
 1 

第６回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成１９年３月１日 午前９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、加藤幸子、加藤主税、加藤祐子、今野庄蔵、今野弘子、 

進藤鐘一、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：佐々木栄一、柳原政勝（２名） 

 

・ 地域枠予算申請団体：船岡グラウンドゴルフ愛好会（進藤賢蔵会長代理）、 

ＩＭＯの会（茂木聖会長代理） 

 

・ 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項の規定により今野庄蔵委員、柳原榮子委員を指名 

 

４． 議     事  

 

（１）平成１８年度地域枠予算実績報告について 

船岡グラウンドゴルフ愛好会： 【 報告 】 

出席者・報告者： 会長代理 進藤賢蔵 

 

鈴木貞一会長： 報告が終わりました。この事業の成果や今後の課題等についてご説明がありましたが

これについて委員の皆様方から何か質問がありましたら発言をいただきたいと思いま

す。 

 

柳原忠幸委員： 今回の補助金でホールポストを２個買ったようですが、愛好会以外の方々がグラウンド

ゴルフを是非やりたいというときにお借りすることは出来ますか。 

 

船岡グラウンドゴルフ愛好会： 貸し出す予定でおります。一応今回買ったものは大会や大きいイベントに主として使う

予定です。今まで持っていたものは錆びてしまっていますが、宇津野と庄内のグラウンド
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で２４時間いつでも出来るように常設しております。四季の湯に行った帰りにでも誰でも

気軽に出来るようにということで今までやってきているところであります。貸出はする予定

です。 

 

鈴木貞一会長： 他にありませんか。なければ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 IMO の会さんお願いします。 

 

Ｉ Ｍ Ｏ の 会： 【 報告 】 

出席者・報告者： 会長代理 茂木 聖 

 

鈴木貞一会長： ただ今説明をいただきましたがこれにつきまして何かご質問等ございませんか。頑張

っておるようですがなかなか問題点もあるようです。これからも継続してお願いしたいと

いうことですが何かありませんか。 

 

進藤専一委員： 今いろいろ説明を受けて感心しているところでございます。中仙の方から民謡歌手を

お願いしたということですが、それにどのぐらいの経費が掛かっているのでしょうか。 

 

Ｉ Ｍ Ｏ の 会： 中仙の観光協会に知り合いがおりまして交渉させていただきました。出来ればバス代

とイベントが終わったときに出店で一杯飲むぐらいは出してもらえればという話でしたが

労をねぎらう意味で出店の物を無料で差し上げました。バスの方は観光協会の方で中

仙の支所の方から出していただいたので結構安くあがりました。一応気持ちということで

６万円でお願いしました。すごく値切ったのであまり参考にならないと思います。 

 

鈴木貞一会長： 他にございませんか。なければ今後なお一層頑張っていただくことをご期待申し上げ

ます。どうもありがとうございました。 

 

（２）平成１８年度地域枠予算事業の審査について 

 

 ■大川端老人クラブ会  緑地帯植樹事業 （実施類型Ⅲ） 

地域政策考査員： 【 資料により説明 】 

 

鈴木貞一会長： 説明が終わりました。採択についてこれからご審議するわけですがいかがでしょうか。

今年度中にこの事業が実施されれば特に問題ないような気がします。せっかく予算を精

査して、その結果、使えるということのようですので採択してもよろしいですか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

(３) 小学校閉校行事予算について 

鈴木貞一会長： このことについては先般の会議においてもいろいろご意見がございました。それぞれ

の関係者も大分ご心配になさっているところでございますので今回考査員の方からある
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程度調査していただきました。今後どのような方向にいくのかというところをご説明いた

だければと思います。 

 

地域政策考査員： 【 補助金交付要綱等を整備し、６月議会で措置したい旨であった事の報告 】 

 

