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平成１８年度 第１回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１８年６月３日（土） 午後２時

２．場 所

南外コミュニティセンター「ホール」

３．会議の次第

（１）開 会

（２）会長あいさつ

（３）議 題

第１号 南外総合支所管内における主要事業について

第２号 地域協議会関連事業について

第３号 地域枠予算関連について

第４号 南外地域自治区における地域枠事業について

（４）その他

①次回協議会開催日程について

（５）閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１３名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 正照、伊藤 葉子、小松 成功、

今野 盛孝、今野 恭男、佐々木久悦、佐々木雅子、佐藤 セツ、

佐藤のり子、佐藤由香子、佐藤 豊

（２）事務局（１４名）

支所長 伊藤堅光 市民課長 高橋宣孝

収納対策考査員 高橋定悦 農林振興課長 佐々木繁雄

建設課長 伊藤俊一 福寿長 進藤辰朗

教委南外分室長 高橋公太郎 南外保育園長 伊藤義子

地域振興課長 菊地正雄 地域政策考査員 佐藤裕康

同課 主幹 佐々木清哉 同課 主任 佐藤茂暁

同課 主任 木村慎吾 同課 主事 高寺真史

５．欠席者氏名

委員（４名）

伊藤善啓、今野幸蔵、今野純子、佐々木タヨ子
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６．会議録

（１）開 会

地域振興課長 御案内の時間となりましたので、ただ今から第６回南外地域協議

会を開催します。私はこの４月から人事異動によりまして地域振興

課に配属になりました菊地です。

それでは開会にあたり伊藤会長よりご挨拶をお願いします。

伊藤辰郎会長 平成１８年度に入り第１回の地域協議会ですが、今日はこのよう

な晴天で皆さんにはご予定があったと思いますが、御出席をいただ

きましてありがとうございます。田植えも終わり一段落ではないか

と思います。新しい年度になって地域枠予算がどのようになって使

われていくのか、その予算を使って地域の独自事業をどのように進

めていくのかということについて協議をいただくということです。

それに先立ち、南外総合支所管内における１８年度主要事業につい

て各課からご説明があります。若干時間が長くかかるかも知れませ

んがよろしくお願いします。

地域振興課長 引き続きまして、議題に入りますが、その前に大仙市の機構改革

により課の名称変更や統廃合が行われ、職員の異動があったので、

その辺を含め支所長からお願いします。

総合支所長 年度が改まり初めての地域協議会にあたり、支所の体制が少し変

わりましたので時間を拝借しお知らせします。これは南外に限らず

全地域ですけど、今まで６つの課が４つになっております。総務課

と地域振興課が一緒になり地域振興課、税務課は市民課となってお

ります。農林振興課に農業委員会分室が一緒になり、土木課は建設

課と名前が変わっています。各課では班制をやめ担当制に変わって

います。教育委員会分室には公民館、社会教育、社会体育を主な事

業として公民館の方で一緒に仕事をしている状況です。

この後、１８年度の主な事業については、各担当課長より御報告

しますのでよろしくお願いします。以上です。

（第１号） 本日の委員出席数は１２名であり、大仙市地域自治区の設置等に関

地域振興課長 する条例により本会議が成立することを御報告します。なお、会議

録を作成する関係で録音しています。発言の際はどうかマイクロホ

ンを御使用下さいますようお願いします。

それでは、議長は会長が務めることになっていますので、よろし

くお願いします。
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伊藤辰郎会長 議題に入る前に一つ御報告があります。

委員でありました絹川仁三郎委員が、一身上の都合により委員を辞

職したいとの届出があり、４月４日付けで市長より承認されたこと

を皆様に御報告します。

次に本日の議事録署名委員については６番今野盛孝さん、７番伊

藤正照さんにお願い致します。

それでは、議題に入ります。

第１号 南外総合支所管内における平成１８年度主要事業につい

てです。事務局よりお願いします。

地域振興課長 第１号議案の提案の主旨を説明します。協議会委員の皆様には南

外総合支所管内の主要事業をお知らせすることにより地域行政に対

する理解を深め、地域づくりに関する協議の参考としていただきた

いというものです。第１号の別冊綴りの南外総合支所管内における

主要事業の資料に基づきまして地域振興課より順に説明させていた

だきます。それでは地域振興課より順次説明致します。

地域政策考査員 地域振興課所管の事業について説明します。会議資料により説明。

市民課長 市民課の主要事業について説明します。 会議資料により説明。

農林振興課長 農林振興課の主要事業について説明します。会議資料により説明。

建設課長 建設課の主要事業について説明します。 会議資料により説明。

教育委員会分室長 教育委員会の主要事業について説明します。会議資料により説明。

南外保育園 南外保育園の主要事業について説明します。会議資料により説明。

伊藤義子職員

福寿園 福寿園の主要事業について説明します。 会議資料により説明。

進藤辰朗職員

健康増進センター 健康増進センターについて説明します。 会議資料により説明。

伊藤今子職員

地域振興課長 資料の１３、１４ページのぬくもりの郷の説明については利用状

況ですので後で目を通していただきたいと思い省略させていただき

ます。以上でございます。

伊藤辰郎会長 各担当の課長さんから今年度の主要事業についてご説明がありま

したが、何か、委員の皆様から御質問がありましたらお願いします。
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伊藤慶蔵委員 最初建設課です。南外１号線は西板戸から皆別当まで。今年は春

