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  第１回 西仙北地域協議会 会議録 

 
                      １．日  時       平成１８年６月７日（水） 

午後１時３０分～３時５５分 
                                  ２．場  所       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 
          
 

○堀江考査員          本日はお忙しいところご出席下さいまして誠にありがとうござい

ます。会を始めます前に、公共団体でＰＴＡ連合会の代表でありまし

た赤川さんの後任であります佐藤和則さんへ委嘱状の交付がござい

ます。恐れ入ります、お名前を読み上げましたらその場でご起立願い

ます。それでは支所長お願いいたします。 

 

○委嘱状交付 

 

１開 会 
○堀江考査員              ただいまより、平成１８年度第１回西仙北地域協議会を開催い

たします。開会に当たり西仙北支所長よりごあいさつを申し上げ

ます。それでは支所長お願いいたします。 
                     

２支所長あいさつ 

○佐藤支所長         あいさつ 

 

３委員紹介 

○堀江考査員         次に委員の皆様を私からご紹介申し上げます。 

（名簿順に紹介） 

 

４職員紹介 

○堀江考査員         次に平成１８年度は機構改革による課の再編、それに伴う人事

異動がありましたので、地域振興課長より職員の紹介をいたしま

す。 

 

○地域振興課長佐々木     それでは私から本日出席しました職員をご紹介申し上げます。 

（出席職員紹介） 

 

５会長あいさつ 

○堀江考査員         次に協議に入ります前に会長からごあいさつお願いします。 

 

○工藤会長          一年のうち一番美しい時季ではないでしょうか。大変豊かな田

園風景が広がっております。山々の緑も一層鮮やかな緑を増して 
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きている状況でございます。気候から云っても大変凌ぎやすい時

季ではないかと思っております。皆様方には大変お忙しい中をご

出席いただき誠にありがとうございました。昨年はこの地域協議

会の初年度ということで、いろいろ紆余曲折を経ながらも皆様方

のご協議を得ましてお陰様をもちまして一応無事終了させて頂き

ました。そして２３ある課題の中から大仙市長からは特にいろい

ろある中で３つの課題についてお話をいただきました。２３の課

題は今後引き続いて協議を重ねていくということで去年は終わっ

た事もございました。今後の協議会の中でまた協議を重ねていく

というとになると思います。 

大仙市の今後１０年間の基本計画を策定されたわけであります

けれども、その１番の目指すところは「人が活き人が集う夢のあ

る田園交流都市」というものを創り上げていくという大きな理想

が掲げられております。それを達成させていくために理念という

ものがあり、その理念は３つあり、１つ目が「人が活き地域が輝

くまち」、２つ目「人が集い地域が躍動するまち」、３つ目は「と

もに支え合い笑顔をもち、豊かな心にであうまち」という３つの

基本理念が描かれております。そして、まちづくりは地域住民が

自ら創り上げていくということで、ともに活きともに支え合い、

お互い協働のうえで地域づくりをしていくということであります。

全部画一的に行うということではなく、当然地域の特性が考えら

れてくるものと思います。そうした中で２年目を迎えました私た

ち地域協議会でございますが、昨年経験したことに積み重ねをし

て、更に一段と充実した方向で頑張っていかなければならないと

思います。どうか今年度またよろしくご協議下さいますことを切

にお願い申し上げ、年度最初の開会の挨拶といたします。 

 

６協議 

○堀江考査員         早速でございますが協議に入らせて頂きます。 

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、会議の進行は会長にお願いいたします。 

 

○工藤会長          それではこれから会議を進めていく事といたします。 

出席委員は１８名中１３名で、過半数を超えておりますので大

仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第３項の規定により

会議は成立します。 

会議に入ります前に、西仙北地域協議会運営規定第７条第２項

の規定により、会議録署名員を私の方から指名させて頂きます。 

佐藤和則委員と、佐藤好攻委員にお願いいたします。 
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○協議１ 

それでは協議１の西仙北地域枠予算事業について議題といたし

ます。 

事務局から説明願います。 

 

○小西副参事         西仙北地域枠予算事業について説明 

（資料１～６ページ） 

 

○工藤会長          ただいま説明を頂きました件についてご質問をお受けいたしま

す。 

○佐藤（好）委員       確認のためですが、地域枠予算というのは今後毎年予算化され

るということでしょうか。その金額も５００万円ずつということ

で解釈してもよろしいでしょうか。 

 

