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第５回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成１９年１月３０日 午後１時３０分 

・場 所 大仙市役所協和総合支所 ４階地域協議会室 

 

・ 出席委員：五十嵐陽子、加藤弘栄、加藤主税、加藤祐子、今野弘子、佐々木栄一、進藤鐘一、 

進藤専一、鈴木貞一、豊島萬蔵、茂木隆、茂木美竹、柳原榮子、柳原忠幸（１４名） 

 

・ 欠席委員：加藤幸子、今野庄蔵、武藤隆男、柳原政勝（４名） 

 

・ 地域枠予算協働・申請団体：ＫＭＣ.11ｔｈ（石塚保会長、伊藤和美）、合貝桜の会（渡邊鐵雄会長）、 

協和国際交流協会（佐藤幸雄副会長、今野幸喜）、さどわら会（菅原俊一会長）、 

小種宝寿会（田口正美会長）、新田白山寿会（佐々木力会長代理） 

 

・ 大仙市関係者 

協和総合支所： 今支所長、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． 会議録署名委員の指名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定により五十嵐陽子委員、佐々木栄一委員を指名 

 

４． 議     事  

 

（１）平成１９年度地域枠予算について 

地域政策考査員： 【 説明 】 

 

鈴木貞一会長： 説明が終わりました。何かご質問等ございませんか。 

 

佐々木栄一委員： １９年度地域枠予算事業要望の申込期限が２月２０日ということですがこれでもう一年

間の受付を終了してしまうということですか。 

 

地域政策考査員： そのようには考えておりません。例えば５００万円の予算を超えるぐらいのたくさんの申

込があればそれはそれで受付を閉めなければいけないと思いますが、今年はだいたい

手が挙がった補助事業が２５０万円ぐらいでして、それが３００万円、４００万円ぐらいにな

ってももう少々枠がございますので改めてまた４月でも５月にでも皆さんに再募集をかけ

たいと思います。 
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佐々木栄一委員： そうすればそういう地域枠予算の執行方針案の様式を作成するにあたって見通し的な

ものでも作成しなければいけないということですか。 

 

地域政策考査員： そうです。 

 

鈴木貞一会長： 他にございませんか。今ご質問あったとおり、決して２０日で全面的な締切になるわけ

でございませんので、いずれ３月中に一つの方向付けが出来ればその中で協和地域の

特徴を活かした事業が達成できるのではないかと思います。今年度についても逐次皆さ

んの要望が出てきた段階で協議会で検討するという考えでやっておりますので他になけ

ればこの案件はここで終わりたいと思います。 

 

（２）平成１８年度地域枠予算実施事業報告について 

鈴木貞一会長： 今日はそれぞれの関係者の皆さんには非常に忙しい中ご出席いただきました。これか

ら実績等についてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

地域政策考査員： 最初にきょうわミニコンサートについて実行委員会でありますＫＭＣ．１１ｔｈからお願い

します。 

 

ＫＭＣ．１１ｔｈ： 【 報告 】     出席者・報告者： 会長 石塚 保   副会長 伊藤和美 

 

鈴木貞一会長： ただ今第１１回きょうわミニコンサートについて反省点、これからの考え方その他につ

いてお話がございましたが会員の皆さんから何かお聞きしたい点がございましたらご質

問いただきたいと思います。回を重ねてきているわけですが何事をやるにしても大変労

力と時間が必要なわけでその点関係者の皆さんは大変ご努力されていることには敬意

を表したいと思います。当然今後も引き続き開催していくことと思いますが何か皆さんか

らご質問等ございませんか。無いようですが、手作りコンサートとして協和地域において

も是非継続していただいて、お話があったように地域住民が参加していくことに意義が

あると思いますので今後とも大いに頑張っていただき、我々もそういう面では支所あるい

は協議会でも当然全面的に協力していかなければいけない地域づくりのための大きな

力になるだろうと思いますのでよろしくお願い申し上げまして説明を終わらせていただき

たいと思います。ありがとうございました。それでは次の方お願いします。 

 

