
それに合わせてやりたいと思います。
○議長
協議会とすれば、それに関わることはその程度だと思います。
○地域振興課長
資 料４の方に先程から話し 出てる児童の安全、防 犯用グッツ、防犯ブザー ですか、
これに ついて はやる とす れば、早めにやった 方が 良いのかなと思う。 金額については
１個千円前後で２６０名分で２６万円位の経費です。
○議長
これは要望ありましたか。ＰＴＡとか父兄の団体とかの。
○地域振興課長
要望はないんですけども、さっき説明したように昨年の地域協議会のまとめの中で、
子ども の安全 安心と いう ことでスクールバス の運 行を要望された訳で すけども、これ
には少 し時間 をかけ て検 討させて欲しいとい う市 長の回答もあった訳 ですが、藤里の
事件以 来、子 どもの 安全 について非常にみな さん 心配している訳で、 去年の提案と連
動させた考え方でこちらからの提案でございます。
○議長
小林委員からどうぞ。
○小林（厚）委員
昨 日、北神小学校に民生委 員として訪れたんです けど、学校の方の備品の 経費がず
っと削 減され てきて るっ てことで、実は民生 委員 としても何か子ども たちのためにと
いうこ とで、 神宮寺 小の 方に伺ったら腕章を ＰＴ Ａの方で作っている らしくて、腕章
をお願 いして 、出れ る時 に出て欲しいという こと だったんです。北神 小にも腕章があ
るかど うかと いうこ とで 昨日伺ったら、学校 の方 の経費では出せなく てという話で、
今の防 犯用グ ッツの 子ど もたちに持たせるの もそ うですが、希望とし ては町民の方が
常に子 どもた ちを見 てる 感じに、市の方で腕 章を 作っていただいて散 歩に出て行かれ
る方と か、や りたい とい う人を広報で募って いた だいて市の方で管理 するというか、
アピー ルする 体制で やっ てもらえれば。今車 で回 っていただいていま すが、この前の
民生委 員の総 会で今 月い っぱいで終わるよう な話 が課長さんの方から あったので、な
おさら不安なので朝はいいが帰りの時間帯はやっぱり続けて欲しいのが希望です。
○支所長
今 いわゆる「見守り隊」は 北楢岡の任意団体で頑 張っています。この様な 団体に対

しては 、帽子 とか腕 章な んかはこちらの方で 措置 したら効果的ではな いかと考えてい
ます。 神岡地 域の小 中学 校３校全てに、見守 り隊 で予算がない場合は 援助すべきでな
いかと いうこ とは当 然考 えられます。それか ら小 林さんの言った、市 の車で朝夕毎日
２回職 員が交 代で２ 台で 回っているんですが 、予 定では今月いっぱい ということにな
ってい るんで すが、 続け るかやめるかという こと はまだ正式に決まっ ていないんです
が、６ 月いっ ぱいで 終わ るとした場合非常に 不安 だという意見でした が、神岡支所だ
けでも午後もう一月くらいやることができないか職員で検討してみます
○工藤委員
北 楢岡地区の話して非常に 恐縮なんですが、北神 小学校の児童の見守りと いうこと
で朝の 通学時 間８時 半頃 まで、帰りは３時半 から ４時半まで朝夕１時 間ずつの見守り
を 交 代 で や っ て い る の が 、「 み ど り の 会 」 と い う 任 意 団 体 で 作 っ た ボ ラ ン テ ィ ア が ２
年継続 してき ました 。も ちろん任意団体なの で予 算もなかったが、今 年の市の補助助
成の中に、教育委員会の管轄の中でキッズボランティア補助金という制度があるので、
早速応 募して みたら 上限 が２０万円の補助を 受け て、それでジャケッ トと帽子、背中
に北神 っ子安 全、み どり の会と表示したもの を準 備するということで 、今注文してい
ます。 また、 北楢岡 地域 の町内自治会の中で 防災 自治組織との関わり で、今度学童の
安全部 門もや ったら どう だということで、各 町内 １２区で回り番で腕 章付けて、朝と
夕全く 任意に 見回り を実 施しています。つま り登 下校時の見守りとい うことです。こ
れは義 務づけ てしま うと 負担になっては困る ので 、出来る範囲でとい うことで実行し
ていま す。役 所の方 で決 めたからというより も、 地域で出てくる方が 継続していきや
すいと つくづ く思い ます 。やはり、何とかし てみ んなでやっていこう という機運を作
ることが大事じゃないかと思います。
○議長
地域枠予算事業提案書ですが、これは大体いつ頃までですか。
○地域政策考査員
次 回の協議会開催日頃まで はまとめてもらいたい が、次回の協議会に皆さ んから提
案され たもの をお示 しす るとすれば、その前 に整 理しなければならな いので、開催日
が決ま ればお のずと 提出 期限が逆算されると 思い ます。いずれ１８年 度分の最終的な
５００ 万円全 体のま とめ というのは遅くても 今年 いっぱい、出来れば ９月か１０月頃
までに はある 程度大 まか な部分はまとめたい と思 ってます。そうしな いと時間的に本
庁との 協議等 の時間 もあ り事業実施が難しく なる ので、やるとすれば 出来るだけ早く
住民の方々に還元できるように行った方が良いと考えています。
○議長
こ こで地域枠予算の方は閉 めてもよろしいでしょ うか。次に屋内多目的施 設の愛称
選定についてですが、１０分間程休憩します。
○議長
（２）屋内多目的施設の愛称選定について、事務局からどうぞ。
○地域政策考査員
皆 様方からご回答いただい た愛称、このようにま とまっています。この中 から２点

