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第１回 西仙北地域協議会会議録

１．日 時 平成２１年４月２６日（日）

午前９時３０分～

２．場 所 西仙北総合支所３階第１会議室

３．欠 席 者 佐々木智子委員

４．会議内容

Ⅰ 開 会

○進藤地域振興課長 本日は、お忙しのところご出席いただきましてありがとうご

ざいます。

定刻になりましたので、ただいまから第１回西仙北地域協議

会をはじめさせていただきます。

会を始めます前に、山王丸副市長から委嘱状の交付がござい

ますので、恐れ入りますが、お名前を読み上げましたら、その

場でご起立願います。

【地域振興課長が委員名を読み上げ、副市長が委嘱状を交付す

る 】。

○進藤地域振興課長 続きまして、新しい年度が始まり、職員に異動がありました

ので、総合支所長から職員を紹介させていただきます。

○小松総合支所長 【名簿に従い職員を紹介】

○進藤地域振興課長 ここで、山王丸副市長が皆様にごあいさつ申し上げます。

○山王丸副市長 西仙北地域協議会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。

本日は公私ともご多忙にもかかわらず、ご出席を賜りまして

誠にありがとうございます。また、この度は、地域協議会委員

をお引き受けいただき、心から感謝申しあげます。

皆様ご案内のように合併により誕生した大仙市は、合併前の

協議の結果、地方自治法に定める地域自治区を選択し、各地域

に地域協議会を設置いたしました。

この地域自治区は、合併前の各地域の特性を活かしながら、

住民自治を活性化することによって、新市の均衡ある発展をめ

ざすための制度であります。そして、この地域自治区における

最も重要な機関が地域協議会であり、地域ごとに置かれた総合

支所とともに、地域の課題解決にあたることとしております。
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合併当時、地域自治区の枠組みにはいくつかの選択肢がありま

したが、大仙市では、由利本荘市や横手市で行われているよう

な区長や単なる審議会としての地域協議会を置かず、各地域が

自己の責任において自らの裁量で執行できる「地域枠予算」を

設けることにより、住民自らが地域の未来を考え、実行できる

仕組みを作りました。

これまでの４年間、８つの協議会におきましては、それぞれ

の地域の課題を自らの力で解決する仕組みづくりを進めていた

だくとともに、地域ごとに地域振興計画を作成するなど、委員

の皆様には活発な活動を展開していただいております。こうし

た取り組みの結果、協議会は、市民と行政との協働によるまち

づくりの『核』として、多くの市民から高い評価をいただいて

いるところであります。

平成二十一年度を迎え、委員の皆様の任期満了に伴い、協議

会は新たなスタートをきることとなりますが、引き続き、委員

をお引き受けいただいた皆様におかれましては、協議会のリー

ド役としてご尽力いただきたいと考えておりますし、このたび

新たに委員をお引き受けいただいた皆さまにおかれましては、

協議会の活動をより一層充実させていくため、積極的なご意見

・ご提案をいただきますようお願いいたします。

本年度の地域協議会関連予算におきましては、引き続き、各

地域協議会委員の皆様を対象とした全体研修を開催するほか、

先進地視察などの活動を支援する活性化事業に要する経費を措

置するとともに、地域の特色、独自性を活かしつつ地域課題に

対応するための地域枠予算を昨年度と同額計上しております。

この地域枠予算につきましては、市民のまちづくりへの参画

意識を高めていくため、制度を積極的に活用していただけるよ

う、一層ＰＲに努めてまいりたいと考えております。

これからの市政の運営にあたりましては これまでと同様 市、 「

政は市民のために」を基本理念とし、市民と行政が共通する目

的や目標を実現するため、それぞれの特性を活かしながら、一

体となった取り組みを進め、相乗効果を上げることができるよ

う、さらに踏み込んだ「市民との協働のまちづくり」に努めて

まいります。

また、常に市民の目線に立ち、現場に足を運び、市民と一緒

に汗をかくとともに、市民による市政評価やわかりやすい情報

提供などによって、行政情報を市民と共有する体制を構築し、

住民自らが主体的に活力ある地域づくりに参画できるよう、今

後とも努力していきたいと考えております。

委員の皆様におかれましては、これまで以上のご理解、ご協
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力を賜りますようお願い申し上げますとともに、本協議会が実

