
平成２２年４月２８日（水）
午後６時～

２．場　　所 西仙北総合支所３階第１会議室

３．欠 席 者 なし

４．会議内容 ①市への提言事項の説明
②市長からの簡単なコメント
③平成２１年度地域枠事業の報告

開会
○進藤地域振興課長 　本日は、お忙しいなか、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、平成２２年度第１回西仙北地域協議会を開催いた
　します。
　はじめに、工藤会長より挨拶をお願いします。

○工藤会長 　今日は第１回目の地域協議会を開催いたしましたところ、お忙しいところ
お疲れのところありがとうございました。
　市長さんもおいでになる予定でしたが、都合が悪く、市からは小松企画部長
さんがご出席になっております。
今日の協議の一つは乗り合いタクシーの市への提言、平成２１年度の事業報告
平成２２年度の地域枠予算の計画案について協議いただきたく、今日の会議を
開催した次第であります。
　よろしくご協議いただきたいと思います。

○進藤地域振興課長 　ありがとうございました。
　続きまして、小松企画部長がごあいさつを申し上げます。

○小松企画部長 　本日、市長が出席し皆様と親しくお話する予定でしたが、風邪のため
欠席となりましたことを深くお詫び申し上げます。
　私が代理で出席いたしましたので、よろしくお願いいたします。
　本日は、年度はじめのお忙しのなか、ご出席いただきまして、誠にありが
とうございます。
　当協議会において、一言ごあいさつさせていただきたいと思います。
　今年の春は天候不順のため、農作業もかなり遅れている状況であります。
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これからの状況が心配されるところであります。
　さて、大仙市では合併後のきめ細かな自治が行えるよう、８つの地域の
地域自治区に地域協議会を設けながら５年が経過しました。
　先日、３月２２日市の誕生５周年記念を開催いたしました。多くの方に
ご出席いただきました。
　地域協議会は、住民が地域の課題について話し合い、住民自らがそれぞれ
行動する機会をつくっていただいて市民の目線から施策を提案していただく
地域自治区のおける最も重要な機関と思っております。また、これは大仙市
の大きな特長と思っております。
市長が日頃言っております「市政は市民のために」を基本理念のもとに、
市役所も市民とともに汗をかきながら、まちづくりに取り組み、中央分権
時代にふさわしい市民と協働のまちづくりに努力していきたいと思って
おります。
　本年度の地域協議会の予算でありますが、引き続き各地域協議会全体会
を夏あたりに予定しております。
　また、地域枠予算について、今年度５００万円増額し、大曲地域を除き
人口規模に応じ配分するもので、西仙北地域には５,９１４千円の予算措置
をしております。地域枠予算を有効に活用していただきたいと思います。
　提言の検討にあたって一つのテーマを設定することははじめての試みであり
大変ご難儀おかけしております。今後も山積する様々な課題につきまして
地域協議会の皆様とともに議論を重ねながら、市民の皆様がいきいきと活躍
できる地域と愛着の持てる安心して住めるまちづくりを進めてまいりたいと
考えております。
　委員の皆様におかれましては、これまで以上にご難儀をおかけしますが、
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げる次第であります。

○進藤地域振興課長 　続きまして、新年度が始まり、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 　会議の進行につきましては、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、工藤会長にお願いします。

○工藤会長 　それでは会議をはじめます。
　会議をはじめます前に、３月２７日付けで小松睦子委員より辞職願いが出て
おりますので、ご報告いたします。
　会議については、全員の出席を得ております。
　今回の議事録署名委員は、菅原長左衛門委員、若松昭広委員の２名にお願い
いたします。
　続きまして、市への提言事項について説明をお願いします。