合 貝 桜 の会： 【 報告 】     出席者・報告者： 会長 渡邊鐵雄 

 

鈴木貞一会長： ただ今説明をいただきましたが地域の環境整備等について非常に協力をされていると

いうことのようでございますが何かご質問等ございましたらお願いしたいと思います。 

 

進藤専一委員： 会員の方２１名ということで大分除草なんかに手間をかけているようですが会員の参加

率というのはどの程度ですか。 
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合 貝 桜 の会： 問題はそこなのですが会員というのが４０代から８０代とおりまして若い人はなかなか子

供の行事なんかで出てこられないようです。強制せず来られる人だけ参加していただい

ておりますが２１名中半分ほどの１４，５人ほどの出席率です。段々増えてきておりますし、

会に入れてくれという人もおります。やはり楽しくやらないといけないと思っております。 

 

鈴木貞一会長： 他にございませんか。なかなかすぐ効果が出る事業ではないし、長い時間かけてやら

なければならない事業ですから会員だけでなく地域を巻き込んでやれるような形でいけ

ば益々良いような気もします。他になければ大変ご苦労様されているということで今後

益々ご努力されて頑張っていただきたいと申し上げまして説明を終わらせていただきた

いと思います。ありがとうございました。次お願いします。 

 

協和国際交流協会： 【 報告 】     出席者・報告者： 副会長 佐藤幸雄   事務局 今野幸喜 

 

鈴木貞一会長： ただ今説明をいただきましたが我々が予想する以上に国際化というのは急速に動い

ているわけで特に地方にいる我々はなかなかそういう勉強が出来ないわけですがお話

を伺って地方にもそれなりに努力されている方がいると実感したわけでございます。そう

いう点でも何かご質問等ございませんか。 

 

茂 木 隆 委 員： すばらしい内容だと思います。それで予算と支出の中でございますけども市の補助金

について当初８万４千円ということになっておりますけども最終的には 38,095 円となって

おります。これは会費と同額ですがこの辺について教えていただきたいと思います。 

 

協和国際交流協会： 予算に対して実際の額が下がったのは当初県の方に国際交流員が４名、海外技術研

修員が５名来ておりますが日程の都合で来られなくなった方がおりましたのでそれで下

がっております。人数が減ったためにホームステイをしてくれる人も減りましたので謝礼

の分減っております。 

 

鈴木貞一会長： 他になければこれで説明を終わらせていただきたいと思います。それでは次お願いし

ます。 

 

さ ど わ ら 会： 【 報告 】     出席者・報告者： 会長 菅原俊一 

 

鈴木貞一会長： ただ今説明が終わりましたけどもこの交流も非常に長い交流でございます。合併によ

って民間に移ったわけで大変苦労されていることと思いますが何かご質問がございまし

たらこの機会にお願いします。なかなかこれは民間で出来ることが限られているように思

います。 

 

さ ど わ ら 会： やはり向こうの人が来たときに接待等いろいろお金の掛かることが多いのですが去年

春の特産まつりというものが向こうでありまして特産品を直売しながら舞台を建てて演芸

とかをやっております。向こうも民間型でしたのでこちらの会の方から米やいぶりがっこ
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なんかを買ってそれを向こうで販売してもらい向こうのきょうわ会の運営資金にしてくだ

さいというようなやり取りをしました。それで今回はまだはっきりはしていませんが道の駅

のイベントに、向こうのきょうわ会から同様の形式で物が来るようですけどもそういうこと

をしながらなんとか長く続けようと思っております。 

 

茂 木 隆 委 員： ちなみに会員は何人ぐらいですか。 

 

さ ど わ ら 会： こちらは５１名で向こうのきょうわ会は７０名です。 

 

茂 木 隆 委 員： 何しろ遠いからお金も掛かると思いますが来年は協和に来る順番のようですけどもホ

ームステイなんかは大変良いことだと思いますので、もし要請があれば私も引き受けた

いと思います。 

 