○小西副参事         今の地域枠予算の額ということでございますが、平成１８年度

については５００万円ということです。前回の市長の説明にもあ

りましたが、場合によっては拡大することもあり得るということ

で説明をしておりますので、地域の状況によって増額される事も

あり得るだろうと考えております。 

 

○佐藤（好）委員       ２０万円を限度とした地域枠予算の中で補助金事業を実施する

段階で計画書等を提出しなければならないと思います。期限につ

いては特に規定がないようですがどのように解釈すればよろしい

でしょうか。 

 

○小西副参事         提出期限について現在のところ定めはありません。 

平成１８年度以内にすべての事業が終わることの計画をして頂

くことになります。事業計画書提出前に地域振興課に相談をして

頂ければ幸いです。それがまとまった段階で委員の皆様方に協議

して頂くということになります。 

このようなことから地域協議会の開催は年６回の開催というこ

とでありますが、場合によっては開催回数が増える可能性があり

ます。内容によっては余裕があるもの、急がなくても良いものに

ついてはまとめて協議会に提案いたします。 

 

○佐藤（好）委員       事業が必ずしも単年度で終了するものばかりではない。数年か

かる事業もあり得る、そのような場合はどのように考えればよろ

しいでしょうか。 

 

○小西副参事         現段階で、基本的には年度終了とする。年度をまたがるような

場合は事業計画の段階から計画書を提出していただき、担当とし
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て地域協議会での協議・審査、さらには本庁担当課との協議を重

ねることになると思います。 

 

○若松（謙）委員       大仙市個性豊かな地域づくり事業の補助金について、昨年度ま

でこれと似たような補助事業が有ったが、１８年度の内容とどの

ような違いがあるか説明をお願いしたい。 

 

○小西副参事         端的に申し上げますと補助金限度額が昨年度までは１００万円

であった。それが２０万円になった。これが大きな違いです。事

業内容については地域づくりということで、自力・自分たちで行

政を頼らないで自ら地域づくりをする、ということにより多くの

手を差し伸べましょう、額は少なくなってきたけれど協働でまち

づくりをしましょうということであります。 

 

○堀江考査員         ミニふるさと創生事業ということで、自治会・町内会・集落会

に交付するものでありました。このための補助事業交付条件は、

豊かな地域づくりを目指すソフト事業に交付することでありまし

た。これと、団体活動支援事業補助については１０万円が限度で

ありました。自治会支援と同じようにボランティア的活動をして

いる団体に交付する事業で、１７年度は婦人会の２団体に交付さ

れている。そして事業実施する前に必ず地域協議会に諮り進めて

いくということである。この予算は地域枠予算の中の事業であり、

５００万円の中で実施するということです。 

 

○小西副参事         内容的な事まで踏み込んでいくためには補助対象外はどのよう

なものなのか、ということが解れば見当がつくことと思います。

例えば市予算で対応すべき事業、国県事業、市の他の補助金が充

当されている事業、政治色・宗教色の濃い事業、営利を目的とし

た事業、全体事業費における食料費の割合が４分の１を越える事

業、全体事業費における工事請負費の割合が４分の３を越える事

業、全体事業費における委託料の割合が４分の３を越える事業、

その他市長が不適切と認めた事業、さらに任意団体の構成人数が

１０人未満の団体は補助対象外としております。１０人以上の任

意団体であっても団体の会則・規則、経理・会計がしっかり構成

されていることが条件となっております。事業実施にあたっては

事前に地域振興課に相談して頂ければ幸いであり、昨年の今泉婦

人会の事業などはこの事業に該当するものと思います。 

補助金については上限が２０万円であり、２０万円以上の事業

であっても２０万円までの補助であります。また、２０万円以下

であれば満額補助ということです。相当に厳しく審査されるもの

と思います。 
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○若松（謙）委員       事業の対象となる事業・企画・イベントは、今まで実施してい

る内容のものでも良いでしょうか。 

 

○小西副参事         今まで行っている事業イベントであっても、その団体に規則・

会則、会計等がしっかりしているかが問われるところで、そこが

ミソです。 

 

○若松（謙）委員       地域枠予算は地域の裁量で自由に使っても良いという５００万

円の予算で有ります。この地域協議会で事業を認めて認可したな

らばそれに予算を付け、そして事業実施すればいいものとおもわ

れます。 

 

○小西副参事         以前までは地域の中の限られた中で運用できるということであ

ったが、月日が経ち時間の経過と共に変わってきたことである。

また本庁での審査についても同様、一つのルールであることから

ご理解をいただきたい。 

 

○阿部委員          地域づくり事業補助金５００万円が、当地域に割り当てられて

いるということでしょうか。 

 

