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第７回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成１９年３月２７日 午前１０時 

・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、 

進藤鐘一、進藤専一、鈴木貞一、武藤隆男、茂木隆、茂木美竹、柳原榮子、柳原忠幸 

（１５名） 

 

・ 欠席委員：加藤弘栄、豊島萬蔵、柳原政勝（３名） 

 

・ 大仙市関係者 

本      庁：栗林市長、佐々木企画部長、小松総合政策課長、藤川総合政策課主幹、 

加藤秘書広報課主任 

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． 市長あいさつ 

 

４． 会議録署名委員の指名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定により進藤専一委員、柳原忠幸委員を指名 

 

５． 議     事  

 

（１）平成１９年度地域枠予算執行方針について 

鈴木貞一会長： 平成１９年度地域枠予算執行方針について前回の協議会で協議し、まとめたものを作

ることを私に一任ということで了解いただきましたが、前回の協議会で班ごとに分かれ協

議した内容をせっかく市長さんも出席されておりますのでもう一度班の代表者よりその経

緯を発表いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。始めに今野弘子委員お願

いします。 

 

今野弘子委員： 私たちの班では一人では何も出来ないので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した。そこで話題の中心は少子高齢化についてみんな混

ざってやっていくことが本当に大事でその少子高齢化について子供を大事に育てるた

めの支援がいろんな面からなされていますが、一番大事なことはただ大事にする、甘え

させるということでなくて、その支援に甘えることなく本当に質の良い子供を育てるという
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ことだと思います。そのために根幹になるのは家庭であるということでおじいさんおばあ