木沢から物度までですが、物渡に入った場合、Ｔ字路の両側（皆別

当と下戸賀）とも橋があります。両方の橋が含まれるのかどうか。

建設課長 南外１号線の道路改良事業では、物渡まで改良するという漠然と

したもので、具体的にどこをどのように通ろうとしているのか、は

っきりと示せなかったので、このたびルートも含め調査事業を通じ

て計画していこうとするものです。

伊藤慶蔵委員 調査委託費で１０００万円もかかるのか。設計委託とは別個なも

のか。調査委託にはどこら辺まで入っているのか。

建設課長 ルートや工法や設計金額などを含めたものを調査委託として計上

している。ただ、ルートにしてもいろんなルートが考えられ、Ｔ字

路か物渡の坂の手前から皆別当に行くルートが考えられ、どちらが

経済的かどうかも含めすべて調査することにしている。

伊藤慶蔵委員 市民課で納税貯蓄組合の事務費補助の関係について。ここへ来て

一割削減ということを聞いた。予算の関係で仕方ないが、南外村当

時は、村税を１００％完納しましょうと、その見返りとして納税貯

蓄組合は補助金をいただいてがんばってきた。昨年合併して奨励金

はなくなったが、できるだけ完納しようとがんばっている。３月頃

には組合長さん方に収納成績の状況を連絡してもらい、完納に向け

た対応をしてきた経緯があるので、税務課の方へ連絡したところ、

個人情報は別としても納税組合としての情報を何ら教えてもらえな

かった。納税成績が上がるよう指導してほしい。３月議会が終了し、

４月になれば収納状況がわかっていることなので、新年度の部落予

算をたてる時期にあたるので、わかる情報は教えて欲しい。

教育委員会へ。 スポーツ行事で３つほど上げられている。周知

方法として広報を見て参加して下さいということだが、市の行事と

老人クラブの行事の日程が一致してしまう。なるべく多くの市民が

参加できるように計画していただきたい。

伊藤辰郎会長 その他に何かございますか。

佐藤由香子委員 農林振興課の事業で、去る２月の地域協議会の時に南外ダムの水

抜きが平成１８年度の秋頃に行われると聞いていたが、どうなって

いるのか。

農林振興課長 南外ダムの件については、１８年度事業の採択を受けて事業を行

う予定にしていたが、要望が７件あり、採択が２件だった。落選し
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た。１９年度採択に向け改めて要望していくつもりだ。但し、はっ

きりしたことは言えない。

佐藤由香子委員 教育委員会の方ですが、三館だよりがあったが、現在の配布はど

のようになっているのか。

教委分室長 以前発行していた三館だよりは、残念ながら１６年度で中止にな

っている。当時は公民館・図書館・ふるさと館・民俗資料館などの

事業団体が協力してやっていた。今年は主に公民館や図書館の本の

内容をお知らせすることを３ヶ月に１回程度発行し、行政協力員を

通じて配布していく予定だ。

佐藤由香子委員 地域子供教室の運営とあるが、学童保育と同様なものか。

教委分室長 放課後児童クラブとは別なものです。

市民課長 旧町村の中で実施ししていないのは南外地域だけ。小学校１年生

から３年生までの低学年を対象に鍵っ子対策として実施しているも

ので、本年度は実施向け調査段階にある。

伊藤慶蔵委員 民俗資料館の解体工事について。資料館には旧式のポンプ自動車

があり、昭和４９年に消防署から払い下げを受けた。アメリカ式で

日本に一台しかないと貴重なものということで５万円で譲り受けた

経緯がある。今回、解体にあたりポンプ車はどうなるのか。

教委分室長 古いポンプ車なので県の博物館に照会したところ、結構台数があ

りるということだった。エンジンもかからないし、動かないので、

再度保存することになると保管場所に困ることから、廃棄処分をす

ることにした。

伊藤慶蔵委員 ポンプ車は当時払い受けて設置した責任もあったので、その行方

を聞いて安心した。

伊藤正照委員 地域振興課のふるさと南外夏まつりは未定とあるが、開催の形態、

協賛等について教えていただきたい。

また、農林振興課の大仙市稔りのフェアで農産物の展示があるの

かどうか。また、教育委員会の主なスポーツ行事にこの先地域の運

動会がないのかどうか。また、人間ドックの助成金はなくなったの

かどうか。
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地域政策考査員 ふるさと南外夏まつりはそれぞれの構成する団体の話し合いが行

