平成１８年度第３回神岡地域協議会会議録

平成１８年８月２１日（月）午後１時３０分
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○議長
そ れでは議題に入ります。 最初は地域枠予算事業 についてであります。こ のことに
ついて 各班で 会議を 持た れた訳ですけれども 、そ れぞれの報告を各班 長にお願いした
いと思 います 。それ では 最初に生活環境班の 班長 お願いします。
○斉藤（兼）委員
分 科会ということで開催し ました。日時は８月８ 日２時からということで 、場所は
庁舎で やりま した。 出席 メンバーなんですが 、会 長の鈴木和栄さん自 治連合会の小林
重幸さ ん、元 社福事 務局 長の工藤さんでした 。今 野美幸さんについて はご承知のとお
り今一 番忙し い時期 であ りましてやむをえず 欠席 ということで、４名 の出席をいただ
きまし た。討 議時間 はお おむね２時間程かか りま して、それぞれ与え られた生活環境
の部分を討議しました。生活環境に関する部分は資料にあるナンバー３、ナンバー４、
ナンバ ー８と いうこ とで 、それぞれ提案をさ れて おります。中身を少 し分析しました
が、生 活環境 に関す る部 分の３番の関係であ りま すが、支所の方で検 討していただい
たＡＢ Ｃの関 係でい きま すと、ＡＢが１件、 ＢＣ が２件、Ａが１件、 Ｃが３件という
ことで 、支所 で大体 考え ている中身と、委員 のみ なさんから出された 中身は、ほとん
ど同じ ことを 意識し てい るんだと感じました 。こ れは当然ながら、４ 番それから８番
も若干 関係あ ります が、 いずれあまり相違な いな と感じております。 それで重点的に
討議し 支所の 方にも 届け ておりますが、地域 防犯 対策安全対策が非常 に重点的に盛ら
れてお りまし た。そ の中 で端的に言いますと 、地 域見守り隊の関係で ステッカーの配
付をし てみた らどう か。 これについては、高 齢者 の方々が日中非常に 困っているとい
う状況 もあり ますの で、 これらの不安解消の ため にも何らかの措置を すべきでないか
という ことで 、ステ ッカ ーを用意していただ きた いなと思っておりま す。それから北
楢岡の 方から の話が あり まして、地域見守り 隊か らジャンパーと帽子 を貸与していた
だきた いとい うよう な要 望がありました。こ れに ついてあんまり高く もないし、数も
あまり 多くな いとい うこ とで、これはぜひ実 行し ていただきたいなと 思いました。そ
れから 安全対 策とし まし て、支所の通常の業 務と して中身の関係もほ とんど合致して
いるんですが、新しい嶽の湯前の通り、それから神岡南外線のＴ字路交差点の正面に、
はっき りした 右左を 示す ような看板を設置し たら どうかというような ことが出されま
した。 ３番目 には公 園関 係の整備に関する件 であ りますが、北楢岡地 域は神宮寺地域
に比べ て日常 的に会 話の 出来る、集まれる場 所が 無いということで、 ミニ公園みたい
な遊園 地みた いなも のを 設置していただきた いと いうことです。旧神 宮寺の場合はか
なりの ものが ありま すが 、北楢岡地区にはな いと いうことなので、出 来れば３カ所欲
しいと いう要 望があ った んですが、そういっ ても なかなか容易でない ということで、
継続事 業的に 今回は １カ 所どうかなというこ とで 出されました。そう いう訳で１点目
につい てはス テッカ ーの 関係でありますが、 それ から帽子の貸与、そ れから安全対策
として は神岡 南外線 の交 差点の関係、それか らミ ニ公園の関係という ことで、３点を
重点的 に取り 上げま した 。特記事項としては 、こ れは支所の通常業務 として検討でき
るもの という ことに なっ ていることで、あえ て要 望としては出しませ んが、夜間が暗
いとい うこと 、各商 店街 商店もかなり廃業し てい る部分もありますの で、非常に暗く