鈴木貞一会長： ただ今報告をいただきましたけれども、本来でありますとこういう事業というのは行政が

主体的に行うものだと私は理解しているわけです。今の財政的な状況もあるわけですが

３月議会が終わりますと当然そういうことがはっきりしてくるだろうと思います。いずれ行

政としてももう少し地域の皆さんにあらかじめ説明する思いやりや気配りがあって然るべ

きではないかと思います。十分対応してくれることを期待申し上げてこの議題はこれで終

わりたいと思います。よろしくご理解のほどをお願いいたします。 

 

 (４) 平成１９年地域枠予算の執行方針案について 

鈴木貞一会長： 先般の会議でもお話がありましたが、きちっとした方針案を作って説明しなければなら

ないということで、全体で協議してもよろしいわけですが４つぐらいの班に分かれて忌憚

のない意見を出していただいて、後でそれぞれの班にまとめたものをご報告いただくと

いう形にしたいと思います。資料もあるようですので最初に資料の説明をお願いします。 

 

地域政策考査員： 【 参考資料の説明 】 

 

      ～ 暫 時 休 憩 ～ 

 

休憩後４つのグループに分かれて特に次のことについて意見交換していただいた。 

   ・住民と連携して解決しようとする「地域の課題」 

   ・その課題の現状 

 

      ～ 意 見 交 換 ～ 

 

鈴木貞一会長： それでは会議を再開したいと思います。グループに分かれて意見交換していただい

たわけですが一応まとまりが出来たようでございます。それぞれのグループで検討され

た内容が張り出されておりますが各グループのから簡単にご説明をいただきたいと思い

ますのでよろしくお願い申し上げます。それでは一班からお願いします。 

 

今野弘子委員： 一つ目は住民自治を核にした世代間の交流が絶対必要になってくるということです。

そうしなければこれから先は良いことが出来ないと考えられます。 

そこで話題になったのが少子高齢化についてみんな混ざってということで、とにかく子

供が少なくなったどうしたらいいか、ただただ大事にすることだけが中心になるようです

がどんな質の良い子供を育てるかということが一番大事なことだと思います。 

そのためにはやはり周りでいろんな案を出したり金を出したりする前に、まず私たち家

族でみんな混ざって年寄りのことはもう聞かないとか年寄りはご飯を食べたらすぐ自分の
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部屋に行けばいいとか、そういうような親を育てないことから始めないと少子高齢化の中

で立派な子供は育てられないだろうということから、こういうことが大いに話題なりました。 

それと今のものと関連がありますけども、やはり子供には子供のそれからお父さんお

母さんそしてまた年寄りには年寄りのそれぞれの良い考えがあるので、その世代世代の

良さを認めあっていくということが非常に大事なことだということです。 

それから自治会についてですが、やはりその地域にすごい人材がいるということが地

域の活性化に非常に大きな役割を果たすので、年輩者の中にも若い人にも、それから

小さい子供であってもリーダーになりそうな人はいます。だからそういう小さいうちからリ

ーダーを育てていくということが非常に大事なことだということです。 

それから２つ目、課題ですけどもここで話題になったのが小学校閉校後の地域の世

代間交流が非常に大事だということです。学校がなくなってもその地域から子供がいなく

なるわけではありません。２４時間協和小学校で暮らすわけではありませんので地域に

子供はいますから閉校後の地域のことを考えてやらなければならないということです。 

また、いろんな団体がありますがその団体でいろんな良い考えを持っておりますけど

も会議が重複したりして、そういう無駄なことがあるので各種団体の統合が必要ではない

かということも課題ではないかと思います。 

それから行政で良い考えやいろんなことを出してもその取り組み等について、この会

議に出てきたものは少しぐらいは理解しますが、それをもっと住民に分かり易く簡単にや

さしく伝える方法はないだろうかということです。広報を出していると言われればそれまで

ですけどもそれを見ても理解できないという人もいます。だからそれをみんなに伝える方

法を考えないといつまで経っても合併したらさっぱり良いことないなという言葉が枕詞の

ように出てきてしまうという結果になるのではないかと思います。以上です。 

 

鈴木貞一会長： 次に２班お願いします。 

 