佐々木栄一委員： 私は全然宮崎県の佐土原というところは分からないわけですが話を聞くと農の交流を

主体としてやっているみたいで今回も道の駅の方に農産物の販売するということでたぶ

んここでは見られないような果物等いろいろあると思いますが是非農産物の交流、人的

交流も然りですけども経済の交流にまで輪が広がっていくような形でこの会を続けてい

ってもらえればと思いますので一つ頑張ってください。 

 

加藤弘栄委員： 私はこの会の会員と道の駅の直売をやっておりますが毎週金曜日に佐土原の方から

野菜は届いております。その時に市場の方の運用ルートを使って私が取りに行っていつ

も道の駅の方に土日には野菜が出るようになっています。野菜の交流の方はこちらの方

から行くことはまだ始まってないのですが向こうから来るルートが出来上がりました。是非

道の駅にお立ち寄りの際は新鮮なキュウリや新しくレモン等いろいろ入って来てますの

で見てください。 

 

さ ど わ ら 会： 向こうでも城の駅というのを建てる計画があったのですが合併に伴いまして予算が削ら

れて建設が遅れているようです。それが建ったらこちらからも農産物を送れるようにお願

いはしております。 

 

鈴木貞一会長： 他にございませんか。なければこれで説明を終わらせていただきたいと思います。大

変ありがとうございました。それでは次お願いします。 

 

小 種 宝 寿 会： 【 報告 】     出席者・報告者： 会長 田口正美 

 

鈴木貞一会長： ただ今説明が終わりました。全体的には老人クラブも衰退している中でこうして地域の

ために頑張っていただいていることに敬意を表したと思います。委員の皆様から何かご

質問ございませんか。無いようですので、今後益々地域のために頑張っていただくこと

をご期待申し上げたいと思います。大変ありがとうございました。それでは次お願いしま

す。 
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新田白山寿会： 【 報告 】     出席者・報告者： 会長代理 佐々木 力 

 

鈴木貞一会長： ただ今説明がございましたがこれについて何かご質問ございませんか。 

 

進藤専一委員： エゴノキということで初めて聞く名前ですが何年後に花が咲くのでしょうか。 

 

新田白山寿会： 早ければ次の年、遅くても二年です。私もまだ見たことないのですがそんなに大木に

はならないみたいで杉の半分ぐらいのようです。 

 

鈴木貞一会長： 他に何かございませんか。会員の皆さんは大変ご活躍されていることで今後是非のそ

の木が育って出来るだけ早く花が咲いて地域の人たちに喜んでいただける環境を作っ

ていただけたら非常にありがたいと思います。これで説明終わらせていただきたいと思

います。ありがとうございました。 

           ただ今でそれぞれの方々からの説明が終わりました。我々もいろいろと勉強になった

点もございますので今後是非また続けていただいて更に良い方向に向かっていただけ

れば幸いだと思います。それでは暫時休憩いたします。 

 

～ 暫 時 休 憩 ～ 

 

 (３) 平成１９年度地域枠予算の運用（地域振興方針の策定）について 

地域政策考査員： 【 説明 】 

 

進藤専一委員： いろいろな地区を見てみると全分野において協和地区が一番恵まれている地域だっ

たと感じます。水道、下水道、環境整備はもちろんでしょうが、そういう分野から見れば具

体的に何と言われても今より悪くしないように努力するしかないと思います。出来れば林

業関係をもう少し力を入れていただいて林業は協和はすごいところなので、もう少し林道

整備に力を入れてもらった方が良いのではないかと思います。去年の雪害等で山を見

ますと木が倒れてほとんど歩けない状態ですのでそういう身近から手を付けていくような

やり方をしないといけないと思います。社会福祉協議会の窓口なんかでは合併してどう

なっているんだというような声が多く聞こえてきますから合併前は恵まれた環境の中にあ

ったと痛切に感じます。参考になれば良いのですが協和の方針としてはソフト分野より

ハード分野である林道整備がメインになってくるのではないでしょうか。 

 