なって いるの で町の 中を 明るくしていただき たい 、それから公園の関 係もですが今あ
る遊具 の関係 、それ から 街路樹の関係いろい ろあ りますが、非常に手 入れがされてお
らない 、町民 体育館 の前 の通りも枝が下がっ てお って、交通に非常に 支障がある。併
せて体 育館の 前の公 園も 去年まではかなり花 壇も 整備してありました が、今は手入れ
がほと んどな されて いな いし草ぼうぼうであ ると いう意味で、まず夜 間の照明それか
ら公園 の関係 ひっく るめ て、点検をしながら 不安 のない状況にしてい ただきたい。併
せてこ れは当 然なが ら支 所の業務、支所の職 員だ けでは手が回らない ので、我々協議
会委員 も合わ せて、 何ら かのボランティアを 組織 化していく方向で検 討していったら
いいのではないかという話が出されました。
○議長
ど うもありがとうございま した。いろいろ質問あ るかと思いますが後程受 けたいと
思います。次に福祉教育班の竹原さんおねがいします。
○竹原委員
福 祉教育班では、８月４日 午後７時からここの２ 階で行われました。出席 者は全員
参加に 鈴木和 栄さん の７ 名です。福祉教育班 が協 議することは、２番 の次世代支援に
関する こと、 ５番歴 史文 化事業に関すること 、９ 番健康福祉対策に関 すること、１０
番公共 施設の 維持修 繕に 関すること、の４つ を協 議いたしました。２ 番の次世代支援
に関す ること で話し 合わ れたことは、平和中 サミ ットは進藤さんから 出されたご意見
ですけ れども 、発想 はと ってもすばらしいの です が、どうも地域枠予 算だけでは無理
なんじ ゃない かなと いう ことが話し合われま した 。預かり保育のこと は意見として市
に要望 すると いうこ とで す。今野委員から提 案さ れた各団体への補助 のことですが、
大仙市 の中で 神岡地 域の みの支援は難しいん じゃ ないかということで した。歴史文化
では、 神岡地 域だけ の事 業とせず、大仙市全 体で 考えるべきではない かと話し合われ
ました 。健康 福祉の 面で は、社協と自治会が 今実 現に向けて検討を始 めているという
ことな ので、 そちら の方 にお任せした方がい いん じゃないかというこ とです。公共施
設の維 持では 、支所 の方 で対応していただき たい ということでした。 その他に、雪害
対策と して冬 の一人 暮ら しの老人とか、一人 暮ら し世帯にどのように してやるか、こ
こには 提案さ れなか った んですけれども雪害 対策 のことも提案として 出ました。それ
から学 童保育 事業に つい てですけれども、今 の場 所が手狭になってき ているのにもか
かわら ず、２ ０人の 枠し かないので、その為 待機 している児童がいる ようですけれど
も、来 年度か ら神宮 寺小 学校内に新設をされ そう だと聞いたのですけ れども、それは
いかが かなと いうこ とを 質問として出されま した 。北神の小学生はタ クシーを利用し
て１０ 人程通 ってい ます けれども、新しく完 成す る北楢岡公民館にそ ういう場所が設
置でき ないか 、とい うこ とも提案されました 。私 たちが話し合いの中 で、次世代の子
どもの ために 何が出 来る のかと考えた時、核 家族 が増え子どもが子ど もを育てている
ように なって きてい るの ではないか、子ども は地 域で育てるべきだと いうことが提案
されま した。 みんな が暮 らしやすい地域にし たい と思います。昨年こ の地域に生まれ
た子供 は２８ 人と聞 きま したが、これは子ど もを 生まなくなったので はなくて、子ど
もを産 める世 代がこ の場 所にいないというこ とな ので、これはつまり 働く場所がない
という ことな んじゃ ない かということで、ハ ード 面の公共施設とかよ りもソフト面の

方を大 事にし ていた だき たい。そして若者が 暮ら しやすい街にしてい ただきたいなと
いうこ とが話 し合わ れま した。それから育児 休暇 一つとっても、夫の 育児休暇は都会
や大企 業では 当たり まえ となってきているの に、 こちらではまだまだ 浸透してない状
態で、 中小企 業の社 長さ んやお偉い人たちに もう 少し理解してほしい ということなど
が話し合われました。
○議長
どうもありがとうございました。それでは産業振興班の細谷さんからお願いします。
○細谷委員
産 業振興班は、８月９日１ ９時３０分から全員参 加で会長参加のもとに開 催されま
した。 中身と しては 、産 業振興班の地域活性 化に 関する事柄、情報機 器整備に関する
事柄、 地域協 議会に 関す る事柄、これを議論 して いくということでお 互いに確認をし
たとこ ろです 。提案 され た議案について、一 つひ とつみなさんで検討 しながら、一人
ひとり のご意 見を伺 うと いうかたちで進めま した 。事前に私の方に役 所の方から、商
工会と かＪＡ の方も もし 稔りの秋の秋祭りと か、 ふるさと祭りとか、 今年やられなか
った部 分があ ったり した ということで、一緒 にや れるんであればやる ような意向があ
るとい う情報 も聞き まし たので、そのことも お伝 えしながら検討しま した。サークル
の発表 という かたち のも のも昨年はやられた けれ ども、小規模な開催 だった為に、何
とか盛 り上げ ること が出 来ないものかという よう なことも前に話し合 っておりました
ので、そういったことも考え合わせて、そういうことがもし一緒にやれるのであれば、
これは 大いに やるべ きで はないのかというよ うな ことを、その会議で は話し合われた
ところ です。 ですか ら、 例えば今のこの提案 であ ります、稔りの秋祭 りとか芸能祭り
とか活 性化事 業とか 、あ るいはサークル活動 も一 緒に含めたかたちで 、もしやれるの
であれ ば、地 域協議 会の 予算枠を使ってでも 、そ ういう方向性を出し てみたらどうな
のかと いうよ うな意 見は 一致しております。 それ から、一人ひとりの ご意見の中に地
域振興 という 関わり では なくて、生活環境に かか わる部分というよう なことがありま
して、 街路樹 の問題 とか 武藤さんのおっしゃ った 交通安全対策事業の １の所の、嶽雄
館まで の枯れ た枝が 折れ て中学生が自転車で 来た ら転んでしまうと、 いうようなこと
があっ たとい うよう なこ ともありまして、こ うい った部分については 地域振興班とは
直接関 係ない にして も、 やはりそういった情 報と いうものは伝えてお いたほうがいい
んじゃ ないか という こと で提案したところで ござ います。それから他 のＡの部分につ
いては 、おお むね中 心に やっていただいたほ うが いいんじゃないかと 思うんですけど
も、た だ進藤 さんの 平和 中サミットのことに つい ては、これはちょっ と予算的に無理
な部分 がある んで、 市の ほうに提案して判断 を仰 ぐような形のほうが いいんじゃない
のかな という ことで 、話 をしたところでござ いま す。情報機器のこと についてなんで
すが、これは私の提案にかかわる部分ですけれども、神岡のホームページ見てますが、
前の神 岡町の ホーム ペー ジの直接担当した方 と、 一度やはりこういっ た形で話し合っ
てから のほう がいい のか なというふうに思い まし た。大仙市全体にか かわる部分、そ
れから 今回ホ ームペ ージ 見てもですね、神岡 関係 でいくと嶽雄館と中 川原コミュニテ
ィと笹 倉です か、こ の三 つだけ出ているだけ なん で、もうちょっと今 までやってこら
れた方 のご意 見も聞 きな がら進めたほうがい いの じゃないのかなとい うような、個人