○若松（謙）委員              地域枠事業予算５００万円の中に地域づくり補助金があり、そ

れは２０万円を限度として補助する事業があるということですよ

ね。 

 

○堀江考査員               資料６ページをご覧下さい。５００万円ということで右下に記

載されております。６つの事業で５００万円ということです。個々

に金額は記入しておりません。申請状況によりかなり流動的であ

り、現状６つの事業の中で検討することになるが、地域づくり事

業補助申請が増えれば個々の補助金額も変わってきます。 

ゴミ集積所の看板についてでありますが、看板１枚当たり例え

ば５０００円とすれば西仙北地域にはゴミ集積所が現在２０６カ

所有る。そして不法投棄の防止のための看板設置場所が２００カ

所あり設置するとなれば、これだけで２００万円を越える予算と

なってしまい、敢えて今数字金額を入れていないことをご理解願

います。この予算については、今後第２・３回目の地域協議会に

おいて協議しなければならないと考えております。 

協議１の西仙北地域枠予算事業についてと言う本題のための資

料は３ページ目からとなります。１・２ページは地域枠予算説明

に当たり、また予算の流れとして参考のため添付したものであり

ます。予算枠としては別個のものであります。 

 

○堀江委員          １ページの自治会補助とか、会館の維持管理補助については地
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域枠予算の中に入っていないことですよね。 

 

○堀江考査員         １・２ページについては自治会補助ということで別枠予算のも

のであります。 

自治会支援の中に会館維持管理補助事業が加わった形で、個性

豊かな地域づくり事業補助金の方は地域枠予算で実施して下さい

と言うことです。 

自治会支援事業と個性豊かな地域づくり事業は一緒になっては

事業の対象にはなりませんよと言うことでもあります。個性豊か

な地域づくり事業には自治会の連合体又は地域内任意団体に補助

するもので、会則・規則、会計構成人数などの条件が付されるも

のであります。 

 

○佐藤（好）委        ６ページの地域枠予算事業説明資料の中でゴミ集積所・不法投

棄看板について揚げられているが、これは全市統一されたもので

良い筈である。それを地域枠予算で行うということは解せない話

ではないでしょうか。市が統一してやって良い筈です。ゴミ集積

所は全市に有り、収集日等が決められている。それを地域枠予算

で行うというのは割り切れない話ではないでしょうか。 

 

○堀江考査員         前までは西仙北町として、今は大仙市として張り替えて苦情の

あるところに看板を配布している状況であります。これらのため

の予算について市民課のほうで何かあったものでしょうか。 

（市民課長より無しとのジェスチャーあり・・・） 

そのための予算は無いと言うことです。それがためにこの事業

が回ってきたということになります。 

 

○佐藤（好）委員       他の地域では現在どのような対応しているものでしょうか。例 

えば仙北の方では如何でしょうか。 

 

○小西副参事         西仙北と仙北との違いはあると思いますが、佐藤委員の言う通

り全市統一であれば一番と思います。ゴミ収集日の違い、範囲の

広さの違い、人間のモラルの問題だけれどモラルはなくなってい

る。ここの地域での問題点ではないでしょうか。さらには粗大ゴ

ミ処理場が閉鎖されるということで、なおさら大きな問題になる

と捉えられます。因みに仙北ではゴミを捨てられていないかとい

うと丸子川沿い、その他の川沿いにちょこちょこ見られる状況で

あります。川の場合、地元の人間かどうかは不明であるけれど下

流の人間ではないことは確かなようです。ゴミに対しては仙北の

場合あまり大きな問題は無いけれど、ここ西仙北地域の状況から

して、地域の問題を解決するための手だてとして看板は必要であ

ると思う。担当課で当初予算要求したけれど思うように予算がつ
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かなかった。地域枠予算で何とかならないか、という事でなかっ

たでしょうか。市民課長いかがでしょうか。 

 

○竹原市民課長         佐藤委員の言うとおりです。４月から神岡支所から異動で市民

課長として赴任し、これまでこの地域の予算を見たわけですが、

当初予算で要求はしているようです。ただし全体的に財政が厳し

いことから１００パーセント予算化されていない、ということか

ら今回この看板についての不足分をお願いしたい。他の地域はど

うであったかと言うことで、市の財政当局は一律の考えのもと査

定すると思うが、神岡の場合要求の１００パーセント予算化され

たと言うことで、地域枠予算は使っていないと言うことです。今

回西仙北地域で不足した分をお願いすると言うことであります。 

 