○進藤地域振興課長 【市への提言事項の説明】

○工藤会長 　それでは、お手元にあります市への提言事項を読み上げます。
【会長提言事項の朗読】
　（会長、市への提言を小松部長に渡す）

○進藤地域振興課長 　提言に対するコメントを企画部長からお願いします。

○小松企画部長 　地域公共交通の計画は、非常に大きな問題だと思っております。
今、現在大仙市が２２年度までの計画となっておりますが、このあとの２３
年度から５ケ年間の新たな地域公共交通の計画をどうするか、２２年度中に
まとめるというプログラムをたて、その中で皆様からご提言を戴きながら新
しい企画を作ってまいりたいと思っております。
　この計画を作るにあたっては、大仙市、地域公共交通協議会、さらには公
共対策チームというものをつくりまして、各総合支所の皆様のも参加いただ
き、いろいろな角度で検討していただきなｇら、地域にあった公共交通、将
来においても皆様が安心して暮らせる地域のために、どのようにして行くか
総合政策課の高山が中心となって、皆様からいろいろ御」意見を聞きながら
新たな計画づくりを進めて参ります。
　この提言については検討し、回答については若干の時間をいただきたくよ
ろしくお願いいたします。

○工藤会長 　平成２１年度の地域事業報告について、事務局から説明お願いします。

○事務局 【事務局報告】

○工藤会長 　ただ今の説明について、何かご質問ありませんか。

○阿部委員 　文章の表現をみると、事業概要、事業効果について終了しているのに
具体的な表現がなく、おざなり的でおかしい、きちんとしたものを出して
ほしい。

○工藤会長 書き直してだしてほしい。
先人の業績・伝記等の編集事業についても８名に訂正していただきたい。

○事務局 次回の地域協議会に、訂正した事業報告書を提出いたします。

○若松（謙）委員 事業の効果をやさしく、詳しく丁寧に出してほしい。
今の執行報告を見ると、新規事業に３分の２を使っており、地域協議会と
しては、評価したい。本年度も新しい事業をどんどん展開してほしい。



○阿部委員 大変貴重な予算なので、地域協議会で審議しながら行くことが大事である。
プレゼンの実施報告もこの場にきて報告することもあるべきではないか。
また、すこやかサポートのなかの部分的なところの支援していることを
しっかり説明すべきでないか。

○工藤会長 他にありませんか。
次ぎに、平成２２年度の地域枠予算案の説明をお願いします。

○事務局 【事務局説明】
訂正２個所お願いした。

○進藤地域振興課長 地域づくり活動事業について説明させていただきます。
現在、申請には１件もございませんが、継続事業５件、新規事業５件が予定
されております。
地域枠事業の報告については６月号地域版に掲載したいと思っておりますし、
地域枠予算の活用について、市民の皆様に呼びかけたいと思っております。
先人の編集については、ある程度目処がたってから今年度の発刊について検
討する。今のところ１２名を予定しております。

○工藤会長 今の説明についてご質問ありませんか。

○小木田委員 ２２年の地域枠予算の考え方についてすが、誤ったゴミについては、それな
りの成果と理解しておりますが、他地区ではどのようになっているか、対応
が全市的な課題になっているのではないものか。そうした場合、全体でもっ
と理解できるような方法を全体で検討し対応すべきでないか。全市的に市民
に周知すべきでないか。
新規・継続は、それなりに成果はあるようですが、今年は幸い９１４千円の
増額となっているわけで、継続されていく事業で何年も継続されれば、この
予算が新規にあてる部分がずっと縮小されてしまうのではないか。既得権的
な方向になっていくような気がします。継続についても３年に一度は事業効
果を評価して新たな検討をしていくべきではないか。
内輪の取り決めをしていくべきではないか。

○進藤地域振興課長 ゴミカレンダーについては、全市的に冊子の配布をしております。今出して
いるものは１枚ものを非常に見やすいということで、前からの要望で作製し
ております。ほかの地区では、協和が作製しております。
継続事業について、新規事業に影響あると思いますので３年ごとに評価をか
けることは必要ではないかとおもっております。この点についても事務局で
も気づかない点もございますので、項目毎に皆様からご意見を賜りたいと思

います。それを参考にして進めて参りたいと思います。



新規についてもなかなか出てこないのが現状で、行政からのおしつけは長続

きしませんので、できれば皆様から、地域から上がってきていただければい

いと思っております。６月１日号の広報に呼びかけて参りたいと思っており
ますので、いろいろな団体か自治会長、地域協議会からも呼びかけて頂けれ
ばと思っております。

○工藤会長 継続事業が多くなってくると、既得権が出て、新規にまわる予算が少なくな
る恐れが出てくる。課題として３年に１回は、継続事業については委員の皆
様と検討し話し合いをしていくべきとの意見と思いますが、いかがでしょう
か。