さんそれからお父さんお母さんそして子供というような家族の中でそういう子供を育てて

いくことが一番大事で、家庭によっては年寄りはご飯を食べたら部屋に行ってテレビでも

見てればいいとか早く食べさせてしまえというような感じの家庭があるということを聞いて

非常に私は残念だと思います。一緒にご飯を食べながらその日の出来事を話をすること

によっていろんな知恵がその会話の中で自然に身に付くということをこれから大事にして

かなければ少子高齢化の時代に良い子供を育てるというは出来ないだろうと思います。

ただただ支援を受けるというような若い親が増えていくことが一番危険なことだと思いま

す。まず親からを育てるということが子育ての原点でないかという話し合いでした。 

また、地域に優れた人材がたくさんいますので何々の会に所属している方でなくても

いいので、地域のお年寄りや若い方でもそういう人達の知恵を借りるということです。そ

れで必ず会を開いてそういう人材活用の話をしなくてもいいですが、隣にいてあなたそ

んなこと言ったら駄目だなどと声をかけられるような地域の繋がりが一番大事な人材活用

の基になるし一番役に立つ人材活用だと私たちは話し合いました。 

それと小学校が閉校になりますが、そのためにますます地域の世代間交流が大切に

なってくるということです。統合になって学校が一つになるというと頭の中で地域から子

供がいなくなってしまうというような錯覚に襲われます。そうではなくて学校が一つになっ

ても２４時間学校にいるわけではないので地域には子供がいますからそういう考えでもっ

て子供を育てていくし、私たちもみんな一緒になって考えていかなければいけないし、

そのためには各種団体の連携が必要だということです。 

それから行政でもいろいろ考えて良い案をたくさん出しますが、地域の皆さん一人一

人に浸透していないのではないかということで行政側からすれば広報を出しているとい

ってもそれでは済まされない、見る人も見ない人もいますし、見ても分からない部分もあ

ります。だから分かりやすく簡単な優しい言葉でみんなに伝える、分かってもらうというこ

とが行政に関心を持ってもらうという意味で大事なことでないかということです。 

いろいろありますけども最後に私たちの中で「合併したら」という枕詞をどの会に行っ

ても使われます。そういう言葉が付くということは決して良いことを言う人はいません。必

ずその後には皆さんのお分かりのとおり良くないことだけがたくさん並べられます。先ほ

どの市長さんのお話の中でもたくさん難儀して今頑張っていることを教えていただきまし

たし、会長の方からも財政の危険を逃れるために職員の給与がカットされるお話も出まし

た。そのようにたくさん苦しい中でも今朝の新聞には男女共同参画社会においての初の

女性部長が任命と出てましたし、この間出席した男女共同参画審議会の中では市が率

先して男女共同参画をやっていくという姿勢が非常に見えて、大仙市は非常に進んで

いるということで各市町村から参考にいろんなことを聞かれるということもあるということで

す。合併当時のことを皆さんきっとまだ頭にあると思いますが、テレビでも新聞でも賑わ

したいろんな補助金やマンモス議会で出席確認のために長時間を必要とするとかあまり

良い報道がなされてないということがありました。あれから２年、もう着々と各市町村に先

駆けて良いことをやっていってます。だから枕詞を取り除いて今この苦しい中で今からど

んなことをしていくかということを考えながら私たち委員をやっていかなければならないと

いう話し合いでした。以上です。 
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鈴木貞一会長： ありがとうございました。次に茂木委員お願いします。 

 

茂木美竹委員： 私たちの班では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ということが

これからの課題だと感じて話し合いが進められました。協和地区の方でも核家族化が大

変進んでおります。その中で若い母親世代としての私たちは合併して大仙市になって

から不都合な面ばかりが目に付きます。例えば財政難ですから小学校の灯油代が削減

されて冬は寒いとかそういう不都合なことばかりが目に付きます。ですがその状況にどう

対応していけば良いかということにはなんかちょっと頭が働かない、受動的な感じになっ

ているような気がします。ですからお金がなければない中でどのように私たちがお互い

に協力して動いていけばいいのかという意識をこれからどんどん開拓していかなければ

いけないと思います。そのためにはまず個人個人が自分達の生活を良くすることだけに

すごく目が行きがちですが、地域を良くしていくことが本当にこれから大事なんだという

ことを自覚すること、そしてお互いの力や知恵やそれからお年寄りや子供達の交流など

を通しながら世代間の交流を深めていく中で、人を育てていくということがこれから大変

重要になると思っております。それで何よりも住民の意見を積極的に出し合うということが

大事だと思います。協議会の委員としてここに参加するようになって私もいろいろな協和

の中の課題とか良いところとか初めて分かりました。けれどもまだまだそこまでこの協議

会の中で話し合っているこの熱い議論というものは浸透していっていないと思います。

各地域の中ではここで話し合われていることとの温度差があると思います。だからそうい

う温度差がこれからなくなって私たちのこの熱い意見が周りの住民の中に浸透していっ

て同じような温度でみんなで一生懸命にこの地域を良くするために一人一人のかけが

えのない力というものを出し合えれば良いと思っております。地域の人材育成ということ

はそういうことだと思います。 

そして環境作りが必要であるというところですが、やはり先ほどの話にもありましたけど

も広報で告知していてもなかなかしっかりと目を通す人はいなかったりしますので、もっ

と私たちがこの話し合いをしているところの内容ですとかそういうことがたくさんの人達の

目に触れるようなそういう場もあれば良いと思っております。以上です。 

 

鈴木貞一会長： ありがとうございました。次ですが本来でありますと加藤弘栄委員より発表していただく

予定でおりましたが都合により出席出来ませんでしたので代わりに今野庄蔵委員よりお

願いします。 

 

今野庄蔵委員： それでは代わりに３班の報告をさせていただきます。旧協和町は４村で合併したわけ

ですが、それもまだ皆さんの意識の中から一つの協和ということになっていないうちに大

仙市という１市７町村が合併してしまったものですからいかにして早く慣れ親しんでこの

大仙市を大きくしていこうかということで話し合ったわけですけれども、ここで出た最終的

な話として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。中身といた

しま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

かを判断し、共通で行える活動をこれから考えていくべきではないかということでありまし
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て、これは官主導ではなく絶えず民主導ですべてのことをやっていくことによって活発化

