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第３回 西仙北地域協議会会議録

１．日 時 平成１７年１１月７日（月）午後１時～４時５０分

２．場 所 視察：西仙北総合支所管内（別紙視察箇所図）

会議：西仙北総合支所 ３階会議室

３．出席者 別紙のとおり

４．会議内容

○開 会

堀江地域振興課長 第３回西仙北地域協議会を開催いたしますが、会長のご挨拶は視

察終了後の会議で、後ほど頂戴することといたしまして、視察研修

を行います。

別紙視察研修行程表に従い視察

（午後１時～午後３時３０分）

視察に引き続き、会議を開催します。

会長よりご挨拶をお願いします。

○会長あいさつ 今日は大変お忙しのところ、第３回の地域協議会に出席いただき

工藤会長 誠にありがとうございました。

今日は管内の施設を視察すると前回の協議会でも言いましたとお

り、予定どおり実施いたしました。

委員の皆様には施設を視察いたしまして、それぞれお考えが有ろ

うかと思います。また、将来に向かってどうあるべきかということ

もお考えがあることと思います。

これから視察をした結果につきまして、委員の皆様からご意見を

頂きたいと思います。

さらにまた、前回の会議でありましたご意見をまとめましたが、

２１項目にわたっております。これについて市の方から説明をいた

だいて、それに対するご意見もまた有ろうかと思います。それらを

今日の会議としたいと思いますので、どうかよろしくご協議のほど

お願い申し上げまして挨拶といたします。

堀江地域振興課長 それでは大仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第４項の

規定により、会議の進行は工藤会長にお願いします。

工藤会長 出席委員は１８名中１０名で、過半数を超えておりますので、条

例第９条第３項の規定により会議は成立します。
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会議に入ります前に、西仙北地域協議会運営規定７条第２項の規

定により会議録署名委員を私の方から指名させていただきます。

小笠原慶子委員と小笠原博委員にお願いいたします。

それでは、協議事項に入らせていただきます。視察して来ました

管内施設についてご意見をいただきたいと思います。

若松謙三委員 この協議会の意見というものを、どのような形で本庁並びに市長

に伝わるのか、具体的に説明してほしい。

堀江地域振興課長 皆様には総合支所が取り扱う事務や市が処理する地域自治区域に

係る事務など、たとえば福祉関係などあらゆる分野において協議し

てもらうわけでありますが、１７年度の最後の協議会には市長が出

席して、その中でまとめたものを報告するという予定になっており

ます。

若松謙三委員 早急に対策が必要なのは、幼児教育と義務教育ではないかと思い

ます。特に保育園については、中を見なかった大沢郷保育園はだい

ぶ痛んでおりまして、床がふやけているところがあり、早急に建て

直さなければ、保育ができないという状況であります。強首の保育

園も築２３年にもなっているので保育園の建設は急がなければいけ

ないと思います。

前回の会議資料の西仙北地域自治区における重点事業説明資料に

もありましたが、統合保育園の建設は計画に有りますが、今年は予

算額が３０万円しかついていない。何に使う３０万円なのか。こう

いうものについては、地域振興のための資金、合併特例債というも

のもありますので、それをあててまでも建設を急がなければならな

いと思います。

次に学校関係ですが、双葉小学校の通学路の歩道は非常に狭くて

危険でありますし、冬期間は吹雪で雪が吹きだまりになり、除雪し

てもなかなか安全な通学路を確保できないので、歩道の整備を検討

して頂きたいと思います。

刈和野小学校から町中におりてくる道路ですが、バイパスに通ず

る道路で、朝晩の通学、通勤時間にはかなりの交通量があります。

片側は、試験場の柵になっているので、狭くなっています。いつ事

故が起きても不思議でない状況です。早急に児童の安全確保から歩

道の建設を検討していただきたいと思います。

佐藤好攻委員 老朽化が激しく危険な施設があったと思います。たとえば、大沢

郷老人憩いの家、旧大沢郷出張所、それほど老朽化が進んだとはい

えないけれど、ほとんど使われていない上野台の多目的研修センタ
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ー、曲屋民家などは早めに撤去した方がよい気がします。その方が