りあるものになることをご祈念申し上げまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。

○進藤地域振興課長 議事に入ります前に、今回は委員改選後はじめての協議会で

あります。再任の委員の皆様には大変申し訳ありませんが、再

確認という意味で、若干お時間をいただき、事務局より地域協

議会の概要についてご説明いたします。

○齋藤参事 【条例、運営規定、役割等について説明】

○進藤地域振興課長 ただいまの説明につきましてご質問ございませんか。

○若松謙三委員 今の説明で、地域協議会の役割の資料は総合支所で作ったの

か、それとも本庁の企画部の方からきたものですか。

○齋藤参事 本庁からきたものです。

○若松謙三委員 はい、わかりました。

○進藤地域振興課長 他にございませんか。

無ければ次第の５を終わらさせていただきます。

委員の皆様には大変恐れ入りますが、以下の議事につきまし

ては、委員の皆様にお願いすることといたしまして、副市長は

ここで退席させていただきたいと思いますので、ご了承下さる

ようお願いいたします 。。

それでは議事に移ります。

本日の地域協議会は、委員の２分の１以上が出席しておりま

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、本協議会は成立いたしますことをご報告申し上

げます。

それでは、次第６の議題１、会長及び副会長の選任について

の進行につきましては、支所長からお願いします。

○小松総合支所長 暫時の間、進行役を務めさせていただきます。

それでは、議題の１、会長及び副会長の選任についてであり

ます。

会議資料の１－１の２枚目をご覧いただきたいと思います。
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会長及び副会長につきましては、大仙市地域自治区の設置等

に関する条例第７条の規定により、委員の互選によって定める

こととなっております。その互選についてどのようにしたらよ

いかお諮りいたします。

ご意見ございませんか。

○若松謙三委員 推薦でお願いしたいと思います。

○小松総合支所長 ただいま推薦でと言うご意見がございましたがいかがでしょ

うか。

○若松謙三委員 前会長であります工藤委員にリーダーシップを発揮していた

だきたいと思いますがいかがでしょうか。

副会長は佐々木智子さんにお願いします。

○小松総合支所長 ただいま若松委員の方から会長に工藤委員、副会長に佐々木

智子委員をお願いしたいという意見がありましたが、この案で

いかがなものでしょうか。

○委員全員 異議なし。

○工藤淳志委員 ただいま推薦いただいたわけでありますが、私４年間ご協力

をいただいて会長を務めさせていただきました。

地域協議会を進めて行くには新しい方にお願いして進めてい

ったらと思います。また、私は今日、所用のため途中で失礼し

なければならないし、どうかひとつ別の方にお願いしたいと思

います。

○小松総合支所長 工藤委員の方から４年間やりましたので、新しい方にと言う

意見がありましたので、皆さんからもう少し、ご意見をいただ

きたいと思います。

（意見なし）

推薦と言うことで、先ほど皆さんから異議なしの声がありま

したので、ご引き受けいただければと思いますが、皆さんいか

がでしょうか。

○委員全員 異議なし。
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○小松総合支所長 地域協議会の会長は、工藤委員、副会長は佐々木智子委員と

