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  第６回 西仙北地域協議会 会議録 
１．日  時       平成１９年３月４日（土） 

午後１時００分～３時２５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６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。大変なお天気続きで、今日は午前中高校の卒業式があり

いかにも春がやってきたような感じがします。例年であればまだ

まだ雪に埋もれている状況でありますが今年は昨年とうって変わ

った天候であります。雪のないこの事が春の農作業にどのような

影響を与えるかわからないわけでありますが、色々な話のなかで

種々心配もされている状況であります。何とか平年の年であって

ほしいと願っております。 

今日は第６回目の地域協議会であります。前回の協議会で申し

上げましたように平成１９年度の当地域協議会として地域枠予算

をどのような方針で進めていくか、その中の「地域の課題」をど

うするか、そしてその「課題はどのような現状のなかから生まれ

てきたのか」ということを委員の皆様で協議し決定したいという

ことで、今日まで考えてきていただくよう前回の協議会でお話を

致しました。これを受けて今日は「地域の課題」「課題の現状」

の二つの題によってこれから会議を進める事になりますのでよろ

しくご協力の程お願い致しまして、開会の挨拶にさせていただき

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１３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。 

小笠原浩之委員と佐々木修委員にお願いいたします。 



 2 

 

それでは早速協議に入ります。 

 

協議             前回の協議会では平成１９年度の地域枠予算の執行方針につい

て事務局より概要説明をしていただき、そして先程ご挨拶の時に

申し上げましたとおり地域の課題をどのようにするか、と言うこ

とを皆さんで話し合いをしたいと思います。できれば今日出席の

委員の皆様をグループに分け、グループ毎にお話し合いをして協

議を進めてはどうでしょうか。グループは２つ位に分けて進めた

いと思いますが如何でしょうか。 

 

○佐藤好攻委員        グループ分けには何ら効果は上がらないと思います。全員で協

議すべきではないでしょうか。その方が全員の意見を聞くことが

できる。また、前回の協議会で打ち合わせをしたとおり委員の皆

様がそれぞれ「地域の課題」「課題の現状」について考えてきて

頂いていると思いますので、各々提案して頂ければと思います。 

 

○工藤会長          今この様なご意見がありましたけれど皆様方如何でしょうか。

お考えになって来て頂いていると思いますが如何でしょうか。こ

こで発表して頂きたいと言うことであります。 

 

○小西副参事         協議の前に再度平成１９年度地域枠予算の執行方針（案）につ

いて資料１～３・５ページについて説明 

資料１ページ 

・地域枠予算は平成１８年度同様に５００万円である 

・支所長権限予算が地域枠予算全体の１０％の枠内で確保さ

れた 

 ・１９年度地域枠予算執行方針のテーマに「世代間と地域間

の交流と融合」を追加している 

 ・自治会連絡協議会支援事業について２月２３日協議会を開

催し名称会則等が制定され新年度早々に発足する運びとな

っている 

資料５ページの応募状況 

 １．水芭蕉愛護会の発足による保存管理支援要望 

 ２．各競技別スポーツ少年団合同による健康講座を含めた講

演会と実技指導講座の開催支援要望 

 ３．子育てグループからの講演会補助支援要望 

 ４．ボランティアグループから三世帯交流イベント開催活動

支援要望 

５．英会話グループから子どもの英会話教室及び国際交流を

踏まえた講師料不足の支援要望 

６．健康体操グループから専門的講師要請などの活動支援要 
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望 

７．菅江真澄研究会より月の出羽路西仙北地域分の現代語訳

図書発行支援要望 

 

以上現在７団体から問い合わせがある（１だけが応募用紙提

出済み）。申込期限は３月１０日までとしているが、広報地

域版で追加募集をする。 

 

○工藤会長          今の説明に対して質問はありませんか。 

 

○佐藤好攻委員        文書での申し込みは１件という事でありますが、ほかに問い合

わせがあったということで、その中で最後に説明のあった月出羽

路現代語訳出版は地域協議会の委員も拘わっている人々の提案と

思います。ほかの６つについては地域協議会委員の方々がグルー

プに入っているでしょうか。 

 

○小西副参事         ほかの６件について委員の方々のグループ加入は有りません。 

 

○佐藤好攻委員        そこで私は感じますが、地域協議会の委員は地域活性化のため

に率先して自ら行動を起こすという事が理想的であると思います。

今紹介された７つの提案はすこぶる思慮深いものであると思いま

す。このようなことができれば地域協議会委員のなかから提案さ

れてほしいものと思います。 

 