になるということの話し合いでした。具体的な内容といたしましては現在協和で行われお

ります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ような事業も

ありますので、そういったものはどんどんグレードレベルアップを図りながらうまく広域に

拡げていければと思っております。まだ協和は協和、南外は南外、神岡は神岡という話

になっておりますが将来的には大仙市一本で考えていくと、それで地域協議会なんかも

大仙市一本で考えられるような地域協議会に持っていくべきではないかと思います。そ

のためにも協和から出来る、やっている事業を発信してみんな大仙市全体を取り込んで

いけばいいでしょうし、他でやっている事業にも参加していって交流を図っていければ

いいのではないかと思います。他地域との交流がこれから非常に重要になってくるので

はないかと思います。広報だいせんもこの間の話ではあまり読む人がいないのではない

かというお話も出ましたが、やはり地域住民がいろいろなことを発信して辺りを取り込ん

でいくことによって一番の活性化に繋がっていくのではないかということで協和地域だけ

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で

はないかということの話し合いになりました。以上です。 

 

鈴木貞一会長： ありがとうございました。次に柳原忠幸委員お願いします。 

 

柳原忠幸委員： 私たちは地域枠予算の執行方針についてということで絞りまして話し合いをしました。

今まで１８年、１９年度の地域枠予算の要望等を見ますと協和地域の特徴的な事項が見

えてきます。今までの行政の主体の方針から住民が自主的に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。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ることからやはり協和の場合は環境整備、環

境美化ということを主体的に施行することをさらに進めていきたいというような話し合いと

なりました。また、他の地域と違うところで芸術文化部門でのミニコンサート、青年会活動

よる地域の活性化活動、それからこれも協和独自の事業だと思いますが協和国際交流

協会の事業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したし、そういった他の地域にはないような特徴

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ような結論となっており

ます。協和地域が元気でないと大仙市も元気にならないということで住民が自主的、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この班の結論

でした。 

みなさん少しリラックスをしてこの絵を見ていただきたいと思います。これには立派な

大木がありますが、これは協和地域もしくは大仙全体の地域と考えてください。今までは

行政の方から暖かい太陽の光と恵みの雨として補助金等をいただき、いろいろな行政の

ご厄介となっておりました。これからは土の中の根本の方の環境作りが大変重要になっ

てくると思います。今までのお話や市長さんからのお話で市の財政が大変だということで

職員さん方の給料カットだとか今まだ出ていた補助金がなくなったということで我々市民

としてはこれを何とかして環境作りに繋げていかなければならないと思っております。職

員の皆様方も給料カットされて困ったなということでなくてこれからはなにくそという気持
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ちで頑張ってもらわないといけませんし、この根を丈夫にして栄養分を吸い上げていくた

めには私たち市民としてもこの土壌作りが必要だと思います。この土壌作りで一番にす

ぐ思うのはやはり堆肥作りで皆さんお分かりのように良い土壌でなければ作物も育ちま

せんので皆さん方からこれからは行政に頼るのではなく、私たちはアイディアを出しなが

らいろいろなものの考え方を変えていかなければいけないと思います。土の中になにく

そというフンや昆畜生という堆肥を入れて、生で即効力のある堆肥を入れてもらうというこ

とです。例えば木に昆虫のフンを使うとか皆さん方浮かばないと思いますがこれがアイ

ディアなんです。職員方は給料下がったなにくそ、よし頑張って２、３年後は今までの倍

以上の給料をもらうように仕事をしなければならない、市民の皆さん方は補助金もないの

でこれから十分やっていくためには昆畜生という精神の基にこの根を丈夫にしなければ

ならないと思います。今までの根は根張りが少し不足であったし、根が丈夫になればど

んどん栄養が進んでこの木が立派に育ちます。住民という大地がしっかりしているとどん

どん育ち、協和の４地域の枝には葉っぱも出てきます。これを地域枠予算と見てもかま

いませんがこの葉っぱが地域に偏ってはいけませんし、この地域にただの葉ではなく立

葉（派）という葉を成長させなければいけません。そうしますと結果的にすばらしい実りの

あるものが出てきます。これが成果ということで行政の方はやはり平等に太陽の光を当て

てもらいたいし、恵みの雨も降ってもらいたい、それで私たち市民はやはり根張りを一人

一人が協力して丈夫にして強い大木を育てていけば住み良いまちづくりが出来るので

はないかということで絵を参考にして説明をしました。終わります。 

 