決定しました。

それでは、会長に就任されました工藤会長にごあいさつをお

願いします。

○工藤会長 ただいま会長と言うことで、ご推挙いただいた訳であります

が、私４年１期務めましたので、できれば新しい方にお願いし

、 。て さらに充実発展の方向で進んでほしいと思っておりました

大変せんえつでございますが、皆さんからご協力を頂戴しなが

ら進めていきたいと思います。どうかひとつよろしくお願い申

し上げる所存であります。

大仙市は市長さんも１期４年を過ぎまして、次に入ったとこ

ろでありまして、 益々充実発展の方向を目指して積極的に振興

策を展開されて大変大事な時期だと思います。

そのような時期、市長に対して、 地域発展のため、さらに大

。仙市発展のためにがんばっていかなければならないと存じます

どうかひとつよろしく重ねてお願いいたします。

なお、先ほども申しましたが、所用で１１時前に退席しなけ

ればなりません。どうかその点をご了承下さるようお願いしま

す。その後は支所の方で進めていただきたいと思います。

○進藤地域振興課長 それでは、会長が決まりましたので、大仙市地域自治区設置

等に関する条例第９条第４項の規定により、会議の進行につき

ましては、工藤会長にお願いします。

○工藤会長 それでは、議題の２、会議録署名委員の指名を行います。会

議録署名委員は、西仙北地域協議会運営規定第７条第２項によ

り議長が指名することになっております。それでは指名をした

いと思います。事務局から指名お願いします。

○進藤地域振興課長 会議録署名委員には、阿部一雄委員と五十嵐五郎委員にお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○工藤会長 ただいま事務局の方から阿部一雄委員と五十嵐五郎委員にお

願いすると言うことですので、よろしくお願いします。

それでは、これより議題に入らせていただきます。

議題の３、平成２１年度地域枠予算について議題といたしま

す。事務局よりご説明お願いします。

○齋藤参事 【会議資料１－４平成２１年度地域枠予算執行計画を説明】
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○工藤会長 ただいまの説明は、平成２０年度第７回西仙北地域協議会に

おいて、平成２１年度地域枠予算案が承認されておりますが、

新地域協議会委員の皆さんから、この計画で進めることでよろ

しいでしょうか、お伺いします。いかがでしょうか。

○伊藤智子委員 前年度に質問しておけばよかったんですが、平成２０年度で

実施されました、放課後児童健全育成事業は、学童に対して四

季折々の日常の保育だけでなく、長期休みとか、季節毎の行事

を親が迎えに来るまでの間、いろいろな行事を行った事業が、

平成２１年には入っていないことが気になっておりまして、親

御さんにお聞きしましたところ、お願いしているんですがと言

。 、うことでした 正式な申込みをしていないのかもしれませんが

なにかボランティア活動に対する地域枠予算の使い方があった

らお伺いしたいのですが。

○進藤地域振興課長 その件につきましては、平成２１年度地域枠予算執行計画で

説明した地域づくり活動事業に該当するものと思われます。

まだ、要望はきておりませんが、これから各種団体等から要

望を受けまして、地域協議会の皆さんで内容等を協議していた

。だく流れで進みたいと思いますのでよろしくお願いいたします

○伊藤智子委員 改めて申込みをすれば取り上げていただける可能性があると

言うことですね。

○進藤地域振興課長 はい。そのようにさせていただきたいと思います。

○若松謙三委員 今の説明は、地域枠予算５００万円の大枠だけを決めたもの

で、内容については、毎年のことですが、その都度新しい事業

が出てきたりして、この全体の中から使っていくと言うことで

すね。

伊藤委員は昨年の事業が今年は、のっていないと言うことで

質問されたんですよね。

○工藤会長 申請して、この場で協議し、事業を決めていくことになりま

す。

○阿部一雄委員 地域づくり事業に関わって、地域枠予算から援助するんだと

いうことを、西仙北地域住民に周知する手だてを去年は考えて

いたような気がする。私たちの団体はこのような活動を展開し
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ているので支援してほしい。というような団体があるので地域