われていない状況。ただし、予算は９０万円計上されている。

農林振興課長 稔りのフェアについては、 農産物の販売が主で、農産物の品評

会的なことは考えていないようだ。種子の展示は若干あるようだが、

主体はあくまでも農産物の販売だということ。

教委分室長 南外地域の運動会は、順番から言えば、来年が南外村時代にやっ

ていた運動会の実施年にあたるが、運動会をやってくれという要望

はあまり届いていない。ただし、各種団体から運動会の開催要望が

あったら考えてみたい。やるとすれば少子化なので、レクリエーシ

ョン的ことやスポ少対抗などいろいろ検討していかなければならな

いのではないかと思う。

伊藤今子職員 人間ドックの助成について。平成１６年度までは人間ドックを受

ける人に一般会計から一人当たり１万円から１万５千円ほどの助成

を行ってきた。合併と同時に国民健康保険の加入者に限って、国保

会計から３割の補助が出ており、７割は自己負担となっている。よ

って、社会保険に加入している人へは補助は全くない。

佐藤由香子委員 地域子供教室、放課後児童クラブに関し、利用意向を調査して実

施するようなことだったようだが、いない場合は実施しないのか。

教委分室長 子供を預かる事業が二つある。市民課では放課後に児童を預かる

事業で、私たちの方では平日ではなく、週末や夏休み冬休みに子供

達の居場所をつくろうとするもの。市民課では来年度実施予定だが、

私たちは６月に事業を予定している。内容については公民館便りで

お知らせしていくことにしている。

市民課長 放課後児童クラブに関しては、ある程度の希望者がなければなら

ないが、二小学校の児童を一箇所で預かる方向で考えているが、あ

まり希望者がいないと実施しないこともあり得る。

伊藤辰郎会長 時間もだいぶ経過したので、この辺で議案１号については終了し

たい。課長さん方が退席するので、５分間休憩する。

伊藤辰郎会長 それでは第２号の地域協議会の関連事業について事務局から説明

願う。

地域振興課長 私から提案の趣旨を朗読します。
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地域協議会が共通した認識のもと１８年度以降の地域協議会を進

めていただくための研修会等、今年度予定されている事業を紹介す

るものです。

地域政策考査員 第２号 地域協議会関連事業についてご説明します。

課長の説明にあったように、地域協議会の皆様がさらに地域協議

会委員としての役割を高めながら活動していただくための研修会事

業を予定しています。

まず一つめの地域協議会委員研修会は日程が決まっています。来

る６月２５日の日曜日、午後一時から五時頃までを目処に、大仙市

中仙市民会館、通称「ドンパル」で開催されます。

基調講演として東大名誉教授の大森弥氏が講演を行うほか、事例

発表として高城憲子さん、阿部一雄さんがそれぞれ取り組んでいる

状況をお話することになっています。

また、委員の皆様方が他の地域の協議会委員と意見交換をする機

会がなかったことから、今回協議会委員の意見交換の場を設けてい

ます。

参集メンバーでございますが、地域協議会委員の他に自治会の代

表者や各地域の活動団体も含まっていますが、あくまでもメインは

地域協議会の委員の皆様ですので、全員の御参加をお願いします。

なお、当日はﾊﾞｽを準備しておりますので１２時２０分頃出発しま

す。全員参加を基本に１２時１０分頃までご参集願えればありがた

いです。よろしくお願いします。

また、二つめとして地域協議会委員の活動支援事業です。これは

各地域協議会の皆様方が自らの資質向上のために先進地視察や講演

会を行うなど自らの勉強をしようという事業です。これには一地域

２０万円の予算が計上されています。この件につきましては後々皆

様方と検討していきたいと考えています。

三つ目は地域協議会へのアドバイザー派遣事業ですが、地域コミ

ュニティの活性化や住民との協働を推進するということで、湯沢市

で活躍されている岩崎ＮＰＯの事務局長の高橋さんをアドバイザー

としてお招きするものです。こちらの協議会で都合の良いときにお

願いしようと考えています。

以上、協議会委員の皆様方の事業として予定してますので、よろ

しく御参加等をお願い申し上げ説明を終わります。

伊藤辰郎会長 議案第２号の説明が終わりましたが何かご質問はありますか。

６月２５日大森弥氏の講演があるということで、１２時２０分に

出発するようですので、是非とも御出席をよろしくお願いします。

なければ、次に移ります。



- 8 -

議案第３号ですが、地域枠予算関連でございます。事務局よりご

説明願います。

地域振興課長 提案の趣旨でございますが、地域枠予算に関し、市としての統一

見解について説明致します。

地域振興課主幹 ４月から地域振興課に参りました佐々木です。

地域枠予算は予算の使い方の基準がはっきりしないということで

これまで御難儀されたように思います。今回総合政策課より基準が

示されました。一つめは事業主体のパターン、二つめに支給される

団体、三つ目に対象となる事業がそれぞれ明らかになったというこ

とです。実施類型Ⅰは地域の団体が実施するよりも市が行った方が

事業効果が高い場合です。 実施類型Ⅱは市と団体の協働して事業

を行う場合で、原材料等の支給や重機等の借り上げが考えられます。

実施類型Ⅲは地域の団体が主体的に事業を行う場合に補助金を交付

するものです。

実施類型Ⅱ・実施類型Ⅲの場合、どのような団体に交付するかで

すが、自治会登録を済ませた自治会が行う場合をはじめ、子供会、

親子会、青年会、老人クラブ、地域婦人会、村おこし懇談会、ＰＴ

Ａ組織、町内会、部落会、地域コミュニティ委員会などがあります。

対象外の団体として政治色や宗教色が濃い団体、営利団体、構成員

が１０人に満たない団体です。

また、どのような事業に交付されるのかという点については、６

つほどあります。

福祉ボランティアの育成やネットワークの構築など地域の人々と

のつながりを生かし、地域の連帯を強化していくための事業として、

地域のふれあいの場つくり活動やボランティア研修。

地域の伝統行事の支援や地域の個性を伸張し、継承していくため

の事業として、地域伝統行事支援。

身近な生活道路等の小規模な維持補修など、地域の住民の要望に

迅速に体操するための事業として、道路や側溝の軽微な修繕。

自然環境の保全や雪対策など、生活環境の向上に地域の住民と共

に取り組むための事業として、街灯の設置補助、地域の安全確保、

環境美化運動。

地産地消や地域の観光資源の開発など地域住民の能力を活かし地

域の活力を生み出すための事業として、観光ガイド育成や地域ガイ

ドブック作成支援。

住民団体が主催する交流イベント等の支援など、地域の住民同士

や地域間の交流を促進するための事業や各種ボランティア団体・Ｎ

ＰＯ等の育成として、各種団体育成支援やふるさと交流支援が対象
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になっております。

