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第３回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成１８年１０月６日 午後１時３０分 

・場 所 大仙市役所協和総合支所 ４階大会議室 

 

・ 出席委員：五十嵐陽子、加藤弘栄、加藤幸子、加藤主税、加藤祐子、今野庄蔵、今野弘子、 

佐々木栄一、進藤専一、鈴木貞一、豊島萬蔵、武藤隆男、茂木隆、茂木美竹、柳原榮子、 

柳原忠幸（１６名） 

 

・ 欠席委員：進藤鐘一、柳原政勝（２名） 

 

・ 大仙市関係者 

協和総合支所： 加藤地域振興課長、山谷地域振興課地域政策考査員、佐川地域振興課副主幹、 

佐々木地域振興課主任 

 

１． 開     会 

開会と委員の２分の１以上の出席があり会議は成立する旨を報告 

  

２． 会長あいさつ 

  

３． 会議録署名委員の氏名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定により加藤幸子委員、茂木隆委員を指名 

 

４． 議     事  

 

(１) 地域枠予算申請事業の審査について 

 

     ■国体モニュメント「スギッチ」製作事業（実施類型Ⅰ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま説明のありましたこの事業について質疑を行いたいと思います。ご意見、ご質

問があればお願いします。 

 

加藤祐子委員： これの前に、前回保留になった事業があったと思います。全体の予算を見ると５００万

近い予算になっておりますが、前の協議会で２０万円の事業が保留になっていますので

その扱いに付いて説明願います。 

 

地域政策考査員： 前回保留になっております「大仙市廃棄物減量等推進員協和地域協議会視察研修」

事業につきましては、実際担当している市民課の担当の方や会長さんと、どのようなやり

方をしたら良いかまだ検討中であります。バス利用についても役場のバスを借りていくと

いうような形でいろんな実施パターンを検討しておりますし、研修の持ち方、主催の形な
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ども実際に本庁の方とも協議しながら検討を重ねておりますが、まだはっきりこうすると

いうものが出ておりませんので検討中ということになっております。今回申請された予算

が全部承認されますと残りが約９万になります。協和地域としては、予算がないわけで

すが他の地域の状況を見ますと例えば大曲は予算が１，０００万ありますが、現在までに

３００万弱の使用状況のようですし、今後について聞きましたらおそらく全部は使えない

だろうというようなことを言っております。もし、今年度中に事業実施となれば、補正という

形で対応できるのではないかと思っております。ただ調整中というか検討中ということで

すので今回の協議会への申請は間に合わなかったという状況です。 

 

加藤祐子委員： 前回の計画では、事業実施が１０月の下旬ということだったと思います。せっかく計画し

たのに予算も付かないという状況で、けっきょく今年度はできなかったことになるのでは

ないでしょうか。そんなことでは、せっかくボランティア的な活動をしている方々に失礼だ

と思いますがどうでしょうか。 

 

地域政策考査員： おっしゃるとおり私もボランティア的な方々だと思っております。実際何ももらわずに一

生懸命やってくださっている方々もいらっしゃいます。 

調べましたら、大仙市廃棄物減量等推進員として条例で定められた特別職ということ

でありました。しかし、今のところお金はもらっていないようでしたが、規則によると「推進

員には予算の範囲内で活動費を支給する」となっており、市民課では、今年度中にいく

らかはお支払いできるような方向で協議しております。ですからまるっきりボランティアと

いうわけではない感じになっています。 

この組織があるのは協和、大曲、南外地域ですが、その方々に活動費を支給すると

なれば市民課が正式にきちんと予算要求する方が良いのではないかという意見もありま

して、現在、いろいろな話し合いをしておりますが方向性をきちんと決めることが出来な

いでいる状況です。 

 

加藤祐子委員： 地域協議会としてはまずこのことは保留でなくてこの予算からは離れるということで考え

てもよろしいのですか。 

 

地域振興課長： 少し補足します。今考査員から話があったように、協和と大曲、南外で組織されており

ますが、９月２６日に開催された考査員会議において、このことについて案件として挙げ

ていただいて本庁の意向はどういうものか相談していただきました。３地域でこのような

組織があって、協和だけやるということになれば特殊な形になるのではないかということ

もありまして、もしやるとすれば３つで統一した考え方で持っていった方が良いのではと、

いろいろ考えておりました。それで地域枠事業だけにとらわれることなくその他の方にも

相談してみましたが何回も言うようですがはっきりした方向性がまだ決められないでいる

状況です。まずこの後話がまとまった場合については今現在の予算では不足することに

なりますので１２月なりの補正予算にお願いして予算を確保しなければならないと思って

おります。なんとか良い方向性を見出したいということで今検討している最中です。 
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武藤隆男委員： この前に保留となったわけですが、未だに決まらないということですからそれほど難し