的に印 象持っ ており ます ので、その辺のこと もも しお話しできるよう な部分がありま
したら 、一緒 にこの 地域 振興班に入っていた だい て、ご教示をいただ ければなという
ような印象を持っております。
○議長
ど うもありがとうございま す。私から確認の意味 で運営委員会で話し合わ れたこと
で、今 回地域 枠予算 で執 行していただきたい とい うことを話したいと 思います。主に
Ａの部 分なん ですが 、事 業タイトル地域振興 事業 の活性化、それから 神岡稔りの秋祭
り、こ れなど は大体 内容 としては同じような もの ですので、これを一 つにまとめて地
域枠予 算を利 用して もら えないかということ 。そ れから北楢岡のふる さと芸能祭り、
北楢岡 地域活 性化事 業、 これは北楢岡公民館 が新 しくなることによっ て、その記念に
なるよ うな事 業を地 域枠 予算を利用して、こ れも やっていただきたい ということ。そ
れから 地域活 性化き らめ き事業ということで 、武 藤さんから提案され たことなんです
が、屋 内多目 的施設 これ 何かイベントやって ＰＲ も兼ねてやったほう がいいというこ
とで、 これも 地域枠 予算 を利用していただき たい ということ。３番の 生活安全対策に
関する ことで 、地域 防犯 安全対策事業、竹原 さん から提案されたもの なんですが、こ
のステ ッカー もでき れば あまり経費のかかる もの ではないし、地域住 民からも協力し
ていた だきた いとい う意 味で、マグネットを 入れ た付けたり外したり 自由にできるよ
うなも のをや ってい ただ きたい。それに合わ せて 北楢岡の工藤さんか ら提案された帽
子をい くつか 作って 啓蒙 の為にＰＲしたいと いう ことと、腕章のこと で希望もありま
した。 これは 神宮寺 方面 ですが、これも含め て安 全対策グッズとして 提案したいとい
うこと です。 以上の 点を 地域協議会は、地域 枠予 算の執行にあたり提 案したいという
ことで すので よろし くお 願いします。続きま して 今までの各班の発表 もいろいろあり
ましたけれども、これらについて事務局のほうから説明願いたいと思います。
○地域政策考査員
そ れでは私のほうから二つ 程ご報告申し上げたい と思います。まず第２回 地域協議
会にお きまし て皆様 方か らご承認いただきま した 十の事業につきまし ては、本庁の方
に送付 しまし て市長 から 確認を受けてござい ます 。ですから先程の支 所長のあいさつ
でも触 れられ ており ます けれども、十の事業 につ いては順次実施して いくという段階
に入っ てござ います 。そ れから、今日の資料 の末 尾のほうにも昨年の 神岡地域芸術文
化交流 祭とい うこと で、 ペーパー１枚参考と して 出しておりますけど も、この関係に
つきま して、 教育委 員会 分室、それから地域 振興 課、それから神岡南 外商工会の３者
で、１ ８年度 の事業 計画 について８月８日に 打ち 合わせしてございま す。それにより
まして 、今年 度従来 商工 会で行っておりまし た夏 祭り事業、これも含 めそれから芸術
文化交 流祭も 含めて 一つ にまとめた秋祭り的 なも のを検討したいとい うことで、今月
の３１ 日に第 １回目 の実 行委員会を開催する 運び になってございます 。これには芸術
文化協 議会、 それか ら嶽 雄大学、それから商 工会 、支所からは農林振 興課、教育委員
会分室 、それ から地 域振 興課ということで、 この 代表の方々で実行委 員会を開きたい
という 流れに なって ござ います。追って各委 員さ んからご提案いただ いた、地域活性
化ある いはこ ういっ たイ ベントの関係につき まし ても、この中ででき るだけ含めた形
で計画 を練っ ていき たい なということで、今 考え ているところでござ います。この二