○工藤会長          ほかにございませんか。 

               それでは今日の協議会までに「地域の課題」「課題の現状」に

ついて考えてきて頂いたということで順番に発表して頂く事とい

たします。 

 

○五十嵐委員         ３ページに原案の形で出ています。この中身を検討して頂きた

いと思います。考えてきてもらうということでありましたが文章

化することは中々難しいことでこれを叩き台として話をしては如

何でしょうか。 

 

○工藤会長          今五十嵐委員から３ページの案を叩き台として話し合いを進め

てはと云うことでありますが如何でしょうか。 

 

○阿部委員          私も今事務局から説明があった毎戸配布をして募集をした地域

活動の応援についてというチラシを見て非常に大きな効果がある

ものと受け止めておりました。そして今日このような現状にある

と言うことの報告を聞いて、佐藤委員からも話があったように支 
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援に値するような申し込みが有ると思います。この事を踏まえ事 

務局から提案された案を叩き台として検討し、住民の課題意識と

活動展開をしていきたいと言う住民意識を優先しながら検討して

は如何でしょうか。もう一つは、地域づくり応援募集は申し込み

期限が１０日までであるが、更に申し込みがあると思います。大

変意義のある報告と思い検討に値するものと思います。 

 

○工藤会長          順番にお聞きしたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

○五十嵐委員         順番の前に申し込み相談のなかに三世帯交流と言うことがあり

ました。昭和町の場合は以前から三世帯交流事業のなかで雄物川

とのつながりということで、今は父母を中心に町内行事として実

施している。これについても地域づくり事業応援募集に該当なる

でしょうか。 

 

○小西副参事         地域自治会として行事を実施する場合は自治会育成支援補助と

言うことで補助金を受けており、これをも含めると補助金の二重

取りになりますので該当にはなりません。 

 

○伊藤委員          課題となるといろいろな問題が浮かんできて、総まとめとして

大きな課題として取り上げるには前回参考として提案された大曲

の課題に網羅されていると思います。それ以外の課題については

中々浮かんできませんでした。それよりも今日頂いた資料のなか

の「テーマ」と「事業」に優先順位考え、それから総括をしてど

のような方向で進めたらよいかを整理したいと考えました。課題

は、住民と住民同士が世代間・地域間の隔たりを無くし、積極的

に地域の活性化に向けての取り組みをしていくと言うことで自分

ではまとめております。 

 

○小笠原（慶）委員      まとまった課題が見つかりませんでした。しかし、ここ西仙北

地域の活性化を図ること、元気なまち地域づくりをするというこ

とが一番の課題であり、他の地域に比較しておそらく元気がない

ような気がしております。この事から地域格差の是正と改善策が

課題になるのではないでしょうか。課題の現状としては地域づく

りをするためには伝統行事とかをもっとＰＲし、他地域からも見

学・来訪して貰えるよう人がいっぱい集まるような事をしてはど

うだろうかと思います。また土川地区は生活道路・通学道路が狭

くて大変不便であると共に危険であります。何とか整備して貰え

るような方法はないものかと言うようなことも現状の課題であり

ます。 

○小笠原（浩）委員      資料１ページにテーマ及びいくつかの事業がまとまっておりま 
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す。現状課題の上に立った事業とすれば逆に事業のなかから課題

が見えてくるのではないでしょうか。類型として資料のなかにま

とまっております。綺麗な線引きができるかどうかは不明であり

ますが、いくつかの内容に分けられると思います。第１に自治会

組織との連携強化、第２に地域文化の継承の問題、第３暮らしや

すいまちづくりの問題といった形に線引きされるのではないでし

ょうか。自治会組織から見た課題としては資料３ページにある事

務局案の中に含まれていると思います。これを基に皆さんで検討

していけばよいのではないでしょうか。地域文化の継承について

は佐藤好攻委員からまとめてもらった案に共鳴するところが多い。

暮らしやすい地域づくりを考えるに当たって、時代的に少子高齢

化の問題はどうしても欠く事の出来ないものと思う。その辺を課

題として全面に出すような形がよいのではないでしょうか。 

 