これらの事業に対する交付金は上限を２０万円としており、この

場合の自己負担は特に必要ないというものです。

地域振興課長 この説明の中で市の考え方としてより多くの市民の方々から課題

を出していただき、行政に反映させたいとのことから、小学校単位

で地域コミュニティ会議なる組織を立ち上げることを推奨していま

す。次の参考資料について佐々木主幹から説明をお願いします。

地域振興課主幹 地区コミュニティ会議がなぜ必要なのかということですが、地域

協議会は住民と行政が共に手を携え、地域の課題や展望といった住

民の声を行政施策に反映させていくという役割を本来もっているわ

けでありますが、さらに、きめ細かな住民の意向をまちづくりに反

映させるために小学校単位で「地区コミュニティ会議」を立ち上げ

るものです。

また、機能と役割についてですが、まちづくりに関心のある個人

や団体が参加する「まちづくり委員会」として、また実行部隊とし

て位置づけています。

コミュニティ会議から提案されたまちづくり計画や自主イベント

などの要望事項は、地域協議会の皆様方との対話の場を通じて提言

していくことを想定しています。

そこで、南外地域ではどうやってコミュニティ会議の機能を持た

せていくのかを考えた時、南外には昭和５０年代より小学校単位に

組織されたコミュニティ委員会があり、地域から選ばれた委員で構

成され、今現在も花壇整備やコミュニティ施設の維持修繕、スポ少

団体への助成などを手がけています。 そうしたボランティア活動

を継続的に取り組んでいる団体であることから、南外地域では、当

面は地域コミュニティ委員会を生かしながら、地域づくりに向けた

提言や要望を自ら行えるよう、組織の機能を強化し、地域協議会と

連携した地域づくり活動が展開できるように両委員会に協力を依頼

していきたいと考えています。

イメージ図にあるように、皆さんの地域協議会では南外の全域的

な課題やまちづくりに関することに他、地域の要望を独自事業とし

て位置づけたり調整していくことが役割になろうかと考えます。

一方、コミュニティ会議では、集落やコミュニティ単位での課題

やニーズ把握の取りまとめを行い地域協議会へ提言していくといっ

た関係になろうかと考えています。

地域の隅々の要望や課題をコミュニティ委員会を通じて上げてい

ただき、さらに地域協議会の場に上げていただき、地域枠といった

事業を精査しながら実行段階に結びつけていくといった両者の機能
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が今後期待されるということです。

地域振興課長 南外地域には二つのコミュニティ委員会が立ち上がっているの

で、その委員会に地域の意見や要望を取りまとめていただきたいと

考えておりますが、この点についても協議会の皆様方のご了解をお

願いしたいともの考えています。

伊藤辰郎会長 いま第３号の地域枠予算について説明がありました。地域枠の運

用イメージとコミュニティ委員会の役割、地域協議会との関連につ

いて説明があったわけですけど何かご質問はありますか。

今野盛孝委員 地域枠予算については去年に案を提示したが流れた予算ですが、

当初は市長さんから「地域の特徴を生かしたソフト事業を考えてみ

て下さい。」と特にソフト事業を強調されたと思います。これをみ

ると補助金のばらまきみたいなもの、小さな団体がいくつも声を上

げてくるような感じがします。

去年からだいぶ変わってしまったようですが、こういうのであれ

ばもっと最初から言ってくれれば良かったのではないかと思いま

す。ソフトを考えるのは難しいけど今回の補助的な事業は自分にも

考えられる感じです。

地域政策考査員 昨年はいろんな意味で紆余曲折がありました。合併当時８市町村

独自な考え方があり、一方では選挙で選ばれた市長が自分の政治に

対する考え方があり、試行錯誤をした経緯が見受けられます。頭で

考えていたことがなかなかまとまらなかったというのが実情だと思

います。よかれと思って発言したことが微妙に変化してしまったこ

ともあるのではないかと考えます。当初、市長はソフト事業という

ことで考えたけれども、８市町村のさまざまな意見が次から次へと

出され、さまざまな地域の事情や利害関係もあったようで、何とぞ

合併当初ということでご了解願いたいと考えています。

今回市の統一案とした出された地域枠予算は八方美人的な面もあ

り、解釈によっては何とでもなるとも言えるのではと思います。

ただ一つ申し上げたいのは、このイメージ図では８地域どこでも使

えるということであり、各地域でどのように使っていくのか規定さ

れているわではないので、私たちの協議会ではソフト事業一本で行

くんだということであっても結構と思うし、地域協議会は独立した

組織であるので、場合によっては独自の考え方も協議会全体の意見

だということで通るのではないかと考えています。要は地域協議会

が地域の活性化という一つの目標に向かっていければ良いかな思っ

ていますので、何とぞその辺を御理解いただきたいと思っています。
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伊藤会長 地域の独自性が失われるということではなくて、こういう事業も

