
１．日　　　時　　　　平成２３年６月２８日（火）　　　午後６時～

２．場　　　所　　　　西仙北支所　　３階　第１～３会議室

３．欠 席 者　　　　大友金己知 　　　　　　　　

４．会議内容　　　（１）会議録署名委員の指名について

　　　　（２）平成２３年度地域枠予算の要望について

（継続事業）

　　　　　　①地域環境美化事業

　　　　　　②亀田街道まつり事業（平成２年６月１２日市指定文化財史跡）

　　　　　　③すこやかサポートにしせん

（新規事業）

　　　　　　④強首中区自治会館へのバリアフリー・スロープ設置事業

　　　　　　⑤双葉小学校思い出づくり事業

　　　　　　⑥大沢郷小学校閉校記念事業

　　　　　　⑦刈和野小学校地域ふれあい事業

　　　　　　⑧土川小学校思い出作り事業

　　　　　　⑨西仙北東中学校地域づくり事業

　　　　　　⑩西仙北西中学校閉校思い出づくり事業

５．その他

　　　　　　西仙北地域スポーツ施設及び関連施設指定管理について

　　　　　　閉校に伴う小中学校の空校舎の利活用について

６．閉会

７・昨年度からの懸案事項の検討

開会

○伊藤市民サービス課長 　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、ただいまから第２回西仙北地域協議会を開催いたします。

　会議をはじめます前に、佐々木孝太郎委員が強首地域集落会長会の代表を辞職され

たため、その後任の小山田吉伸氏に支所長から委嘱状の交付がございますので、恐れ

入りますが、その場でご起立願います。

　支所長より委嘱状の交付をお願いいたします。

　これを持ちまして、委嘱状の交付を終わります。

　それでは、会長よりご挨拶をお願いします。

○工藤会長あいさつ 　本日は第２回地域協議会を開催いたしましたところ、お忙しいところご出席いただきま
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してありがとうございました。

