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第１回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成１９年６月５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、加藤幸子、加藤主税、加藤久孝、加藤祐子、今野庄蔵、今野弘子、 

佐々木栄一、進藤鐘一、進藤衛、鈴木貞一、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：加藤弘栄、進藤専一（２名） 

 

・ 大仙市関係者 

協和総合支所：今総合支所長、加藤地域振興課長、加藤地域振興課参事、佐藤市民課長、 

安田農林振興課長、豊嶋建設課長、菅原教育委員会協和分室長、 

五十嵐峰山荘施設長、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． 委嘱状交付 

総合支所長より組織の長の変更により新たに委員となった加藤久孝氏、進藤衛氏に委嘱状を交付 

 

３． 新委員の紹介 

地域振興課長より新委員及び現委員、課・室・施設長を紹介 

 

４． あいさつ 

会長あいさつに続いて総合支所長あいさつ 

 

５． 会議録署名委員の指名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定により加藤主税委員、加藤祐子委員を指名 

 

６． 報     告 

 

（１）廃校記念事業について 

教委協和分室長： 【 資料により報告 】 

 

鈴木貞一会長： 報告をいただきましたが、特に聞きたい点がございましたらお願いします。 

 

加藤久孝委員： 財産区の補助金についてですが、この中に旧町村４地区にそれぞれ財産区があって

小学校の数について荒川地区が荒川と稲沢、峰吉川・船岡は１つずつで淀川地区は淀

川と小種とあります。淀川を例にとると 74万２千円と 65 万９千円ですが、これは淀川の財
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産区から出すということですよね。それとも全体から出してそれを分けるわけでしょうか。 

 

加 藤 参 事： それぞれの地域の学校に対しまして地域の財産区からの支出ということになりますの

で、荒川財産区は荒川小学校と稲沢小学校の分、淀川財産区は小種小学校と淀川小

学校の分、あと峰吉川財産区と船岡財産区はそれぞれ１校分になります。 

 

（２）平成 18 年度地域枠予算申請事業実績について 

佐 川 副 主 幹： 【 資料により報告 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま平成 18 年度未報告分について報告をいただきましたが、これにつきまして何

かご質問がございましたらお願いします。 

 

茂 木 隆 委 員： 事務局の方から平成 18 年度地域枠予算申請事業の実績報告がありましたが、改めて

申請団体からの報告は今後予定されているものでしょうか。 

 

佐 川 副 主 幹： 昨年度中の７回までの地域協議会におきまして最初の取り決めでも必ずしも全部の団

体に報告していただくということではございませんでした。ただ、なるべくは承認された

団体から自らの報告をもってという方がいいのではということでございましたが、今回の

報告に対してはこの後の協議会でも来ていただくということは考えてございませんので

ご了承いただきたいと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： 自らの意志によって報告するということであったという話でありますが今まで報告された

団体には報告の要請があったのではないでしょうか。 

 

佐 川 副 主 幹： ありました。 

 

茂 木 隆 委 員： それにも関わらず強制的でないにしても報告しなかった団体に対しては義務ではない

からいいということで事務局の報告で省略したいということですか。 

 

佐 川 副 主 幹： いずれ３月中までの最終の地域協議会までに実績報告が提出されたところにつきまし

ては極力団体からの報告がいいのではないかという事務局の考えもございまして、いま

６月に入ってしまいましたが正式な書類等についてはこちらの方に届いておりますし、

それに基づいての報告ですので今回についてはこのような形で紙面でもっての事務局

からの説明でご了承願いたいということでよろしくお願いします。 

 

茂 木 隆 委 員： やはりこれまで報告してくれた団体によって、中身が一番分かる団体の方が直接来て

報告するということは非常に我々も分かりやすいし、非常にいいことだと思っておりまし

たし、やはり申請して地域で補助金を使った団体は報告的なことが必要でないかと思い

ます。他の団体との公平性のためにも報告が必要ではなかったかと私は考えますがい

かがでしょうか。 
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総 合 支 所 長： この地域枠予算につきましては皆さんご承知のことと思いますが、要するに地域の地

域づくりのためにやっている事業でございます。ですから実際、実施する前には18年度

においては市長までの伺いを立てておりましたし、しかも当然ここでも説明しております。

ですからその時点でこの事業は認められ、目的・事業内容が該当になるという考えの基

に進めているわけです。私も直接補助団体からの実績報告があるということを聞いたとき

には、その団体が自主的に来るのであればそれはやぶさかではありませんが絶対強制

しては駄目だと話をしております。今まで直接団体から報告に来てもらったから他の団

体もやった方がいいのではないかということも分かりますが、それはそれぞれの団体の

考え方で自主的な考えでやってもらうということで私が指示していますので、その点はひ

とつご理解を願いたいと思います。この後 19 年度どうするか今のところはっきりしており

ませんのでそんな点も含めて検討したいと思います。よろしくお願いします。 

 