あり得ますよということのようです。地域協議会が手も足も出なく

なるということではないようです。いろんな地域からの要望が出て

来たのを取りまとめたのがイメージ図のようです。これですべてが

埋まってしまうということではないと思います。

佐藤 豊委員 南外地域には二つのコミュニティ委員会があり、これを進めてい

くとなれば、既存の委員にお願いした方がいいのか、まちづくりの

提言などということができるようになったから、新たな組織を作っ

ていった方がいいのか、その辺はどのようにお考えでしょうか。

地域政策考査員 正直なところ二つのコミュニティ委員会の活動内容が異なってい

ます。目的とする趣旨は同じですが長い年月の間に微妙な違いが生

じています。今回、コミュニティ会議の機能という新しい役割を担

っていただくにあたり、いきなり新しい委員を選出してということ

は難しいと思います。とりあえず一年かけて趣旨を浸透しながらの

方がいいのではないかと考えます。今後二度三度と委員会の役員の

皆様方と話し合いの機会を持ちながら、共に考えていきながら実行

段階へ移していきたいと思います。

伊藤正照委員 地域枠予算と地域コミュニティ委員会との関わりについて教えて

下さい。

地域政策考査員 直接的な関わりはありません。ただし、いろんな地域にはほんの

小さな課題もあるんじゃないか、実行できるかどうかは別にして、

協議できる場にそうしたものを挙げて欲しいという考え方です。

したがって、地域枠予算として予算化するかどうかとは別に、地

域の抱える小さな要望や課題を地域協議会にあげるための役割をコ

ミュニティ委員会に担ってもらいたいということです。

伊藤正照委員 イメージ図の実施対象団体というのがあるのですけど、この中に

コミュニティ会議が入るのではないですか。もう一つ、実施類型Ⅰ

も地域枠に入るのですか。それも含めて５００万でしょうか。

（そうです）

地域振興課主幹 実施団体のところに自治会を筆頭にして示してありますけれど

も、地域の課題や要望を吸い上げるために立ち上げるコミュニティ

会議を構成する団体は、理想的にはまさに支給対象団体であります。

しかしながら新たな構成メンバーで地域コミュニティ会議を立ち上
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げるとなると今の段階では無理があるだろうと。従って、当面は現

在活動されているコミュニティ委員会に地域の要望を吸い上げる役

割を担っていただけないだろうかとの提案なわけです。

地域政策考査員 地域コミュニティ委員会も一つのボランティア団体なので、新し

な役割を持ちながらも、自ら事業を実行していきたいとする場合に

は補助団体になりえることで、両方の役割を有することができると

いうことです。二重構造になるのでわかりにくく、混乱すると思い

ます。

地域政策考査員 コミュニティ会議とコミュニティ委員会とは別物です。コミュニ

ティ委員会は南小と西小の二つがあり、花壇整備やﾎﾟｽﾀｰとかやっ

て現在ボランティア団体として活動しています。それらに対し、何

万円かの補助金を出しています。

今回、市ではコミュニティ会議を作ってくれるようにと推奨して

います。なぜ必要かということについては先程来説明しているとお

りですが、細々とした要望がなかなか出て来なくてだろうなと。そ

こで、ＰＴＡとか親子会とか部落会の人が委員になってもらってコ

ミュニティ会議を立ち上げてくれというのが市の考え方です。とこ

ろが、各種団体も少ないし、集まってくる人も同じだろうから、学

区毎に組織されているコミュニティ委員会に役割を担ってもらって

いうことをご了解願いたいということです。

コミュニティ委員会でも自らの事業ができる実施団体にもなれる

し、コミュニティ会議の役割もあるわけで、同じ地域にコミュニテ

ィ会議とコミュニティ委員会があってどっちがどっちなのかわから

ないといわれる状況になるよりも南外地域にはベターではないかな

と考えているところです。

小松成功委員 合併協に立ち会ってきた流れからして一言申し上げますけど、市

長さんは５００万円を地域で使って下さいと言ったら、どのように

使えばいいかわからないと町村長さんが言ったそうです。今までは

議員さんが決定して市が執行してきた訳で、上から来たものを使う

ことだけを住民が慣れてしまったものだから、急に使い方を考えて

使えといわれても使えなかったようです。なかなか良いアイデアが

生まれなかった。そこで５００万円を一挙に使うということでなく、

２０万円というように額面を小口したほうが方が使いやすいという

ことになったようです。

地域政策考査員 佐藤委員の言わんとすることをくみ取れなくてすみません。５０

０万円というのは今年も変わってなくて、２０万円とあるのは、市
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が単独で行うものや市と地域が協働で行うのは一本で５００万円で