今後の費用もかからないわけで、もし事故でもあったら大変ですの

で早めに撤去した方がいいと思います。

佐々木忠永委員 前の委員のご意見と重複するようですが、同じ意見です。

大沢郷の場合、旧西仙北町の建物がいっぱいあるわけですが、用

途が重複しているような建物があるので、解体できる建物は撤去し

まとめたら良いのではと思います。旧出張所は林業センターがある

ので解体した方がよいと思いますし、老人憩いの家は解体して雨、

風を凌げれる四阿的なもので十分ではないかと思います。何かあっ

たときは宿の会館がとなりにありますので利用できると思います。

冬場は林業センターでゲートボールができますので、そこを利用

したらいいと思います。

小笠原慶子委員 今日、視察で参加させて頂きましたが、通学路の整備は一日も早

く整備してほしいし、土川の今泉も通学路の歩道がないので整備し

てほしいと思います。

強首の曲屋民家や多目的研修センターなどには古い農具や珍しい

資料や貴重な資料などが展示されておりましたが、どこか一カ所に

まとめて展示したらいいと思います。

阿部一雄委員 都合が悪くて、視察に行けなかった訳ですが、さきほど統合保育

、園の建設を急がなければならないという委員の意見がありましたが

住民運動や署名があれば、補助事業として採択になりやすいのかと

言う点について市民課長にお伺いします。

庁舎内を駆け足で見せてもらいましたが、特に議場は初めて入り

ました。あの議場というものを小さな会議、研修会、学習会など社

会教育的な会議を開催することになれば、エレベータで３階までま

っすぐ来ますので、いいのではないかと思います。中央公民館にエ

レベーター設置の要望があったことに関連して、そのようなことを

思いました。

この庁舎から離れたところに職員会館と言うところがあります。

職員の福利厚生施設としてあるわけですが、地域の児童館的な施設

として利用できないか、また将来は子育て支援センター的な役割を

持った施設として利用できないかと感じました。

五十嵐五郎委員 大沢郷老人憩いの家は建てる時のいきさつというものがあって、

地元の要望があって保育園から憩いの家に変わったものだと思いま

、 、 。すが 要望したにも拘わらず 地元の方々がなぜ利用しなかったか

それが非常に不思議に思いました。建物を使わなければどんどん悪



- 4 -

くなってしまうし、そういう点では地元の方々の意見を聞く必要が

あると思います。

青少年自然の家は旧西小学校を活用したもので、結構手入れをし

ているようですが、残念ながら大学生の将棋大会以外はあまり利用

されていないようです。教育委員会でもっと青少年の教育のために

活用できないか。食堂や風呂など設備も整っているし、もう少し教

育委員会として積極的に活用できなかったかと思います。

保育園の建設の関係ですが、子供の数が少なくなって統合しなけ

ればならないということは、充分にわかるわけですが、統合保育園

の建設場所も視察して、説明を受けましたが、本来であれば老人施

設のそばにあるべきであると思います。子供にとっても、老人にと

っても学べるものがたくさんありますので、検討する可能性がある

でしたら検討して頂きたい。

曲屋民家と多目的研修センターは強首温泉との絡みで乙越沼など

周辺の施設を整備し、周辺を回れるように整備してきたのだと思い

ます。せっかく作って活用ができなかった。これからの計画では先

を見通した形で行政側で考えて頂きたいと思います。

小笠原博委員 今日の現地視察は大変勉強になりました。皆さんからの意見に同

感であります。

前回の協議会要旨としてまとめております（６）の県道水沢西仙

北線の拡幅改良は今までも町、県に要望しておりましたが、これに

加え、杉沢、立石間拡幅改良、路線名で言いますと県道土川中仙線

を今後の課題として加えて頂きたい。また、園町から寺の下間の道

路、間明田から畜産試験場までの道路の拡幅についても今後の課題

として加えてほしいと思います。

工藤会長 皆様方からご発言いただきましたので、事務局の方からまとめて

もらうこととしまして、視察結果についてのご意見、ご感想につい

ては以上で一区切りを付けまして、次の方に移っても良いですか。

若松委謙三委員 青少年自然の家ですが、五十嵐委員から教育委員会で活用の仕方

を検討すべきでないかという意見がありましたが、青少年自然の家

ができた頃は、子供会やＰＴＡ活動など、子供と自然が親しめるよ

、 。うな教育の一環として かなり頻繁に利用したと記憶しております

周りの環境や設備等が古くなったので、今の子供たちをこの施設

で教育するのは、時代遅れではないかと思います。この資料では２

０年に廃止を検討となっておりますが、もっと早くしてもよいので

はないかと思います。

次に大沢郷老人憩いの家と旧大沢郷出張所ですが、憩いの家は１
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９年度に指定管理者制度を導入したいと言うことですが、あそこは