いものだと解釈するわけです。あの時の話では、中でよく検討してみますということだっ

たと記憶しております。役場のバスを使えば車中の飲食が禁止であり、時間等でいろい

ろな規制があるということで、柳原会長さんは羽後バスを頼んできちんと予算化してやる

ということだったのが、この会の質問の中で市のバスを使った方が良いとの意見から、保

留して考えるということでしたが、未だにそれがはっきりしないということは市のバスを使う

ことは不可能だと考えられます。だからそれを事務局の方にお聞きしますが質問した

方々には大変失礼ですがやはり一番先に出した原案に戻してやることはできないもの

ですか。私も今日はっきりした答弁があると思いましたが無くてすぐに新しいものに入っ

たので祐子さんも聞いたと思いますが、それだけ難しいものなら一番先の原案に戻した

ら駄目ですか。 

 

鈴木貞一会長： これまでの事務局の説明を聞くと、バスの問題だけでなく研修内容や組織のあり方も

含めた全体的な内容について検討しなければいけないのかと理解しました。 

 

武藤隆男委員： しかし当初は、話をそこまで拡大する必要はなかったはずです。だからきちんと柳原さ

んも説明してバスのお金を羽後交通に何十万か払ってやるということで出して、それは

市であるバスを使った方が良いということで保留したのです。だから未だに決まらないで

いるということなら原案に戻したらどうですかということです。私たちがあの時点に戻って

承認すればよいと思います。みなさんのご意見もあると思いますが私はそのように考え

ます。 

 

地域政策考査員： 当初地域枠予算というのは支所単位で支所長の権限で割と自由に使えるということの

説明もありました。今年度の第１回目、２回目の会議で改めてその趣旨と執行形態につ

いてお話ししました。その後、事業の趣旨について徹底するようにと総合支所長の会議

の中でも改めて本庁から説明があった経緯があります。その説明の内容は、支所長判

断で何でもできるという内容でないということを改めて確認されたということでした。どうい

うことに使えるかは、何回も説明しているように、地域のみなさんが自ら地域課題を解決

するというような、ボランティア的なことで頑張ることを基本にして、それに対して市が支

援するという内容でした。それで我々もボランティア的な団体だから良いということで当

初進めてきましたが、そうしたら、今対象になっている協議会の委員さんは条例に基づ

いて選ばれた方々なので、いわゆる地域枠予算を使って頑張るというボランティア的な

人たちとはちょっと違うのではないかという意見が出てきているわけです。あの時通して

しまえばすんなりいったかもしれないですが、地域枠予算の使い道は一つひとつ市長

に説明しなければなりませんし、果たしてこれは趣旨に合っているのかという疑問が出

てきたということです。いま、改めてこの趣旨に合うようにうまく何か知恵を出して行えな

いだろうかと、いろいろ検討しているところです。 

 

武藤隆男委員： わかりました。そうすれば最初と話が変わったことですね。まずはじめに私は柳原さん

の話が通るものだと思っておりましたが市のバス使った方が良いということで保留というこ
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とでした。今、話を聞けば予算の使い道を検討しなければならないということで時間を掛

けなければならないということですよね。そうすれば話は分かりました。 

 

鈴木貞一会長： 引き続き考えるということですね。我々がとやかく言っても行政サイドである程度検討し

なければいけないことでしょうし、しかも地域枠予算も初めてのことですし、色々とやって

いく段階で問題が出てくるのは当然だとおもいます。今のことについて出来るだけ早く

駄目であれば駄目、良いなら良いと結論つけしていただきたいと思います。 

 

地域振興課長： 会長さんのおっしゃったとおり早めに結論付けは必要だと思います。私どもも可能だと

思ったので前回協議会に申請を提出しましたし、そのときは、希望があったことですから

それに添うような形ではやってみたいと思います。まずいろいろ検討材料としてもちょっ

と時間を貸していただきたいと考えております。このあと柳原会長さんを交えながら良い

方向を見出していきたいと考えますのでよろしくご理解願いたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： それでは新しい事業に入りたいと思います。先ほど説明がありましたので、これについ

てご意見等お願いします。 

 

武藤隆男委員： この国体モニュメントスギッチ製作事業ということですがこれはどういうものですか。 

 

地域政策考査員： 高さは４ｍ、幅３.５ｍで、今小さいサンプルを回しますが、大きい柱に板を打ち付ける形

でこれを作ろうということです。球場の近くにゲートボール場がありますが、その近くの自

動販売機の隣に建てる計画です。 

 