住民に周知が必要ではないかと思います。

その辺はどうなっているのでしょうか。

○進藤地域振興課長 昨年もそうでしたが、５月の２０日過ぎに刈和野、土川、大

沢郷、強首の各部落会長さんからお集まりいただいて、会議を

開いております。その時にも自治会支援等についても説明して

いるわけであります。

それだけでは物足りないと思いますので、広報等を通じて周

知したいと思っておりますので、よろしくお願いします。

○工藤会長 他にありませんか。

○伊藤智子委員 平成２１年度地域枠予算計画の中の三世代交流事業で、時代

にあった良い内容だと思いました。細かいことですが、事業の

内容の中でグラウンドゴルフ場を会場として第１回のグラウン

ドゴルフ大会を開催したいというわけですが、住民の中にはグ

ラウンドゴルフをなさらない方やお年寄りや子ども達もおりま

して、子供会同士でグラウンドゴルフをやることもあるんです

、 、が 一年を通してペタンク大会等も体協で行っておりますので

特にグラウンドゴルフ大会と表さない方がいいのではないか。

縄ないとか手遊びだとかいろいろな事業を三世代で交流を展開

してほしいと思います。体を動かしながら笑いながら、だけど

も、何かひとつにこだわるということの無いような組織で進め

られたらいかがでしょうか。

○工藤会長 特定のスポーツでなく、できるだけ多くの人に参加していた

だけるよう、いろいろな内容を豊かにできるような大会にした

方が良いという意見ですね。

○小松総合支所長 三世代交流事業は一番始めにグラウンドゴルフ大会を開催し

ましょうということで計画いたしました。それ以外にも色々三

世代交流のやり方はあると思いますので、そちらの方へも力を

入れていければと考えております。

○工藤会長 他にありませんですか。

できるだけ委員の皆さんご発言いただければと思います。

○菅原委員 初日でもありますし、この地域枠予算を新しい委員の方々も

おられますし、次の会あたりで色々意見を出したら良いのでは
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ないでしょうか。

○工藤会長 それでは、色々ご意見もおありのことだと思いますが、平成

２１年度地域枠予算執行計画を承認することでよろしいでしょ

うか。

○委員全員 異議なし。

○工藤会長 全員の方が賛成したということで、承認いただいたと決定い

たしたいと思います。

この内容につきまして、次回にまたご質問、ご意見ありまし

たら、ひとつよろしくお願いいたします。

続きまして、その他について事務局から何かありましたらお

願いします。

○齋藤参事 次回の日程について、話し合っていただきたいと思います。

○工藤会長 ２回目の地域協議会をいつ頃開催したらよいか。今日は日曜

日開催ということですが、曜日も含めて、皆さんからご意見を

いただきたいと思います。

事務局としましては、来月開きたいということですか。

○齋藤参事 農繁期もありますし、６月中旬を予定しております。

○工藤会長 ６月中旬ということですが、曜日も決めてほしい 、。

○小笠原浩之委員 曜日ですが、平日の日中ですとなかなか仕事の関係で出れな

い人もいると思いますので、土曜日か日曜日にしていただけれ

ば出席率も良くなるのではないかと思います。

○若松謙三委員 ６月の中旬と言うことですが、例年の開催を見ますと、事業

計画を立てるのに遅いような気がしますが。

できれば５月中に開催して、今年度の執行計画を具体的にた

てる会議になるでしょうから、６月中旬では遅すぎるのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

○工藤会長 事務局では、農繁期田植えの時期は避けたということでしょ

う。
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○齋藤参事 先ほど課長からもありましたが、地域づくり事業として各集