　本日は「地域枠予算の要望について」継続事業３件、新規事業７件の協議をお願いし

ます。また、今年３月の分科会による懸案事項についてご検討いただき、平成２３年度か

ら平成２７年度までの西仙北地域振興計画の原案を作成したいと思いますので、よろし

くお願いします。

○伊藤市民ｻｰﾋﾞｽ課長 　ありがとうございました。

　この後の進行については「大仙市地域自治区の設置等に関する条例」第８条第４項の

規定により、会長が議長を務めることになっておりますので、よろしくお願いします。

○工藤会長 　それでは、会議を始めます。

　今日の出席委員は17名中１６名で、２分の１以上出席されておりますので、会議は成

立していることをご報告いたします。

　会議録署名委員には、伊藤智子委員、小笠原慶子委員にお願いいたします。

　続きまして、議題の（２）に移ります。

　「平成２３年度地域枠予算の要望について」事務局から説明願います。

○事務局説明 （２）お手元の「平成２３年度地域枠予算事業申請説明書」①地域環境美化事業につい

てご説明いたします。

○工藤会長 ただ今の説明について、何かご意見、ご質問はありませんか。

○若松委員 　事務局説明の地域の要望を含めた対応とはどういうことでしょうか。

○事務局 　昨年は一律にしておりましたが、今の時期ですと花苗は、間に合わないようですので

若干内容をかえたいと思っております。

○若松委員 　事務局は市民サービス課でなく、自治団体にやってもらうことはできないものか。

○小山田委員 　例年環境事業はいいことですが、水と緑の環境事業で花を植えて美化に努めている

ところですが、この内容を見ますとプランター１５個とありますが、１５個あっても強首地域

ではありがた迷惑だと思っておりますので、見直してほしい。他の地域はどうかわかりま

せんが。

○工藤会長 　継続してほしい地域もあると思う。

○俵谷委員 　一律の要望をきいて無理してやる必要もないでしょうから、必要とするところにやるべ

きと思う。

○工藤会長 　事業を進めるには、各地域に聞いて要望を取ってから進んでほしい。

○事務局 　各地域から要望を聞いて進めます。

○工藤会長 　各地域に聞いて対応し、そのうえで事業を継続とするとのことですが、皆さんの意見

を伺います。

○阿部委員 　要望を踏まえたうえでやることは、いいことだと思う。



○若松委員 　行政側の押しつけだと思っておりましたので、申請団体を自治会にしてほしい。

○小山田委員 　要望を取ってからやるということですが、全部の地域に聞いたのでしょうか。

各集落に要望を聞いてから、予算を有効に活用していただきたい。

○事務局 　今年度は、各地域からの要望を聞いてから進めます。

○工藤会長 　①の地域環境美化事業については、事業採択といたします。

　次に、亀田街道まつり事業について、事務局から説明願います。

○事務局説明 　②の亀田街道まつり事業について説明

○工藤会長 　ただ今の説明についてご質問、意見ございませんか。

○五十嵐委員 　賄材料費３３,０００円は、材料費でいいのではないか。

○事務局 　子どもたちのイベントに使用する材料費については、食糧費とすることはできませ

ん。消耗品費にもなりませんので、行政では賄材料費としております。

○俵谷委員 　字句の訂正して、異議ありません。

○工藤会長 　②の亀田街道まつり事業については、事業採択といたします。

　次に、③のすこやかサポートにしせんについて、事務局から説明願います。

○事務局説明 ③「すこやかサポートにしせん事業」についてご説明いたします。

○工藤会長 ただ今の説明について、何かご意見、ご質問はありませんか。

○後藤委員 　学童保育の関係の仕事でしょうか。全庁を対象としているのでしょうか。

○事務局 　学童保育とは別事業です。全地域対象としております。

○若松委員 　事業費の内訳について、昨年は詳しく説明されてましたが、消耗品費いく

らとか賄材料費はいくらとか伺いたいです。

○事務局説明 　事業内訳の説明ですが、消耗品費６８,５８６円、賄材料費８６,５９７円

使用料１０,０００円、合計１６５,１８３円となります。

○工藤会長 （意見がなければ）

③「すこやかサポートにしせん事業」については、申請のとおり事業採択いたします。

　次に④「強首中区自治会館へのバリアフリー・スロープ設置事業」について説明願い

ます。

○事務局説明 ④「強首中区自治会館へのバリアフリー・スロープ設置事業」について説明いたします。



○工藤会長 ただ今の説明について、何かご意見、ご質問はありませんか。

○後藤委員 　地域枠事業は補助率はないのか。

○今野支所長 　地域枠の補助金は5/6となりますが、今の場合はⅡ型ですので、全額出ます。

○後藤委員 　３０万円の事業であれば、補助金よりもこちらでやった方が得になりますね。

