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  第５回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１９年１月２９日（月） 

午後１時００分～１時５５分 
                    ２．場  所       西仙北総合支所 ２階 第５会議室 
                                     ３．出 席 者       別紙のとおり 
                                     ４．会議内容 
          
 

１開 会 
○堀江考査員              ただいまより、平成１８年度第５回西仙北地域協議会を開催い

たします。はじめに会長よりあいさつをお願いいたします。     
   

２会長あいさつ        本日は大変お忙しいところご出席いただき誠にありがとうござ

います。ご覧のようにこの頃の天候はめったに無い好天が続き、

昨年からすると正に雲泥の差と言うことではないでしょうか。こ

れからも期待するこの頃であります。我々にとっては大変住みや

すい天候ではありますが、この天候により苦労をしている方もお

られるようです。ほんとに世の中は上手くいかないものだなーと

つくづく感じられます。 

今日はいままでの進捗状況をお話頂き、それに対しいろいろ協

議を頂く事と平成１９年度の地域枠予算についてご協議頂くこと

になります。これが今日の主なところでございます。その後その

他と言うことになりますが、午後２時から行政と住民が協働で地

域づくりを進めていくという地域づくりの研修会がございます。

午後２時から研修会が始めることが出来るように会の進行には格

段のご協力をお願いいたします。会の開催にあたり挨拶とさせて

頂きます。 

 

２協議 

○堀江考査員         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１２名で、２分の１以上の出席であります

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。 

伊藤智子委員と小笠原博委員にお願いいたします。 

 

それでは早速協議に入ります。 
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協議１            第４回地域協議会審議による地域枠予算執行状況について、を

議題といたします。 

事務局からご説明お願いいたします。 

 

○堀江地域考査員       第４回地域協議会審議による地域枠予算執行状況について説明。 

（資料２～７ページ） 

説明の前に今日佐藤支所長、小西副参事共に人間ドックがあ

り出席しておりませんのでよろしくお願いいたします。 

 

○工藤会長          ただいま第４回地域協議会審議による地域枠予算執行状況につ

いて説明を頂いた訳でございますが、これについてご質問、ご意

見がありましたらお願いいたします。 

 

       有りませんか。はい。 

協議２            それでは次に、協議２の西仙北地域枠予算事業について 事務

局から説明願います。 

 

○堀江地域考査員       このことにつきましては今日の主たる議題でございましたが、

これは、社会福祉協議会から高齢単身者のためのゴミカレンダー

作成のため地域枠予算をお願いしたいと言うことでありましたが、

この事業を歳末助け合い運動事業で行うということで急遽取り下

げをしたいという申し出でがありました。今回は見送ると言うこ

と自力で作成対応したいと言うことで有りました。来年度機会が

有ればこの様な事業を実施したいと言うことで、１９年度につい

ては新たに皆様にお願いしたいと言うことでありました。この様

なことから今回審議頂く地域枠予算事業は無しと言うことであり

ます。 

 

○工藤会長          今の件についてご質問がありましたらお願いいたします。 

 

有りませんか。はい。 

協議３            無ければ次の、協議３の平成１９年度西仙北地域枠予算の執行

方針（案）について議題といたします。事務局から説明願います。 

 

○堀江地域考査員       協議３の平成１９年度西仙北地域枠予算の執行方針（案）につ

いて説明。（資料９） 

               資料内容については概ね前回の協議会に提示したものでありま

すが、先般本庁において総合政策課と考査員の会議がありその席

上市長より平成１９年度予算については地域協議会に出席し、事

業・予算の編成方針を是非聞きたいと言うことでありました。こ

の様なことからどのような認識を持って会議を進めたらよいのか 
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と言うことで話し合いをしたところ、この資料９のような形で進

めてはどうかと言うことになりました。 

          地域枠予算の執行方針（案）と言うことになっておりますが、

空白の部分が２カ所ございます。「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」と言うところであります。