○佐藤（好）委員       地域枠予算を盛り込んだ意味を考えるべきと思います。全市に

共通する問題であり、これは市として対応することが当然であり、

地域枠予算というのは地域の活性化とか地域事情を勘案して、最

も有効な使い方をしなさいと言うことで枠を設けたわけであるか

ら、それが活かされない使われ方であれば地域枠予算を持った意

味がない。今回、市の方で予算を付けてくれなかったから仕方な

く地域枠予算から出費しよう、と言うのであれば今回に限りやむ

を得ないと思います。本来の使い方ではないと私は思います。 

そう言う意見もあったと言うことを記録しておいて下さい。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

 

○伊藤委員          交通安全施設整備事業の中で、通学路の標識や交差点表示等の

設置事業も地域枠予算の中で行わなければならないのかなと言う

疑問が湧いてきました。実は横断歩道の線がよく１年の間で消え

てしまい、真っ黒な交差点を子供達が歩くことになる訳でありま

す。これまで２・３回西仙北支所の方に電話をし、横断歩道の塗

り直しをお願いしました。３・４年位前には予算が無く、今のと

ころ難しいと言うことで、塗り直しは次回の定期的な塗り直しの

時期まで延びてしまったことが１度ありました。昨年は電話で、

どこが窓口か解らないまま電話をしましたら２日後には塗り直し

をして頂いたという感じでした。そういう細かい、緊急に塗り直

しとか、整備してほしいときの予算、或いは地域枠予算の中から

出して貰うという事を申請する場合、自治会として申請しないと

予算を貰えないとか曖昧でよくわからないので教えて貰いたい。 

 

○工藤会長          今のご質問についてどうぞ。 

横断歩道のラインがすり減ってきたものを引き直しするとすれ

ば、この地域枠予算で行って貰うしかないのですか。さらにそれ
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を申請する場合にどこの団体がどのようにして申請するのかとい

う質問です。 

 

○佐藤支所長         建設課で横断歩道・一時停止ラインなどの状況を毎年春に道路

パトロールをします。そしてこれは公安委員会の管轄でもあり市

民課と一緒に巡回します。横断歩道ラインが無い、センターライ

ンが無い、外側線が無いなど摩耗した所については今建設課で発

注しております。ただし横断歩道については公安委員会の管轄で

あり、場所が解れば公安委員会と後ほど相談をして回答したい。

場所について正式に申請しなければならないのかというと必ずし

もそうでなく、学校、交通安全会を通して貰えればありがたい。

もし個人的に危険と感じる場所等は、遠慮しないで電話等で連絡

いただくと対応できると思います。 

 

○工藤会長          伊藤委員さんよろしいでしょうか 

 

○伊藤委員          今直ぐにどうこういうものではなく、具体的にいま有る訳では

ありません。緊急に対応してほしいための予算は、わざわざ申請

する必要はないと言うことですね。交通安全標識、道路標識とか

半永久的な物に対しては正規に申請し、設置して貰うということ

でよろしいでしょうか。 

 

○佐藤支所長         公安委員会管轄の標識等については市が勝手にできるものでは

ありません。新設新規の場合は公安委員会との協議、検討、現地

調査のうえ設置するものであります。既設標識の破損、ラインの

引き直しについては即座に対応するように配慮したい。 

 

○工藤会長          よろしいでしょうか。     

次どうぞ 

 

○若松（謙）委員       以前地域枠予算５００万円でまちおこしのため何をやるのか地

域協議会で検討し、前回平成１８年度はこのような事業を行いた

いということで予算及び事業計画をしたことと思います。そのと

きゴミの集積所の掲示板は全市揚げてのことでしょうが、当地域

は遅れているということで、全市をあげて実施するまでは時間が

かかることから西仙北地域では地域枠予算枠内で早めに事業行う、

という考え方であればあ事業実施をしてもよろしいのではないで

しょうか。 

 

○工藤会長          その通りと思います。 

以前からこの件については協議を重ねております。この辺で締

めくくりを付けてよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 
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○佐藤（好）委員        若松委員の言っていることは解らないわけではありませんが、

地域枠予算を使って看板設置をすることであれば、他の地域のモ

デルになるような効果抜群の看板を西仙地域では創ったと、後世

に名を残すような看板をつくってもらいたい。地域枠予算で創る

からにはどこにもあるようなお役所仕事ではなく、看板の側にゴ

ミが捨てられていると言うことの無いようにしなければならない。

私であれば子供を含めた市民からの公募、アイディア募集をし、

効果ある看板作りの為には懸賞をかけて創っても良いのではない

かと思います。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか 

 