柳原忠幸委員： 国体が終わればどうするのですか。 

 

地域政策考査員： そのまま残します。簡単には壊れないはずですので、５～６年は軽く大丈夫だと思いま

す。危険にならない程度に残します。 

 

今野庄蔵委員： これは一つだけですか。 

 

地域政策考査員： 一つで裏表見えるようにします。道の駅の木工部会がほとんどボランティアで協力して

くれることになっております。木工部会長といろいろ相談しましたら、自分の家の山で杉

を切る機会があり、そのうち手ごろな２本を使い、板を張って加工をして手を付けて聖火

を持たせるなどといろいろ計画しておりました。 

 

佐々木栄一委員： 国体ですから県を挙げて取り組んでいる事業なわけで、協和で野球をやるわけですが

市なり、県なりで県費や市費を使って何か盛り上げる事業とかあるものですか。ということ

はすべて地域枠の、このようなボランティア的なもので盛り上げようとするわけですが、

本来、県なり市が率先してやる事業であるにも関わらず、そちらの方からの捻出がゼロ

であって単なるボランティアの方だけで頑張りなさい、いい国体をしなさい、という趣旨
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ではあまりにも虫が良すぎるような感じがします。国体を盛り上げるようなことは、何か方

法とかプログラムはありますか。 

 

地域政策考査員： 私は去年まで教育委員会協和分室におりました。スポーツ振興班が担当でしたが、当

地区では、ロック協和とかが一生懸命やっているのでそういうので盛り上げたい旨の話

をしたことはあります。ただ、もう既に流れが決まっていて開会式などのタイムスケジュー

ルもしっかり決まっていて、地元で何かをやるというような計画はあの時点では何もなか

ったと思います。今年に入ってどういう動きになっているかはちょっと分かりませんが、お

そらく何にもなくここの地域の小さい開会式が行われてそのまま試合に入り、終わってい

くという形になると思います。ただ、せっかくなので何かやりたいという話もちょっとありま

したが開会式の時でなく応援の時とかそういうところでいろいろ工夫してもらえればいい

のではという話になりました。今どうなっているか分かりませんけれども具体的に何をや

るというのはあの時点では決まっておりませんでした。 

 

加藤祐子委員： でも今分からないものであれば何もないことですよね。 

 

佐々木栄一委員： 何年か前に宮城国体へ視察に行きました。あそこだと開催地だったから当然かもしれま

せんが地域を挙げて応援等をやっているという話がありました。実際、例えばこのチー

ムはどこそこの方々が応援しましょうとか、そういう話で聞いてきましたが、そのようにして

地元でやっている国体を非常に盛り上げていることを視察してきました。真似しなくても

いいでしょうが出来ればそのようにして盛り上げていただきたいし、スギッチを建てるとい

うことも、それの趣旨に繋がることだと思いますが、もう少し市なり県の行政側も力を入れ

て欲しいなということで話をしているところでした。 

 

鈴木貞一会長： 県でも市でも行政側は声だけは大きく出しているけどもおそらく盛り上げるのは県民な

り市民なりで一生懸命やるということですよね。だから一般の地域の人は全然関心がな

いわけです。だからもう少し県でも市でも声だけでなくて今これに自主的に例えば予算

これぐらいやるからこれをというのなら良いのですがそこら辺は私たちもちょっと疑問に

感じます。 

 

加藤主税委員： これを担当する課は支所の中ではどこですか。教育委員会ですか。 

 

地域政策考査員： 教育委員会スポーツ振興担当だと思います。 

 

鈴木貞一会長： まずそれはそれとしてこのスギッチを建てるという事業について良いか悪いかについ

てどうですか。 

 

茂木隆委員： このモニュメント建てることに関しては賛成です。ただ、この予算請求したのは総合支所

なのか、あるいは大仙市なのですか。 
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地域政策考査員： 総合支所です。 

 

茂木隆委員： 大仙市もすべての旧市町村で国体をやるわけではないですが、それにしても大曲を始

め中仙だとかあちこちにあるわけで、例えばこのような統一したモニュメント作るなどの考

え方は市にはなかったものですか。 

 

地域政策考査員： 市費でというのはなかったと思います。 

 

茂木隆委員： 確かにこの事業の目的を見れば木工関係者の協力を得ながらあるいは木工の関心を

高めてもらうというような協和の特色が出ているから協和独自でやるのかなというような感

じは持っておりましたが本当はこのようなものは会場とかいろいろ大仙市の中でもあるわ

けですから市が統一した製作なり予算を掛けてやるべきだと思います。ただ、協和では

気が付いてそういうものをやるということで大変良いことですが大仙市全体でいろいろな

会場ありますがそのようなところでもこのようなモニュメント建てて関心を盛り上げるなど、

そういうことは大事だと思います。私はこれには賛成です。 

 