（３）平成 19 年度事業計画について 

地域振興課長・農林振興課長・建設課長・教育委員会協和分室長・峰山荘施設長： 【 報告 】 

 

鈴木貞一会長： 以上で平成 19 年度事業計画についてご報告いただきましたが、何か聞きたい点があ

りましたらご発言いただきたいと思います。 

 

加藤久孝委員： 今の説明の中でカーブミラーの設置という建設課の事業がありましたが、私どもの地区

で新しくできた北部農道の中野集落から入った農道の交差点で中野集落側から野田集

落側に向かって行けば右側の方がまったく見えないわけです。必ず死亡事故か何かが

起こると思いますからそれが起こる前にカーブミラーはいくらもしないと思いますので設

置していただければということをここでお願いしたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： そういう問題については各振興会から予算が決まる前に８月いっぱいで当局の方へ提

出する流れになっています。でもこれは予算決まったものの説明ですから。 

 

加藤久孝委員： そういうものは後からまたそういう会議をやるのでしょうが、そういう話をすればここの支

所では決定権がないと言ってそういう陳情事項が進まないわけですよ。だからどうにか

進むような方向付けをと思いまして。 

 

鈴木貞一会長： カーブミラーぐらいであればできるのではないですかね。 

 

建 設 課 長： 北部農道についてはまだ県より移管なっておりませんので、それが移管になった際に

設置して参りたいと思います。 

 

加藤久孝委員： 危険だからと改良区の農道にミラーを付けるのだから市や県からの許可は関係ないの

ではないですか。 
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建 設 課 長： 現地をよく確認してできるものであればやりたいと思います。 

 

加藤久孝委員： それは早くやってもらいたいと思います。ここできちんと話しておきますのでいずれ後

から事故でもあればあなた方の責任も半分ぐらいあるのですよ。 

 

佐々木栄一委員： 14 番の土地改良事業費補助金の水沢水利組合 80 万円と古種沢水利組合 80 万円を

足したら 160 万円だと思いますがどういうことでしょうか。 

 

農林振興課長： すみませんが資料を訂正してください。古種沢水利組合が 150 万円かける 20％で 30

万円となりまして水沢の 80 万円と足して 110 万円の予算ということで訂正してください。

すみませんでした。 

 

武藤隆男委員： 15 番の土地改良事業費補助金の新農業水利システムの 420 万円という予算ですが、

淀川地区の 3,260 万円掛ける 10％の 326 万円というこれは逢田の用水場の補助金と聞

きましたがそういうことですか。 

 

農林振興課長： そのとおりですが、この 10％というのは市の嵩上げ分でございます。上の方に書いて

あるとおりこの農業水利システム全体の事業でこれは５カ年度計画にも載っているので

すが、淀川地区の今年の予算要求の中身と致しましては逢田地区の揚水機 3,260 万円

が全額でございまして、それの10％です。国県の補助もあるわけですが、それは市の予

算を通らず土地改良区さんの方に入りますので市の部分だけということです。 

 

武藤隆男委員： あなたにお聞きするのはおかしいかもしれませんが土地改良区の理事長の加藤委員、

国県からいくらくるのかわかりますか。 

 

加藤久孝委員： 国は 50％、県は５％ですね。県は前は 10％でしたが予算の関係で下がりましたね。そ

れに主たるものと従たるもので県の補助金は違っていたのですが一律５％まで下がって

しまいました。前は確か揚水機や頭首工といった主たるものは 15％か 10％ぐらいで、用

水路とかの従たるものが５％でした。だから補助は65％だから自己負担は35％ということ

です。 

 

武藤隆男委員： その分は分かりましたが、そうすれば 3,260 万円は逢田の揚水場の全額予算、事業全

体額とみなしてもいいということですね。 

 

農林振興課長： そのように土地改良区の方から聞いております。あそこは河川改修価格もありますので

内容については今のポンプの建家も移転しなければいけないし、それから簡易的な今

の暫定の独立している堤防 50ｍぐらいですが、そちらをポンプで附瀬越する形になりま

すので、その河川改修に関わる事業費の高くなる部分はまだ協議の余地がありまして、

それがだいたい河川の事業者とこちらの農業サイドの事業者との話が決まりますとそれ

を含めた形で事業費が増えていく可能性はあります。 
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武藤隆男委員： そうすれば理事長の加藤委員、3,260 万円よりももっと掛かる可能性も課長さんのお話