となりに自治会館もございますし、なくても支障ないのではと思い

ます。

また、旧出張所も古くなってきていますし、冬はすが漏りもする

ようですし、解体しても支障ないと思います。ここ２，３年使って

ないということは将来的にも必要ないと思うし、古いものをいつま

。でも持っていても維持管理費がかかるだけで無駄であると思います

強首の多目的研修センターと曲屋民家は維持管理が難しいし、か

やぶき屋根は火をたかないとすぐに傷んでしまう。建物そのものを

維持管理していくことに無理があるのではないか。中に展示されて

いるものは昔の道具でありまして、貴重なものがあるので、どこか

町中にでもまとめて展示するような方法を考えるべきでないかと思

います。曲屋そのものが刈和野にあれば何らかの形で活用できたの

ではないかと思います。建設当時は強首温泉郷が最盛期だったから

、 。でしょうが 今となっては無駄な施設と言うことになると思います

土川の老人憩いの家は、平成１９年度に指定管理者制度を導入とい

うことになっておりますが、ほとんど普段利用する人がいないし、

就業改善センターがあるのだから必要ないのではと思います。

佐藤市民課長 統合保育園用地の平成１７年度予算３０万円についてご説明しま

。 、 、す １７年度建築したいということで国 県と協議してきましたが

残念ながら採択にならなりませんでした。引き続き１８年度採択に

向けて協議を進めております。いつでも事業に着手できるよう地形

測量として３０万円計上しております。雨水の流域調査、構造物の

調査であります。事前調査と言うことでご理解をいただければと思

います。

また、本庁の担当課とも協議しておりますが、交付金制度に頼ら

ない建築の方法はないかということも含めて建築について協議して

おります。

工藤会長 他にありませんか。他に無ければ前回の意見要望を集約しており

ますので、次の２番の第２回協議会の要旨について、市当局より説

明願います。

堀江地域振興課長 第２回の地域協議会要旨につきましては１ページ、２ページに記

載しております。皆様のお話を要約いたしましてまとめたものであ

りますが、若干ニュアンスが違うものもあろうかと思いますが、一

通り現状について各担当課長から説明の後、協議して頂ければと思

いますのでよろしくお願いします。

質問、要望に対しまして現状について、わかる範囲で説明したい
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と存じます。

１番目の刈和野地区への眼科医の誘致につきましては、後ほど皆

様と一緒に協議していきたいと存じます。

２番目の三枚橋樋門のポンプ施設設置につきましては土木課長にお

願いします。

佐々木土木課長 三枚川につきましては市管理の河川でありますが、市単独の事業

ではかなり厳しいものがありますので、国から実施してもらえるよ

う要望活動をして参ります。

堀江地域振興課長 ３番目の少子化社会への環境対策については市民課長よりお願い

します。

佐藤市民課長 合併前の平成１６年度に次世代育成計画を大仙市として計画して

おります。その中でいろいろな子育て支援について重点目標、重点

事業について協議されております。子育て支援センターの設置など

についても、ここ２，３年で旧市町村単位で設置したいと言うこと

で準備を進めております。保育環境等につきましても旧町村ごと保

育サービスがまちまちでありますので、これらを２，３年で調整し

たいということで進めております。他の子育て支援につきましても

先ほどの計画と同様に、今後検討を重ねて順次実施していく予定で

ありますので、ご理解をお願いしたいと思います。

堀江地域振興課長 ４番目の道路、施設案内表示板の整備ということで土木課長にお

願いします。

佐々木土木課長 土木課としてできる範囲は、補助標識という形でしかできないと

思います。ここで要求している案内板というのはたとえば刈和野地

区の施設がどこにあるのかわかるような案内板だと思います。

堀江地域振興課長 これにつきましては前に佐藤委員から簡単な地図を作って配って

いると言うような実例のお話もありました。刈和野地区は非常にわ

かりにくいと言うことでしょうから、今後皆様から話し合って頂き

たいと思います。

５番目の大沢郷地区の水道施設整備について土木課長からお願い

します。

佐々木土木課長 大沢郷地区の水道施設整備の早期着工ですが、昨年度皆別当地内

にボーリングしまして水源が確保されたことにより、本年度から国

土交通省と暫定放水水利権の取得に向けて事前協議を進めておりま
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す。１８年度には水利権の取得の許可が下りる予定ですので、１８