も構いません。ところが、実施類型Ⅲで団体が自ら行おうとする場

合は、一つの団体に５００万円だと多すぎるし、他の人が使えない

ので、あくまでも補助金として頂く場合は２０万円までですよ、と

いうことです。

小松委員の意見についてもその通りで、５００万円の事業を考え

るのは難しいけど、２０万円で小口にすることによって地域の要望

や課題を解決しようというものです。

また、２０万円という点も根拠があったわけではなく、当初は、

補助金は上限無しで補助率２分の１だった。例えば５０万円の事業

をやれば２５万円は補助金で、残りの２５万円は自分たちのお金を

出さなければならない。例えば５万円の事業でも２万５千円がなけ

ればできない。ボランティア団体であっても手持ちのお金を出さな

ければできないとすれば矛盾が生じるので、１００％補助でもやり

ますとした訳です。ただ、余りにも大きい事業だと平等性に欠ける

と言うことで、上限を２０万円程度ということになったのです。

伊藤辰郎委員 地域枠５００万円の予算で何かこの地域のためになることをやろ

うとしている訳だけど、実際に事業が決まり、事業をやる時にこの

地域の人の参加がないと出来ない訳ですね。その参加を要請するた

めに地域のコミュニティの人たちも参加してもらう。その地域の人

達との要望と合致する事業であると連携して出来ると。そこで折角

ある西小、南小のコミュニティ委員会を活用するというか、交流し

ながらやっていこうとしたのかなと思いましたが、そんなことでよ

ろしいでしょうか。

地域振興課長 そのとおりです。いまあるコミュニティ委員会から意見を聞いて、

地域協議会で検討するということです。予算枠についてはあくまで

も地域協議会で決めていくという形になります。意見要望を聞く所

として二つの学区のコミュニティ委員会から意見をお聞きしたいと

言うことです。これが提案の趣旨でもあります。

伊藤辰郎会長 今までのコミュニティ委員会ではそれぞれやってきた継続事業と

いうものもあるわけだけど、それはそれとして、新たにこの地域を

どうするかということについて考えるのはこの地域協議会で良いわ

けでしょ？そしてこういうことをやりたいんだが、コミュニティ委

員会さんも協力してくれませんか。という関係なのかな？
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地域振興課長 そういう関係も出てくると思いますけど、地域の要望をコミュニ

ティ委員会でまとめていただいて、その意見を協議会に取り上げて

いただくと言うことです。コミュニティ委員会の皆様と協議会の委

員の皆様との交流ということも考えていかなければならないという

ことになります。

佐藤 豊委員 このイメージ図からしますと、南小と西小のコミュニティ委員会

が地域の小さな課題や要望を委員の中で諮って、話を盛り上げてい

ってその結論を協議会に出すということですね。南外地域協議会で

諮って了承されれば大仙市に出すと言う手順でよろしいですか。

また、５００万円という地域枠に与えられる予算に関しては協議

会で決めて、その他にコミュニティ委員会や道路の側溝の維持補修

といった２０万円の補助金は地元の要望に対して応える形で拾い上

げていくということですか。地域枠の５００万円と地域の細々とし

た要望に与えられる２０万円の補助金とは別個のものだと解釈して

いますがそれでよろしいですな。

伊藤辰郎会長 地域枠の５００万円と２０万円の補助金は別物だと言うことです

が、それでいいんですか。

地域政策考査員 違います。要するにコミュニティ委員会で実施したいことを受け

付ける窓口であるということです。窓口であると同時に実施主体で

あると言うことです。コミュニティ委員会には基本的な最初のスタ

ンスとして、集落の要望や課題を受け付ける窓口の役割がまず一つ

あります。その他に南楢岡地区で一つの祭りをやるために地域枠の

事業の実施主体にもなることもできます。ただ、Ⅲ類型でやって補

助金として実施する場合の２０万円です。

あくまでも５００万円の地域枠予算の一つの例ですよと言うこと

で、２０万円と５００万円は分離してません。５００万円のうち、

補助金として出すの事業に２０万円を限度として出すよといってい

ることです。これ全体で５００万円です。何に使っても５００万円

です。Ⅰ類型で使っても５００万円。Ⅰ類型とⅡ類型で使っても５

００万です。例えばⅢ類型の２０万づつで５００万円を使おうとす

れば２０万円を２５団体に配れます。やり方はさまざまだと言うこ

とです。

伊藤辰郎会長 要するに地域枠の予算は５００万円しかないんだと。その中でボ

ランティアだとかＮＰＯだとか部落だとかから要望があって、一つ

一つやっていけば、２０万円の補助金が積み重なって２５の団体に

なって、大きな事業もできなくなると、そういうことですね。
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今野盛孝 ５００万円の枠はわかります。それからコミュニティ会議を設置