ではあるということですが設計は確定しているものですか、してないものですか。そうす

れば何から出た 3,260 万円でしょうか。 

 

加藤久孝委員： それこそ課長さんが言ったとおり堤防の土手を築くでしょうから、それをポンプで越す

分について話がありましたよね。 

 

農林振興課長： ポンプの容量が現状のもののただの移転だけでは間に合わないのではないかという

見方も一部ありまして、それをしっかり計算しないと分からないのですが高さの程度を考

えてポンプをパワーアップするためにいくら掛かるかということについて土木と河川サイ

ドで協議をしております。 

 

武藤隆男委員： これは私たちの４０町歩の田にかかるポンプなわけだからそれで聞くわけですよ。堤防

がかかるためにやるのですよ。それで私が聞くのは、設計額について堤防の上を越せ

ば今のよりも馬力大きくなるのは素人の私でも分かりますが、それを含めての金額なの

か、これから協議して高くなる可能性もあるのかということを教えて欲しいのですよ。変更

の可能性もあるのですか。 

 

農林振興課長： 実施主体は土地改良区ですからそこら辺はこれから最終的な協議があると思いますが、

今は設計の段階なので私の方からはっきりしたことは言えませんが、双方の設計の必要

性を突合して、その最大公約数になるかと思います。場合によっては事業費が上がる可

能性もあるだろうし、そういう含みがあります。そこら辺はこの後の補正予算とかで対応し

ていきたいと思います。 

 

進 藤 衛 委 員： 子どもの教育に関してもいろいろと事業をやってくださってありがとうございます。協和

小学校の建築事業については大曲仙北ではさきがけた取り組みであろうかと思います

ので子供たちのためにも順調に進めていただきたいと思います。また、39 番教育振興

費補助金ということでバスの定期券補助をいただいているわけですが、実は峰吉川地

区は帰りのバスがないため朝しか定期券を使っていないわけです。ということでせっかく

補助をしてもらっているのに半分しか使われていないという実状を今ここでご紹介申し

上げるのと、今後も補助していただく事業でしょうからどうかこの辺を羽後交通と話し合っ

て是非考えておいていただきたいと思います。ここは大分前に赤字路線ということで羽

後交通に一方的に廃線にされております。 

 

教委協和分室長： その件につきましては、現在羽後交通側と内々ではありますが交渉を進めている段階

でございます。現在予定しているのは協和全体で11両という羽後交通のバスを計画して

ございますが、それの 6.8 両について小・中学校という形でスクールバスを計画しており

まして峰吉川の部分についてもこれから境営業所と協議して参りたいと思います。 
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加藤祐子委員： 34 番の和ピアの自主事業についてですが、神野美伽コンサートの券の売れ行き状況

はどうでしょうか。 

 

教委協和分室長： 私も来る前に若干担当の方から確認して参りましたが、お昼が136枚、夜が110枚とい

う状況でございます。 

 

加藤祐子委員： 我々が計画したときよりも大分予想外に売れていませんのでもうちょっと売れるようによ

ろしくお願いします。 

 

教委協和分室長： 我々もトップセールスとして売れるように努めたいと思いますが、如何せん協和地域の

自主事業でございますので地域の皆さん方からもどしどし券をご購入いただければ大変

ありがたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： 他になければこれは既に決定された事業でございますので事業遂行にあたってはどう

か円滑に進むようにお願いしたいと思います。それでは報告についてはこれで終了い

たしまして暫時休憩とします。 

 

～ 暫時休憩 ～ 

 

７． 議     題 

 

（１）小学校廃校施設の利活用について 

教委協和分室長： 【 資料により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま小学校廃校施設の利活用について説明がございました。これは当局の考え

方を示されたものだと理解してますが、委員の皆さんについてはそれぞれ考えもあると

思いますので質疑に入りたいと思います。どなたかご発言をいただきたいと思いますが

いかがでしょうか。 

 

茂木美竹委員： まず示された案が小種と船岡小学校以外というようになっていますが、これは小種と船

岡小学校以外でもこのような活用した方がいいという意見は自由に述べてもよろしいとい

うことですよね。 

 

教委協和分室長： はい。 

 

茂木美竹委員： それで６月から８月に公募及び協議会等の意見を聞くということですが、その中でまた

このように話し合いをする機会があるということでしょうか。 

 