これを委員の皆様で考えて頂きたいと言うことでございます。そ

の他のところでも連絡いたしますが、最終の地域協議会は市長の

日程が空いている３月２７日（木）の午後ということで決定させ

て頂いております。今日の地域協議会は５回目という事でありま

すが、今後第６回目をこの様式を基にして開催したいと思います。

そこで、予算編成方針の空白部分をどのようにまとめるのか皆さ

んで考えて頂きたい事で今回資料提出いたしました。６回目開催

日について後で提案いたしますが、ここを皆さんで是非考えて頂

きたくお願いいたします。 

 

○工藤会長          今の説明に対しご質問、ご意見をお願いいたします。 

 

○堀江地域考査員       本庁での会議のとき参考例として提出され資料が次のページの

資料であります。このような様式で大曲地域では提出したいと言

うことでありました。各地域特色有る形でお願いしたいと言うこ

とでありました。あくまでも参考例でありますのでご検討願いま

す。 

 

○工藤会長          西仙北地域における地域の課題、そしてその課題の現状につい

て２つの空欄について考えて来てほしいと言うことですね。 

 

○堀江地域考査員       事業内容、予算については変更が可能であります。この事も念

頭に置いて考えて頂きたいと思います。 

平成１９年度の地域枠予算執行は使い勝手が良いようにと市長

の了解を得ております。また支所長権限で使えるような予算を置

きたいと言うようにも聞いております。但し事業内容として住民

と協働で行える事業実施がベターであると言われております。 

 

○若松（謙）委員       自治会支援は有るわけですよね。（はい。） 

そうすればこの様な解釈でよろしいでしょうか。この「地域の

課題」と「その課題の現状」について次回まで考えてきてもらい

たいと言うことですね。若しくは次回まで提出すればよろしいも

のでしょうか。 

 

○堀江地域考査員       次回まで考えてきてもらいたいと言うことです。 
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○若松（謙）委員       はい解りました。 

一つ質問であります。地域枠予算を地域協議会のなかである程

度決定して使えるようにと言う意見が出たと思います。先程の説

明であれば来年度は地域枠予算のなかに総合支所長が決裁できる

枠が出来るかもしれない、と市長が判断したと言うことでありま

すね。はあー・・・・。地域協議会にと言うことにはならないわ

けですか。そう言うことはなかったですか。 

 

○堀江地域考査員       地域枠予算については支所長の決裁で実施できることになりま

した。ただ事業の内容というのは地域住民のために相応しいもの

と言うことになります。例えば神岡支所で実施した事業がありま

すけれど、道路に穴が空いた、その時に直ぐその予算を使えると

いうような事業を実施したわけであります。その様な事業に使用

しても良いが出来るものなら地域住民と一緒になって活動実施で

きる事業の予算の使い方が好ましいと言われております。いずれ

総合支所長の決裁で出来るような予算であると解釈しております。 

 

○若松（謙）委員       来年度事業を計画し予算を立て、つまり本庁の方にお伺いをし

なくてもこちらの裁量で出来ると言うことでありますか。 

 

○堀江地域考査員       そう言うことであります。それで財政の方で各地域枠事業の内

容、方針とかを持っていて、その事業内容が決定すればその支所

の裁量で出来ると言うことになったと言うことであります。 

 

○若松（謙）委員       事業の内容までなんだかんだ言われないと言うことであります

よね。これからはどうのこうの言わないと言うことでありますね。 

 

○堀江地域考査員       そう言うことであります。但し内容は地域協議会で十分吟味す

ることが必要と思われます。 

 

○若松（謙）委員       そこのことを確認しないと来年度の地域の課題について若干違

ってくると言うことから質問しました。 

 