茂木美竹委員： 今野委員のお話を聞いて、私たちもほとんど同じような話し合いだったと思います。や

はり課題としては情報が住民に浸透していないため、今ある現状に不満や不安とかそう

いうものの原因というものが分かり切っていない。そしてこれから５年後１０年後このまま

いくとどうなってしまうのかという危機感が住民の中に無いので、今まず自分さえ良けれ

ばというような人が多いから意見なども積極的に出ないのではないかという話がありまし

た。それでその意見をどういう場所で出していけばいいのかとか、それから自分達の意

見を積極的に出してもそれが本当に通っていくのかどうかというところで、だいたい受動

的になっている人達も多いのではないかという話から、市民と行政が連携して自主的、

主体的に地域づくりをすること、これはほとんど皆さんが思っていることだと思いますが

挙げさせていただきました。 

現状ですけども、やはり質の良い子育てと今お話がありましたけども、親も子供もそし

て全体的にやはり私も子育てをしている身ですので少ないながらも質のいい子供を育て

ていき、それでおじいちゃんおばあちゃんから伝承的な遊びでも一緒に出来ることなど、

いろんな地域の方々がたくさんいますので、そういう人達との関わりの中で人を育ててい

かなければいけないのではないかとすごく感じています。 
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それでまず意識を改革していくということから、住民の意見を積極的に出し、アイディ

アと主体性で地域の人材育成と課題に取り組む環境作りが必要であると、今は本当にこ

の環境を作っていくことが何より重要でないかなということが話し合いの中で出ました。以

上です。 

 

鈴木貞一会長： 次に３班お願いします。 

 

加藤弘栄委員： ３班ではまず型にはまった考え方をしないで何が必要なのかを考えてみようということ

で話し合いました。 

その中で出た最終的なことは協和の「結い」から大仙市の「結い」へ持っていこうという

ことでした。中身としては協和の中では市民から行政への要望をとり、行政はそれを出

来るか出来ないか判断し、共通で行える活動をこれから考えていくべきではないだろう

か、そうすれば地域の結束が強まり、それをやることによって大仙市広域で発信できる事

業をこれから増やしていけるということです。 

内容的には協和で今行われているミニコンサートや国際交流という協和発信で大仙

市広域に発表できる事業は、水準やレベルを上げながらどんどん積極的に増やしてい

って発表し、今はみんな地域それぞれ、例えば協和は協和、南外は南外、神岡は神岡

という話をしていますが、将来的には絶対大仙市という大きい括りの中にみんなが一つ

になるべきだと思います。そのためには協和が１０で大仙市が０という１０対０の考え方を

するのではなくて、少しでも協和が９、大仙市が１、来年なれば８対２という感じで協和か

ら大仙市へ向けてどんどん発信できるようにして、広域で一体化できるような地域協議会

を作っていくべきです。協和はこういう事業をやっていますから来て一緒にやってみませ

んか、とか協和から他地域に行ってこういう事業をやっていますという他地域との交流を

して、地域で参画する人口構成を広めて老若男女みんな一緒になって出来る事業をど

んどん作っていき、広報だいせん以外でもどんどん情報発信をしていくべきではないの

かという結論になりました。 

こういうことを行って協和地域だけのことではなく協和地域と大仙市をどんどんリンクさ

せていく事業をこれから考えていくべきだということを話し合いました。以上です。 

 

鈴木貞一会長： 次に４班お願いします。 

 

柳原忠幸委員： 地域枠予算の執行方針案ということに絞りまして話し合いをしました。今までの１８、１９

年度の地域枠予算の要望等を見ますと、皆さんもお分かりのことと思いますが、協和地

域の特徴的な事項が見えてくると思います。簡単に結論から言いますと、今までの行政

の主体の方針から住民が自主的、主体的な地域づくりを推進していくべきだということで

す。それで１８年と１９年協和地域の地域枠予算要望を見ますと環境作りとして公園を整

備したい、もっともっと地域を緑豊かな地域にしたいという事業等が多数ありまして協和

の場合やはり環境整備、美化というのが主体的に地域枠予算で施行されているために、

これをさらに進めていきたいという話になりました。また、芸術文化部門でのミニコンサー

ト、今日発表のありました青年会などによる地域活性化活動、それから協和国際交流協
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会の事業などは他の地域では真似の出来ない地域枠予算での事業だと思います。文