○佐々木（修）委員      具体的な事業内容として提案します。 

 地域美化活動の一環として通学路等にゴミ箱を設置して貰いた

い。それによりポイ捨てが無くなり、まちが綺麗になる。是非通

学路及び各地域に設置してもらえればと思います。 

 

○佐々木（智）委員      皆様方がお話しされた事とほぼ同じになります。１ページの資

料の内容を３ページにまとめられているようですが、３ページの

現状の課題を叩き台にして協議検討して行けばよいと思います。

また、三世代交流について今少子高齢化と言うことで社会的にも

大きく問題として取り上げられていることであり、優先順位を付

けるとすればそう言うことを考慮して頂ければと思います。 

 

○佐藤和弘委員        今年度第１回地域協議会のとき地域枠予算の意義とその活用の

イメージと言うことで資料が出ております。その内容を見るとこ

の執行方針に合致しているので課題の現状というところに肉付け

をすることで良いと思います。それと地域の課題ということであ

りますが、この委員会としても名前は忘れてしまいましたが農水

省で進めている住民自らが農地・街等を再度調査確認して歩きそ

の実態現状を把握し、不足部分等を積み上げ事業に展開していく

と言う方法もあります。当委員会としてもそのような事業調査依

頼を実施しても良いのではないでしょうか。 

 

○工藤会長          次に佐藤好攻委員、先程意見を述べておりましたがそれに付け

足した何かありましたらお願いします。 

 

○佐藤（好）委員       私の意見考えていることを後で述べさせて頂きたいと思います

ので先へ進めて下さい。 
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○工藤会長          はい解りました。次に堀江委員お願いします。 

 

○堀江委員          文章化して発表するということは困難であります。地域枠とし

て５００万円予算化され地域住民に徹底し知れ渡っております。

今までボランティア的なことは各自治会で実施して来ましたが、

最近地域枠予算に頼りすぎるという傾向が見えます。地域協議会

ではもう少し慎重に協議をし、無駄のない使い方をしていかなけ

ればならないと思います。 

 

○若松（昭）委員       前回欠席したことによりこの課題の宿題ということは考えて来

ておりませんのでご了承下さい。 

 

○若松（謙）委員       私は各委員の皆様と違った観点から考えており意見を述べたい

と思います。この事について私なりに書いてきております。事前

に事務局へ提出しておけば良かったと今思っております。「住民

と連携して解決しようとする地域の課題」については、これは１

９年度だけの地域枠予算事業に対しての捉え方ではなく大仙市が

発足して目指すのは地域自治の確立な訳です。そう言うテーマか

ら行くと未だこれは確立していないことから毎年この事を目標に

課題として地域行政を実施していかなければならないと思います。

この事から地域の自治団体・自治の組織を行政のまちづくりに活

かし、住民自治の確立のため住民自治の拡充に努めると考えこれ

が地域の課題になるのではと思います。次に「その課題の現状」

でありますが、上記の地域住民自治の確立のためいろいろな現状

課題があります。大仙市で共通して言えることで少子高齢化の到

来、高齢者のための支援のあり方、子どもの安心安全、青少年の

健全育成、伝統文化の継承、商店街の著しい衰退、土地の再利用

の仕方、財政の逼迫・予算の縮小、資源の節約など、どこの地域

でも言えることでありこの西仙地域にも大きな課題として揚げら

れます。この課題にどのように取り組むのか、地域自治の確立の

ため今現在どのような現状になっているのかと考えると、地域住

民の方々の当事者意識、行政側では市民と協働の体制で実施して

行こうということを大きく唱っているが、地域住民・市民はそこ

まで当事者意識が確立していない現状と思います。意識の改革が

大きな問題である。また、この地域協議会の役割、あり方、また

佐藤委員のいう地域協議会委員の自ら汗を流したらいいだろうと

言うことでありましたが、我々地域協議会と行政側とがタイアッ

プして行うことよりも、地域住民と行政とが一緒になって展開し

ていくという、地域を盛り上げ、まちづくりをするという住民か

ら意見提案を集約することが今は大切なことと思います。委員の

なかには各団体地域で町内会、老人クラブ等々の各団体に所属し 
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ている訳であります。この団体そのものが自治団体であり自ら地