を協議 会とし て選ん でい ただきまして、市長 の方 へここの協議会の意 見としてご提案
したいと考えています。よろしくお願いします。
○支所長
皆 さんから絞っていただい たのが応募件数の多い 順に並べています。これ を出来れ
ば２点 に絞っ て、市 長に どうでしょうかとい うこ とで最終決定したい と思います。応
募数は このと おりか なり の件数になっていま す。 後はひらがなにした 方が良いとかあ
る程度 修正も 出来る と思 います。カタカナに した 方が良いとか、当用 漢字にした方が
良いと か、ア ルファ ベッ ト付けた方が良いと か、 というふうにいろい ろな表現がある
かと思 います が、ど うか 皆さんから意見出し てい ただいて、最終的に ２つに絞ってい
ただきたいと思います。議長よろしくお願いします。
○議長
この投票の結果で決まる訳じゃないんですか。
○支所長
つまりこれは多数決ではないということです。
○議長
各 委員から２つずつ選んで もらった結果がこのよ うになっております。い ずれも神
岡とか 嶽とか そうい う地 名、あるいは我々が 親し んできたような名称 が入っているの
がほとんどのようです。
○支所長
こ れは大仙市の施設ですの で神岡の地名がはたし てどうか、最終的には市 長が判断
するこ とだと 思うん です が、私たちは神岡の 地名 を入れたいというの は当然あると思
います 。あと は神宮 寺嶽 の嶽ですが、嶽雄館 とか 温泉の名前も全て嶽 を付けておりま
すので 、ここ ら付近 にこ だわるのだろうかな と思 っています。さっき 言ったとおり漢
字も含 めて、 愛称で すか ら読みやすい親しみ やす いという観点からも ご検討願いたい
と思い ます。 私、個 人的 には神宮寺嶽の嶽、 この 難しい旧字体は読め ない人いるんで
す よ ね 。 こ の 一 文 字 だ け で は 、「 ご く 」 と 読 ん だ り す れ ば 非 常 に 困 る ん だ け ど も 。 我
々は毎 日親し んでい るか ら、すぐ「だけ」と 言う がこれも常用漢字で は別の字であり
ますし 、ひら がなに する とか採用するとすれ ば、 そこまで含めた意見 をお願いしたい
ということです。
○議長
みなさんどうですか。
○工藤委員
応 募された名称を見せても らって、よくこのよう に出てきたと感心します 。自分と
しては 、あの 一角に 嶽雄 館とかみおか温泉嶽 の湯 というような名称で あそこを占めて
いるし 、神宮 寺嶽は 大仙 市の中の嶽山で許さ れる んでないかというこ とで、嶽に何と
しても こだわ ってみ たと ころ、神岡という字 はあ んまり必要ないので ないかというこ
とで、 嶽ドー ムの３ ４番 を選んでみました。 それ からもう一つは、だ け丸くんも非常
にいい なと思 った時 に、 だけ丸くんというの は漫 画化した野球のキャ ラクターのこと
で、責 められ るよう な気 がするので、自分と して は嶽ドームというこ とで漢字の難し
いところを出してみました。