教委協和分室長： 先ほどのスケジュール案ということでご説明申し上げさせていただきたいと思いますが、

６月、７月、８月、最終的には 12 月といった時期には地域協議会の方に詳細な説明は加
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えていきたいと思います。若干経緯を説明させていただきますと、昨年度このような地域

協議会の際に事務局の方から地域協議会の方で廃校後の利活用について何か案はな

いかということで提案したという経緯があるようでございます。しかしながら地域協議会の

方では何らそのような要望とかはなく、かえって当局の方からそういう案を示していただ

きたいということで進めて参りました。それを今回５月に市長のスプリングレビューというこ

とでこのような形で地域もしくは地域協議会の方と協議していいかということの了解を得

まして、今回提示させていただいたところでございますのでどうかご理解いただきたいと

思います。 

 

鈴木貞一会長： 協議会としては大いに意見を出して、議論して廃校後の利活用に反映させたらいいの

ではないですか。もともと合併するときからそういう意見はあったのですからね。利活用

については地域の考え方を十分反映してくださいということなので地元の人達の考え方

や意見があったらこの機会に出していただいて、当局から検討していただくという形で進

めていった方がいいと思います。 

 

加藤幸子委員： 教育委員会から案ということでありますけども、それは解体可能年度が過ぎても利用可

能ということでしょうか。 

 

教委協和分室長： いずれ地域協議会や地域住民からそういった利活用があるとすればそれも可能かと

思います。ただ、補助金期間前の施設と解体可能な施設がありますのでタイムスケジュ

ール的にはさしあたっては事務局案でいけたらいいかなと思っているところでございま

す。小種小学校と船岡小学校については皆様から妙案が出ていないものですから市職

員全員に公募をかけ、加えて地域協議会の方からも何かいい案が合ったらご教示いた

だきたいということで今回説明させていただきました。 

 

加藤久孝委員： 例えば民間にでも全部貸す、委託するというようなことになれば借地の取り扱いという

説明にもありましたが用地を借りているところがありますよね。船岡小学校の場合80万円

ほどかかっており、契約期間が平成 22 年３月 31 日までということですがこの金額は１年

に支払うのですか。何年間でですか。 

 

教委協和分室長： １年分です。 

 

加藤久孝委員： そうすれば借りた人、譲っていただいた人がやる、あるいは振興会で何かやるといった

場合はこのような経費については借りた方で全部支払うことになりますよね。もちろん管

理なんかについても全部自分の方でやるということですね。 

 

教委協和分室長： はい。 

 

茂 木 隆 委 員： 今の加藤委員に関連してですが、それはあくまでも民間に貸した場合あるいは民間が

利用した場合であって、例えば教育委員会で示している素案によればあくまでも解体で
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きないまだ補助金の期間が終わっていない場合は当局教育委員会、市で当然持つとい

うことで理解していいですね。 

 

教委協和分室長： いずれ施設管理について補助金の期間が残っている部分については当然教育委員

会で管理はいたします。ただ、補助金が経過したものについては用途変更し、普通財産

という形で管財課の方へ移管になろうかと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： そうなった場合は、やはり地元地権者との話し合いの中でその費用の負担とか出てく

るのでしょうね。 

 

教委協和分室長： 先ほども説明させていただきましたが、建築物が残っている以上は市の負担として借り

上げ料についてお支払いしていくというのが原則でございます。また、大事な土地を地

権者の方々からお借りしている以上は、いざ学校がなくなったといいましても地権者と教

育委員会もしくは市長部局で丁寧に協議をしていく必要はあろうかと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： もう年数は限られておりますので、将来的な展望に立って考えていかなければならな

い面もあると思います。そういう中で地域として例えば体育館を地域の体育館として利用

していただきたいので当然解体可能年数を過ぎても利用することはやぶさかでないと、

施設の重要性、必要性そういうものは議会なり大きい考え方の中で議論されることにな

るということですね。 

 

教委協和分室長： 一番はやはり大仙市議会が重視されると思いますが、この件につきましてはさしあたっ

て地域の代表であります地域協議会委員にかかるウエイトが多くあると思います。ただ、

協和地域につきましては社会体育施設が大変充実している地域でございまして、それを

地域の体育館として残していくということも一つの手法かとは思いますが、それがいざ維

持管理費を考えた場合いかがなものかということも今回の地域協議会の方でご検討いた

だければ大変ありがたいと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： 例えば稲沢小学校や解体しない体育館、あるいは校舎の維持管理費は年間どのくら

い掛かっておりますか。 

 