年度には実施設計、水源地、浄水場などの用地買収、１９年度には

事業着工したいと考えております。

堀江地域振興課長 ６番、７番も引き続き土木課長にお願いします。

佐々木土木課長 ６番につきましては、県道水沢西仙北線の拡幅改良についてであ

りますが、この路線だけでなく県道３路線と言うことでした。県道

水沢西仙北線については、県でも整備の必要性を認識しております

が、事業採択まではいかない状況と伺っております。市といたしま

しても今後もねばり強く要望して参りたいと思います。主要地方道

本荘西仙北角館線については、全県的に歩道設置要求が多く、要望

箇所の整備の必要性は認識しており、今後も管内における交通安全

事業の進捗状況を踏まえ、道路利用者等の利用状況を勘案して要望

していくと伺っております。今すぐに実施できるというわけではあ

りませんが、堆雪帯ということで片側に１ｍ～２ｍ広げたいという

計画もあるようです。県道土川中仙線につきましては、今年度より

杉沢地内の改良に着手すると伺っております。市としても杉沢から

長野までの全線改良に向け今後も要望活動を進めて参ります。

次に７番目の小杉山、心像地区の浄化槽普及促進についいてであ

ります。市町村設置の浄化槽につきましては、集落ごとに毎年３６

基前後を設置しております。受益者負担金は農業集落排水事業に比

べ安価ではありますが、年度内に排水設備工事を完了しなければな

らず、農業集落排水同様、トイレの改造、排水設備工事に多額の費

用を要することから設置を希望する家庭が限られております。農業

集落排水も接続率が悪く、毎年県から指摘を受けておる状況です。

浄化槽設置希望者には１００％対応しておりまして、割り当てされ

た基数をこなすのにも苦労している状況ですので、地元におかれま

しても農業集落排水への接続の推進、浄化槽の設置推進についてよ

ろしくお願いしたいと思います。

堀江地域振興課長 ８番目の移動通信鉄塔の建設についてでありますが、鉄塔の建設

。は電話会社単独で事業するものと補助制度で進めるものがあります

補助事業として１８年度で内示を受けている事業は小杉山地内に建

設予定であります。これはＮＴＴドコモとａｕが共同で建設するも

のであります。２０年度には大沢郷地内を予定しております。

次に９番目の医療と福祉を連携させたエリアの整備につきまして

は、理想でありますが、皆さんで話し合って頂きたいと思います。

１０番目の通学路の整備については、土木課長にお願いします。
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佐々木土木課長 通学路の整備につきましては、道路整備を計画するにあたり通学

路の整備を優先して考えております。双葉小学校の通学路は道路の

拡幅改良も併せてやらなければならない状態です。刈和野小学校の

通学路は試験場の買収が必要となってくるわけですが、試験場側で

は、両側に拡幅してほしいという条件があり、早急の改良は困難と

思っております。限られた財源の中で大規模な改良は難しいものが

ありまして、年次的に進めて参りたいと思っております。区画線や

安全施設等の整備は最優先に位置づけて実施して参りたいと思いま

す。

通学路とは違いますが、間明田、大野を経由して県道神岡土川線

に通ずる道路ですが、実施計画にもあり土川地区の最優先路線と考

えておりますので、採択なり次第整備したいと考えております。園

町寺の下小学校線につきましては、年次的な計画の中で進めていき

たいと思っております。

堀江企画振興課長 ２ページ目の１１番地域ネットワークの確立については、地域の

生活をよりよくするため、関係機関との連携をとるネットワークづ

くりの確立と言うことで、たとえば子育て対策をとってみれば、行

政、学校、幼保、医療とそれだけでもかなりの数になりますので、

これについても皆さんで話し合って頂ければと思います。

次の１２番目中央公民館のエレベーター設置につきましては、教

育委員会の方からお願いします。

高橋分室長 中央公民館のエレベーター設置についてでありますが、今ある中

央公民館の施設のバリアフリー化を含めまして整備したいという考

えかたに立っております。平成１８年度に市の実施計画に盛り込み

しております。現在のところ４８００万円ほどの計画事業費であり

ますが、１１人乗り１台をホールから３階までのエレベーターを設

置したいと考えております。

堀江地域振興課長 次の１３番、杉山田～乙越間の道路整備については土木課長から

お願いします。

佐々木土木課長 杉山田～乙越間の道路整備ですが、金山沢、笹山間の必要性は充

分認識しておりますが、市としましてはこの路線と平行している１

級市道杉山田、江原田、乙越線の整備を実施しておりますので、県

道と県道を結ぶ路線としてはこちらを優先したいと考えております

ので、ご理解をお願いします。

堀江地域振興課長 １４番目の市民参加のまちづくり制度の創設ですが、現在７３自
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治会がありまして、それぞれ補助金を交付しております。内容につ