今野弘子委員： 合併前に他地域と比べて飛び抜けて良かったのが福祉方面の子育て支援事業で他

の地域では協和の制度に少し近づいたから合併して良かったと感じると思いますが協

和ではダウンしたと思います。前の協和からあまりダウンしないところでやっていただき

たいですが、そういうことばっかり言っていると全然予算の組みようがなくなってしまうの

で全体を考えなければ駄目でしょうから、そこのところを少し考えていただきながらお願

いしたいと思います。 



 6 

 

加藤弘栄委員： 今回の市政評価アンケートでＡ判定、Ｂ判定が出ているのは結局大仙市全体の結果

ですよね。各地域の回収率とかが出ているのであれば協和地域だけの結果も出せるの

ではないかと思います。結果が全体のものとほぼ同じなのか、もしくは協和であれば満

足度の順番が違ってくるということもあると思います。我々は協和地域の代表なのでそれ

を見た方が参考になると思います。 

 

地域政策考査員： 協和の分の結果もあります。とりあえず大曲と比較してみましたら、同じ政策で良い悪

いを比べてもそんなに割合的には変わりませんでした。ですからこの全体の結果も協和

の結果として見てほぼ大丈夫だと思います。 

 

加藤弘栄委員： 逆に協和であればこの順番が逆転したりするポイントがあるとすればそれは見なけれ

ばいけないし、他の地域と合算された集計のために順番が今の状態になっているので

あれば協和の人たちの要望が反映されないと思いましたので聞いたところでした。 

 

地域政策考査員： もう一回確認してみますけども大曲とそんなに変わらないですが１番気になったのが

地域枠予算のことでした。協和地域では割と知ってはずだと思ってみたらそうでもなかっ

たことです。たまたま地域枠に関心のない人にアンケートがいってしまったのか分からな

いですが評価がそんなに良くありませんでした。 

 

加藤主税委員： 市民からいただいた市政評価のアンケートの結果は分かりましたが視点を変えて実際

に業務に携わっているあなた方市の職員はどのように感じていますか。アンケート結果

と同じかどうか聞いてみたいですし、それを聞かないと、全くかけ離れた話になるでしょう

しこの後の話ではそういうことも踏まえて話し合った方が良いと思います。 

 

佐 川 副 主 幹： 私なりに感じたことはアンケートの結果を見れば日常的にすべての市民に関わってい

るような事業、結局周知されている理解度のある事業については評価が高くなっている

ような気がします。確かにこういう事業があるということは知っているがその事業が実際に

何なのかというところまで市民が理解を得てない事業、直接身に降りかかってこないよう

な事業について興味がないというようなことが反映されているのではないかと思います。

例えばゴミだとか学童保育なり、携帯電話、子育て手当などの日常的に関わっているよ

うなことについてはやはり評価が高くなっていると思います。 

 

加藤祐子委員： でも普段の声では悪くなったという声しか聞かないですがＣというものが何にも出てこ

ないということは半分の人は今の生活に満足なのでしょうね。 

 

進藤鐘一委員： 私が一番深刻に思うのは地方自治体で出来る政策ではないかもしれませんが人がい

なくなることです。私の地域では日中誰も人が歩かないですし、集落から何軒もいなくな

っています。もう５年、１０年経ったらガラッと変わって今まであった集落自体が無くなる

かもしれないです。大変なことですが一番いろんなものに影響を与えると思います。 
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地域政策考査員： 先ほど今野弘子委員からもお話ありましたが協和地域として特徴的だったのは少子化

対策の子育て支援のあたりで、学校に複式学級講師を張り付けたり、障害児支援につ

いて力入れたり、小学６年生までの医療費無料化をやったというのはやはり協和としては

とても重要な大切にしなければいけない項目だと思います。 

 