点についてご報告を申し上げます。
○市民課長
先 程学童クラブについてご 質問がありましたので 、その件についてお答え をさせて
いただきたいと思います。今現在民間の自宅をお借りしましてやっておりますけども、
定数が ２０名 という こと で、建物の面積等で そう いうような形になっ てます。ただ、
現在特 別な理 由があ る方 もいまして、２１名 の方 をお預かりしており ます。ただ、形
式的に は待機 者が１ 名と いうような形になっ てお ります。ただ、その 方にはいろいろ
お話し しまし て、ど うし てもということであ れば 本庁の方へ、また定 数をオーバーし
てお預 かりし てもよ ろし いということを話し まし たけれど、とりあえ ずよいというこ
とで、 今待機 という よう な形になっています 。そ れから来年度につき ましてですけれ
ども、 先般本 庁の課 長と 神宮寺小学校の校長 先生 に行きまして、学校 の余裕教室をお
借りす るとい うこと で了 解を得ております。 そう いうことで、１９年 の４月からは余
裕教室 を使っ て学童 保育 をやりたいというふ うに 計画を組んでおりま す。あと北神小
学校に つきま しては 、ご 承知のとおりタクシ ーで 来てますけれども、 常時１０名以上
である という ような 見通 しがつくのであれば 、そ ちらのほうにも開設 するような考え
で本庁 と協議 をする とい うことでございます 。そ ういうことで、でき れば２カ所とい
うお話 しがあ りまし たの で、そのことにつき まし ては、本庁の児童家 庭課のほうへ要
望しておりますのでご報告いたします。
○建設課長
建 設課です。最初に細谷委 員にお尋ねしますが、 下川原のＴ字路の案内看 板の件で
すけど も、温 泉のほ うか ら行った場合ぶつか った 所で右南外方向、左 国道とかそうい
うような表示があればいいということですか。
○細谷委員
そうです。
○建設課長
分 かりました。それから武 藤さんの、国道から嶽 雄館までの間の歩道の桜 の木の枝
のこと ですね 。うち のほ うの現場のほうもお 盆休 み終わりましたので すぐ枝払い等で
きると 思いま すので 、そ れはすぐ対応したい と思 います。それから武 藤さんのお話あ
った括 弧２番 の国道 の下 の方の下がっていく 道路 のことだと思うんで すけども、これ
は私見 ても実 現性は 薄い んでないかという感 じが しますが、むしろ安 全策考えれば国
道から 直接斜 めに下 がっ て行くというのは、 許可 も必要なので交差点 ということにな
ると難しいのかなと思います。
○議長
その他に支所のほうからありませんか。
○教委分室長
先 程高橋考査員のほうから 文化祭についてご説明 ありましたけども、ご説 明のとお
り今年 度に関 しまし ては 、みなさまからの要 望を 極力入れまして、分 室の予算も二十
七万三 千円程 ついて おり ます。それに地域枠 、ま た商工会、ＪＡさん 、そういった関
係の方 々のご 協力を いた だきながら、かつて のよ うなところまで行く かどうかわかり
ません けども 、全体 でも っと盛り上げながら やっ ていきたいというふ うに考えており

ます。 それか ら学童 保育 の件で、北楢岡公民 館を 使われないかという ようなこともご
ざいま したけ ども、 先程 市民課長からもあり まし たように、本庁サイ ドではあくまで
も北神 小学校 の利用 とい うことで考えている よう ですので、まして北 楢岡公民館は学
童保育 まで考 えた部 屋の 構造等、間取り関係 も十 分でないかと思いま すので、小学校
利用と いうこ とを考 えな がら進めていきたい と考 えています。それか ら体育館前の公
園等、分室のほうでもいろいろ見ながら草刈り等しているつもりでございますけども、
至らな い面が 多々あ るよ うでして、今後もそ うい ったことに気配りし ながら、環境の
美化に努めて参りたいというふうに思います。嶽ドームのイベント等につきましては、
今９月 補正に 向けま して 、多少ではございま すけ ども記念イベントと いうようなこと
で、今 のとこ ろフッ トサ ルの招待試合、それ から マーチングバンドの ジップさんの演
奏、そ ういっ たこと を考 えております。そう いっ た関係につきまして 、一応若干では
ありますが予算要求しておるところでございます。
○議長
そ の他にありませんか。私 からひとつ、町の街灯 のことで商工会との関連 いろいろ
あるよ うです が、も し支 所のほうで説明でき るよ うなことありました らお願いしたい
と思いますが。
○地域振興課長
商 工会が関係しているのは 、神宮寺町中のコマー シャル入った街頭ですけ れども、
あれも 年々店 を閉め る方 々が増えてきて、消 えて いくという話は今さ れております。
今、市 のほう でも旧 神岡 町時代から、神宮寺 町部 の商工に関する街路 灯の電気料含め
た維持 管理費 の経費 の一 部、約二分の一負担 して おりまして、市にな ってもそれを継
続して おりま す。年 々補 助金は下がってくる よう ですけども、そうい うことで具体的
に商工 会のほ うから も、 今後どうしたらいい のか ということで、相談 かけられており
ます。 今回何 名かの 委員 のみなさんのご意見 もあ りますので、これも 市全体に関係す
ることも絡みますので、この後具体的に検討してみなさまに報告できればと思います。
○建設課長
た だいま地域振興課長から 商工会の関係お話しあ りましたけれども、それ 以外の一
般の街 路灯と かある いは 防犯灯とも言います が区 分は実際はないんで す。いわゆる道
路を照 らして いるの が街 路灯と見ていただけ れば ありがたいんですが 、その管理は私
のほう の建設 課でや って います。それは年間 ある 程度の予算を持ちま して、地域住民
から故 障の連 絡があ れば 直ちに業者のほうに 発注 して、短期間のうち に修理してもら
うとい うよう なこと の繰 り返しでございます 。年 間にしますと数百件 というようなこ
とかと 思いま す。そ れに は十分対応しており ます 。ですから問題は現 在ついていない
街路灯 の他に 、まだ 暗い 箇所があるというよ うな 要望も沢山ございま す。ここにもい
ろいろ 出てい るよう です が、特に通学路とか そう いうような場所の設 置要望、あるい
は通学 路でな くても 日常 の高齢者が通るよう な道 路、というような街 路灯の設置要望
という のは合 併前か らあ りました。ですがな かな か限られた予算とい うことになりま
すと、 年間に 新設で きる のは数基というよう な状 況でございます。従 いまして、すぐ
対応す るとい うこと はな かなか予算上できな いよ うな状況でございま して、むしろ神
岡地域 協議会 としま して 、その意見の中に街 路灯 の新設要望というの が、地域住民か