○俵谷委員 　原材料費への助成ですから、部落でも支出がありますから満額ではないと思います。

○工藤会長 　④の「強首中区自治会館へのバリアフリー・スロープ設置事業」については事業採択

といたします。

　次に、⑤～⑩までを一括して説明願います。

○事務局説明 　①～⑩について説明

○後藤委員 　土川小学校で市から補助金４５～４６万円がでる。これは各学校共通している問題な

ので、何か基準を設けて、中身はそれぞれあると思いますが、市の方も補助金を出し

ているから、ここでなく学校、規模、生徒数とか市で定めた基準で交付するということ

を考えてほしい。

○斎藤委員 　各学校ともほぼ同じと思いますので、地域枠の要望額の説明だけでいいと思う。

○工藤会長 　そういうことでよろしいですか。

○事務局説明 　参考資料により説明します。

○工藤会長　 　今の説明に対してご意見、ご質問ありませんか。

○今野支所長 　後藤委員からもありましたが、閉校記念事業として、それぞれ市からの補助金が出ま

す。市助成金となっておりますが、二重の補助金支給する形になってしまいます。そう

しますと、同じ目的に二重に支払うことは禁止されており、できなくなっております。

　当然これが提出されますと監査の対象となり指摘されます。

　それともうひとつ協和では、提出された枠のなかで実施しております。それと西仙北

神岡、南外も同じく、他２地区においても上乗せ要望はありませんし、地域枠予算の

要望もありません。西仙北地区だけ特別に地域枠の補助金を出すことは、いかがなも

のかと思いますし、疑問が生じてきましたので事務局から提案しますた。

上乗せとなりますと、監査にかかります。

○工藤会長 　今日、統合においても補助金+助成もひとつもない。支払いしたとしても監査の対象

となる。このようなことから、皆様のご意見をお願いします。

○俵谷委員 　だとすれば、申請された段階で受理しなければよかったと思う。学校の方では補助

金が来るものと思って予算を組んでいると思う。今そういうことでだめとなれば、学校で

も非常に困ると思う。



○今野支所長 　あくまでも地域協議会への要望ということになっておりますので、事務局段階で、これ

があるからだめだということは無理があるということで、協議会に出してご意見を伺って

出した方がいいのではないかと思い、今までになりました。

○工藤会長 　地域としては、これをもとに事業を進めていると思う。

○後藤委員 　統合した協和、神岡、南外は出していないとなる。出されないものに出せということは

市の方からみればできないことだと思うので、学校の方へ事情を話して、あらためてもら

うしかない。

○若松委員 　地域枠予算は、地域協議会のなかで学校に助成することはかまわないと思う。なぜか

というと、出してもやぶさかでないと思う。協議会のなかで学校に助成するかどうかを検

討してもらいたい。

○小山田委員 　支所長から問題点２点ありましたが、支給した後に監査にかかる、そういうものをはっき

りわかっていて出すことは、いかがなものかと思う。市で組んだ予算は根拠があって額を

支給する、そういう風になっていると思いますので。加えて地域枠予算から助成するとい

うことは、市の予算を二重に支給して監査にもかかるとわかっていては、ここの地域協

議会の責任にもなると思うので、私は考慮した方がいいと思う。

○工藤会長 　市役所の方に監査の対象になることを確認したものでしょうか。

○今野支所長 　確認はしておりません。ただ規定では監査のなかで補助金規定ができたあたりから

厳しくなってきており、補助金をもしやるとすれば、市助成金に上乗せという足りない

ので出してくださいということであれば可能かなと思われます。上乗せしているところは

どこもありません。

○小木た委員 　市の補助金に上乗せすれば認められる可能性があるといいますが、どういう形なのか

○今野支所長 　双葉小学校４３１,０００円に市の補助金がついておりますが、それに足りないのでもう

少し増やしてほしいということです。

○小木田委員 　公金ですから、適正な処理をできるような仕組みでやるべきと聞いたことがあります。

　今もやはり内容はいろいろあろうかと思いますが、整理して行かないと監査に指摘さ

れたので、返還しなければならないとなると非常に問題が複雑になると思います。

地域枠だからいいということではないと思うので、指摘を受ける可能性があるとすれば

出すべきではない。

○阿部委員 　閉校記念事業として市の教育予算がうらずけられているので、支所長が言ったよう

にきちんと打ち切るといって、間に合わせた方がいいと思う。きちんと線引きしてほし

い。

○後藤委員 　教育委員会として、この位の補助で足りないので上乗せしてもらえれば、二重補助

にならなければいいだろう。