教委協和分室長： だいたい協和全体で 2,800 万円ほど掛かっております。 

 

武藤隆男委員： 大盛館の資料と荒川鉱山の資料を稲沢小学校へ移すということですがそうなのですか。

今までの話では鉱山の資料を大盛館の資料室に持ってきて、大盛館の資料を情報セン

ターに持ってくるということで農協の方に無償貸与をしてくれないかという話があって、私

は農協の協議に参加して貸与しますという話し合いがついこの間あったわけですがそれ

がこのように変わったのですか。 

 

総 合 支 所 長： 実際、本庁へ行って頼んでおりますがまだ結論は出ておりません。使用料が欲しいと
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農協さんで言っているらしいですがそれについてはこれからです。それで農協さんで駄

目であれば、情報センターの市の分は補助金をもらっているのでこういうものに転用す

るのは大変難しいようです。農協さんでいいと言っても農協さんの持分のスペースだけ

では本当は狭いということで、そういうことも相対的に考えているところですが、ただ農協

さんからまだ返事はきてないです。また、ここでいう大盛資料室は大盛館という意味合い

も若干あるかもしれませんけども昔の大盛小学校のことです。そこに山のようにまだ資料

がありまして、そういうものも含めて稲沢小学校へ持っていこうかということで考えていた

ところでした。いずれ荒川鉱山のものを大盛館へ持ってきて、大盛館のものを情報セン

ターへ展示しようという話は確かにそのとおりではあります。いずれ結論にはもう少し時

間が掛かるのでよろしくお願いします。 

 

加藤主税委員： 構築物については今の説明でわかりましたが、グラウンドなんかの利用はどうなるので

すか。どういう考えでやっていくものですか。 

 

教委協和分室長： 今回ご提示させていただいたものについてはいわゆる建築物のみでございまして、グ

ラウンドに関してのまだ利活用については考えてございません。 

 

加藤主税委員： 跡地利用となれば当然校舎のすぐそばにグラウンドがあるわけですからその利用につ

いても考えないといけないのではないですか。地域に利用させるものなのか部落の会議

があれば必ず質問が出ます。校舎のことはわかりますがグラウンド等の施設については

使わせるものか、何かに転用するものかそのあたり分からなければいけないと思います

し、それについても話し合わないといけないと思います。 

 

教委協和分室長： 何通りか考えがあると思いますが、その部分が借地部分で更地になった場合について

は地権者の方へお戻しするという方向になると思います。また、建築物が残っていて借

地料が伴うとすれば従前どおり地域の方もしくは関係の方々に利用していただくといっ

た方向が現在考えられると思います。 

 

加藤主税委員： 全部借地な訳ではないですよね。市のものもありますよね。 

 

教委協和分室長： 借地の取り扱いのところでも説明させていただきましたが、市の部分については市民

の共有の財産でございますので活用については有効にお使いいただきたいという方向

におそらくなると思います。ただ、借地部分については建物が残っているところと更地に

なるところとあるでしょうが相手があるものですからそのあたりについては今後どのように

なるのかということが決まってからご報告申し上げたいと思います。 

 

加藤主税委員： 決まってからということは決まっていないということで意見を聞くということですね。 

 

教委協和分室長： そうです。 
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加藤主税委員： ということはそのことについて地域の人たちが平成 20 年に廃校になるし、構築物につ

いては説明でわかったので地域の人たちに説明できますが、今言ったグラウンド等につ

いて今までどおり使うことができるのか改めてお願いしていろんなことをやらないと使わ

せないものかそこら辺はっきりしてもらわなければと思って聞いたところでした。先ほど民

間には暴力団、宗教関係等あるので民間に募集をかけないで市の職員から利用公募を

とるという話でしたがこれは非常にありがたい話です。特に小種の場合いろんな民間団

体が来たくてそういうところがないかと物色しているようなところもあるみたいなので。ただ、

グラウンドについてある程度はっきりわかればと思います。 

 

教委協和分室長： いずれ今回提示させていただいた中で建物部分については利活用ということで皆さん

にご提案させていただきました。正直な話グラウンドの部分については我々もノーマーク

な部分でありまして、ただいまご提案いただいたことについては真摯に受け止めまして

検討して参りたいと思います。 

 