○若松（謙）委員        協議１の計画予算について前回から引き続き検討しているが、

前回支所長の地域枠予算事業について、１８年度の事業としては

行政主導の事業の考え方から、自治会が中心となり住民参加型の

事業を第１に考えてやっていきたい。と言う考えの説明であった

と思います。今回提示された事業予算５００万円で全部事業を実

施できるか、果たしてどうかなと懸念されます。このことから自

治会主体の事業から順番を付け、予算的にできない事業もでてく

ると思います。具体的予算については次回の協議会でと考査員は

言っておりましたが、いまこの時点で何を優先的に実施して行く

か、順番を付けるべきだと考えます。他の委員はどのように考え

ているのかお図り頂きたいと思います。 

 

○工藤会長          今、若松委員から５００万円の地域枠予算について６項目揚が

っております。これに順番を付け、どれを重点的に実施していく

か、順番を付けていくということはいかがでしょうか、と言うこ

とであります。これについて如何でしょうか。 

 

○小西副参事         この件について事務局から補足説明をいたします。先に自治会

支援のための説明会を行いました。その時も地域づくりのため、

何らかの事業を実施するところ、実施しているところで条件が満

たされているところは出して下さい。若しくは相談して下さい。

と説明をしております。それがため、何時まで提出するのかとい

うと、今月２０日若しくは月末までには提出してくださいと説明

しております。それから、今すぐ提出しなければ間に合わないと

いう事業も有ります。７月に実施するもので、地域協議会の審議・

協議を経ないで実施することができるかという問題もあります。

ともかく事業を実施する、実施したい、今の状況はこうだ、とい

うことでも相談をして下さいと説明をしております。地域の自治

会の中での動きは現在あまり多く見られておりません。実施した
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いなーというところは何カ所かあります。いずれ地域づくり本来

の事業補助金の中で、申し込みの窓口は広げております。併せて

ごみ看板についても話をしております。因みにゴミ看板について、

佐藤委員が懸賞金付きという話はありましたが、それはそれとし

ての案であり、一つの方法論と思います。ゴミは無くなることが

大前提と思います。委員の皆様からも是非標語等を考えて貰いた

いと思います。これによりゴミが無くなるだろうし、環境の美化

に繋がるだろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○工藤会長          この事業の上から３つは市が実施したいと言うことですよね。

後の２つは自治会と市、そして最後が団体で実施したいと言うこ

とですね。そしてこの案で平成１８年度は進みたいということで、

これについて今日この協議の場で決めて頂きたいと言うことです

ね。 

この案について如何でしょうか。 

 

○小笠原博委員        事業について何ら言うことはありません。全くこの通りと思い

ます。ただ問題はこの協議会で了承されたと言うことで、すべて

が順調にいくのかという問題はあります。言わば地域の市民が、

大仙市の考え方はこういう事だ、従ってどうなのか、その反応は

ＰＲをしての反応はどうなのか、確認する必要があるのでは。事

務局とこの協議会委員だけでまちの将来を決めていくとすれば、

ハテナと言う気がします。さらに時間的問題もあると思います。 

 

○工藤会長          これは自治会支援事業説明会でこの関係について説明してある

わけですよね。 

 

○堀江考査員         自治会支援事業等説明会のとき説明してあります。地域づくり

事業についても計画がありましたら提出して下さいと説明してあ

ります。 

住民の皆様には各自治会会長を通じてこのような制度がありま

すよ、ということを伝えて有るはずです。これにより２・３興味

を示している団体があります。相談に訪れることを期待しており

ます。 

 

○工藤会長          先程来協議して頂きました。 

第１回地域枠予算事業説明資料（案）について この案でよろ

しいでしょうか。 

この案の事業で決めてよろしいですね。 

これを決定するときは決を採ることになっております。 

賛成の方は挙手をして頂きたいと思います。 

よろしいですね。それではそのように決めさせて頂きます。 
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次に、事業を進めるに当たり、順番を付けた方が良いというこ

とでは如何でしょうか。 

 

○佐々木委員         順番とか優先とかと言う前に、どの事業にどのような要望が来

るのか解らない状態で、予算組をしても総体的に提出された順番

にやっていくという状態ではないでしょうか。 

 

○工藤会長          資料６ページ上から市が実施主体となっているのは当然市が行

うものであるが、４・５は自治会と市、６は団体から提出されな

いと解らない状態にあることです。 

 