落会長に説明もありますので、その後にしたいと考えておりま

した。

○工藤会長 だいたい、いつ頃開かれる予定をしておりますか。

○齋藤参事 ５月の下旬を予定しております。

○工藤会長 それで、６月中旬を予定していると言うことですね。

６月の中旬と言うことは１３日の土曜日か１４日の日曜日か

と言うことですが、いかがでしょうか。

予定としましては６月１３日土曜日ということにしますか。

午前がいいですか、午後がいいですか。

事務局の方の都合もあると思いますが。

○小松総合支所長 午前中にしたいと思いますが。

○工藤会長 今日のような時間帯ですね。９時３０分ですね。

それでは、そのほか何かありませんか。

○若松謙三委員 小松総合政策課長にお伺いします。自治会に毎年補助金と申

しますか、活動費を本庁の方から出ていますよね。

西仙北地域の地域自治区に入る分を地域協議会の方へ回して

もらえないかということです。

つまり、今日の資料にもありますが、地域協議会の下に下部

組織としてコミュニティ会議があります。ここのコミュニティ

会議にほとんどの自治会が加入し組織しておりますので、その

自治会に本庁の方から補助金がきているわけです。

地域協議会の役割、地域自治区の自主的な活動の趣旨から言

うと、当然本庁の方から交付されるのではなくて、地域協議会

の意見もある程度尊重されてくるのではないかと思います。そ

このところを今後検討してもらいたいと思います。

○小松総合政策課長 私も４月から新しくここに来まして、深く認識しておらない

わけですが、今のご質問の趣旨は、各自治会に直接、たとえば

集落会館の補助金だとか、直に補助金として出ているものが現

実としてあるということで、今日皆様にお示しした地域協議会

の役割、新たな仕組みを作ろうとしているわけでありますけれ

ども、このルールが確立された暁には、直に行っている補助金
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を地域協議会の場所でも、審議できるようにしたらいいのでは

ないかというご意見の趣旨だと認識しております。

これにつきましては、他の地域協議会との兼ね合いも当然出

て参りますので、予算枠の大きい大曲地域協議会には、現実的

に出張所単位でコミュニティ会議を立ち上げようとしておりま

すが、これがまだ、組織だっておりません。

従って、これがその、軌道に乗るのかという部分、旧町村の

各コミュニティは連合会組織をきっちりされておりまして、旧

大曲がその部分がかけていたということで、各花館地区だとか

内小友地区だとか角間川地区だとかコミュニティ会議を西仙さ

んのコミュニテイ会議と同じレベルにしようということでこの

スキルが出来上がったということであります。この辺まだ、柔

らかい部分があります。どのようになってゆくのか不透明な部

分がありまして、その辺を見極めてからでないと正式なお答え

ができないと言うことで、冒頭に申し上げましたとおり、各地

域間の平準化も図らなければならないという部分も当然出て参

りますので、ここで、これでよろしいとはいいかねますので、

本庁の方へ持ち帰らせていただいて、次の地域協議会の場所に

はある程度のお答えをお持ちしたいと思いますので、それまで

時間をいただければと思います。

○若松謙三委員 地域協議会の役割とイメージを見て、地域協議会の委員とし

て４年間活動してきたのと比べてみると、ちょっとイメージが

違うような気がするんです。

本庁の企画部の方で地域協議会の役割、イメージとしてこれ

を作成するのはいいのですが、やっぱり、各地域協議会独自の

計画、考え方というのがあるわけですから、そうゆうものも尊

重してもらいたいと言うことです。

地域協議会が共同の町づくりの橋渡しとなって、色々やって

いるわけですが、一緒になってやっているのが地域協議会の中

の自治体いわば町内会の組織だわけです。その町内会の補助金

がそうゆうことであれば、やはり、地域協議会でも協議される

べきでないのかと思います。

○小松総合政策課長 委員からの質問の趣旨はわかります。私が部長からお話を伺

ったときには、旧大曲の組織体が各地域毎のしっかりした組織

ができていなくて、組織率も悪いということで、旧西仙北さん

だとか、南外さんだとか、中仙さんだとか、しっかりしたすみ

ずみまで自治会組織ができていて、連合会組織がちゃんとあり

ますよ、という地区と乖離する部分がありますので、レベルあ
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わせをしようという概念でありまして、委員がおっしゃるよう