域のために活動できることは自分達で活動していくと言う自治意

識の改革について大きな課題として有るのではないでしょうか。

この様に課題の現状は書ききれないほどたくさんあります。その

ものを一つ一つ解決成し遂げていくものが各事業にあたり、テー

マ、方法、各事業というように分けて考えるべきではないでしょ

うか。もう一つ「自治会設立支援」と言う事業を掲げて昨年から

これは是非実施設立して貰いたいというお願いをしておりました。

各地域の自治会組織が自治活動をしていくためには有る程度権限

と財源が必要と思います。お金がないとどうしても活動が出来な

い。そこを考えて頂き、地域予算についても先程１９年度から１

０％は支所長裁量により執行できるということでありましたが、

このものを私達地域協議会で自由に裁量できる予算にしていただ

くことが地域自治の育成に繋がる大きな事ではないでしょうか。

予算の枠の中にあまり条件を付けないでみんなで検討し、地域協

議会の中で割り振りをすると言うことが出来ないものでしょうか。 

 

○工藤会長          では一通り委員の皆様方からお考えを述べて頂きましたので、

私の考えをご披露致します。「西仙北地区の緑豊かな自然を大切

にし郷土の伝統文化や歴史の理解と継承に努め、団体活動や自治

活動を通して住民自ら安心安全の地域づくりの育成に努めると共

に大仙市民として一体感の高揚を図る。」という具合に考えまし

た。そういうことと「行政依存から住民の自主性の向上と官民一

体による安心安全のまちづくりの意識向上を図る」と言うことが

最大の眼目ではないでしょうかと考えました。 

               皆様からいろいろご意見をいただきましたのでこれを基にして

先程からでているいろいろなご意見と資料の２・３ページを踏ま

えてグループに分かれて話し合いをしては如何でしょうか。 

○佐藤（好）委員       前の会議では地域協議会委員の自分の意見を出して貰いたいと

いうことでした。一人一人の意見の違いに面白さがあると思いま

す。今一通り話を聞いて見ますと事務局案の中から何か選び事務

局案に同意だという意見が多い。これだと行政を住民が動かして

いくと言う発想には成っていないような気がします。大仙市の活

力ある地域づくりというのは行政を住民が動かしていく、協働の

まちづくりというけれど実際には行政依存型から少しも脱却して

いない気がする。今日の会議通知を貰ったときこのように感じま

した。今日の会議には多分与えられた宿題を提出する人はあまり

いないだろう、と工藤会長にも電話で話をしました。 
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○工藤会長          いろいろご意見のあることと思いますが、あとはよろしいです

か。これから課題をまとめるという方向で２７日の市長が出席し

て下さる協議会に於いて平成１９年度の我が西仙北地域はこの様

な方向で実施していくということを申し上げる事になるわけであ

ります。その時の事業、テーマの基になる現状の課題、地域の課

題をどのようにまとめるかということが今日の会議の目的であり

ます。皆様のご意見をいただきましたのでこの後グループに分か

れ協議をして頂きその後もう一度ここに集合して頂き意見をまと

めることにしてはどうかという提案であります。それともこの場

で全部一緒にお聞きした方がよいのか如何でしょうか。 

               差し支えがなかったら若松（謙）委員、工藤会長のメモを各委

員に配布して資料２・３ページを併せて検討材料としては如何で

しょうか 

 

○全員            異議無し。 

 

○工藤会長          それではコピーをお願いします。 

暫時休憩とします。 

 

○工藤会長          再会します。 

先程現状の課題についてお話しをしておりませんでしたが、１

つに住民の公徳心の高揚です。ゴミの問題からしても非常に大事

な事と思います。２つ目に郷土愛と連帯意識と言うことです。自

分の生まれ育った郷土を愛する気持ちは大切なものと思います。

そして思いやりとふれあいとともに助け合うという連帯意識を高

めていくことであります。３つ目に郷土の伝統文化や歴史の理解

と継承、４つ目に世代間の相互理解と交流の重要性であります。

世代の意識格差が家庭、社会の場で相当に開きがあり、ふれあい

交流ということが失われつつある。嫁姑、老若の心のふれあいが

薄く成りつつある。高齢者と子どもを大切にしお互いに育む心を

大切にすることが大事である。５つ目として行政依存から住民の

自主性の向上と官民一体による安心安全のまちづくり意識の向上

を図る。これは意識改革を含む課題であります。このほかにまだ

あると思いますが以上まとめたものであります。 

 

それではこれを踏まえてグループに分かれて協議と言うことで

如何でしょうか。もしよろしければ一人おきの２～３グループに

分け各々に女性の方が入るという方法で如何でしょうか。３グル

ープという意見が多いことから３グループで行きましょう。 

 