○議長
だ け丸というのは旧神岡の イメージキャラクター ですが、何かに使ってい るもんで
すか。
○工藤委員
商 工会ではだけ丸のマーク は使っています。ぬい ぐるみはイベントあれば 使ってい
ます。
○議長
今も使っているんですか。
○支所長
野 球の開会式にはぬいぐる みを着て行進します。 年に数回しか出てくる機 会ないけ
れども。
○議長
野球のためのキャラクターではないんですか。
○支所長
違います。商工会で考えたアイデアです。
○議長
その他にみなさん何かありませんか。
○斉藤（兼）委員
だ け丸くんといえば野球の イメージ、そちらの方 だけでいいと思いますの で、鈴木
支所長 言った ように 、あ えて難しい嶽ドーム の方 が地域的にも「ビダ ッ」とくるよう
な感じ で、嶽 山、嶽 の湯 、嶽雄館、それから この 後出てくる公園も名 称出てくるんで
すか。 団地の 名前も はた してどのような団地 の名 前になるのか。いず れ難しい漢字の
嶽ドームに賛成です。
○支所長
それを採用するとすれば、ふりがなを必ず付けるということで。
○議長
それではみなさんこだわりの何かありますか。若い人で武藤さん。
○武藤委員
僕も嶽ドームがいいと思います。出来たらこの前に大仙とか付かないもんですかね、
大 仙嶽ドームとか。 ここ には無いんですけど 、や っぱり神岡のシンボ ルで大仙のシン
ボルにもなって欲しいなっていう思いがありますので、大仙嶽ドームとか。
○支所長
愛 称はドームに大きく書く んですが、二段書きで 小さい文字で大仙市立屋 内多目的
施設、そして愛称○○○○というふうにすれば市の施設だなと分かると思います。
○議長
み なさん何か反論ありませ んか。二つということ だから、結局点数の多い 方から二
つ推薦 してや りませ んか 。ということで、地 域協 議会では上位二つを よろしくお願い
します。次に報告で、（３）平成１８年度神岡地域新規事業についてお願いします。
○地域振興課長
《北楢岡公民館建設事業について概要説明》

○支所長
《補足説明》
○地域振興課長
《追加説明》
○議長
婦人研修室というのは、なぜ婦人とつくんですか。
○支所長
補助事業でないので、今までの古い名称をそのまま使ったと思います。
○工藤委員
多目的ＷＣとは何ですか。
○地域振興課長
身 障者用の車イスでも入れ るトイレで、義務的に つけなければならないん ですよ公
共施設には。
○支所長
つ まり今のバリアフリーと いう形で公共施設は段 差を無くし、玄関はスロ ープにな
ってい ますの で、玄 関に 入ったら全て段差つ けな いようにしています 。トイレも会議
室も。廊下と体育館の出入りもそうです。
６

その他

○議長
次、その他にいってもいいですか。
○地域政策考査員
私 の方からその他として、 ４点程お話申し上げた いと思います。平成１８ 年度の地
域協議 会の活 動につ きま して、もっと住民の 声を 市政に反映させるた めに、新たな取
り組み をした いとい う考 え方に立っておりま す。 当然地域協議会の委 員の皆様方は、
各住民 の声を ある程 度吸 い上げしながら、こ うい う場で協議されてい る訳でございま
すけど も、ま だそれ も十 分でないという他の 地域 の声もあるようです 。ここの神岡地
域にお いては 、そん な問 題はないと思います が、 市全体としてはそう いうこともある
ようで ござい ます。 その ためには対話の場と 、住 民と話し合う機会と いうものを多く
持たな ければ できな いと いう流れもありまし て、 たまたまここの地域 においては、自
治会の 活動あ るいは 自治 会連合会の活動とい うも のが、ものすごい中 心になって頑張
ってお られる 訳です けど も、その自治会の活 動、 自治会連合会の活動 というものを主
として 、今考 えてい る新 たな住民の声を吸い 上げ る場に位置づけした いと考えていま
す。で すから 今まで と何 ら変わりはない訳で すけ れども、自治会連合 会でまとめたい
ろいろ な要望 を、こ の場 にもみなさん方とご 相談 しながら、必要なも のはどんどん問
題を解 決・解 消して いき たいと考えています ので 、一つよろしくご理 解をお願いしま
す。
それ から２ 点目で すけ れども、今日からこ の後 班別のミーテングを 行うということ
になっ ていま す。今 日の 会場は準備していま すが 、今後それぞれ各班 で随時協議がな
されるということになるかと思いますので、その活動の場所として２階の情報活動室、
を地域 協議会 の活動 の場 所として、確保して おき たいと思ってます。 ですから、活用