○若松委員 　補助金に上乗せすること事態が補助金の二重とりではないか。



○今野支所長 　上乗せということでなくて、補助金が足りないのでこれ位にしてほしいという要望です。

○若松委員 　地域協議会で助成金で出すことは補助金の二重とりになるのですか。

○今野支所長 　なります。

○工藤会長　 　各学校から要望があって、補助金の額を増額してほしい。それは、地域枠予算とは

関係なく市の予算として補助金の額が増額になれば、可能だということですね。

○今野支所長 　それが可となればです。

○五十嵐委員 　前にも補助金の二重とりだということで、却下された事例がある訳ですから、増額し

てもらいたいということであれば、今まで地域にあった学校がなくなることなので、歴史

に残したと閉校記念誌を作りたい、何としても足りないとなれば、もう少し増額してほ

しいとなれば、筋道は通ると思う。

○今野支所長 　とは思います。

○小木田委員 　参考までに、協和では何かの形で対応したとか、市の補助金だけでまかなったのか。

○今野支所長 　耳に入った情報でよろしければ、協和では財産区からの援助があった。西仙北地区

では個々からの寄付等で賄っているということですから、それについては問題ないと

思います。

○小笠原（浩） 　地域枠予算の面だけに限定して出すとすれば、明らかに問題です。補助金のからみ

のルールに上で明らかに問題点があるとすれば、こういう風な申請はお断りするしかな

いと思います。いろんな補助金の増額のお話もありますが、地域枠面に限定して結論

を出すとすれば、一連の申請はお断りした方がいいと思う。全部の学校から申請が出

ているんですけれども、経路があるものでしょうか。

○若松委員 　委員も職員もなんとか援助したい気持ちは同じだとおもいます。何かないものですか。

○今野支所長 　地域協議会としてまとめている子どもたちでもいいでしょうし、閉校記念でなく、地域

のなかで、何か記念になるものをやるとか、さし上げるとかは可能だと思う。これは地域

協議会の中で検討していただければのことです。

○工藤会長 　これだけをやるために実行委員会を別につくること。学校は関係なくする。

○斎藤委員 　ということは、地域協議会からのプレゼントということですか。

○今野支所長 　地域協議会で相談した結果、西仙北住民の総意としてやります。すべて同じものと

いう形だと思います。

○工藤会長 　地域協議会の」なかで、そういうぞ行をやるということでは可能だ訳ですね。



○今野支所長 　地域協議会で提案されて、それをやりましょうということであれば、可能だと思います。

○後藤委員 　それができるとなれば、各学校から出ている手ぬぐいでもなんでも、地域協議会で

プレゼントするのか。学校の名前を出すことはおかしい。

○今野支所長 　だめです。同じ実行委員会ではだめですから、別の組織で出すべきです。

○工藤会長 　学校にかかわる実行委員会でなく、まったく別の団体をつくってやることですね。

○若松委員 　地域協議会と学校が一緒になって、組織をつくったらいいのではないか。

○篠原委員 　どこの学校でも記念誌は出してますから、地域協議会としては生徒全員に同じもの

を閉校記念品として出すことはいいのではないか。生徒だけに。

○小山田委員 　この議論をしていても、学校で財源が足りなければ、教委に申請していただくという

ことで、いいのではないか。

○工藤会長　 　今までご意見をいただきましたので、小笠原慶子委員いかがでしょうか。

○小笠原（慶）委員 　地域枠から出さない方がいいと思う。

○伊藤委員 　助成金のなかで各学校が検討する。

○五十嵐委員 　補助金の二重とりは守っていくべきと思います。

○阿部委員 　これはだめだと思います。あらためて別の組織を利用して支援していくべきで、今の

段階ではだめです。

○斎藤委員 　上乗せが可能であればしょうがないと思う。

○佐々木委員 　今回は見合わせた方がいいと思います。

○佐藤委員 　今回は見合わせた方がいいと思います。別な方法であれば、できるだけ協力したい。

○篠原委員 　今の申請は無理です。

○俵谷委員 　刈小の記念誌の委員として聞いていました。学校ではこれをいただけるものという意

識がある。保証はないけれども、何かの形で各学校に対して同じような地域や学校に

関連したリーフレットでも作れるような方法をしてあげるはどうか。

○若松（昭）委員 　皆様からいろいろ出していただいてありがたいですが、各学校を統一して何か出す

こｔｐも一つの手ではありますが、閉校記念の日が各学校ともバラバラです。申請書を

受け取ってくれたから進めましょうとなっていましたので、業者の方とどういう話をした

かわかりませんが、今日の段階ではいただける状態でないので、この全体で考えるの

も手ですが、刈小では足りない３０万円をどこから出すべきか、出すものをあきらめれば