○若松（謙）委員       グループ協議の前に質問があります。「住民と連携して」とい 
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う言葉は今回のこれに関する協議会の中で協議するとき各地域で

もこの「連携」という言葉を使っているものでしょうか。 

 

○小西副参事         各支所共通です。 

 

○若松（謙）委員       とすれば、敢えてお聞きします。「連携」と「協働」とは何と

違うものでしょうか。それによって意見を言う言葉が異なってき

ますのでお願いします。 

 

○小西副参事         本庁から「連携」と「協働」の違いは何かということの指示は

有りません。私見として単純なものの考え方を申し上げれば、地

域住民の方々が自らお互いに隣近所同志というものの考え方と、

市と地域住民の皆様方というものの考え方の違いではないでしょ

うか。 

 

○若松（謙）委員       敢えて聞いて申し訳ございませんでした。実は「住民と連携し

て解決しようとする地域の課題」の住民と「連携」してというこ

とは目的を同じくして連絡し合い協力し合い目的のため向かって

いくということであれば対等の感じと思われます。そうすれば行

政と住民側との格差があると思います。このことから「連携」で

はなく「協働」いった方がよいのではないでしょうか。市長も協

働の市政という言葉を使っている。連携であればある程度力が同

じくしないと出来ないものと思います。また、協働であれば力の

強いところは弱いところを補って一緒に行っていきましょう。と

言う考え方とすれば「協働」の方が良いのではということで敢え

て質問しました。そこまで拘らなくて良ければただ単に連携して

一緒に行いましょうと言うことで「連携」で構いませんが連携と

いう言葉の意味を捉えれば意味が違うのではと思いました。 

 

○佐藤（好）委員       今の若松さんの意見は当てはまらないと思います。 

 

○若松（謙）委員       佐藤委員に指摘され言葉・説明が足りなかったかもしれません

が地域自治を目指す上で行政と市民とは若干開きがあり、考え方

の違いがあると思います。それは温度差というのかいずれ有るも

のと思います。それを近づけるため地域協議会が有り協議してい

るのではないでしょうか。将来は対等の立場に成らなければなら

ないと考えます。 

 

○堀江委員          若松委員と佐藤委員の二人の発言について話としては理解でき

ますが、今課題として与えられている本題からすると「行政と住

民とが連携を取り」ということと解釈されます。従って我々委員 
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は地域住民の立場に立ったそれぞれの「地域の課題」「課題の現

状」についてについて協議すべきであると思います。 

 

○工藤会長          与えられた意味からすると全くその通り「行政と住民の連携」

ということになると思います。 

               それでは先程お話のとおり、一人おきの３グループに分け各々

に女性の方が入るということで協議をお願い致します。 

グループは 

グループ１ 工藤 阿部 五十嵐 伊藤（智） 

グループ２ 若松（謙） 堀江 小笠原（浩） 若松（昭） 

佐々木（智） 

グループ３ 佐藤（好） 佐藤和則 佐々木修 小笠原（慶） 

協議時間は午後３時までとします。 

会場については如何しましょうか。 

 

○小西副参事         それでは第６会議室、応接室、この場所と言うことでお願いし

ます。 

               （話し合いの落ち着きを考慮し、急遽この場所から旧町長室に

変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グ ル ー プ 協 議 
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○工藤会長          それでは会議を再開いたします。 

               グループ代表の方々から発表をお願いします。 

 

○佐々木（智）委員      私達の方（グループ２）では若松委員の提案によるものを基に

して次のようにまとめてみました。 

               「住民と連携して解決しようとする地域の課題」は、地域の自

治団体及び組織を行政のまちづくりに活かし住民自治の確立と住

民自治の拡充に努める。これが地域の課題としてあげさせて頂き

ました。 

               「課題の現状」ということで、地域を包括する自治組織を作り

当事者意識の確立を目指す。また、行政と住民がそれぞれの役割

を担い市政の運営にかかわっていく。ということでまとめてみま

した。 

 

○工藤会長          それでは次のグループからお願いします。 

 