鈴木貞一会長： 他にないですか。いろいろ難しい問題も考えればあるみたいですが異論がないとすれ

ばこれを今の事業対象として承認いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

     ■「物部記念館紹介のしおり」作成事業（実施類型Ⅰ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま事業についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。無いよう

ですのでご承認いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

     ■逢田地区用排水路修繕事業（実施類型Ⅱ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま事業についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。 

 

柳原忠幸委員： この事業について以前に建設課だとか市当局の方に陳情したことはあるでしょうか。と

いうのは今回の支所枠５００万が発生したためにこのような事業を逢田地区で出してみよ

うというようになったのでしょうか。 

 

武藤隆男委員： 私の地区のことなので事務局より私が一番分かっておりますので申し上げます。今ま

では陳情しておりません。この地域枠予算があるので、これでやっていただきたいという
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ことで出しました。詳しく申し上げますとこれに書いてあるとおりここは圃場整備からはず

れた土地です。４反ばかりですが反対者がいて外してあります。それによって用排水路

が不完全になっております。しかしその上流に大きな溜池があって集落の有事に際して

は防火用水としての機能を果たしうる非常に重要な水路なわけです。ただ、素堀のため

に流れが悪いのでヒュームを入れていただいて消火等有事の際にも対応できるようにと

いうことでお願いをしたことです。 

 

加藤幸子委員： 今回のように、集落単位で要望が出た場合には、許可をしてもらえるのでしょうか。当

初の説明では自治会単位の申請は該当しないという話だったと思いますが。 

 

地域政策考査員：  自治会単位で計画した事業への補助金交付は今も出来ないという考え方は変わって

おりません。今回の事業は規模も大きいですし、自分たちだけでは出来ないというもの

を市と協働で行う場合は可能だと考えております。 

地域政策考査員の会議等が何回かあり、先ほどからお話ししているようにどんどん話

が変わってくるというか、はっきりしなかったもののだんだん的が絞られてきているような

感じです。前回の会議の中で来年の話に付いても情報がありましたので良い機会です

からお話しさせていただきますが、今はハード事業でもソフト事業でもみんな５００万の

中で地域協議会が判断してやりましょうということになっています。おそらく来年になると

例えば今のような道路や水路等の修繕は本来建設課にも予算がありますので、そちら

の方にもう少し予算を付けて支所長と建設課長の判断でどんどんやっていただけるよう

な形にして、地域協議会で協議するというのはいわゆる小さい団体さんがソフト的な事

業を一生懸命やるというようなことを応援するような形にした方がいいのでは、という話

が今の時点でありますので情報としてお知らせします。 

ですから来年度もこの地域枠予算の制度は残ると思いますが、今のようなこういう事

業が来年やりたいと言ったときに果たして出来るかというのは今の段階では何とも言え

ないような状況です。１２月ぐらいまでの間に来年度の地域枠予算の取り扱いについて

本庁から情報があれば皆さんにまたお知らせしたいと思っております。 

 

鈴木貞一会長： 一般的に考えればこういう事業というのは本当はこれでやるべきでなくてやっぱり建設

課とかでやるのが本当だと私は個人的には思いますが、いずれこの事業も今年初めて

のことで又来年果たしてこのとおりいくかというのも一つの問題点があるのかもしれませ

んがご理解いただきたいと思います。 

 

柳原忠幸委員： 質問というわけではありませんが、このような事業がどんどん地域から出てくると５００万

なんかでは足りなくて５，０００万ぐらいの予算がないと駄目でないですかね。 

 

地域政策考査員： ただ、今回はベンチフレームをストックしたものが上淀川で２００個ぐらいあったから本当

に運良くうまく出来るという感じです。 

 

鈴木貞一会長： まず２５０ｍもやるとなれば簡単に出来るものでないと思います。そういうものがあって
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地元の人が労力を提供して実現できる事業ということでしょうから。他にございませんで

しょうか。無いようですのでご承認いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

     ■船岡グランドゴルフ愛好会 活き意気まちづくり事業 （実施類型Ⅲ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま事業についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。 

 

武藤隆男委員： 内容としてはグラウンドを自分達で管理するという意識、しいては種々のボランティア

意欲につながるということですが、これは整備が目的ですか。例えば草刈とかそういうも

のですか。 

 

地域政策考査員： そうです。 

 