される 時は地 域振興 課へ 一声かけていただけ れば 、すぐに使うことが できると思いま
すので、ご活用下さい。
それ から、 ６月２ ５日 開催の地域協議会委 員の 研修、ドンパルで１ 時から開催する
という ことで ご案内 して おりますけれども、 でき るだけご都合お繰り 合わせいただい
て、バ スの方 を１２ 時１ ０分支所の正面玄関 に準 備しますので、よろ しくお願いした
いと思います。なお、この研修会には各自治会の会長さん方にも案内がいっています。
せっか くの貴 重な講 演で ありますので、講演 だけ は自治会長さんにも 案内いっていま
す。その辺もお含みおきいただきたいと思います。
それ から、 協議会 １年 間に５回なり６回開 催し て行かなければでき ない訳ですけど
も、で きれば この場 で次 回の開催の仮日程を 決め ていただければ、み なさんがご都合
をつけ るにい いんじ ゃな いのかと思っており ます 。特別な行事が入っ てこない限り、
その日 程で進 むとい うこ とを組んだらどうな のか なと思ってます。そ うしないと当日
近くな って、 いろい ろな 委員の方々と連絡調 整し なければできないと いう問題もあり
まして 、でき ればこ こで ある程度の日程を定 めて いきたいということ であります。今
事務局 サイド で考え てい るのは、７月の２０ 日か ２１日の辺りはどん なものなのかな
と、一 月くら い後に もう 一度お集まりいただ くと いう案は、どうなの かなということ
であり ます。 ただ、 各班 の活動計画、そうい う部 分のところを私ども まだ聞いており
ません ので、 時間的 にい いのか悪いのかも含 めて 、ご検討いただきた いということで
ござい ます。 なお、 次回 の協議会については 、こ のとおり今回４月に 職員もかなり異
動しており、幹部の方々も異動してますが、支所長のあいさつにもありましたけども、
継続事 業関係 のまち づく り事業、あるいは圃 場整 備事業といった大き い主要事業が継
続で行 われて おりま すし 、そちらの進捗状況 も併 せながら、バスで現 地調査しながら
その後 に各課 長から の補 足説明も考えており ます 。バスの予約等もあ りますので、で
きれば仮日程を詰めていただければ有り難いと思っています。
○議長
情報活動室の使用、夜は無理でしょうか。
○地域政策考査員
使用できます。
○議長
職員が付くのですか。
○支所長
福祉センターの管理人がいます。
○地域政策考査員
福祉センターと一緒に管理することできます。
○議長
申し込みはどうすればいいですか。
○地域政策考査員
うちの方へ連絡いただければいいです。
○支所長
情 報センターは夜も９時ま で開放できます。福祉 センターの管理人が夜の 管理に当

たることになっていますので、事前に予約していただければ大丈夫です。
○議長
その他何かありませんか。
○地域政策考査員
日程の方を詰めていただければ有り難いですが。
○支所長
特 別に都合悪い方おれば動 かしますけれど。総合 的な判断で２１日の金曜 日はどう
でしょうか。
○議長
そうすれば、２１日みなさんどうでしょうか。それでは２１日にお願いします。 時
間は午後２時からとします。
私の方から一つお話いたしますが、今野さんから話のあった部活の後援会について、
まずは 中学校 のＰＴ Ａで 声を上げるべきだと いう ことで、中学校のＰ ＴＡの総会の時
に、ぜ ひ後援 会を立 ち上 げて欲しいというこ とに なりました。母体を どうするかとい
うこと で、本 当はも っと 早くやれば良かった んだ けど。平和中学校の 同窓会の事務局
の方に 相談し たとこ ろ、 これは同窓会にも相 談し てみたらどうかとい うことになって
おりま す。事 務局の 方は この中にいますが、 その 後どうなっているか 聞いてみたいの
で、答えることができたらお願いします。
○地域政策考査員
平 和中学校同窓会の幹事を やっておりますけれど も、同窓生は大体６，３ ００人で
ありま す。そ ういう 方々 から募金をお願いし て記 念行事をやったりし ています。当然
ながら 募金さ れた全 ての お金を１００％使い こな した訳ではございま せん。その中で
一部残 してい る部分 もあ りまして、それは次 回の 記念行事の際の郵送 経費とか、いろ
いろな 形で使 うとい うこ とで若干残されてい るよ うです。それをずっ と持ってる訳な
んです が、５ 年の周 期に なるのか１０年の周 期に なるのか分かりませ んけれども、そ
れまで 黙って 眠らせ なけ ればならないという のが 実態です。ちょうど 会長からその話
を受け まして 、当然 市と してもそういう中学 校の 後援会の立ち上げと いうのは希望す
るとこ ろだと いうふ うに は感じてます。実は 早め に開催したかったん ですが、今日の
夜に同 窓会の 役員会 があ ります。今日全員集 まっ ていただいてどうい う答えが出るの
かは分 かりま せんけ れど も、いずれ会長なり ＰＴ Ａが一生懸命考えて るその部分につ
いては、役員の方々にお話しして方向付けをしたいと思っております。
○議長
そ れではここで今日の協議 会を閉めたいと思いま す。長時間に亘ってあり がとうご
ざいました。
７

閉会（１５時４０分）