○佐々木修委員        私達（グループ３）は原案を参考にし次のようにまとめてみま

した。 

「地域の課題」、西仙北地区の緑豊かな自然を大切にし郷土の

伝統文化や歴史の理解と継承に努め、団体活動や自治活動を通し

て住民自ら安心安全の地域づくりの育成に努めると共に大仙市民

として一体感の高揚を図る。 

「課題の現状」１、ゴミの不法投棄など、住民の公徳心の低さ

が目立つ。２、郷土の伝統文化や歴史を理解する機会が近年失わ

れて来ている為郷土愛が失われつつある。３、世代間や近隣同志

のコミュニケーションが不十分なため若い人と高齢者の各者や近

所付き合いの円滑を欠いている。ということになりました。 

 

○工藤会長          それでは最後のグループからお願いします。 

 

○阿部委員          私達（グループ１）の方では「地域の課題」を設定するに当た

っては地域住民の意識調査が前提になるだろうと言うことが話題

になりました。しかし、今回は調査書が無いことから、先程小西

副参事から紹介頂いた住民から出ている「地域づくり活動応援に

ついて」の募集による申し込みの７つの応募を踏まえながら協議

を進めて参りました。要旨とされている内容は工藤会長より提案

されたことが中心となっております。原案を参考にし次のように

まとめてみました。 

「住民と連携して解決しようとする地域の課題」は、西仙北地

区の緑豊かな自然を大切にし郷土の伝統文化や歴史の理解と継承

に努め、団体活動や自治活動の活性化を通し住民自らの安心安全 
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の地域づくりと育成に努めると共に大仙市民として一体感の高

揚を図る。であります 

「現状の課題」については、１、住民の公徳心希薄化。これは

ゴミの不法投棄が入ります。２、郷土愛と連帯意識の希薄化。３、

郷土の伝統文化や歴史の理解と継承の希薄化。４、世代間の相互

理解と交流の希薄化。５、行政依存から住民の自治意識の向上を

はかることの重要性。６、子育て支援の重要性。７、国際交流の

重要性。８、健康増進。生活習慣病予防の重要性。の八つの課題

を設定しました。 

 

○工藤会長          それぞれのグループから発表が有りましたけれど、これについ

て何かご質問はありませんか。 

 

○佐藤（好）委員       課題の現状という表現の仕方でありますが、どのような課題が

ありその課題の現状はどうなのかという解釈が成り立ちます。実

際には現状がどのようになっているためにそれについての課題は

どうなのかと言う解釈が一般にはされると思います。前に地域振

興課にＦＡＸでそのことを書いておきましたがこの様式は本庁よ

り不動文字で示されてきたものであろうからここだけで簡単に訂

正するわけにはいかないかもしれません。現状があってその課題

があり課題を解決するために具体策をテーマ、事業で示し移行し

ていくというように理解しました。文言の関係で先程時間を潰し

た経緯はありますが、討議する上でやはり問題となりました。こ

の辺の解釈をどのようにするべきか担当から伺いたいと思います。 

 

○小西副参事         「地域の課題」「課題の現状」の順番の考え方と思いますが、

様式は本庁から直接提示された言葉・活字であります。それでは

それがどのような意味合いなのかというと、私達も問題としてお

り不思議だなという解釈をしつつも皆様方に提案しました。その

中で２月に協和支所に於いて西部地区地域政策会議が開催され同

じように問題となりました。これはこれとして受け止め進めてい

くしかないということで今委員の皆様に提案している状況であり

ます。いわゆる地域としての課題と現状はどうなのか課題の現状

というよりも上の課題が大前提であり実際はどのような現状なの

かというようなことです。いわゆる大項目中項目そして事業の内

容が小項目という流れであり強いてはテーマというように流れて

行くという解釈の基で皆様方に協議提案お願いした経緯でありま

す。 

 

○佐藤（好）委員       問題提起をしただけでどのような解決になるでしょうか。また

いま私達が提案した課題・現状と資料のテーマ事業内容が合致し 
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ていないように思えるが如何なものでしょうか。 

 

○小西副参事         ご指摘のとおり問題点を指摘だけでは当然解決には成らないと

思います。問題解決のための一つの事業と言うことになると思い

ます。また、必ずしも言葉のとおり、テーマのとおり事業内容が

当てはまるかといえばなかなかそうはいかないだろうと思います。

形を変え品を変え徐々に進めていき解決を図る事が多いと思いま

す。一気に解決するということは非常に困難な事が多いと思いま

す。長い時間をかけて問題を解決していく事で、課題であり現状

であると思います。 

 