○小西副参事         今ゴミ集積所、不法投棄防止の現状等について、要望書という

形で各自治会の皆様に提出をお願いしております。期限は一昨日

までで有りましたが今なお提出されております。若干時間がかか

るものと思います。そのような関係で、ゴミ看板に数十万円の費

用が見込まれる。ただし、２０６カ所のゴミ集積所がある事は把

握している。後は不法投棄されている所はどのような場所なのか、

一つの沢に１０カ所もあったりする場合もあるので、様子を見な

ければならないと事務局は考えております。併せて、地域づくり

事業計画をし補助を受けたい団体が有るとは把握しておりますが、

今日現在で申請・計画・相談は有りません。次回協議会には事業

内容、予算等について協議頂く事になると思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

○工藤会長           以上のような事務局から説明がありました。この件について今

の段階までの協議で終わりとして、次の議題に入りたいと思いま

す。 

如何でしょうか。 

 

○全員            異議なし 

 

○協議２ 

○工藤会長          それでは協議２に入らせて頂きます。 

協議２、地域協議会とこれからの地域活動（課題解決）につい

て、事務局から説明願います。 

 

○小西副参事         地域協議会とこれからの地域活動（課題解決）について説明 

（資料７～９ページ） 

 

○工藤会長                  今の説明についてご意見、ご質問がございましたらお願いしま

す。 
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○佐藤（好）委員       取り組みのところで、①小学校単位に地区コミュニティ会議を立

ち上げる、ということであるが、西仙地域の場合は例えば強首地区

集落会長会、土川振興協議会、大沢郷振興協議会、刈和野地区町内

会長連絡協議会ということであるとの解釈でしょうか。 

 

○小西副参事         たまたまここに小学校単位と言うことで明記してありますが、

西仙北地域においては刈和野地区町内会長連絡協議会、大沢郷振

興協議会というようなことであります。必ずしも小学校単位でな

ければならないというものではありません。改めて組織作りする

ものではなく、既に当地域では出来上がっていると解釈しており

ます。ただ、たまたまこの組織に２・３加入していないところも

あり各会長との話し合いによりこれからまとめ上げる事になると

思います。そんな考え方です。 

 

○工藤会長          よろしいですか。 

 

○佐藤（好）委員       まちづくり委員会（仮称）にあたる組織は西仙地域では現存し

ておりますか。 

 

○小西副参事         これからつくると言うことです。西仙北地域として四地区合同

でもっと良いまちづくりをしようという狙いが、まちづくり委員

会（仮称）を設立したい、設立して頂きたいと言うのが市の方針

で有ります。現状委員会は有りません。これからつくり上げて行

きましょうということが目的で、今準備して直ちに活動と言うこ

とは無理と思います。２・３年かけ組織立てをして行かなければ

ならないと理解しております。 

 

○堀江考査員         ６ページの地域枠予算事業説明資料（案）をご覧になって下さ

い。下から２番目の自治会連絡協議会設立事業のところが今協議

及び質問されていることと同じような内容が掲載されております。

四つを一つにして、よりよい事業を行っていったらいいのかとい

うことで考えた事業でございます。ここのところも参考にして頂

ければと思います。 

 

○工藤会長          ほかにご質問、ご意見はありませんか。 

 

○五十嵐委員         今の関係ですが、刈和野地区にはコミュニティセンターがあり

ます。そこに運営委員会があって町内会長・各町内から社会部と

か生活安全部などの代表が各町内から５名が集まり部構成になっ

ております。その他に各種団体、老人クラブ、学校も含め全般的

な組織構図ができております。そして、地区全体を考えてのコミ

ュニティ運営委員会がありますが、いまコミュニティセンターは
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行政から任せられた状態で、何か事業を行わなければおかしな状

態に見られている。地域のコミュニティづくりという、地域とし

てお互いにいろいろな団体が連絡を取りながら、ここの地域は何

として運営していくか地域コミュニティ運動の拠点、連絡調整の

場所がコミュニティセンターと思うが、なかなかそこまで行かな

い。その他に町内会長連絡協議会があって、町内会会長達はコミ

ュニティ運営委員会の一構成員になっている。これらの関係はど

のようになるのか、今の案で行けば地域コミュニティを指示する

と言うことになれば、刈和野には町内会長連絡協議会とコミュニ

ティ運営委員会が有り、その関係どのようになるか質問します。 

 

○堀江考査員         大沢郷、土川、強首地区の方であれば地域の集落会長の集まり

であり、それと比較すれば刈和野だけがコミュニティと言う考え

方にはならない。刈和野地区におきましても町内会長の集まりと

考えております。 

 