らの大 きな声 もあり ます よ、というようなこ とを 市のほうに提案して いただければと
思います。
○議長
は い、ありがとうございま す。今度委員の方々か ら何か今までのことでご 質問あり
ましたら承りたいと思いますが。
○細谷委員
私 はホームページのことを ちょっとこだわるんで すけども、今大仙市の各 地区のと
なると 準備中 と出て 来ま すよね、これだった ら旧 神岡町の載せていた 部分を載せてい
ただい たほう がいい のじ ゃないのかなという ふう に思います。実際そ ういうところど
ういう ふうに なって いる のか、専門家がいて やっ ていると思うんです がどうなってい
るか聞きたいんですけれども。
○支所長
合 併になりましたので、八 つのホームページが一 つになったということで す。神岡
町のホ ームペ ージも 各市 町村とも閉鎖なんで す。 完全に閉鎖でなくて 見ることはでき
ると思うんですが、更新はされていないと思いますが、これじゃうまくないんですね。
本庁の 方の担 当課に 話し たことあったんだけ ども 、やはり旧市町村の 行事がすぐ分か
るよう なホー ムペー ジで ないと、大仙市の大 きい ホームページだけで はうまくないん
でない かと、 だから 各支 所の職員が自由に自 分た ちの地域のホームペ ージを、どんど
ん更新 できる ような やり 方でないとうまくな いだ ろうと、本庁の担当 課が一カ所で全
部取り 仕切る という のは 、やはり無理もある しで きないと思うんです よ、地域の実情
が分か らない から、 やっ ぱり神岡地域のこと は神 岡支所の職員が一番 よく分かってい
るんで 、今こ ういう こと あったと、例えば嶽 ドー ムがこのくらい完成 したという工事
途中の 写真を 載せて もい いし、間もなく完成 しま すよとこれが一番新 しいニュースに
なるん で、そ ういう のは 支所でなければでき ない と思うんです。だか ら仕組みをちょ
っと変 えてい かなけ れば ならないなあという 意見 があったということ を伝えて、支所
で作るような形にしたいと思います。
○細谷委員
ぜひお願いします。
○議長
そ の他にありませんか。な ければ今裕子さんから 提案された公園整備事業 のことな
んですが、遊具の保守点検などの現状について教えていただければ。
○市民課長
遊 具の点検等ですけども、 市民課のほうでは児童 館関係の方担当しており まして、
今年の １８豪 雪によ りま して各児童館の遊具 はか なり傷みまして、６ 月の補正予算を
組んで 撤去な り、あ るい は補修なりして７月 いっ ぱいで出来ておりま す。約３０万程
かかっ ており ますけ ども 、その他毎年業者の 方に 点検業務を委託いた しまして、それ
によって安全を確保しているということです。ただ、日常の維持管理につきましては、
各自治会の方にお願いをしているというのが現状でございます。
○建設課長
公 園関係の遊具につきまし ては、公園で一番大き いのは笹倉公園ですが、 これらに

つきま しては 、建設 課の 方で毎年業者に依頼 しま して点検していただ き、危険と思わ
れるも のは即 時撤去 する とか、補修するとか そう いうふうな対策は取 っております。
○教委分室長
分 室の方でも野球場の後ろ の農村公園、それから 八石生活総合センター、 体育館前
のふれ あい広 場、そ れか ら北楢岡緑地公園熊 野神 社の横のところです けども、それか
ら蒲分 館、の 保守点 検に つきまして、春先同 じく 業者の方に委託しま して点検してお
ります。
○議長
は い、どうもありがとうご ざいます。その他にみ なさん何かありませんか 。なけれ
ばその他に入ってもよろしいでしょうか。
○斉藤（兼）委員
これとこれをやるというのは、この場所で決めることではないんですか。
○議長
すみませんが５分位休憩します。
《休