柳原忠幸委員： 大仙市は田園都市ということで隣の仙北市は割と観光の方に力を入れているようです

が特に今の時代は自然環境整備がこれからも重要になってくると思います。１８年度の

協和地域枠予算を活用した事業を見れば大仙市始まって以来の事業ということで皆さ

んが相談して申請したと思いますがボランティア団体や老人クラブが中心に環境整備を

頑張っているようで、そういった意味からもやはり特に環境と調和するという市の施策が

ありますが、施策の柱の一つである環境の項目が協和地域の特徴だと思います。 

 

鈴木貞一会長： 説明されたことを踏まえて環境整備を一つのテーマとして取っても今町や市の補助金

がなくなっても町内会で出したり、振興協議会で出したりして継続しようとしてやっている

わけです。それが一つの地域枠予算のテーマになるというのは良いことだと思います。

ただ議題の方針に戻れば先ほど地域枠予算を活用したいろんな関係者から今年度の

事業の説明を受けたわけですが、それらを大曲の地域枠予算執行方針案と比較してみ

れば方法としては同じようにボランティア団体等の支援と自治会の支援、市民と行政の

協働事業の３つぐらいに分かれると思います。その分類の中で事業は環境整備やある

いはミニコンサートとか具体的になっていくでしょうが議題からいけばそこら辺を決めよう

とするわけですが今それを具体的に出すというのではなく今日の資料を見ていただいて

この次まで委員の皆さんに考えていただいて次回集約してみたらどうでしょうか。 

 

進藤鐘一委員： 一つすみません、具体的になりますが皆さんご承知のとおり協和地区では小学校が１

校統合ということで着実に進んでいるわけですが、どうも話を聞くと市からの予算は１８年

度よりも１９年度はマイナスでその範囲の中でやってくれという寂しい状態のようです。付

け加えて今閉校の記念行事を各地域で企画されており、それについても自己負担だけ

では心許ないので出来れば各地区の振興会長さん方が集まって会長さんを中心に何ら

かの意見をまとめて地域枠予算を利用できれば助かるのではないかと公民館の方から

も聞いております。他の地区はどのようになっているのかよく分かりませんが峰吉川地区

は一番そういう閉校記念事業の活動が遅れているように聞いております。出来ればその

辺りも会長さんにお願いして何とか４地区の協議会でまとめることが出来ればいいかなと

いう感じがするので一言だけ申し上げました。 

 

鈴木貞一会長： 地域枠予算というのはそういうものに使っても良いのでしょうか。 

 

地域政策考査員： 地域の課題であることは確かですので、皆さんの承認があれば可能だと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： 本来予算措置は地域枠予算を使わないで協和の統合小学校に対しての閉校事業に
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ついて例えば記念品だとか記念誌だとかあるいは閉校の式典なんかは大仙市で最初

から一般当初予算で付けてやるのが本筋であって、それまで地域枠予算でやらなけれ

ばというのはどうかと思います。最終的に予算がつかなければ地域枠予算でもやむを得

ないと思いますけども出来れば大仙市教育委員会では前向きな予算措置はして欲しい

と思います。 

 

加藤祐子委員： 予算のことについてですが、この間和ピアのイベントの実行委員会が開かれたときに

来年度の事業について今年３つの事業を挙げてやったのですが、それに対して未だに

市長査定が入っているということで返答がないし、第一まるっきり上から言われたことを

受けるだけでこちらからの要求は何にも出来ないということでした。決めるのは教育委員

会の委員長さん達ということですがその人達は協和のことを分からないですよねと言い

ましたらそうだとは思うが来るのを待つしかないということでした。そうすれば我々市民の

意見をどこに言えば通じますか。今日はそれを聞かなければいけないと思って来ました

が支所長さんに前に聞いたときに教育委員会は別になっているので支所では口の挟む

余地がない、分からないと言われたことがあります。実際査定結果が来るのが２月の末、

３月になってしまえばイベントなんかは今から手を打たないと来年度の事業は出来ない

し、とりあえず進めていって予算は決まってからそれに合わせる様な形でやりくりすると

いうのは無理でしょうし、そうすれば雲をつかむような話で何にも地域を考えたことになら

ないのでそれはどこでどのように話をすればいいのでしょうか。 

 