○阿部委員          考えて来いと言われても私は中々考えることは出来ないものと

思います。というのは、個々の委員で掲げられている事業につい

て地域住民のことを考えながら出来ることです。いつかの研修会

のように、グループに分かれて討議、協議をし、情報交換をしな

がら方向付けを出していくと言うことを考えないと地域振興課の

ペースに巻き込まれてしまい、そのまま行くような気がします。

この場でどうですかと言われても中々煮詰まった内容が出てこな

いと思います。提出されている事業内容も比較的具体的に詳細に 
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積み上げられた物が提出されているので、委員同士で協議検討を

して方向付けを出してはどうでしょうか。 

 

○堀江地域考査員       この内容についてはあくまでも叩き台と言うことであり、この

内容が１００％と言うことではないと言うことで解釈して頂きた

いと思います。変更もあり得ると言うことでありますが、昨年は

西仙北地域の執行方針については安全安心という形で実施してき

たわけでありましたが、そう言うことを平成１９年度も取り入れ

て持って行ければと思います。ここのところを皆さんで考えて頂

きたいと思います。 

会議の持ち方と言うことで委員に言われた訳でございますが、

これについては会長を含め皆さんで考え協議して頂きたいと思い

ます。 

 

○工藤会長          市長にこれを説明するのは３月２７日です。次回の協議会のと

きにグループ討議を行っては如何でしょうか。グループ討議を行

い、そして全体会を行いまとめあげ、３月２７日市長を迎えての

協議会の説明内容にするということで如何でしょうか。 

 

○小笠原（博）委員      予算の執行、計画立案するにあたり新規事業、継続的な事業、

政策的事業、緊急的事業などがあると思います。これを一つ一つ

内容を吟味しまとめ上げ説明すると言うことは非常に難しい問題

であると思います。特にここに出されている事業内容もしかり、

文章化できるものとできない内容のものが多々含まれていると思

われます。一地域住民として考えるに非常に難しい事柄であると

思います。 

 

○工藤会長          参考例として資料が掲載されております。具体的方策、模索な

どと出ているわけで、地域の課題で模索と言うことはないと思い

ますが当地域を考える検討資料にはなると思います。 

 

○堀江地域考査員       これが基本ベースになるのかな、という説明でありました。こ

れは参考例でありますのでよろしくお願いいたします。 

 

○工藤会長          事務局側としていまのご意見に基づいた一つの対応として例を

あげてもらいたい。その上で資料に基づき具体的にこの地域はど

うなのか、どうしていくことが良いのかと言うことをグループで

検討しまとめあげると言うことで如何でしょうか。 

 

○堀江地域考査員       事務局としても検討いたしますが、皆さんでもよろしく検討ご

協議願いたいと思います。 
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市長が言うに、事務局はあくまでも主役ではないということを

くれぐれも言われておりますので、よろしくお含み置き下さい。 

 

○工藤会長          １９年度地域枠予算についてその他のご意見はございませんか。 

 

○佐藤（攻）委員       地域枠予算を助成していろいろなグループの活動支援をすると

いう場合に、活動しようとするグループが市から援助を受けてい

る。そのような団体には地域枠予算でさらに補助するのはよろし

くないという話を聞いたことがあります。私は地域のためにいろ

いろな活動するグループや団体は殆どの会が市から助成を受けて

いると思います。しかもそのような人達の地域は活性化されてい

くと言うことを考えると、何かしか市から助成をもらっているか

らと言って地域枠予算の助成を受けられないと言うことは非常に

不合理な話だと思います。これに対する市の考え方はどのような

ものだろうかということを確認しておきたいと思います。 

 

○堀江地域考査員       各部落・自治会集落会の補助金は自治会支援と言うことでの補

助金で、会館と普通の補助金運営費補助金と言うことで交付して

おります。同じ地区にさらにプラスして事業を興すと言うことで

同じような補助金は交付出来ないということが基本であります。

もし実施できるとするならば、広い意味で例えば強首地区とか江

原田、木売沢などの地区の皆様が集まって何か事業を興すと言う

ような事業には補助をしても良いという事であります。基本的に

はこれは変わらないと思います。江原田地区でまた新たな事業を

実施したいと言うことで、新たな補助を受けることは出来ないと

言うことであります。あくまでも自治会支援というなかで対応願

いたいという考え方であります。 

 