するというのもわかります。ただ、今現在、コミュニティ委員会の

活動というのがまず一つわかりません。花壇の整備だとか、草取り

だとかいろいろ聞こえますけど、会費をもらって、足りない分を市

からもらって、今年はそれがなくなると言うことですか？ 予算が

廃止され、地域枠予算へ移行と書いています。

現在のコミュニティ委員会では各部落から順番で選ばれているの

で、行政的な要望はなかなか出ないと思います。行政協力員とか自

治会といった人たちが入ったコミュニティ委員会であれば出てくる

思うが、それ以外の会議自治会の会長さん達を参加させるか。また

子供会、老人クラブ、ＰＴＡや青年会などいろんな団体が集まると

いうことになればものすごい人数になるのではないかなと思いま

す。まず自治会の会長さんに、各種団体の長を加えた委員会を作っ

て会議をやったら良いのではないでしょうか。ただし、あまり多く

の団体が参加すると数々の要望が出てきて、それが地域協議会に提

案されると収拾がつかない状態になるのではないかなと思います。

そこら辺の制限するようなことも考え合わせて委員会を作らないと

いけないものではないかと提案したいと思います。

地域政策考査員 心配をすればきりがないと思います。補助金の話からしますと、

確かにボランティア団体への補助金が廃止され、地域枠予算から出

されないかと言うことになっています。実は第４号のほうでお願い

しようと思っていた所ですが、質問が出ましたのでこの機会にお願

いしようと思います。花いっぱい運動とかコミュニティセンターの

施設管理の一貫として花壇整備などを行っており、細々ながら活動

を実施している状況があります。１８年度においてその財源が地域

枠予算に移行したことから、最低限の活動費として２０万位の予算

ですがお願い致したいと思います。

また、地域の要望といった点では、いろんな意見が出てくること

が十分予想されますが、生の声として出てくるものですが、それら

がすべて実施できると確約するのではなくて、それぞれの課題が出

てきた中で、共通した課題があれば全体とした課題として捉えるこ

とにもなりますし、若しくは他の総合支所でも同じような課題だと

すれば市で対応するなど道も開けてくると思います。とりあえず土

俵の上にいろんな課題が乗るという点では意義があるのではないか

と思います。地区コミュニティ会議はまずやってみて、不具合な点

があれば修正していく、必要が出てくれば直して、地域の活性化を

めざしていけばいいのではないかと考えています。
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佐々木久悦委員 地域枠予算の運用イメージ図からすると、支給団体の対象を絞り

込んだり、補助対象事業の内容を精査するのは、たぶん地域振興課

になると思うんです。で地域協議会では何をやるのよということに

なれば、類型ⅠⅡⅢということと、最後には事業の適正を見極める

のかなという気がしますがこの考え方で良いですか。

もう一つ、地域振興課が各種団体にコミュニティ委員会も一つの

団体だとすると、ＰＴＡや親子会や子供会や部落会にこの事業を周

知してまとめるというのが、本年度も２ヶ月が過ぎていますので物

理的に大丈夫かなという感じがします。

もう一つは、去年地域枠予算となった時にこの協議会で話した事

業内容についてⅠ型類型でできるのかなということを質問します。

地域政策考査員 ちょっと、勘違いされている点があると思います。というのは、

地区コミュニティ会議は必ず作らなければならないとは言っていま

せん。つまり細部に渡って地域協議会で把握できるとすればそれで

も良いのです。それがなかなか難しいのであればコミュニティ会議

を立ち上げたらいいのではないのかなといっているのです。会議は

必須条件ではなく、なかなか地域の声が出にくいだろうなというこ

とで地区コミュニティ会議を立ち上げたらどうでしょうかと。南外

では改めて同会議を立ち上げるよりは、地区のコミュニティ委員会

があるので、そちらにこの役割を担ってもらったら良いのかなと考

えています。

あとは、この協議会を単なる審査機関として終わらせるいうこと

ではないんです。地域協議会は自ら地域課題と取り組みながら、何

をすべきかを検討する会ですので、上がってきた課題の善し悪しを

決めるのではありません。上がってくる課題を精査しながらこの南

外地域では何をすれば地域の活性化につながるのかを検討するのが

ここなんです。単にＡ部落から上がってきた課題はダメだ。Ｂ部落

から上がってきた課題はやるという話ではないんです。また類型を

判断する機関でもありません。類型は手法の問題です。いわゆる、

協議会では集まってきた地域づくりの種をどのようにして育ててい

くかが大きな役割であるということを再度認識して頂きたいと考え

ます。

佐藤 豊委員 先ほどの今野さんのご質問ですけど、今の地域協議会で話してい

る予算と、コミュニティ委員会で行っている予算は変わっておりま

せん。大仙市から１０万円と会費をいただいてこれまでどおり活動

を続けていくということです。

地域振興課長 今野委員の発言は主要事業の資料をみて言ったものと思います。
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この中で、ボランティア団体育成支援事業の補助金がなくなったと

あります。そこで、大仙市の一般予算から廃止となっていますので

地域枠予算に移行したことから、コミュニティ委員会への補助金に

関してこの協議会で決めていただくことになっています。まだ決ま

ったものではありません予算化されてはいません。

伊藤辰郎会長 いろんな意見が出て、解釈もさまざまですが、市長が５００万円

の地域枠予算をつける言った話の時に、大仙市が合併して周りの地

域の特性がだんだん失われて行くんではないかと、それを防ぐため

に地域独自の事業なりソフト事業を含めてそういう考え方を反映さ

せてくれと。そういうふうに私は解釈していました。従って、ここ

に出てきている道路や側溝の軽微な修繕といったものばかりが出て

くれば地域の特性などあったもんじゃないと。ほんとに必要に迫ら

れてどうしてもやらなければならない状況はあるかも知れないけ

ど、そういうものが寄せ集まったような地域枠予算というのは本来

の趣旨からすればはるかに離れてしまうと思うんです。やはり地域

の特徴を生かした事業をいかに組み立てて実行していくのか。そこ

に意味があると思うんです。それが失われるのであれば、地域協議

会そのものの存在意義もなくなるではないかと思っています。

第３号議案についてはこの辺で打ち切ることにし、第４号議案の

南外地域の地域枠事業にお願いします。事務局より説明願います。

菊地地域振興課長 提案の趣旨についてご説明します。本年度に実施する地域枠事業

について協議していただきたいというものです。これまでの経緯に

ついて佐藤考査員から説明します。

佐藤考査員 コミュニティ委員会関係の補助事業についてカットされておりま

すことから、どうしても実施する場合は地域枠事業でといわれてお

ります。コミュニティ委員会も当地域においてなくてはならない団

体でありますので補助金を支出できるようにお願い致します。

併せて、それ以外の事業についてもお願いします。

伊藤辰郎会長 要望する内訳は南小学区コミュニティ委員会、西小学区コミュニ

ティ委員会、悪戸野地区衛生事業組合の補助金として合わせて２４

万８千円ほどのようであります。昨年度よりも４万円ほど増額とな

っているようですが、みなさんいかがでしょうか。

一同 異議なし。
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伊藤辰郎会長 それでは、コミュニティ委員会等への補助金を地域枠事業から支