○佐藤（好）委員       話題を変えますが、平成１９年度予算の執行方針案として住民

と連携してということである訳です。若松委員も指摘しておりま

したが、地域の課題は平成１９年度に限ったものではないと思い

ます。不変的な問題であろうと、私も同感であります。平成２０

年度になると問題点が変わるのかというと決してその様なことで

はなく、継続して解決し対処解決していかなければならない問題

であろうと思います。毎年同じテーマを与えられ地域協議会では

それを論じなければならないのかと言う疑問が残ります。その見

通しはどのようになっているでしょうか。 

 

○小西副参事         今佐藤委員がおっしゃる通りと思います。来年なればテーマが

変わる、再来年になれば更に変わると言うことはないと思います。

一つの目的達成のためには簡単には解決しないだろうと思います。

数年かけ問題を解決していく方向で取り組んで行かなければなら

ないのが現状ではないでしょうか。 

 

○工藤会長          私が申し上げるのはどうかと思いますが、敢えて申し上げます。

地域課題というのは実態調査を基にして出てくるものである。そ

の様な手続きがないままに行われている。そうすると出てきた中

から課題を取り上げて行くという事にならざるを得ない。今後地

域づくりをしていくためには、地域で何をどのように実施するこ

とが重要な課題であるのか、そしてそこにはどのような課題があ

るのか、それを達成するためにはどのような事業を起こしそれを

行政一本で実施することと行政と住民が一体となって行うことな

どいろいろなやり方があろうかと思います。そして団体活動の中

で行われるもの、自治会活動の中で行われるものいろいろ分かれ

てくると思います。問題は実態調査が無いわけでありますので、

西仙北地区として今必要なものは何か、これから西仙北地区を安

心安全のまちづくりをしていくためにはどのような課題があるの

かなかなか出てきていない。課題というのは今佐藤委員からご意 
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見がありましたように一年や二年で変わるべきものではない訳で

す。やはり何年か経過しそれぞれの事業を起こし継続していくと

いうことになるのではないでしょうか。このようなことを今直ぐ

やろうとしても出来るものではないと思います。大仙市全体の問

題として今後その方向を見出すことが大事ではないでしょうか。

我々としても提案しても良いのではないでしょうか。と感じます。 

               ３つのグループから出されたことは若松委員から出された事の

内容のまとめ、事務局原案のまとめ、不肖私が出した課題と現状

のまとめと言うことになるようです。これを一つの形にまとめこ

の場で承認するということは時間の関係もあり困難であると思い

ます。そこで提案でありますがこれを会長、副会長、事務局にこ

の３案をまとめ、それを３月２７日市長に平成１９年度西仙北地

域の方針・事業計画案であることを説明したいと思います。まと

めたものをそれぞれの委員の方々に資料として前もってお配りす

る。そして訂正すべきは更に事務局に提出して貰う。と言うこと

で最終的にまとめたいと思いますが如何でしょうか。委員の方々

のご了解を頂ければその様な形で取りまとめたいと思います。 

 

○全員            異議無し 

 

○工藤会長          どうもありがとうございます。 

それで今日の会議の成すべき事は一段落したわけであります。委

員の皆様方には大変御難義おかけ致しました。地域課題あるいは

現状ということをお互いに話し合うことにより理解を深めること

ができたと共に、共通理解を得ることが多々あったと思います。

それぞれのテーマ、地域課題或いは現状といったものが自分自身

のところに落ち着いたような感じが致しております。 

 事務局でその他としてございましたらお願い致します。 

 

３その他 

○堀江地域考査員       決定事項ではありませんが、平成１９年度より地域版広報が予

算の関係で発行中止になるようであります。全市版に地域の情報

を小さくなると思いますが掲載されることになるようです。ただ

このことを地域枠予算でどうにかならないかという案は出ており

ますが未だ検討中のようです。協議が整い次第お知らせ致します。

 以上です。 

 

４閉会 

○工藤会長          それではまとめたものを各委員の方々に配布することは１回だ

けという事ではなく訂正されたものも提出し、複数の回数でまと

めて３月２７日を迎える事にしたいと思います。なお、佐藤委員 
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から提案されたものは私から出された課題の中に含まれますので

ご了解頂きたいと思います。 

大変長い時間にわたり慎重にご協議頂きありがとうございまし

た。お陰様でどうやらまとめることができた事を感謝申し上げ今

日の会を閉じます。 

大変どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員                  

 

 

会議録署名委員                  