○若松（謙）委員        地域協議会とこれからの活動について説明して頂きましたが、

課題とか取り組みとかが有ります。いまこの協議会の中で何と協

議し、我々に課題について意見を求めるとか、取り組みは何とし

たらよいのか、と言うことを求めているのですか。それとも、本

庁の方でこういう課題があり、取り組みとしてこういうものが有

るのではないか、と言うことで参考資料として掲載したものなの

かお伺いします。 

 

○小西副参事         大仙市全体としてこのような課題があります。それがための取

り組みとしてこのような方法があるのではないか、という一つの

参考として理解して頂きたい。併せてこのような問題を解決する

ためには、一つの組織立てとして右の表のような事もございます

ので、何とか組織立てをお願いしたいと言うことでご理解願いま

す。更に、西仙北地域内での組織立ては７～８割できていると理

解しておりますので、更に一段と団結して頂く方向で協議会委員

の皆様からも働きかけをして頂きたいと言うことでご理解頂けれ

ば幸いです。 

 

○工藤会長           ほかにご質問、ご意見はありませんか。 

 

○若松（謙）委員        地域枠予算の中に地域づくり事業補助金があると言うことでよ

ろしいですね。（各委員「そうだ」と言ううなずきあり 若松委 

員納得の様子） 

いま説明頂いた地区コミュニティは有るけれど、右の図のまち

づくり委員会（仮称）は当西仙北地域に必要でないか、と言うこ

とでした。なるほど良い委員会だと思います。他の地域協議会委
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員の皆様はどのように考えるかどうか・・・・。何故かというと

課題に対する答えにもなると思いますが、一年間地域協議会でい

ろいろ検討してきたわけであります。しかしこの地域協議会は単

なる諮問機関では無いと言うことで、自ら地域の住民の一人とし

て、委員でありながら自ら地域の自治に参加して協力しましょう、

汗を流しましょうという事でこの委員会があるのだと思います。

また、広く地域住民の声を汲み上げ、この委員会に臨み、これを

本庁に伝え地域の事業、行政を行うということを心がけておりま

した。なかなか地域の声が聞こえないというのも現状で、この一

年間の協議会の内容も行政側から案が出され、それを協議するこ

とになっていると思います。大仙市の目指す地域と協働のまちづ

くりと言うことからするとまだまだ協働ではなく、一方的に行政

主動で行われているという形です。また我々地域住民も自ら行政

に携わり、一緒に諸事運営をして行くという気持ちが地域住民に

浸透していないのではないかと思います。このことからまちづく

り委員会という組織は是非必要ではないかと思います。むしろ私

たちが地域に説明し、働きかけをして会をつくるべきではないか

と思います。そしてその会を通し地域協議会に地域の考え方、要

望を汲み上げ、そして行政に反映していくと言うスタイルが必要

ではないかと思います。是非このような会を作るよう検討して頂

きたいし、協議会のなかに議題として提案して頂きたいと思いま

す。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

 

○伊藤委員          まちづくり委員会という組織立ては非常に良い委員会と思いま

す。西仙北地域協議会といずれ重なる面がでてくると言うことで

すね。９ページの図表の中で、西仙北地域協議会が大仙市長に意

見・諮問をした後、大仙市議会に市長から提出されます。折角大

仙市一纏まりになりましたが、西仙北地域から選出された議員の

方々と意見交換をし、密になっていると思いました。この図では

直接の関わりはなく、意見交換をする機会を設けてありません。

これは何故でしょうか。議会決定のためには住民の切実な希望と

か困っていることを、是非この市議会議員の耳にも入れて行きた

いと思います。どうしてこのような形になっているのかお聞きし

たいと思います。 

 

○若松（謙）委員       地域のことはこの地域協議会で検討し、市全体のことは議会に

お願いしましょう。というのが今の形ではないかと思います。私

たちは地域の代表で地域協議会委員として意見を言っている。議

員の皆様とコミュニケーションを図らなければならないことは確

かであるが、まちのために議員にお願いするというスタイルでは
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なく一緒にまちづくりをするという考え方でないと、大仙市の目

指す地域と共存共栄のまちづくりは出来ていかないのではないか

と思います。以上議員の方に対応する考え方です。 

 