に、この図と説明しました地域協議会の役割というのはちょっ

とずれがあるのではないかと思います。

この辺を、理屈付けができた段階で、その地域協議会の役割

と金も含めたことで各地域ごとのコミュニティ会議というもの

が、表のような形でやるんだよと、正式に決まるのであれば、

市からの直接のコミュニティの方の自治会への補助金がいくと

いうルールは、無くなる訳では無いと思いますけれども、一旦

チャラにして考えて、地域協議会という組織の中に挟むという

ような概念が出てくるのではないかと考えておりますので、そ

の辺を、ここで私がすぐ決定とはできかねますので、返答の時

間をいただければと思います。

○若松謙三委員 ついでにもう一つお願いします。

前回の最終回の時にも、言いましたけれども、地域枠予算が

大曲地区は我々の倍の１，０００万円です。進捗率が一昨年度

、 。は１０何％だったし 昨年度は４０％ぐらいしか使っていない

ということなので地域枠予算を一地区５００万円と区切らない

、 、 、 、で 例えば 私たちみたいに 有効な活動をしている団体には

枠をはみ出して多く付けてもいいのではないかと思います。

全体の予算が４，５００万円であれば、活動内容に比例して

。一律５００万円という枠にこだわらなくてもいいのではないか

これを前回も申しましたけれども、是非検討していただきたい

と思います。それらを含めた自治会活動補助というものを考え

てもらいたいということですので、どうか、今後検討してもら

いたいと思います。

○小松総合政策課長 承知いたしました。

○鎌田委員 若松さんのご意見に対して、直接、町内会の予算や行事に携

わっている者として、確認をさせてもらいたいと思います。

今の若松さんの趣旨から言うと、町内会に交付されていた金

額というものを、４，５００万円の中に入れてしまうという趣

旨で、直接町内会の方へはいかないのかなと感じたんですが、

その辺を確認したいのがひとつ。

それから今、行事と予算ということになりますと、予算の割

り当ての中では５００万円の金額を、予算に応じての行事を企

画し、新たに必要とするものは足してきた。このような内容に

聞いたんですが、実績があればどんどん予算をもらえるという

風な雰囲気なのか、そこら辺も大仙市全体としての行事として
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盛り上げていくための予算なのか、考えさせれられるのではな

いかと思います。

ひとつは金の問題で確認したいこと。若松さんの意見は町内

会の補助金はやめてしまえという趣旨なのか確認をしたいと思

います。

○若松謙三委員 私の意見が舌足らずで、そういう意味ではありません。

自治会の方へ補助金を配付するにも、裁量の仕方については

ある程度、地域協議会に権限を与えてもいいのではないか。簡

単に言うとそういうことなので、自治会の補助金を廃止すれと

いう意味ではないです。

○鎌田委員 ということは、今現在の５００万円の予算以上に直接自治会

の方にきていた金額もこの中に含めるということですか。

○若松謙三委員 ５００万円の予算とは別なわけですので、含めるという意味

ではありません。５００万円はあくまでも地域協議会での事業

を行うということですので、自治会の補助金とは別で、５００

間年の中から払えと言うことではないです。

、 。○鎌田委員 協議会の権限の中に 配分の内容も入れろということですか

○阿部委員 若松委員が市当局に質問しているのは、権限を与えてはどう

かということなので、鎌田委員が話していることは、もっと先

のことなので、ここで話し合うことではないと思います。

○鎌田委員 今の補助金は、自治会活動に効果があるのかというと、私た

ち自治会としては、大変仕事がやりやすくて助かっている。感

謝しております。これをいじられて予算が立てられなくなった

り、思うような事業が計画できなかったりして、やりづらくな

るのではないかと思っての意見でした。

○工藤会長 自治会への補助金とは全然次元の違う問題ですので、補助金

は例年と変わりはないということです。

その他にございませんか。

無ければこれで終わることにしたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○委員全員 はい。
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○工藤会長 それでは、第１回目の地域協議会を閉じることにします。

ありがとうございました。

以上。

会議録署名委員

会議録署名委員