茂木美竹委員： いま借地のことや維持費のことで莫大なお金が掛かるとうことで、いろいろ閉校後の学

校の利活用について自分の中でもこういう活用をすれば子供たちが喜ぶのではないか、

地域が活き活きするのではないかという考えがあったのですが、この金額を見るとそん

な夢みたいなことを言っていいのかと思ってしまうのですが提案として言わせてください。

協和という地域は商業化されてないが隠れたすごくいいところがいっぱいあって、学校

の規模が大きくなくて丁度いいので体験型の宿泊施設みたいなものがあればすごくい

いのではないかと思いました。というのもこういうところに住んでいると普通に深呼吸した

り、緑があるというのは日常ですが、やはり首都圏の方から見てみると四方八方に家があ

って深呼吸をすると排気ガス等の汚い空気で深呼吸もできない、子供たちが大声で遊

ぶ場所もない、夜になったら真っ暗になるということも知らないということで子どもを持つ

親として思うのですが、そういう田舎の良さというものを協和から発信してもいいのではな

いかと思います。はっきりいって子どもがこれをやりたいという目玉になるスポットはない

かもしれないのですが、例えば岩手の遠野や河童伝説みたいな全国的に有名という華

やかなものはなくてもすごく素朴で、あまり規模が大きくないからこそ子どもたちに感じて

もらえるものが資源として協和にはあると思います。だからそういうものを民間で立ち上

げるというとお金や人手がすごく必要ですが、私はやはり田舎の良さというものをこの機

会にここから発信できればどんなにすばらしいかと思いました。この金額を見ると私がや

りなさいと言われたら絶対無理なのですが、ただそういう部分があってもいいのではない

かと思いました。 

あともう一つ小学校で使われていた備品の机や椅子とかそういうものを校舎を取り壊し

たりするときにゴミになると考えられます。ちょっと話が変わるのですが、大仙市の教育長

とひまわり幼稚園というところの入園式でご一緒する機会がありまして、その際に例えば

荒川小学校のグラウンドピアノは取り壊しになるときどうなるか聞きましたら、西仙北の方

ですごい古くなったピアノがあるのでそこに持っていきますということでホッとしたのです

が、机でも椅子でも例えばそこの学校がなくなるとなったときに地域の人や子どもたちが

もしかしたら記念として欲しいと思うかもしれない、そういうときにオークションとかで手に
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入れたいという人もいるのではないかと思いましてその辺も一緒に絡めて提案します。 

 

教委協和分室長： いずれ茂木委員と直接キャッチボールする立場にはないのですが、例えば協議会の

際にご提案されたものについては教育委員会の方では審議していきたいと思います。 

 

佐々木栄一委員： 先ほどの稲沢小学校の校舎の利用なのですが、情報センターという話も出ましたが当

局の方では前向きに荒川鉱山の資料収蔵庫に使いたいという案が出てますが私は是非

情報センターよりも稲沢小学校の方が適していると思います。といいますのは皆さんもご

存じだと思いますが、稲沢は「はじいし」といって鉱山の跡地もあるんです。そんな関連

性も考えますと稲沢小学校を利用した方がいいのかなというように考えますし、その土地

の一人としてもそういうところに使っていただけたら大変いいなと感じましたので前向きに

検討していただきたいと思います。 

           それともう一つ今から心配することではないかもしれませんが、例えば資料室とか収蔵

庫として利用する場合そこにただ置きっぱなしなのか、または見に来てくれる人がいれ

ばそれなりに管理人なんかをおいて案内や説明してくれるとか、そんなところまで今の

段階で考えておられるのでしょうかということをお聞きしたいと思います。 

 

教委協和分室長： 資料庫、収蔵庫は置きっぱなしかということについてですが、いずれにつきましても市

の方の設置条例を設けまして料金をもらいますよといった場合については職員もしくは

臨時職員、シルバー人材センター等々それらの職員を配置してお見せするというのは

可能かと思います。もう１点については支所長の方からお願いします。 

 

総 合 支 所 長： これは教育委員会で作った案ですのでこれが基本になると思いますけども要望は要

望として承っておきたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： いずれ貴重なご意見を委員の皆様から頂戴いたしましたけれども、最初のご提案とい

うことで今後７月にもう一度これについての協議があるということですので、それぞれ地

元に帰って地元の意向等もう一度確認しながらこの次また皆さんのご意見を出していた

だいてそれを当局の方に反映していければいいと思いますが今結論出すわけにもいか

ないでしょうからね。 

 

総 合 支 所 長： 今日正式にこの案件を出したわけですが、すぐにいい案が出てくるわけでもないです

がスケジュール的にだいぶ厳しくなってきているので家に帰った後でもいいので何か閃

いたらいつでもいいのでこちらに出していただけたらありがたいと思います。職員の提

案の方も６月いっぱいということで期限を付けているので、いつまでにいいというわけに

もいかないですがまず皆さんそれぞれ考えていい案があったら教えていただきたいと思

います。 

 