出することに決定致します。この他に地域枠事業として皆さんに改

めてご意見を伺います。

伊藤正照委員 営農集団の話の中で地産地消する観点から移動直売所という話も

あったかと思いますが。実際、はほほえみ直売所でやってますが、

地域特産物の売上げや、畑作の振興、母さん達の取組み意識の向上

の点からも、プレハブを地域枠予算で購入していただけないでしょ

うか。

伊藤辰郎会長 正照委員さんから出されました、野菜の移動販売所として使える

プレハブを地域枠予算から出せないでしょうかという要望が出たわ

けですけどどうなんでしょうか。補助対象団体として適正でしょう

か。営利目的の団体という見方もありますが。農業振興からの助成

金というものはないんですか。

佐藤考査員 補助金の交付団体として考えると、農協女性部の扱いは地域内の

団体として考えられますが。地産地消の活動が農業振興に結びつく

ものとは考えられます。地域社会の貢献度も重要な判断となること

だと思います。

伊藤辰郎会長 地域農業の振興、地域特産物を育てる意味では、外での販売を含

めて支援してやりたいなという感じはあります。

佐々木久悦委員 賛成意見です。用は農協女性部が営利団体かどうかということで

すが。直売所は農家の方々の野菜や山菜が並び、当然利益がないと

動かないわけですが、農業のトータルとして考えると利益だけでは

ないと考えます。また、この直売所の発端が総合支所でチラシを作

ったりして共同で役割分担をしながらやってきた経緯があります。

南外のＰＲという意味では貢献してきたのではないかと思います。

伊藤辰郎会長 団体の扱いについて、活動内容を含め地域枠予算から支出できる

ように検討を加えていただきたいと思います。

時間もないようですが、環境問題に関する事業についてないかや

ろうという意見が出てましたが。ブラックバスや河川清掃に関して

やったらどうかということも環境事業ということになると思います

が。いかがでしょうか。

佐藤 豊委員 地域枠事業でなかなか合致する事業を見つけることは難しい。先

ず地域枠事業として認めて事業をやってみて、地域の活性化を期待
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するしかないのではないか。そういう意味でプレハブも実現できる

ように考えた方がいいと考えるし、コミュニティ委員会への補助金

も妥当ではないかと考える。

伊藤葉子委員 西木村では女性部と限定せずに、主体になって、一般の農家の方

々の会員への働きかけを行っている。

伊藤正照委員 農協婦人部の中に３７人ぐらいの直売所グループの組織を構成し

ている状況であり、特に限定した扱いをしているわけではない。

男性の会員もいるし、会則を作ってやっている。

伊藤辰郎会長 皆さんの意見ではできるのであれば地域枠事業で対応できるよう

にやってもらいたいという意見が多くあり、私も同様に考えている。

実現できるように事務局でも検討していただきたいと思います。

環境事業はどうしましょうか。

環境事業を研究するということで、この辺で終了したいと思います。

次回の日程について決めたいと思いますが。

佐藤考査員 環境事業については実施することになると、釣り大会や河川清掃

といった時期的なものもあるので、その意味合いも含めて早めに協

議会を開催していただきたい。

伊藤辰郎会長 環境事業については私はやりたいと思いますが、いかがでしょう

か。

佐藤由香子委員 私は南外ダムの釣り大会賛成ですが、実際やるとなればどこでや

るのかといった実施団体についても決められるのでしょうか。

地域協議会で実施団体を推薦したりするのでしょうか。

伊藤辰郎会長 当然、実施していただける団体に声を掛けて協力を

何とか環境事業の実施に向け、次回協議したいのですが。小委員

会を作って内容をもっと検討したらどうでしょうか。協議会委員の

中で委員会を作るといったことを考えています。佐藤由香子さん以

外に賛同者はいませんか。ご賛同をいただければ前向きに進めてい

って良いですか。もし他の事業があれば発言していただきたいと思

います。意思表示を是非お願い致します。いかがですか。
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伊藤辰郎会長 司会進行のまずさから時間を大幅にオーバー致しまして申し訳あ

りませんでした。いずれ結論が出なかったので、次回もう一度検討

することにしたいと思います。いつ頃よろしいでしょうか。

事務局はいつ頃が良いですか。

佐藤考査員 二週間ごろを目途にお願いします。

伊藤辰郎会長 次回の協議会は６月１６日（金）の５時３０分からコミュニティ

センターにしたいと思います。今度の協議会では事業についてのみ

行いますので、それぞれ考えて来て下さい。６時５分前になりまし

たので、これにて終了致します。ご苦労様でございました。