○阿部委員 ちゃんとやるべき。

○工藤会長 地域協議会ができた当時は、毎年新しいものもの考え方があったが、最初に
段々継続して、例えば、文化財の保護というような趣旨の事業があって、
助成金をもらっていたが、助成金が少なくなってなんとかできないかとの
お願いがあったような気がしています。（特殊な例もありますが）
本来は住民自身がやるべきことを、まるっきりこの予算を継続する形で、
既得権という形で使われていることを予算の趣旨からしても、もう１回検
討すべきでないかと思う。
これも一つの今後の地域協議会を運営して行くうえでの課題として、事務局
でも押さえておいてほしい。
この件について、ご意見はありますか。

○鎌田委員 説明の確認ですが、申請すれば、この事業を考えてもらえると聞いたのです
が、事業を興す団体がとりあげて皆のためになるからと、すべての団体がみ
とめてもらうことになると、限られた予算に対して配分が大変になるように
思うし、市として考えるか、私たちの託された団体の中で方針は別として補
助金助成するものに対して明らかにする。
自分たちの力で頑張っている団体はもう少し、これを利用すれば応援可能で
はないか。各種団体が何らかの提案があれば、認めてもらえるような方向性
があればと希望を申し上げました。
文化財の調査で標識を調べて歩いていた人がいた。「愛宕町お城が病院の入
口であると行ったら見あたらない。」といっていたが、その後何もされてい
ない。
文化財の標識についても予算化が必要ではないかと思います。
これらも予算の中に入れてもらえればと思います。

○若松（謙）委員 当初、地域協議会では地域枠予算を、今年度の予算計画を地域協議会の方か
ら意見なりを言って事務局でまとめるという風な形で、地域協議会が主体で
あったと思うが、地域づくり活動事業が２～３年前に出てきて、それから事
務局主動できて、今回の事務局でたたき台がでてきたのではないかと思うが



これからは、予算のことも、まず、地域協議会でもんでもらい、地域協議会
で方向付けをして会を運営していきたい。

○工藤会長 地域協議会も白紙の状態から協議会を進めていく場合、素案があった方がい
いと思うし、たたき台がないといけないし、その立場からこのように出てき
ているので、委員の皆様から積極的に案に対してのご意見、ご質問を出して
いただければ、それをもとにして、今年度の正式な計画をしていく。

○阿部委員 委員の３班編制があるわけですから、地域振興計画をたてた訳ですから、あ
の計画をそのものをいかさないといけないと思うので、その整合性もなけれ
ばならないし、計画の方向性をそれを踏まえながらやってほしい。

○工藤会長 ３班の案の検討することにしますか。

○阿部委員 ３年前ぐらいに班ごとの振興計画をつくってあるので、そのなかに、鎌田委
員が言われた文化財標柱についても書いてあるので、それを更新するかを踏
まえながら協議していけば、よりよい方向性が出てくるのではないかと思う

○工藤会長 標柱の調査については、どちらの課か。

○佐々木分室長 文化財保護課だと思います。分室では聞いていない。
鎌田委員が言われたご本陣跡の標柱については、倒れてから２～３年になり
ます。それは、腐って倒れたもので、７～１０万円前後かかると言われた。
予算の出どこはなく、今回文化財保護課に予算があるとのことで、今回近々
建てることになっております。ほかについては、わかりません。

○工藤会長 地域づくり活動事業について、団体から計画が出ているものですか。

○進藤地域振興課長 地域づくり活動事業につきましては、予定されている団体に事業をやるので
あれば、早く出してほしいと話しておりますが、まだ、出ておりません。
６月には委員の皆様からご協議いただけるものと思いますので、よろしくお
願いいたします。