鈴木貞一会長： それは市長部局と教育委員会は違って、要するに総合支所の方が市長部局で分室は

直接教育委員会です。それはそれにしてもやはり教育委員会分室としては予算要求し

なければいけないですが、予算要求はしているみたいです。 

 

加藤祐子委員： 分室でも予算要求をしているのは分かりますが文書だけですし、何としても取りたいと

思えばもう少し働きかけとかがあって然るべきだと思います。やるとすればどういう形が

良いかは分からないですが積極性が見られなければ簡単に削られると思いますし、実

際に他の地域に比べれば協和が削られているようです。だから学校統合のことにしても

この前も教育長さん方が来て説明を求めた機会は保護者とか地域協議会とかの話で初

めて実現したのであって本当であればもっと保護者に対しての説明があって然るべきだ

し、閉校についてこうしてもらいたいと地域でもいろいろ考えてると思いますがあの状態

でいけば絶対予算なんかつかないという感じがします。 

 

鈴木貞一会長： 当然すべて予算を出した以上は希望書をきちんと出して要求しなければいけないと思

います。ところが今回の学校統合の場合は特に協和地域だけの問題です。だからこれ

を強く働きかけて是非一つ要求分は出してもらわなければ駄目だと思います。 

 

加藤主税委員： 今のことで地域協議会として、どの程度意見を言えるのですか。絶対聞いてもらうとい

う方策を考えなければ駄目だと思いますがここで話しても協議会は関わりがないと言わ

れてしまえばそうすれば協議会とは何なのかということも聞かなければいけないことで
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す。 

 

佐々木栄一委員： 我々は協議会であって諮問委員会ではないので通常であれば何か来たものに対して

協議して良いとか悪いとか取り入れましょうとかその程度のことが協議会だと思います。

今皆さんお話しされていることは諮問委員会みたいなことのような感じがしますがそういう

ことも我々の範疇というか、権限の中にあるのでしょうか。 

 

進藤専一委員： しかし一般市民としてみれば協議会は地域の代表だからそういうものに対しては意見

を言うことは出来ると思います。 

 

佐々木栄一委員： こちらから市なりにこの会で要望してやって良いのでしょうか。そういう位置づけになっ

ているのでしょうか。 

 

進藤専一委員： それは取り上げてもらわなければ困りますからそういう位置づけなってますし、そうでな

ければこの会はいらないですよ。 

 

地域政策考査員： おっしゃるとおりこの協議会において小学校統合の説明会を開いて説明してください

ということがありました。ここで活発な意見が出たからあのように説明会を開いたりしたと

思います。ですからこの会では我々も議事録をきちんとつけて本庁に出しているので是

非活発なご意見をお願いしたいと思います。 

 

加藤弘栄委員： このままいくとこの協議会の位置づけが地域枠の予算編成が大本の仕事になってしま

う気がします。毎回地域枠予算をどう使うかを協議するような形になってきているので出

来れば毎回各地域からどんな要望が出ているのか、どういう話があるのかということをど

こかの項目に一つ必ず入れてもらえれば必ず話が出ると思います。そうすれば確実に

議事録に載ると思います。そうしないでこのままいくと地域枠予算をどこにどれだけ出す

かということを話すだけの協議会になってしまうと思うのでそれ以上のことをやるために

は絶対議題の中に地元からの提言という欄を一つ作ってもらい、その中で話が出て地

域協議会ではこういう話がされましたからと上に挙がっていって上から返答がくるとかあ

るいは担当の人が次に来て説明をしてもらえることになると思います。是非次回の協議

会からはそういう欄を作って欲しいと思います。 

 