武藤隆男委員： グラウンドゴルフというのは船岡地区だけではなく、私達の地区でもグラウンド使ったり

してやっております。支所には相当優秀な乗用型の草刈機があり、当地区でも運動会の

前などにそれをお願いしています。そういうものがあってなおかつ地域でボランティア的

に草刈をするということですが、それとの整合性というか、その支所の機械を利用すれば

何も難儀をしなくてもいいのかなという感じがするのですが、そのあたりを説明願いま

す。 

 

地域政策考査員： おっしゃるとおり自分達のホームグラウンドがそれぞれの地区にあります。今お話があ

ったところは、市が管理しているグラウンドをホームにしているものですから支所に頼め

ばそれなりに草刈をやってくれるという状況です。ただこの人達が自分達でやっている

場所というのがそういう公的に管理していないところが何カ所かあって、それはやっぱり

自分達で出てブシュで刈ったりしているそうです。ただそれが大変効率が悪く、だからと

いって、支所に頼むのもいいですが、自分達でやるからということで小さい芝刈り機を購

入して自分達でやるという内容です。 

 

鈴木貞一会長： 他にございませんか。無いようですのでこの事業につきましても今の申請事業として承

認いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

     ■小種宝寿会 環境整備事業 （実施類型Ⅲ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま事業についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。無いよう
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ですのでこの事業につきましても申請事業としてご承認いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

      ～ 暫 時 休 憩 ～ 

 

鈴木貞一会長： それでは会議を再開いたします。次の事業について説明お願いします。 

 

     ■新田白山寿会 新田白山神社広場エゴノキ植樹事業 （実施類型Ⅲ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま事業についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。 

 

進藤専一委員： この新田のエゴノキ植えるということですが方向的にはどの辺にあたるものですか。 

 

地域政策考査員： 新しい団地の広場ということです。 

 

鈴木貞一会長： エゴノキということですが、この辺でどこかに植えているところはあるものですか。 

 

地域振興課長： ないと思います。写真がありますので今回覧します。 

 

鈴木貞一会長： 他に何かございませんか。無いようですのでこの事業につきましても申請事業としてご

承認いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

     ■稲沢自治公民館 稲沢の雪まつり実施事業 （実施類型Ⅲ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま事業についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。 

 

豊島萬蔵委員： 新規とか継続とかありますけれども何を指して言っているのでしょうか。雪祭りはずっと

前からやっていますがこの地域枠事業についての新規ということですか。 

 

地域政策考査員： そうです。 

 

進藤専一委員： 今まで町からの補助金はなかったものですか。 

 

佐々木栄一委員： 町からはないです。特別何十万ということでなくて公民館の方から例えばおやつ取りか

なんかの景品として現物でいただいたということはあります。ただ昨年一昨年と２年間は
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県の補助事業のきらめき発掘事業で３３万ぐらいの補助金はいただいておりました。今

年は申請もしておらないし、というのは３３万の補助が今年はもっと減るという情報もあり

ましたのでそれならば今の地域枠予算で２０万とそう変わらないし、なおかつ重複できな

いということでしたので県のきらめき発掘事業には申請しないで今回の地域枠の方にお

願いしたということでした。 

 

豊島萬蔵委員： 自治会で事業には補助申請はできないが公民館事業とすればこの地域枠予算を活

用できるということですか。 

 

地域政策考査員： はっきりとした基準があるとは言えないですが、公民館事業で復活した一番の良い例が

太田の花いっぱい運動です。新市になって予算が付かなかったので、それを地域枠予

算として復活させた経緯があります。やはりそれはこの地域として非常に特徴的な地域

を代表するような事業なのでこれは是非行いたいということで市長にも話をして復活した

という経緯があるようです。ですから、そのような内容であれば、今回のように復活したり

はありますけれども、事業主体や事業内容の線引きは難しいところだと思います。 

 

鈴木貞一会長： 他に何かございませんか。無いようですのでこの事業につきましても申請事業としてご

承認いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

     ■協和囲碁同好会 協和地区囲碁普及事業 （実施類型Ⅲ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま事業についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。 

 

武藤隆男委員： ２０万円の予算というのは子供達に教えるなど、指導の先生に対する謝礼とか大会を

やって優勝した人等への賞品などのお金ですか。 

 

地域政策考査員： ２万円の碁盤のセットを１０個購入するということです。それで子供達をたくさん集めて

教えたいということで備品を購入するという内容です。 

 

鈴木貞一会長： 他にございませんか。無いようですのでこの事業につきましても申請事業としてご承認

いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

     ■中村親子会 一人暮らし老人支援事業 （実施類型Ⅲ） 

佐 々木 主 任： 【 資料１により説明 】 
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鈴木貞一会長： ただいま事業についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。無いよう

ですのでこの事業につきましても申請事業としてご承認いただけますでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