憩》

○議長
そ れでは再開したいと思い ます。今まで協議会と してこれとこれを上げる というこ
とでや った訳 ですが 、こ こで上げたことにつ いて の確認と、全体のご 意見を伺いなが
らまと めたい と思い ます 。もう一度繰り返し ます 。１番、地域活性化 に関すること、
地域振 興事業 の活性 化、 それから神岡稔りの 秋祭 りこの二つを合わせ た一つと、それ
からふ るさと 芸能祭 り、 北楢岡地域活性化事 業、 すでに時期も過ぎま して終わったも
のもありますけれども、この二つを合わせた一つ、それから地域活性化きらめき事業、
嶽ドー ムオー プンに 合わ せたイベントが一つ 、そ れから３番、生活安 全対策に関する
こと、 地域防 犯安全 対策 事業ということで竹 原さ んの上げたものに、 防犯グッズとい
うこと で帽子 に腕章 も加 えたものを、地域協 議会 で上げてみたいと思 いますので、み
なさんのご意見を伺いたいと思います。
○細谷委員
先 程建設課から言われた街 頭の部分ですけども、 これ生活環境班で検討し てみたら
いかが でしょ うか。 こう いったものは、提案 とし て具体的に出さない とまずいんじゃ
ないかと思うんで、なかなか街の中を見て歩くというのは大変なことなんだろうけど、
それなりに行ける方は行けると思うんで、まとめて提案してみたらいかがでしょうか。
○議長
これは街灯を地域枠予算でということですか。
○細谷委員
地 域枠予算にとらわれない で、具体的に提起して みた方がいいと思います んで、協
議会全体ではなかなかまとまらないと思うんで、生活環境班で少し具体的にまとめて、
地域協 議会の 会も２ 回か ３回かかるかもしれ ませ んけれども、そうい う形で提案して
みたらいかがでしょうか。

○工藤委員
こ の前の会議の時に私発言 したんだけれども、生 活環境班で一応夜町内を 回ってみ
てどの くらい 暗いも のか 、明るいものか、ど こを 改善しなければいけ ないか、という
ことをまず把握するために、一晩回ってみたらどうかという提案をしたんだけれども、
引き続き提案していずれ実行に移したほうがいいと私は思いますけども。
○議長
は い分かりました。という ことで、生活環境班で こういう話しがありまし て、まず
夜現場 を見て 実際に 現状 を把握してみようと いう ことで、この前そう いう約束しまし
たので 、それ を待っ てみ なさんに報告できれ ばな あと思っております 。ですから機会
を捉えて実行してみたいと思います。
○工藤委員
自 治会連合会ではそれぞれ の地域にいる会員たち が、自分の生活の守備範 囲の中で
危険箇 所とか 防犯も 含め て、堤防だとか用水 路も 含めて具体的に提案 してるのがある
と思う んです よ。そ れら があれば、こういう もの が出てると、それに 対してはこう考
えてい るとい うこと を出 してもらえれば、同 じ所 に２回も３回も行く ことはないなと
思いま したの で、整 理さ れたものがありまし たら 、後で生活環境班に でも示していた
だければいいかなと思います。
○小林委員
前 々から自治連合会でも地 域協議会とかそういう ものやって、最終的に市 の課長さ
ん方を 集めて 対話集 会や るんだけども、その 時も いろいろ街灯の問題 も出る訳です。
出るん だけれ ども、 その 時話しただけで市の 方で は考えてみますとい うことで、その
時で終 わって しまう 訳で すよ。自治連合会の 方に こういうこと要望し てきたとの回答
が来る 訳なん ですよ 、私 たちの方へ。来てみ ても 今年も見ても支所の 方でやったこと
見れば 、ほと んど一 つか そこらしかないと思 う。 やっぱり地域協議会 で委員という者
いるの だから 、一応 回っ てみて把握して、こ うい うところは徹底的に やらなければな
らない と我々 が判断 して 、商工会とも打ち合 わせ て話して、地域協議 会で暗い所は明
るくし なけれ ばいけ ない し、私は委員として そう いうものやってみて も悪くはないと
思います。
○工藤委員
何 回その人たちがやっても 重複しても一向に差し 支えないけれども、自治 会連合会
からと か、座 談会か ら出 てくる場合はより具 体的 なんですよ、我々が 町一巡するより
はずっ と、隣 の道路 とか 向かいの堰だとか出 てる もんだから、それら がこういうもの
出てて 町とし てもこ う考 えてますよ、という こと 前もって分かれば、 それなりにこの
後の協 議会の 中で点 検す るにしても、非常に いい んでないかと考えた もんだから、今
現在あ るとす れば、 どう いうものをどうする とい う予定でいたかとい うような、中身
を明ら かにし てもら えば といいんでないかと いう ことを提案したので 、何十人行った
って何回行ったっていいと思います。
○議長
こ の問題については、協議 会として全体の把握を まずしなければなりませ んが、自
治会と の共同 作業で 進め ていけるように考え てみ たいと思いますので 、この件につい