○工藤会長 平成２２年度事業の継続事業は、継続していくことで原案どおり進めて行く
ことで、よろしいでしょうか。

○若松（謙）委員 出されたものはしかたないが、地域協議会を運営していくうえで、もっとも
っと地域協議会の力を借りてください。委員を活用してください。

○進藤地域振興課長 はい、わかりました。よろしくお願いいたします。



○若松（謙）委員 平成２２年度事業は４月１日からはじまっていることでしょうから、もっと
早くやってほしい。事務局では地域協議会が年６回となっているかもしれな
いが、委員の話し合う機会を多くしてもらいたい。

○工藤会長 それでは、平成２２年度予算案について承認することといたします。
事務局から、大仙市地域情報通信基盤整備事業についての説明がありますの
で、お願いします。

○進藤地域振興課長 【説明】

○工藤会長 ただ今の件について、質問ありませんか。
なければ、その他でありませんか。

○若松（謙）委員 企画部長さんにおいでいただいておりますので、地域協議会が順調に進んで
いるようでありますが、
今回地域枠予算の按分に仕方を人口割でやったとのことですが、なぜ人口割
で予算按分したのか知りたい。

○小松企画部長 ５００万円増になったことは、前々から市長が地域協議会に出向いた際に、
少しは足したいという話をしておりました。財政面では非常に厳しい状況に
あり、前年度並みにと難色を示しましたが、突発性なお話でしたので、さて
どうするかということになり、５００万円には手をつけずに、その除いた分
の増えた分をどうするかということから、大曲を除き、やはり人口割が一番
いいのではないかとなった訳です。

○若松（謙）委員 参考のために、地域協議会の充実のためには、多く予算をいただければと思
うし、平等割でなくても多くやっているところ、頑張っているところには、
多く出してもいいのではないか。それなりのところには、それなりにとも考
え方としてあるのではないか。
地域交通の確保は、２２年度では現状維持で、２３年以降検討することであ
あるが、どこまで考えているか。

○小松企画部長 地域交通は非常にむずかしいと思っております。バスはどんどんなくなって
行く、大体の買い物、医者行く程度のものは地域ごとに確保するということ
の基本にやっています。
これから先、基本的な考え方として旧市町村で店があって、医者があって、
これを核としてひとつの地域公共交通をつくっていくことは、かわらないと
思っております。
それをすべて利便性を考えて、なんでもかんでも通せば、最終的にはもっと
暮らしにくくなると思う。
ですから、現在ある旧市町村がもっている中心部に一つの核とした地域公共
交通の基本理念はかわらない。



ただ一方では、旧市町村間を結ぶバスの廃止といった方向向けもでてきてい
る。県の補助がなくなれば、バスは撤退となっている。
現実として旧市町村間を結ぶ公共バスも廃止とすることになっている。
そういう時にどういう形の公共交通をつくっていくか、正直、今検討してい
る状況でどういう方向付けか、まだ見えていないのが現状である。
今乗り合いタクシーの制度をやっております。これもある程度で限界がくる。
今、日中動かないのに対応して乗り合いタクシーを事業所の協力を得ながら
やっておりますが、それを全市に広げるだけのタクシー業者の力もなく、有
償ボランティア、ここをどう捉えるか、次の計画で位置づけられるか、これ
からです。

○若松（謙）委員 　西仙北の交通の確保のことを考えても近い将来、地域協議会が運営してい
かないとやっていけないのではないか。行政側も予算が底をつくと思うし、
そういう方向になっていくのではないかと思う。

○工藤会長 　今日のこの会議は午後６時からということでやりましたが、これからの会
議の持ち方についていかがでしょうか。いろいろご都合があるかと思います
が、今日の時間帯と土曜日ということの２つの線で、会議を行うようにして
行きたい。
　また、我々地域協議会委員を使ってほしい、基本的には委員から意見を出
してもらって、それを基にして築き上げてほしい、基本的な姿勢としては、
このような運営の仕方でお願いします。

○若松（謙）委員 　この会議は堅苦しいので、委員も意見をどんどん出してほしい。

○工藤会長 　会議の持って行き方もあるが、委員の皆様の発言をどんどん出してほしい。
　今日の会議はこれで終了いたします。

会議録署名委員 菅　原　長左衛門

会議録署名委員 若　松　昭　広