(２) 地域協議会委員研修会について 

地域政策考査員： 【 資料により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま研修についての説明がありましたがご質問、ご意見ございませんか。西部地

区の合同の研修会ですので皆さんのご出席をお願いいたします。 

 

(３) その他 

鈴木貞一会長： 本日の案件は終了いたしましたが、この機会に何かございませんか。 

 

豊島萬蔵委員： 先ほどの地域枠の審査を今日で２回行いましたけども、５００万の枠ということでしたが、

２回終わってどの程度の事業が承認されたことになるのですか。 

 

地域政策考査員： 資料１の１番最初をご覧下さい。前回で約１８７万、今回が約３００万で合計４９１万円と

なっております。それで簡単に内訳を申しますと市が事業主体でやったものがスギッチ

と物部記念館それに米ヶ森遺跡関係ですので１５３万７千円です。逢田の水路とミニコン

サートは協働でやっていますが８４万と６６万でそれらを合わせると３０３万７千円になりま

した。ですから市の主催、協働施行の割合は大きくなりました。あとは補助金で小さい団

体さんに交付したのが残りの２００万ぐらいです。地域的に何か偏りがあるのかなと思い

ましたが、国際交流とか高風会、さどわら会、囲碁などは地域的な偏りにはならないと思

います。ちなみに、合貝桜の会、グラウンドゴルフというのが船岡で２８万円ですし、荒川

は稲沢の方でＩＭＯの会１０万、雪まつり２０万、落合森の会が８万５千円、唐松岳が２０

万で５８万５千円、あと淀川の方は宝寿会２０万と新田白山寿会１６万、中村親子会が７

万で４３万円という内訳になります。 

 

今野庄蔵委員： 大曲では１，０００万の予算に対して３００万、協和では５００万に対して４９１万ということ

でほぼ５００万ということですが他の地域はこの事業の取り組みは如何ですか。 

 

地域政策考査員： 聞くところによると、南外さんは陶芸の釜が壊れたということで１８０万ほど修繕料を掛け

れば５００万になるというお話でした。あと神岡とか西仙さんは概ね消化しているようです。

東部の方はそこそこ使っているようですがまだ完全に使ったという情報はありません。 

 

佐々木栄一委員： 使えなかった予算はそのままですか。 

 

地域振興課長： はい。 
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今野庄蔵委員： 旧地域の活性化に繋がることですので、有意義に使って余ったらどんどん使いたいと

ころに回していけば、合併して埋没するのでなく、地域が活性化することでもあり非常に

良いかもしれないですね。 

 

地域政策考査員： 今現在、問い合わせも一つ二つありますので、それらが正式に出てくれば本庁と掛け

合って補正をお願いするつもりでおります。 

 

鈴木貞一委員： 自由に使える予算でも本庁に一々聞かないといけないというのもこれもまた大変なとこ

ろですね。他に何かございますか。 

 

地域政策考査員： その他で恐縮ですがもう一つ資料入っておりますがこれは太田地域で行われている研

修会で第２回目の東北公益文化大学公開講座ということでご案内が来ていますので是

非これにもご参加下さい。１３日までに行ける方は是非ご連絡下さい。こちらからバスを

準備していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

佐川副主幹： みなさんにご報告します。先般本庁の情報システム課の方から連絡がありました。協和

地域からのＡＤＳＬの要望を出しておりました船岡局、峰吉川局については、今回、仮申

込書を取りまして要望書を本庁経由で出しております。その結果、県からの連絡では、

本年度の１２月予算で県内３地域が採択になり、その内２地域は協和地域との事でした。

要するに８９３船岡局、それから８９５峰吉川局が今年度中にＡＤＳＬ化の整備に向かっ

て採択になるという情報が入ったということで皆様にお知らせいたします。ちなみに峰吉

川局につきましては５５戸以上の申し込み目標に対して現在８０件、それから船岡局は６

０件の目標に対してだいたい７０件近い要望がありまして、それらを添えて要望書を提出

しておりますので、１８年度中に２局がその整備に向かって進んでいくことになります。 

 

進藤専一委員： それについては私の家にも１０月ころ来ていたと思いました。 

 

佐川副主幹： 荒川地区の８９４局につきましては１０月１０日以降に私どもの方でそれぞれの集落の会

長さん宅へ回収に伺いますのでよろしくお願いします。 

 

加藤主税委員： ８月９日開催の第２回協議会で協和小学校統合についての通学方法とか学区とかに

ついていろいろ質問して今日の会議まで回答をお願いしておりましたが、最近教育委

員会から１０月２日付けで通知が来まして、１０月１６日に和ピアで統合小学校通学方法

等についての懇談会があるということですがそれに替えるということですか。 

 