武藤隆男委員： いきなり出されても考えに困りますから戻っていろいろ聞いてみますよ。こういうことだと

説明しなければいけないからそういう時間は必要だと思います。確かにこのとおりだと思
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いますが地域の要望もあるものだから時間をもう少し与えてください。 

 

総 合 支 所 長： ７月２日も協議会あるのでそのときにでも皆さんで考えてということでお願いします。 

 

加藤幸子委員： 次の回にということですが私は部落の代表とかでもないし市役所の方から各部落の方

にこういうものを考えてくださいという場を与えて欲しいです。でなければ全部部落会員

には伝わらないし、私はただ青空市の会長で出ているだけでありますのでそういう部落

の会長単位で考えて案を出してもらいたいです。 

 

武藤隆男委員： 振興会で緊急役員会でもやっていろいろ取りまとめます。市役所でといっても大変だ

し、地域のことだから振興協議会でこういうことで案が示されているがどうですかというこ

とを緊急に諮ります。 

 

総 合 支 所 長： まず今日の地域協議会に諮ったということで振興会長さん方が全部入っているというこ

と、それから各種団体、地域の代表が入っているということでこれが一番基本となる組織

になります。皆さんに説明して理解してもらうということですのでこれからまた集落の会長

あてに依頼文書出していろいろ意見述べてもらうということもいいと思いますがそこら辺

は会長さん方おられますので地域の方に諮って聞きながら進めてもらわれないでしょう

か。 

 

武藤隆男委員： まず私が集めるので誰か責任のある方が来て説明してください。話が末端までいって

ないので私だけ知っていてもよくないからこういう案だが何かいい案ないかということで

やらないと偏ってしまうわけですよ。だから私が集めるからそのときあなたが来てこの案

を示してくれればいいじゃないですか。 

 

教委協和分室長： 本来でありますと昨年中にこの様な計画を具現化して進んでいるところでありますが、

現在はタイムスケジュール的に間に合わないという面もあります。しかるに今回提案させ

ていただいた内容は皆様が地域の代表、団体の代表であるということでお願いいたしま

して地域協議会という場で提案させていただいた次第でございますのでよろしくお願い

いたします。 

 

武藤隆男委員： 振興会長ではありますが役員というものもいることだし、ここだけでいいですよとはなら

ないので時間がないといいますが多少遅れても私なら地域に意見を聞きますよ。そうで

したら６月中に説明会をやったらいいじゃないですか。時間ないといいますが駄目です

か。 

 

教委協和分室長： この件につきましては今年の協和地域の重大課題だと思います。支所長が言ったよう

に市の職員から６月いっぱいで提案を募るという手法をとっておりますので地域住民を

避けて通れない部分でありますから６月までには地域の方々へ会長さん方が先んじて説

明していただくのも結構だと思います。 
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武藤隆男委員： ６月いっぱいでいいということなので役員を集めるからあなたも来てくれたらいいじゃな

いですか。 

 

教委協和分室長： 武藤委員のところに行ってもいいですが他の３地区も私が行かなければならないという

ことになってしまうので。 

 

武藤隆男委員： 他の地区でやらなくていいのですか。 

 

鈴木貞一会長： 必要な地区についてはやっていただくということで必要ないところはあえてやらなくて

もいいということでいいのではないですか。 

 

教委協和分室長： 私が行くことによって地域バランスがとれなくなるということがあると思いますので極力

は地域の方々で手法を考えていただいた方がベストだと思います。 

 

鈴木貞一会長： いずれそういうことで今後進めていただきたいと思います。時間の制限もございますの

でこれについてはそういうことでご理解をいただいて終了したいと思います。 

 

 （２）平成 19 年度地域枠予算申請事業審査について 

     ■峰吉川小学校グラウンド整備事業 

     ■国体会場周辺花いっぱい運動事業 

     ■第 12 回きょうわミニコンサート 

     ■第 35 回協和地域読書感想文コンクール 

     ■桜植樹と環境整備事業（合貝桜の会） 

     ■上鏡台ゲートボール場整備事業（小種宝寿会） 

     ■能楽殿振興事業（高風会） 

     ■学童相撲唐松大会（学童相撲唐松大会実行委員会） 

     ■稲沢サマーフェスティバル（稲沢広域青年会「ＩＭＯの会」） 

     ■韓国スタディツアー（派遣）（協和国際交流協会） 

     ■佐土原交流事業（さどわら会） 

     ■稲沢の雪祭り（稲沢自治公民館） 

     ■本郷盆踊り（本郷地区盆踊り実行委員会） 

     ■協和カラオケ発表大会及びボランティア活動（協和カラオケ同好会） 

     ■一人暮らし老人除雪支援事業（中村親子会） 

佐 々木 主 任： 【 資料により説明 】 

           