鈴木貞一会長： どうもありがとうございました。少し時間が長くなりましたけども私の方から説明申し上げ

たいと思います。 

 

         【 地域枠予算の執行方針説明 】 

 

           このことについて市長さんよりご感想がございましたら簡単に一言お願いします。 

 

市      長： ワークショップをやっていただいて地域協議会の位置づけややり方やこれからの方法

を進化させていただいておりまして本当にありがとうございます。そういう中で１９年度の

様々の地域として事業計画を立てていただきまして本当にありがとうございます。大変す

ばらしい形で立てられた事業計画で地域協議会の皆さんが御難議されたということで本

当に感謝を申し上げたいと思います。いずれ先ほど申し上げましたけれども事業計画は

少し途中で柔軟に変化をさせていかなければならないものも出てくると思いますのでそ

の辺は支所の皆さんとよく協議をしていただきながら柔軟な対応をお願いしたいと思い

ます。それからこれだけ協議会の皆さんがワークショップ等をやりながらいろいろやって

きてこられておりますので他の地域協議会の皆さんにも申し上げておりますけどもこの

地域協議会は一方的にこちらが説明する場所でもないわけでありますので地域の皆さ

んが様々な課題に取り組んでいただくことを支所でフォローアップするというか一緒にな

ってやっていただくことになります。条例の中にも書いてありますけども今もそういう法外

的な意見がありましたけども市長に対する提言とか提案とかそろそろ出てきても良いの
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ではないかなと思っております。今国際交流の問題を話されましたけども協和の地域の

国際交流みたいなものが非常にいろいろ工夫を凝らして今までやってきているということ

も承知しておりますし、１９年度韓国の子供達と交流みたいなものを少し手を入れてやり

たいという案も来ております。そうしたことは協和だけの問題ではなくて大仙市として協

和の人達が一番ノウハウがあるということではありますけども大仙市全体でやっていこうと

いうことにもなるのではないかと思っておりますのでそろそろ提言とか提案として地域とし

てやらなければならないこと、やりたいこと、それから地域発で大仙市全体で考えていっ

たらどうだというものがこれから出てきていただければそれぞれ地域の地域協議会との

連携もますます深まっていくと思いますし、そういう話を全体の研修会等でも委員の皆さ

んからも市長あるいは支所に対して出していただきながら意識的に協議会の皆さんの中

で協議をいただきたいと思います。以上感想を終わります。 

 

鈴木貞一会長： これからの我々協議会の方向性についてもご意見いただきました。充分そのことを受

け止めて考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 (５) その他 

 

鈴木貞一会長： 事前に市長さんにお願いしてあったのですが当地域では学校統合による閉校の問題

が出てくるわけでこれについて市長さんの方からお話をいただきたいと思います。 

 

（質問内容）協和小学校への統合に向けて、地域内の小学校６校は閉校記念行事実行委員会を立

ち上げ準備に取り組んでおります。教育委員会並びに財政課からは、補助金として６

月補正で対応いただけるような情報もありますが是非よろしくお願いいたします。協和

地域の各財産区は、これまでも地元小中学校に対して、多くの援助をしてまいりました。

今回の小学校閉校行事に対しての関心は高く今回の閉校記念事業にこそ出来るだけ

の援助をしたいとする声が高まっております。ただ、監査委員の指摘では、財産区がそ

の財産又は営造物の管理上必要な限度をこえてする補助金の支出は出来ないとの事

でありますが、地域の多くの方々の想いをご参酌いただき、是非ご検討をお願いいた

します。 

 

市      長： 先ほど統合小学校の方が順調に進んでいるという話をしました。６つの小学校の閉校

式、閉校記念の件につきましても１９年度の予算で全体の閉校に伴う様々な行事で３００

万円ほどセットしております。あとはそれをそれぞれの学校によってどう配分するかは全

体で考えていただきたいと思います。それと例えば閉校の横一文字であるとか案内や

垂れ幕であるとか様々なそういう部分については閉校行事の予算として別に教育委員

会の本体の予算のところで全部セットしますので今申し上げました３００万円というのは

閉校に伴う様々な地域の行事ということで使っていただきたいという考え方で用意させ

ていただいております。それから財産区について今出てますけども財産区は財産区を

管理するための組織ということで地方自治法の中でかなり厳格に規定されております。

少しやり方を工夫しないと直接財産区が閉校の問題に補助するということになると法律
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的な問題が出てきそうです。この問題については大仙市の監査委員からいろいろ他の