地域政策考査員： はい、そうです。 

 

加藤主税委員： あの時かなり具体的に言ってありますがそこら辺少し話しておいていただかないとあの

時の回答を聞きたいと思っておりますので。 

 



 13 

地域政策考査員： 議事録は本庁へ届いております。見ていると思いますし、分室長は本庁教育委員会へ

相当いろいろな面で掛け合っています。ご存じのとおり斉藤博幸議員が議会の一般質

問でも取り上げています。その後９月２９日には市長が協和地域を回っております。その

際に通学関係の場所も見ております。昨日は助役が来てバス停周辺を見たりしていろ

いろ協議をしているようです。１６日に開催される会議へ向けての視察と思います。前回

は説明会でしたが今回は懇談会ですから説明というよりはみなさんのご意見を伺う会な

ると考えられます。前回の地域協議会では、説明時の発言内容とその真意についてな

ど具体的に確認したい旨の要望がありましたが、こちらではあらためて確認はしておりま

せん。地域協議会議事録には発言内容は残っていますので本庁の方々は見ているは

ずです。 

 

加藤主税委員： 懇談会ということですがどういった程度の懇談なものでしょうか。基本構想に沿って統

合するということになっていると思うので、それからかけ離れた懇談になるのか、うやむや

にされてあとは決定になるのか、かなり不安なわけです。 

 

地域政策考査員： 今回の懇談会について出席者を聞いたところ、前回は地域協議会委員と学校長という

感じでしたが、前回のメンバーに加えて小学校統合促進協議会のメンバーにも通知を

出したそうです。ですから前の教育委員さんとか PTA 関係、そういうメンバーと更に保育

園の保護者会の会長さんなどにもご案内を出すようでしたし、あとはＰＴＡの会報にも出

してどなたでも参加できますというようにしてやりたいということで分室の方では考えてお

りました。いろんな方々がお見えになって幅広く意見交換できるのではないかと思って

おります。具体的にはちょっとわからないので予想です。 

 

鈴木貞一会長： いずれこれについては前の会議が終わったとき振興協議会の会長さん方からどうして

もこれは出来るだけ早くそういったことをやっていただきたいということを申し入れており

ました。しかし議会が終わらないとおそらく開けないだろうと私は予測しておりました。そ

れで議会の一般質問の中で市長さんが答弁されたことが新聞に載っておったのでいず

れそういう市としての全体的な考え方は決まっているだろうと思います。ただし地域とし

ては先ほどお話ありましたけども納得いかない点もあるわけでそういったことについては

やはり皆様方から忌憚のないご発言をいただいて、ただ学校建てるだけでなく、学校の

様々な難しい問題についてきちんとやっていかなければいけないと思っております。是

非皆様方に振るってご発言をいただければと思います。よろしくお願いします。他にご

ざいませんか。 

 

武藤隆男委員： 市長は来ますか。 

 

地域政策考査員： 市長は来ないと思います。教育長は来ると思います。 

 

武藤隆男委員： 教育長と次長も来ますか。 
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地域政策考査員： 両方来ると思います。 

 

武藤隆男委員： 実は余談みたいな話ですが議会の時に博幸さんが一般質問したときに私はわざわざ

聞きに行きました。私一人でしたがそしたらやはり新聞に載ったように市長は予算予算と

言っていて、そのときは教育長でなく次長でしたが相馬という次長さんが答弁に立ちまし

た。意見を聞きたいと言うことなので１０月１６日には私は私なりに質問したいと思います。

いずれ相当に私たちの声を聞くようなことを言うけども一般質問の答弁を聞く限りにおい

てはかなり上の方では強い姿勢だと思います。 

 

鈴木貞一会長： それなりに説明はあると思いますが出来るだけ地域のみなさんの納得出来るような説

明があればいいのですが、この前みたいな説明であればもめるのではないかなと思い

ます。いずれいろいろ発言して納得いかなければそれまでというのではなくて、お互い

に歩み寄るところは歩み寄らなければいけないと思います。 

 

武藤隆男委員： やはり１６日は遠慮しないでみんな意見を言った方が良いですね。遠慮してハイハイと

言えばそういう方向になってしますのでみんなで声を大にして言わなければいけないで

すね。 

 

鈴木貞一会長： 他になにかございませんか。 

 

地域政策考査員： 今の小学校統合に関係してですが教育委員会協和分室から統合した後の廃校になる

校舎の利用について広く意見をお聞きしたいと言うことでした。地域協議会の委員のみ

なさんにも関心を持っていただいて何か良い案があったら出していただきたいというよう

なことを言われておりますのでよろしくお願いいたします。それで、今この場でどうこうと

いうのではなくこれから何回か地域協議会ありますのでその中で地域の声とかそういうも

のもしありましたら遠慮なくお聞かせ下さいというような内容でした。お伝えしておきます。

よろしくお願いします。 

 