いてはほとんどがボランティア事業に対しての交付でございます。

それが大きくなって、補助金が無くてもボランティアをやっていけ

るようになってくれれば大変良いことだと思います。これについて

も皆さんで話し合って頂ければと思います。

次の１５番目、広域的施策の検討と言うことですが、地域協議会

としての役割につきましては、あくまでも総合支所管内に限定され

ているわけですが、今後事業が進んでいく中で、当然出てくる課題

ですので皆さんで話し合って頂ければと思います。

次の１６番、高齢者の雇用確保でございます。これはどこでも直

面している重要な問題だと思っております。すばらしい技術や技能

を持った人が何もしないであふれていると言う状態になるのではと

思います。これにつきましても皆さんで話し合って頂ければと思い

ます。

次の１７番目、庁舎内空き会議室の有効活用につきましては、総

務課からお願いします。

小野地総務課長 先ほどいただいたご意見の中の阿部委員から意見でしたが、地域

のコミュニティの場として活用したらいいのではとありました。具

体的にどうするのかという踏み込んだ話し合いがまだできていませ

んので、今後皆様方からご意見を頂戴しながら、できれば１８年度

から地域の方々が利用できるようなかたちで、改修が必要な場合は

改修を進めていきたいと考えております。また、職員会館の話も出

ましたが、あの建物は職員の憩いの場として、庁舎建設と同時に建

。 、設したものです あまり利用率が良くないということもありますが

職員の施設として活用しております。この施設を児童館、子育て支

援センターにできないかという話がありますので検討して参りたい

と思います。

１８番目の管内公共施設の統廃合ということで、今日ご視察いた

だきまして、いろいろご提言をいただいております。それぞれ皆さ

んのご意見がございますので、これを集約できればいいわけであり

ますが、たとえば青少年自然の家ですと、五十嵐委員のご意見はも

う少し教育委員会で積極的な活用方法を検討できないかというお話

もありますし、あるいは若松委員のおっしゃるとおり、建物が老朽

化して時代に合わないので解体した方がいいのではないかと言うよ

うなご意見もございます。この会議の中で今後の方向について集約

できたらと思います。

堀江企画振興課長 次に１９番目の統合保育園の早期建設について、市民課長よりお

願いします。
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佐藤市民課長 先ほども皆さんからご意見をお伺いしたところでありましたが、

地域としても必要な施設でありますので、皆さんからご協議願えれ

と思っておりますのでよろしくお願いします。

堀江地域振興課長 ２０番目の通院バスの運行についてでありますが、前回の協議会

でも説明しましたが、従来までは４ｋｍ以上が対象でしたが、２ｋ

ｍ以上を回るとした場合、どのようなコースを回るかを検討中であ

りますので、まとまり次第ご報告したいと存じます。

次の２１番目、地域自治区単位のサークル、クラブ等団体の連合

体の創設については、教育委員会にお願いします。

、 、 、高橋分室長 サークル クラブ等団体の連合体の創設ですが 現在中央公民館

地区館、スポーツセンターをはじめとして芸術文化、サークルの自

主的活動の支援を行っております。合併して大仙市となりましたが

スポーツ少年団など全市にわたる連携の中で連合体の組織づくりを

進めております。組織づくりには教育委員会としても全面的にバッ

クアップに努めて参りたいと存じますので、そのような事例があり

ましたら積極的に介入して参りたいと思いますので、よろしくお願

いします。

堀江地域振興課長 以上２１項目について、わかる範囲でご説明いたしました。

支所長の方から補足するものがありましたら、よろしくお願いし

ます。

佐藤総合支所長 今日、施設関係を見て頂いたわけですが、利用状況が悪く、効果

が少なく解体した方が良いのではと考えている施設もあります。た

だ、五十嵐委員がおっしゃったように地域の人がどう思っているの

かということも心配されます。たとえば青少年自然の家の場合は西

小学校の統合の条件として存続したものでありましたのでその心配

もございます。

また、通学路の整備関係も話に出ておりましたが、町議会でも議

員さんからでてくる質問でありました。通学路の整備はそれほど事

業費はかからないわけですが、必要性はわかっていても、歩道がほ

しい場所に民家が建っていたりするとなかなか整備が難しいことを

わかってほしいと思います。

道路関係もかなりありますが、合併する前から要望しておりまし

たので、合併いたしましても必続き積極的に要望して参ります。市

においても西仙北地域の優先順位を付けながらヒアリングを受けて

おりますし、ただいまお話にあった路線はいずれも重要路線ですの
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で積極的に進めて参りたいと存じます。