財産区の問題もありまして指摘されてきております。法律の関係もありますのでおそらく

財産区から一旦市の方にお金を出していただいてそれが市の方から閉校予算として出

すというような操作をしなければいけないのではないかと今のところは思っております。

詳しい説明は事務局からお願いします。 

 

鈴木貞一会長： 地域としては昔から財産区は地域と共にいろんな事業とかをやってきたものですから

是非財産区の方にもお願いしたいという考え方は充分あるわけです。今市長さんからお

話合ったようにそういう事情は充分理解出来ますがどうかそこら辺最終的には市長さん

の決裁になると思いますので是非そういう見通しが出来るものであれば私どもも地域の

皆さんにそういう話をしておきたいと思いますのでどうかご協力をお願いできればありが

たいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

総合政策課長： 当然皆さんご存じのとおり財産区会計というものは財産区を維持するための予算という

位置づけをされておりまして直接財産区から特定の団体に出すということはやはり監査

委員から指摘があります。ただ同じ市の予算の中の話ですのでどのようなやり方をすれ

ば後で指摘を受けない形で財産区は皆さんの財産ですのでこれを地元に還元できるか

事務方として検討させていただきたいと思います。せっかく持っている財産区のお金が

何にも使えないというのは地元の方から納得していただけないと思いますがその点後で

監査委員に指摘されても何にもなりませんのでお時間いただいて検討させていただき

たいと思います。 

 

鈴木貞一会長： 良い方向に向かわせていただければと思います。本来でありますと皆さんからいろい

ろな地域の問題についてご質問いただくところでございますけども先ほどから市長さん

には詳しい内容について報告や説明がございましたが時間の制約がありますのでご理

解いただきたいと思います。いずれ特別な報告事項等がなければこれで閉じたいと思

います。 

 

市      長： 気になること一つあるのですが茂木さんから合併して灯油代が減らされて学校が寒い

というお話がありましたけどもまだそこまで大仙市は落ちぶれていないので手違いがある

のではないかと思いますがその辺大事なことなので教えていただけないでしょうか。 

 

茂木美竹委員： 今年は暖冬だから良いのかもしれないですけども設定温度が今までより少し下げてい

るのか分からないですが暖房が常にずっと入っている状態でなくて切ったり入れたりし

ている状態らしいです。それで寒いと大変なので本当に寒いときはずっとつけています

が個人個人でジャンバーを着て勉強している場合もあるみたいです。 

 

市      長： 校長先生とかの判断だと思いますがただ全体とすれば 19 年度からゼロ予算で取り組

んでみたいと職員の方から提案されておりますが地球温暖化の問題とか様々な形で無

駄な暖房はやはり使わないようにしようということでそれだけでも全体では相当な効果が
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ありますので市役所含めて支所それから関係するところでもそこはそこの判断で設定温

度は建物によっても違いますし、おそらく午前中と午後でも違いますので設定温度はそ

この責任者の判断でいろいろ調整しながら少なくとも一昔前みたいにボンボンと灯油を

焚いているような世界はやめようという形で運動としてみんなやろうというようなことになっ

てます。その辺いろいろそこを管理する校長先生なりにご協議いただいて子供たちは大

人ともまた違うでしょうから機械的に何度だからという問題でなくて臨機応変に一つやっ

ていただければと思います。決して灯油代がないからではありませんのでご理解いただ

ければと思います。 

 

鈴木貞一会長： 本日は長時間にわたっていろいろご協議いただきました。引き続いて来年度も皆さん

のご協力でこの会が進められることになると思いますので今後もご協力をお願い申し上

げましてこの会を閉じたいと思います。どうもごくろうさまでした。 

 

地域振興課長： 以上をもちまして第７回目の地域協議会を終了いたします。本日はどうもごくろうさまで

した。 

 

午前１１時３５分終了 