化経済交流としての佐土原の交流もありますし、そういった他の地域には無いような特

徴的な事業を地域枠予算で住民が協力して進めていくべきだという結論となりました。 

たまたまいろいろな話し合いの中で、他の地域の地域枠予算では自治会での事業と

いう項目が出ていまして協和の場合は自治会よりももっと細かいグループや団体で頑張

ってグループ自身が積極的にこの地域を活性化していくというような団体が多々あるの

で、そのあたりが他の地域といろいろ違っていたなと感じました。 

まずは住民が自主的、主体的な活動で市民が協力して地域づくりに力を入れていき

たいというのが結論でした。 

 

鈴木貞一会長： 次に事務局お願いします。 

 

地域政策考査員： 堅くて申し訳ありません。課題としては行政からの支援に頼る従来からの意識から市民

と行政が協働して施策を推進する仕組みが重要になる中、住民が自主的、主体的に地

域政策を考え、自ら行動する地域づくり活動を一層進展させ、市民と行政の連携した協

働のまちづくりの具体的方策を模索するということであり、課題の現状としては協和地域

では合併前から住民が自主的、主体的に地域づくりに取り組めるよう「個性豊かな地域

づくり事業」に代表されるような各種事業に取り組んできた。合併後も少子化環境問題へ

の対応等各種の課題がある中、地域課題の解決へ向け、地域住民が主体的に取り組む

自主的な活動が動き始めている。ということと考えられます。 

 

鈴木貞一会長： それぞれの方々から検討された事項についてご報告、ご説明がありました。今地域で

抱えている問題を的確に捉えていると理解しているところでございます。これにつきまし

ては今日の検討されたことを土台にして私と事務局で十分検討し、分かり易くまとめてみ

たいと思います。これをひとつ一任していただければ非常にありがたいと思いますがい

かがでしょうか。 

 

      － 全会一致で承認 － 

 

 (５) その他 

地域政策考査員： 本庁の総合政策課で市民に対してアンケートを以前とりましたが、更に追加アンケート

をするそうです。その追加アンケートの中で、協和の地域枠予算で行った代表的な事業

を推薦してくださいという話がきております。それで協和では全部で１６事業あるのです

が、委員の皆様にこれは紹介に値すると思うものを２つ選んでいただきたいと思います。

一人に２つシールをお配りしますので番号のところに投票の要領で各自張っていただき

たいと思います。それを参考にして推薦したいと思います。以上です。 

 

鈴木貞一会長： それとこの前の会議のときに茂木隆委員から夜間の会議の開催についてご発言があり

ました。これは賛否両論あるようですので出来れば新しい年度の第一回の会議で１９年

度に夜間の会議をどう捉えていくかを検討する方が妥当でないかと思いますがいかが
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でしょうか。今年の会議はあと一回なわけで新しく１９年度になると会議の持ち方とか、あ

るいはその他の事について今までの経緯を踏まえて、直していくことは直していかなけ

ればならないでしょうからそれが妥当でないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

加藤主税委員： １９年度にならなくても今日決めても良いのではないですか。それぞれの意見を言った

ら良いのではないですか。 

 

進藤鐘一委員： メンバーが替わるということもあるのではないですか。 

 

鈴木貞一委員： それもあると思います。当然各団体の総会があるとなれば、地域協議会委員が替わる

こともあると思いますが、それはそれとして皆さんが今決めても差し支えないとすればそ

れで結構だと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： 新年度の課題にした方が良いのではないですか。メンバーも若干入れ替えもあるかも

しれませんので。 

 

鈴木貞一会長： 緊急を要する案件でもないですから新年度で検討することでいかがですか。 

 

         － 全会一致で賛成 － 

 

鈴木貞一会長： これで第６回目の地域協議会を閉じたいと思います。ありがとうございました。 

 

正午終了 