鈴木貞一会長： 本来でありますと一つずつ事業の目的や概要、事業効果を説明しながら審議するとこ

ろでございますが資料の配付をあらかじめ皆様にしており、十分ご検討いただいたと思

いますので何かご質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。 
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加藤祐子委員： 昨年も言いましたが会長さんの名前と会員数をこれに謳っていただければもっと分かり

やすいと思います。言われただけでは書き留めるのも大変なので毎回出てますのでどう

かこの次の資料はそのようにお願いします。 

 

佐 々木 主 任： 分かりました。 

 

柳原忠幸委員： 申請事業の一番最後の一人暮らし老人除雪支援事業ですが、皆さんもご承知だと思

いますが社会福祉協議会の方で除雪ボランティアの募集をしております。協和地域から

56 名のボランティア会員がおりまして一人暮らしの老人に不安のない去年の豪雪で大

変だということでボランティアを募りました。その内一般の方々が 11 人であとの残りは市

役所職員です。中村親子会の若い方々のボランティア精神は大変立派なのですが、た

またま社会福祉協議会で募集をしたボランティアと若干違うやり方で機械で除雪すると

いうことでの補助ですから一般のスコップだとかでやる除雪隊ではないと思うのですが、

そこら辺が社会福祉協議会の方でやるボランティアと兼ね合いが難しいところかと思っ

たのですがいかがなものでしょうか。社会福祉協議会で募集したのはまるっきりボランテ

ィアで機械は使いませんし、もちろん社会福祉協議会の方には中村親子会の方々は入

っておりません。 

 

武藤隆男委員： 私の知っている範囲では 30 戸ぐらいあって一人暮らしの家がとても多いです。そういう

人たちがやはり動けないものだから雪が降ってきた際にはその人たちの屋根の雪下ろし

なんかをすると、それで分かりませんが社会福祉協議会でのボランティアが末端まで行

き渡らないかもしれないとうことなのか、いずれ補助申請するからには部落で一人暮らし

の家に雪が積もっていくのを見てられないからということでないでしょうか。 

 

鈴木貞一会長： 分担を考えながらやるということではないでしょうか。 

 

市 民 課 長： 市民課の方では今高齢者除排雪チームということで１日２回程度市の除雪機で除雪し

た際にいわゆる戸の口部分について寄せておりますが、社会福祉協議会については

一昨年の豪雪に伴ってやはり高齢者あるいは生活弱者といわれる方々の除雪につい

て呼びかけあってお互い助け合っていこうという制度です。今回はこのような年でした

ので出動はありませんでしたが、今後についてはお互い助け合うということでの除雪で

あくまでも協和地域限定ではなく例えば協和地域から西仙北地域、あるいはその逆とか

いろいろあると思いますけどもそのような活動となっております。 

 

鈴木貞一会長： それはそれとして地域でやるということに対してはこのままでいいのではないですか。

あまり難しく考えないでお互い助け合って社会福祉協議会と部落とやることができないも

のでしょうか。それはできますよね。 

 

市 民 課 長： 一緒にやっていくことは可能だと思います。 
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鈴木貞一会長： 団体と市で協働でやる事業が４件、団体の事業が 11 件で合計 15 件でございますが、

これは一つずつ皆さんからご承認いただければいいわけですが特にご意見あるいはご

質問等がなければ一括して精査をしていただいたということでご承認いただきたいと思

います。それでは賛成の方は挙手願います。 

 

－ 全会一致で承認 － 

 

８． その他 

 

佐 川 副 主 幹： 次回の地域協議会についてですが次回を７月２日、月曜日、午後１時半ということでお

願いしたいと思います。現時点で次回の協議会で説明したいということで話があるのは

本庁の環境課の方でごみの有料化についてと本庁教育委員会の学校教育課の方から

学校規模の適正化ということで説明に来る予定になっておりますのでよろしくお願いしま

す。以上です。 

 

鈴木貞一会長： 他にないようですので大変長時間にわたって貴重なご意見をいただきました。今後と

も当局にも十分配慮していただきたいと思っております。これをもって当会議を閉会した

いと思います。ありがとうございました。 

 

午後４時４５分終了 