今野弘子委員： 進藤鐘一委員から出された今話されている小学校のことは地域枠予算の内容に関わ

ってはいますが協和でもうあと１年足らずで全部きちんと答えを出していかなければい

けない一番の地域の問題として出されたことだと思います。たまたまそこの会議のときに

閉校事業について市からの予算について聞いたら校長先生からは今のところゼロという

ことでした。それでＰＴＡ会長さんからどうやって進めていくのかという話になり、今ここの

地域で一番意見を吸収してくれる会はここだという話になり出された訳です。だからこの

会として今協和で差し迫っているこの問題を全地域６校が全部関わっていることなので

そのことを是非提案して出してもらいたいと思います。 
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茂 木 隆 委 員： 地域枠予算の審議だけで終わるような地域協議会では意味がないし、副会長さんもお

っしゃられたように直面する協和の問題に対してやはり大仙市からそれ相応な予算措置

をしていただきたいと思います。まず小学校の統合、６つの学校が廃校になり１つになる、

百何十年も続いた歴史に幕を落とすということは地域にとって見れば非常に大きな問題

だと思います。それを予算も何も付けないで最終的に地域枠予算で我々が承知しなけ

ればいけないようなことではやはり残念でありますし、地域協議会そのものに対しての存

在意義というものも疑問に感じます。それで最初の説明で考査員さんが地域の課題とい

うのは前の協和町ではどういうものだったのかというような大きな視点で話をされていた

訳ですけどもその中で私もこのようなアンケートとか見ましたがやはり市民のアンケートと

ワークショップでの声と若干違うしいろいろな問題があると思います。私が一番懸念し、

考えているのは先ほど進藤鐘一委員も話されましたがやはり少子化、人口が少なくなっ

てくるという大きな問題でしてその中で何が必要かとなればやはり若者定住促進、もちろ

ん雇用の場も必要ですし、そういう大きい観点から考えていければいいなという提言をし

ていきたいし、また今合併になって中央と周辺地域との格差により地域が崩壊するという

ような危機的な状況に遭遇してくるような気もしています。廃屋もかなりありますし、そうい

う中で地域の学校もなくなるという中では地域で集い、例えば自治公民館的なこととか

地域でのいろんな行事、自治活動に積極的に予算を付けるというようなことも私は要望

していきたいと思います。もっと地域協議会でそういったことも提言していって市長もそ

れをやはり真摯に受け止めてくれるような本来の地域協議会を望んでおります。 

 

鈴木貞一会長： 全体的に市の行政の中で財政が逼迫しているということで予算はほとんど皆、特に自

治会活動なんかの予算は付いていないようです。 

 

進藤専一委員： 例えば予算の２割カットとか聞きますが５００万円の地域枠予算も２割カットするとかとい

う予想はついているものですか。例えば４００万円になるとか。 

 

地域政策考査員： それは大丈夫です。５００万円のままです。自治会支援補助についても当初２割カット

とかという情報も入りましたがそれは市長との協議の中で復活しているようです。今年並

みということでした。 

 

鈴木貞一会長： 今年並みといっても前から比べればずっと減額になっています。だからそれを補うた

めに地域枠予算をどう使うかということが一つ議題になる訳ですがさしあたっては学校の

問題というのは非常に大きい問題です。 

 

加藤主税委員： 学校のことは５年も１０年も先の話でなくてあと１年しかないのです。だから悠長なかっ

こいい理論ばっかり言ってもしょうがないからどうするかということはきちんとしなければ

いけないのではないですか。 

 

加藤祐子委員： 向こうの本庁の話が見えないのです。こちらから言っても話が止まるからどこが突破口
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になるのでしょうか。 

 

進藤鐘一委員： 陳情した方が良いですよ。以外と丁寧に市長さん先頭に幹部５，６人全部来て説明し

に来てくれるものでしたよ。地域協議会の流れでなく４地区の代表者が集まって相談を

しに行ったらいいのではないですか。 

 