工藤会長 ２１項目にわたる内容についてご説明がありましたが、実施計画

に乗っているもの、また、引き続き要望していくもの、この協議会

で検討していくような項目がございます。

また、施設を視察した結果について皆さんからご意見をいただき

、まとめたものをこの場で検討することが必要でないかと思いますが

皆さんはどうでしょうか。

佐藤好攻委員 地球環境の問題だとか、自然保護の問題だとか今取りざたされて

地球規模で話し合われています。一方では学校では自然に感謝する

心や自然観察会など余り行われていないように見受けられます。大

仙市には自然について学ぶ場所が少なくなり、古くなったからと言

ってすぐになくすのがいいのだろうか。この場所を積極的に大仙市

の目玉にして、全県的な自然観察会のできるような施設にしてもい

いのではないかと思います。この施設をなくすのではなく、いかに

利用するかを検討したらいいと思います。

あそこへ行ってただキャンプするだけでは、意味がないし、キャン

プはまだ他にいいところがたくさんあります。自然観察会を行う場

合、あの建物が一つあればいいというものではなく、周りの山林は

民間の所有地でありますが、青少年自然の家建設当時、山林の所有

者に伺ったところ 「自然保護などの勉強のためであれば無料で提、

供します。喜んで貸しますし、散策路を造っても良い 」と言われ。

ました。今までいかに有効に活用できるかの工夫がされなかったの

ではないかと思います。それを検討する価値はまだまだあると思い

ます。

工藤会長 いま佐藤委員からは、解体する前に利用の仕方を考えた方がいい

という意見でありました。地元の人たちがどう考えているのか。建

物を今まで残したという行政側のいきさつもあるわけですので、ト

ータルした中で検討していきたいと思います。

また、先ほどの説明で協議会の中で検討して頂きたいという項目

がありましたので、今後検討が必要だと思います。だいぶ時間も経

過しておりますので、次の３のその他に入りますが、事務局より何

かありましたらご説明をお願いします

堀江地域振興課長 一つ目として最後のページに地域協議会の開催日時アンケート結

果を記載してございます。今後の開催日程はこちらの都合で開催し

なければならないこともありますが、できるだけその結果に沿うよ

うにしたいと思いますのでよろしくお願いします。
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二つ目として次回の地域協議会については、大仙市の実施計画の

素案について審議して頂くことになっておりますのでよろしくお願

いします。日程については、総合政策課との日程調整もありますが

１２月５日から２８日までの間ということになりますので、アンケ

ート調査に基づいてこちらの方で計画したいと思っております。

事務局としては、平日と休祭日では平日が多く、こだわらないを

含めますと大半が平日でよいと考えております。時間帯については

午後か、夜に開催することになりますが、ここは皆さんに相談した

いと思います。もし良ければ事務局にお任せ頂ければと思います。

阿部一雄委員 実施計画の素案はいつ配付できますか。

堀江地域振興課長 まだ市長ヒアリングも終えていませんので、当日の配布になろう

かと思います。素案の段階ですのでそのときよく見て説明を聞いて

質疑応答を活発にしてほしいと思います。当然その前に配付できれ

ば一日も早く配付します。

若松謙三委員 年６回の協議会を予定し、予算化しているようですが、欠席者の

分を回して７回でも８回でも開いた方がよいと思います。月に１回

では話が進まないのではないでしょうか。私の考え方は行政と市民

の関わり方が合併を機に変わっていくべきで、今までは行政に対し

て要望するだけであったが、行政側から地域住民に役割を求めてい

るのだと思います。市長さんの話には「市民と共同」と言う言葉が

頻繁に出てきます。お互いに協力し合って街を作ることは、非常に

よいことだと思います。

また、この会議の回数を増やすこともさることながら、机の配置

等も考えてざっくばらんに意見が言えるようにしてほしいと思いま

す。会議の内容も身近な問題を取り上げ、堅苦しくないような協議

会にしてほしいと思っております。

工藤会長 他にございませんか。他に無ければ、時間もかなりおしています

ので第３回目の協議会を終了いたします。

長時間にわたり大変ご苦労様でした。