○佐藤（攻）委員       そのことについては解りました。私としては市側で意図として

いる事が正確に総合支所の方に伝わっているのかと言う疑問を感

じることがあります。例えば、はじめの頃の会議では地域枠予算

は単年度事業にしか適用されないと言う話でありました。しかし、

市長がいるところで私が研修会の時わざと質問したところ、市長

は「単年度事業ではなくても良い。継続して行うことが地域の活

性化に繋がるし、活動が盛んになっていく。」と言うことでした。

講師の先生もその様な話でありました。これは本庁の考え方が総

合支所に正確に伝わっていない可能性があると感じました。これ

からはこの様なことがないように本庁の考え方を私達委員に伝わ

るように是非お願いいたします。 

 

○堀江地域考査員       本庁と支所の意見が一致するように連絡を密にしたいと思いま 



 7 

 

すのでよろしくお願いいたします。 

 

○若松（謙）委員       地域枠予算について市長の考えていることと我々が考えている

ことにちょっと温度差が有るようです。これは、最初は単年度で

どのような効果が有るのかやって見よう、と言うことで実施して

みたところあまりにも周りから良い反響があり協議会の方からこ

れは継続して下さいと言うことでした。予算執行に当たっても協

議会独自の判断で執行させて下さいと言うような意見が出ていま

した。本庁で考えている地域枠予算と我々が考えている地域枠予

算に若干ニュアンスが違ってきているような気がします。今度市

長がこの地域枠予算のことについてこの地域協議会にお出でにな

る根底には、この予算を有効に活用するために皆さんの意見を聞

きたいと言うように解釈されます。当日私としては期待している

ところであります。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

無ければこの件については終わりにしたいと思います。 

協議４            その他について入ります。事務局からお願いいたします。 

  １ 

○堀江地域考査員       大仙市地域公共交通会議に係る委員の選出について説明 

（資料９） 

 

○工藤会長          事務局から説明のとおりでございますが。女性の方からと言う

ことであります。如何でしょうか。（会長一任） 

会長一任 という声がありますが如何でしょうか。 

 

               それでは小笠原慶子委員にお願いしたいと言うことで如何でし

ょうか。（異議無し） 

はい。それではいろいろあると思いますがよろしくお願いいた

します。 

 

次の案件をお願いします。 

  ２ 

○堀江地域考査員       第６回目西仙北地域協議会の開催についてであります。 

第７回目が３月２７日という事になっておりますので、第６回

目の地域協議会の日程を協議してもらいたいと言うことでありま

す。 

 

○工藤会長          日程の目安として２月上・中・下旬のどちらを考えたらよいで

しょうか。 
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○堀江地域考査員       ２月下旬から議会が開催される事と支所長の日程の関係もあり

ます。もしかすると土曜日の午前中と言うことになることもあり

ます。西仙北自治会連絡協議会の規約についてもまとまりつつあ

り、この会議開催もありますので、３月１０日頃は如何なもので

しょうか。土曜日午前中９時から１１時頃までと言う時間帯で開

催したいと思います。３月１０日と言わなくても３月上旬と言う

ことで検討して頂きと思います。 

 

○工藤会長          皆さんいろいろ行事があると思います。３月３日もありますね。 

 

○堀江地域考査員       そうすれば会長と事務局に一任と言うことと、２月下旬から３

月上旬にかけてと言うことで調整させて頂きます。 

 

○工藤会長          ほかにはありませんか。 

                

それでは先程ご挨拶で申し上げましたとおり、この後地域協議

会委員と地域自治会長との合同の研修会が２時から予定されてお

りますので、今日の協議会はこれで終わりにしたいと思います。 

大変どうもありがとうございました。 
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