鈴木貞一会長： 今貴重な意見を出していただいた訳ですがそれは充分肝に銘じて当局とも意見を交

換しながら皆さんの意見に合ったような形で進めることが出来ればと思っております。こ

の議題については今日の資料、あるいは先ほどの説明、それから皆さんの意見を踏ま

えてこの次の協議会でもう少し肉付けして皆さんの個々のご意見も伺いたいと思います

ので一つよろしくお願いします。あと他に何かございますか。 

 

豊島萬蔵委員： 地域枠予算の申込が２０日までということで期日もあまりないですが今年度の事業が継

続で申し込む事業もあると思われる中でおそらくこの地域枠予算というものが今年度は

あまりよく分からずあまり申請が来なくて丁度良く５００万円以内で納めることが出来たと

思います。来年度はだいたい分かったでしょうからおそらく申込はたくさん来ると思いま

す。今協議会で話をした小学校統合にうまく使うべきだと言っても必要枠は何にも分から

ないからそれはおいといて、まずどんどん受け付けるということですか。 

 

地域政策考査員： そうです。まずは来たものを受け付けるということです。 

 

加藤主税委員： そうすれば広報にこの資料にあるチラシをそのまま配布するということですか。 

 

地域政策考査員： これで良ければそのまま広報といっしょに配布したいと思います。７月にも配布しました

があの形でやりたいと思います。もし次の協議会の日程を今決めてもらえれば２０日でな

くても何日か遅れても次の協議会まで間に合えばいいのでお願いしたいと思いますが

どうでしょうか。 

 

茂 木 隆 委 員： 次の協議会ということでそれに関連してですが私は今年度から地域協議会の委員の

なったわけで最初の頃のことが分からないのでお尋ねしますが今日もかなり出席者が

多いわけですがやはり仕事の関係か何かで来られない方も４人ほどおられるようです。

他の地域から聞くところによりますと地域によっては夜の開催をやっているところもあるよ

うです。勿論それも当初にそういう希望を聞いてやっているようですが毎回夜、毎会昼と

いうことでなくて年に何回かは夜または夕方の開催ということも勿論都合が悪いという方

もおるでしょうが出席出来ない委員がいるのでおそらく仕事の関係だと思いますがその

辺も少し考えてもよろしいのではないかと思います。 

 

加藤主税委員： 地域によってはここまで来るということが難儀なところもあるし、それから女性の方は特

に難しくないですか。ここの委員で平日は駄目だという方はそうはいないですよね。夜と

なれば職員も大変でしょうし、必ずしも全員でなくても１、２人都合の悪い方もいるかもし
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れないけどもそれはしょうがないのではないですか。 

 

鈴木貞一会長： あとで当局と相談して個々の意見を聞いてみたいと思います。あと一つ報告しておき

たいのですが実は明日大仙市長より子育て支援と教育充実を支援する将来ビジョンに

関する意見交換会があるのですがこの会から１名出してくださいということでご案内が来

ております。これにつきましては茂木美竹委員にお願いしておりますのでご了承いただ

きたいと思います。 

 

 (３) その他 

佐 川 副 主 幹： 本庁の総合政策課の方で地域公共交通会議を国、県、市、警察、公共交通事業関係

者、地域の代表者で設置することになり、当協議会の委員の中から女性委員を１名選ん

でくださいということで通知が来ております。それでこの場を借りまして女性の委員の選

任をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

鈴木貞一会長： どなたにお願いしますか。 

 

進藤専一委員： 会長の指名でお願いします。 

 

鈴木貞一会長： 加藤祐子委員にお願いしたいと思います。 

 

         － 全会一致で賛成 － 

 

鈴木貞一会長： そうすれば加藤祐子委員よろしくお願いします。他にないですか。なければいろいろ

長時間にわたり大変ご苦労様でした。今日の会議はこれで終わります。ありがとうござい

ました。 

 

午後４時３０分終了 
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 上記の記録が確かであることを証するため、下記のとおり署名する。 

 

 

 平成   年   月   日 

 

 

        議事録署名委員 

 

 

                                        印 

 

 

                                        印 