武藤隆男委員： 大変難しい問題ですので質問しますがそれは協議会の中で出せというのか、それとも

淀川なら淀川、船岡なら船岡の地域の中で出せというのか学校の区域ごとなのかどこで

出せというのですか。 

 

地域政策考査員： おそらくこの問題についても広くみなさんの意見を聞かなければいけないというように

なっていると思います。それで本当であれば教育委員会がそういう会を持っていろんな

意見を聞くべきだと思います。それらがまとまった段階でこういう意見がありましたという

報告が地域協議会にあって、そのときに委員の皆様のご意見を聞く形になるのが個人

的には筋だと思います。この会議の中から案を出してくれというのはちょっと違うのでは

ないかと思います。ただ、本庁の教育委員会の考えでは是非委員のみなさんにも関心

を持っていただいて地域にそういう声がございましたらお聞かせ下さいという話でした。 
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武藤隆男委員： 話はわかりましたがこの地域協議会の中で出すのか、そういうことであれば各地区で

要望取るし、淀川地区なら淀川地区で振興協議会あるからそこで相談しなければいけ

ないでしょう。これは大問題なので地域で相談しなければいけないことです。だからあえ

て聞いているのです。でもこの中でやるとすれば委員がいるから委員の中で相談するし

かないでしょうし、そうではなくて淀川地域全体の中で出せとか学校で出せというのであ

れば主体性が違うから、単純に意見や案を出せと言っても変わってくるのです。 

 

地域政策考査員： そういうお話を是非１６日にもお願いしたいと思います。おそらく１６日にも廃校校舎どう

するという話までいくかもしれないので今言ったようなことを教育委員会としてしっかり諮

らなければいけないところだと思います。 

 

武藤隆男委員： １６日集まった人に聞かれてもみんな地域に相談しないで一人ずつで来ているのです。

そうすれば個人的な発言になりますし、まとまったものが何も無いことになります。ですか

らその主体性を地域としてまとめてくださいときっちり指示があれば１６日までまとめて話

します。ただ、いきなり１６日に出されればみんなバラバラだと思います。 

 

鈴木貞一会長： ただ、１６日の段階ではそういう話は出ないと思います。いずれまだまだ１年２年先のこ

とで今の段階で市ではある程度検討しておくべきことだと思いますが、その段階で地域

の我々に今地域ではどういう考えがありますかという働きかけがなければ我々がそれに

対してどうこうと言うことは出来ないと思います。おそらく１６日にそういう話があるか分か

らないけども、あるいは地域振興会あるいはＰＴＡあるいは地域の集落等各種団体のい

ろんな話がこれから出てくると思いますが、１６日で充分に意見を引き出すことはできな

いと思うのでこれから時間掛けていろんな会議の中で出てきたものを集約して各地域で

はこういう考えを持っているということを出すことになると思います。しかし、決定権はあく

までも市長ですからそういう意見をまとめるというのはこれからだと思います。 

 

武藤隆男委員： 決定権が市なのは分かりますが市の方ではみなさんどうですかと諮らなければいけな

いと思います。私の心配は１６日に限らず、ただ聞かれても地域の意見を何もまとめてい

ないので発言できないわけです。それを言っているのです。これから徐々にだから何も

心配しなくても良いという話であればそれならそれで良いと思いますが。 

 

鈴木貞一会長： おそらく１６日で結論というのはないと思います。 

 

茂木隆委員： わからないですよ。案件に出していなくてもその他では出てくるかもしれないですから。 

 

武藤隆男委員： 大変に大きい話ですよ。結局どうしますかと聞かれても我々一人に対してではなく、や

はり地域で意見出してやらなければ答えは出ないですよ。だから私は心配して話してい

るのです。 

 

地域政策考査員： 今までのご意見は大変良い視点なのできちんと伝えようと思います。 



 16 

 

鈴木貞一会長： 他に無ければこれで閉じたいと思います。みなさんには長時間にわたって地域枠予算

の申請事業についてご審議いただきました。承認となりました事業につきましては今後

どういう形で事業が遂行されているかこれもきちんと見ていかなければならないだろうと

思います。逐次当局の方でも事業が進んでいく段階で本会議に説明なりあるいは具体

的なこれからの方向付け等について説明いただければと思います。今日は長時間にわ

たり大変ご苦労さまでした。どうもありがとうございました。 

 

午後３時３０分終了 
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