てはひとつよろしくお願いします。
○建設課長
今 の自治会連合会の話も出 まして、毎年対話集会 というのをやってるんで それに各
自治会 から要 望があ りま す。その中でも、当 然街 路灯を設置してほし いというふうな
要望等 がござ います 。実 はこの街路灯関係、 合併 前までは前の住民課 で担当してきた
ものが 、今度 建設課 に移 ってきた訳です。前 々か ら要望されていた街 路灯が、まだ解
決して いない 場所の 把握 が、私の方で持って いる 資料ですぐ出てくれ ばいいんですけ
ども、 あるい はそれ と直 接町の方に要望あっ てま だ未解決の場所、そ れから自治会か
ら出た 要望の まだ未 解決 の場所等、いろいろ 私の 方で書類を探しまし て、要望あった
箇所が まだつ いてい ない 場所の資料はできる だけ 出したいと思います 。それ以外に必
要な場 所があ れば拾 い上 げていただければけ っこ うですので、私の方 でも拾い上げて
みたいと思います。
○議長
どうかよろしくお願いします。
○地域政策考査員
ひ とつご確認いただきたい と思います。先程鈴木 会長さんの説明の中で、 地域活性
化に関 するこ との斉 藤委 員さんのご提案の地 域振 興事業の活性化、そ れから今委員さ
んの神 岡稔り の秋祭 りの 中で、各農産物の展 示加 工品の展示等を含め た事業提案にな
ってご ざいま す。こ れに ついては、ご承知の とお り全市にわたる計画 として、産業祭
を行っ ていこ うとい うこ とで進んでおります けど も、先程私補足説明 しました、１０
月の末 頃の文 化祭の 方に ついても、文化祭を 盛り 上げるためにはどう しても農産物の
即売と か商工 会さん の展 示即売、そういった もの を組み込まなければ 、集客度が上が
らない だろう という 考え 方に立ってございま す。 ですから、そういっ た考え方で進め
ていき たいと いうこ とで 、農産物の展示につ いて は別扱いで考えてい ただきたいと思
います 。これ につい ては 、合併の協議の中で 全市 にわたる産業祭とい うやり方をする
という ことで 方向付 けな っておりますし、市 の予 算的な面でも重複し た事業実施とい
うこと はいろ いろ議 論を 招く可能性もありま すの で、そこら辺も含め て農産物の展示
を除い た形で 計画し たい と思っておりますの で、 ご検討をいただきた いと思います。
○議長
こ ういう項目というのは、 おそらく一つひとつあ げたものをやるというこ とは大変
難しい と思い ますの で、 その趣旨に添って概 念を ひとつ理解持ってい ただければ、そ
の選択というのはさほど心配ないと思います。
○武藤委員
今 説明あったことになんで すが、参考資料でつい てる芸術文化交流祭、こ の内容に
近くな って、 例えば 農産 物とか旬のものを扱 わな いということであれ ば、多分この芸
術文化 という のは人 に見 てもらうのが一番の 目的 だと思いますので、 その下に提案さ
せてい ただい たんで すが 、嶽ドームのフット サル の試合とかを見に来 た人たちが、一
緒に楽しめるようなものに併せてやることっていうのは不可能なんでしょうか。
○議長
そうすれば冬季間ということになりますね。

○武藤委員
１２月になりますね。
○議長
どうでしょうこれ。
○地域振興課長
今 武藤さんから話されたん ですけども、嶽ドーム のオープンが１２月初め でござい
ます。 先程考 査員の 方か らも話しあったよう に、 昨年から実施してい る神岡地域芸術
文化交 流祭で すが、 これ をベースにして地域 枠で どういう支援ができ て、さらに商工
会それ から農 林サイ ドの 方からどういう提供 がで きるかということで 、時期的にもあ
と２カ 月位し かない もん ですから、ここに斉 藤さ んと今さんが提案し てる事業内容そ
っくり できる 訳では ない です。この中でどう いう 支援ができるのかと いうのを、今月
の３１ 日に実 行委員 会開 いて、時期的な問題 もあ るしそれぞれ各団体 の予算なんかも
あって ですね 、これ をベ ースに支援して少し でも 去年より盛り上げよ うということで
ござい ます。 嶽ドー ムの オープンイベントは 、先 程分室長のほうから 今予算要求もし
ている し、オ ープニ ング の催しをしたいとい うこ とです。この後いろ いろそれも検討
して予 算的に 窮屈だ とす れば、地域枠のほう で嶽 ドームのオープニン グをどういうふ
うな支援できるか、そこらへんもこの後さらに検討してみたいと思っています。ただ、
今武藤さん言われたように、嶽ドームのオープニングにこれをもっていくというのは、
非常に 時期的 に難し いの かなというふうに思 って います。今年は年度 途中でこういう
事業が 提案さ れてき たも んですから、来年ま た新 たな考え方でそうい うのも含めて検
討はできるかなと思っています。
○議長
提案された事項について他に何かありませんか。
○地域振興課長
先 程会長のほうから①の関 係と、地域防犯ステッ カーの話出されましたけ ども、前
回は事 業と共 に概算 予算 も併せてみなさんに ご承 認いただいて、今現 在市長の決裁も
おりて 事業に 向かっ てお ります。ただ、今回 時間 的な制約あって事業 費まで上げるこ
とがで きませ んでし た。 この後実行委員会等 いろ いろな機会で検討を 重ねて、先程会
長が提 案され た事業 に対 する予算関係は、こ の後 詰めさせていただき たいと思ってお
ります 。一回 目でご 承認 された総事業費が２ ８０ 万円程でございます ので、残が２２
０万円 程であ ります ので 、それの一部で先程 から 話している事業に対 して地域枠でど
ういう 支援が できる か、 金額的にはこの後詰 めさ せてもらいたいと思 っております。
○議長
例えば予算が余った場合は、次々と追加していくということになるでしょうか。
○地域振興課長
い ずれ今提案された事業費 では、残りの２００万 円は消化できないと思い ます。こ
の後さ らに街 灯の問 題と か、これから拾い上 げる とか、さらに委員か らの提案は随時
あるわ けです から、 そう いうものを取り入れ て協 議会のほうで検討し て、いずれ５０
０万円は消化しなければならないことになっています。
○建設課長