○佐藤（好）委員       これからの地域活動について考える場合、それぞれの地域で具

体的な地域運動・活動をするのは地域のリーダーが中心となって

行われると思います。地域協議会の委員になっている私たちは、

それぞれの地域の代表者又は団体の代表であり、それぞれ役割を

担って委員になっている。私たち自身が地域づくり運動のリーダ

ーでなくてはならないし、実戦部隊の先頭に立たなければならな

いと思います。地域協議会の委員でただここで答弁するだけで役

割を担っていると言う考え方はだめだと思います。自分が汗を流

し、実際に地域のために地域づくりに専念する、力を出すこれが

私たちに与えられた重要な任務ではないでしょうか。と考えます。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか 

我々協議会委員の役割・任務、また市議会議員と町議会議員の

立場の違いはあるが、お互い大仙市のまちづくりを目指してお互

い頑張っている。お互い対等の立場でまちづくりを目指して頑張

っていくべきではないでしょうか。いろいろなご意見が有りまし

たけれど、一つひとつ大変な尤もなご意見であったと思います。 

ほかにございませんか。 

もしなければこの件についてはこれで終わります。 

それでは次のその他の件について事務局からお願いします。 

 

７その他 

○堀江考査員         次回協議会の開催日程等についてご説明いたします。平成１８

年度の西仙北地域協議会は来年３月までで、今回を含め６回の協

議会を予定しております。２回目の開催日程につきましては、地

域枠予算の審議の関係もございますが、纏まり次第皆様と連絡を

取りながら日程調整させて頂きます。それ以降の開催につきまし

ても同様に動向を見ながら決めて参りますのでよろしくお願いい

たします。 

 

○小西副参事         添付書類「協働のまちづくり講演会」の説明と参加協力を促す。

（送迎バス運行の予定） 

 

○工藤会長          ほかにございませんか 

 

○若松（謙）委員        行政協力員など各委託職員を行政委託ボランティアという形で

委嘱するとか又はそのような団体に委嘱するとかを市では考えて

いるものでしょうか。ざっくばらんに申し上げますと行政協力員
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はボランティアですか、何と捉えているでしょうか。 

 

○堀江考査員         行政協力員は有償の嘱託員です。ボランティア的要素もあり、

額は少なくなってきている。 

 

○若松（謙）委員       民生委員、人権擁護員、行政相談員を国では行政委託ボランテ

ィアとして捉えている。行政協力員は大仙市でも国と同様の行政

委託ボランティア的な考えをもって行っているのかなと言うこと

で伺ったものである。私たちに最も身近な消防団員についてボラ

ンティアという考えで捉えられている。果たしてそれでよいのか、

行政の関係機関だと思う。ボランティアではないと思う。報酬を

貰っているからボランティアではないと言う考え方だとすると消

防団はボランティアではない。ところが消防団はボランティアだ

からと団員も担当職員も同様にボランティアという。そのような

ことから行政ではボランティアとはどのように捉えられているの

か伺いしたくて発言しました。 

 

○工藤会長          地域協議会の運営の仕方について、今までと同じような形で運

営してよいのか、何かこのような形で運営したらよいのでは、と

いうご意見をお持ちの方があると思います。協議会の持ち方につ

いてご意見をお願いします。 

 

○若松（謙）委員       できれば行政職員と輪になり同じテーブルで話し合いをし、行

政側から出された事について私たち協議会委員だけが討議するの

ではなく、職員と共に議論し合うスタイルにすることがこの趣旨

からするとより良い会議になると思います。さらに、協議会委員

の会議出席率は悪いと思います。できるだけ全員が出席して頂く

よう時間、日程を調整し、全員出席するようにして貰いたい。ま

た、地域協議会委員定数が２０人になっている。地域によっては

もっと増やす検討をしてもよいのではと思います。人数が増える

ことにより多くの地域住民の考え方を繁栄できると思います。地

域協議会委員の皆様はそれなりの立場、それなりの考えをもって

会議に臨んでいると思います。そこで会長にお願いです、一部の

方々の発言ではなく、できるだけ皆さんから広く意見を集って頂

きたい事をお願いします。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

出席率の問題、出席しやすい日程を考えて貰いたい。 

委員全員の方々から意見等をのべて頂きたい。 

職員と一緒に話し合いすることが望ましいのではないか。 

会議形式・配置の問題も含めて影響があると思うので検討して

貰いたい。 
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と言う意見でありました。 

ほかにございませんか。 

もし無ければこれで会議は終わらせて頂きます。 

 

 

それでは今日は大変熱心に、しかも内容が微細にわたり検討協

議して頂き誠にありがとうございました。今日の地域枠予算につ

いては次回の会議でさらに具体的に検討して頂く事になると思い

ます。 

今日の会議はこれで終わることといたします。 

大変どうもありがとうございました。 

 

 