前 回私はこの会議に出てま せんでしたけども、前 回の資料の中に地域枠予 算事業提
案一覧 表で概 算事業 費と いうのが出てるんで すが 、動くとすれば建設 課のほうで動く
ことに なる緊 急処理 事案 対応、いわゆる応急 措置 的な事業というとこ ろに、一応５０
万円と いうの がここ に載 っております。それ から 居住環境周辺整備の 所で３２万円と
いうこ とです 。居住 環境 周辺整備というのは 、主 に町内の草刈りとか そういうものを
想定し てます ので、 ３２ 万円あれば草刈隊を 編成 して、いろいろな広 場なり道路の交
差点な りの草 刈はで きる のではないかと思い ます 。ただ、応急措置的 な事業費につい
ては５ ０万円 という 金額 で、機材の借り上げ なん かですぐに無くなっ てしまう金額で
すので 、提案 された 事業 の概算を出してもら って 、それでもいくらか 余裕あるとすれ
ば、新 しい事 業を探 すよ りも今年度は私のほ うの 事業に回していただ いて、住民の緊
急的な要望に応えていきたいなと思いますのでご検討願います。
○議長
こ れは緊急対策事業なので 固定した金額は無理だ から、今後随時話し合っ ていくし
かない のでは ないで しょ うか。他に提案事業 につ いて何かありません か。なければ今
回 協 議 会 と し て あ げ た 四 つ に つ い て 、 み な さ ん 承 認 し て よ ろ し い で し ょ う か 。・ ・ ・
異議な しとい う声が あり ますので承認したい と思 います。何か他に事 務局からありま
せんか。
○支所長
今 日は決定いただきまして ありがとうございます 。大体今日の協議は終了 の方に近
づいて きたん ですが 、そ の他としましてみな さん にご報告とご協力を お願いしたいと
思いま す。斉 藤委員 さん の方からもいろいろ ご配 慮いただきまして、 前回７月に外を
バスで 回った 時に立 ち寄 ったんですが、布田 谷地 遺跡が発掘調査中で あります。１０
月の上 旬まで が期限 でも う１カ月ちょっとで 終わ るんですが、あそこ の発掘調査現場
は仙北 にある 県の埋 蔵文 化財センターがやっ てい る事業でありまして 、そこの所長さ
んと斉 藤委員 さんが 親し いという関係で、い ろい ろ手配していただい たところ、９月
の下旬 に現地 見学会 を実 施したいということ で、 実施するためには地 元からもご協力
をお願 いした いんで すが 、なるべく多くの人 を集 めて下さいというこ とになると思う
ので、 それは 地域版 の広 報でもお知らせした いと 思いますが、その時 には委員のみな
さんか らも現 地に足 を運 んでもらいたいと思 いま す。発掘調査の内容 についてはあま
り詳し く聞い てない んで すが、そんなにびっ くり する歴史をひっくり 返すようなもの
ではな いそう なんで すけ れども、縄文時代の 後期 のものと、それから 今から千年くら
い前の 、平安 時代の 住居 跡が見つかっている とい うことだそうであり ます。併せて、
現地見 学会の 他に現 地の 調査が全部終わって から 、報告会もぜひやり たいということ
でした。
○地域政策考査員
次 回の地域協議会の日程に ついてご相談申し上げ たいと思います。９月の 行事はみ
なさん ご承知 のとお り、 全県５００歳野球大 会あ るいは神宮寺の祭典 等あります。そ
ういっ た関係 もあり ます し、それから９月の 下旬 になりますと稲刈り シーズンに入る
という ことも ありま して 、できれば事務局と しま しては、１０月の第 １週に第４回目
の地域協議会を開催していただきたいと思います。いかがでしょうか。

○議長
こ ういうふうに早目に言っ てもらえばみなさん都 合つけやすいですね。こ こで日に
ちまで指定しますか。
○地域政策考査員
そうすれば１０月の６日金曜日の午後ということでいかがでしょうか。
○議長
１０月６日だめな人いますか。いないとすればその線で決めたいと思います。
○細谷委員
先 程決まった産業祭的な文 化祭的な催し物という のは、どの日にちを予定 してます
か。
○地域振興課長
１ ０月の２８日・２９日の 土日になります。その 方向で今検討しておりま す。大仙
市全体 の稔り フェア はそ の前の週です。です から 関係するところは２ 週続いて大変な
わけですけれども、その方向で日程と内容詰めていきます。
○議長
それでは、他になければここで終了させていただきます。
７

閉会（１５時０５分）
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