いい話ですが、１１月に閉校式や３月には卒業式で、そこの残りの部分は載せたいリー

フレットの作成はあったが、出さなければ最後なので、残りの部分を地域に人に見て

もらいたいということで作ろうとしているので、早速学校に帰って新しい対策を練らな

いといけないと思っております。

○若松委員 　これは大きな問題だったと思います。この地域の小中学校は西仙北地区の子ども

立の教育を受け持ってきました。地域の人たちは物心両面で、学校に支援をして、

学校と地域の人たちは、何かの形で出すべきだと思います。

○工藤会長 　全員からのご意見はいただきました。二重の補助金は適切でないい。原則としてだ

めだ。今の申請を出された形ではだめだということですが、学校が地域に果たした

た役割、将来を見据えた場合に、やはり地域の要望は大事にしなければいけない

のではなかということで、ご意見を承ったことですが、対象にならなことで処理するか

他の手立てを考えて行くかということで、いかがでしょうか。

○小木田委員 　希望に応じたいことはやまやまですが、他の地区のことも事務局から聞いて、もう

一回整理する機会をつくって、さきほどから申し上げた通り、希望に応じたいことは

やまやまでしょうが、どういう形であろうと元始が地域枠交付金が一番大変だことだ

から、神岡地区も合併がある訳で、そういうところも事務局から状況を聞いて、今日

出たことに対して可能性があるようなことを研究して、出来る限り早く結論を求める

ように、もうひとつ整理する機会を設けて、すみやかに各学校に連絡を差し上げる

ことにしたらいかがかと思う。

○工藤会長 　小木田委員かんからご意見がありましたが、皆様いかがでしょうか。

　今のご意見を踏まえて、事務局としてはどうですか。

○今野支所長 　先ほどお話ししたとおり、神岡・南外も地域枠予算から閉校記念の方への補助は

ないということです。

○小木田委員 　無理があれば結論を出さなければならない時期なのかなと思う。

○工藤会長 　地域協議会として各学校の要望に応えるようなことが可能かどうか。

○俵谷委員 　主体が学校でなければいいですよね。

○今野支所長 　そうです。学校と関わっている実行委員会、その方と重複しないという形であれば

大丈夫と思う

○工藤会長 　まるっきり別の団体であればいいことですね。今の地域協議会として可能かどうか

ということと、このふたつについては可能だような気がしますが、いかがでしょうか。

それが、果たしてＰＴＡという形であればだめですね。

○今野支所長 　学校はいれなくてもいいと思う。地域も人たちが地域の学校がなくなるために、

何かしたいということですので、必ずしも学校がはいらなくても子どもがいなくても

ぞ分はそれに参加したいということと同じだと思う。第三者的な人が組織をつくって



やりましょうと立ち上げて、地域協議会にこれをやればだめでしょうかとなれば、考え

る予知があるのではないかということです。

○佐々木（智） 　たとえば、閉校記念を支援する会ちか、別名のものを立ち上げて申請すればいい

のですか。

○今野支所長 　たとえば、申請した補助金なりを各学校へ配ることはだめです。

○佐々木（智） 　団体でつくりあげて手ぬぐいで、もなんでも配ることはいいですね。

○小木田委員 　そこをもう少し研究してみてください。指摘を受けないでいけるかということを検討

してみてほしい。

○工藤会長　　 　積極的に地域の要望にしたいという、我々の意志でもありますから。

○俵谷委員 　学校の方で予算がないから、閉校にからんだ冊子がつくることができない、リーフ

レットをつくることができないことは、非常に残念なことです。それはやはり別の形と

してでも残してやりたい。そのためには、第三者的な団体でも創って、それぞれの

学校に不場るのではなくて、そこで発行するということにする。

○小山田委員 　相当難しいと思う。これをあてにして決まらないものをあてにして、この予算をあて

にして進めていることはおかしい。決まってからだといいと思う。

○俵谷委員 　監査にひっかかることをしてはだめだ。

○小山田委員 　やるとしても、事実的にはむずかしいと思う。

○斎藤委員 　別の団体でもつくって、できればいいのですか。

○今野支所長 　私もはっきり言えません。

○工藤会長 　この申請書についてじは、だめだということにします。

地域協議会として、手立てとして何かできるか。

○今野支所長 　可能だと思いますが、聞いてみます。

○若松委員 　地域協議会のなかに団体をつくってしまえば、一番早いと思う。

○小山田委員 　この中にグループをつくってやることはおかしい。今まで例があればいいですけれ

ども、だめなものはだめという結論だと思う。出したいことはやまやまです。

○斎藤委員 　いい知恵をさぐってもらうということにしたらいかがか。

○工藤会長 　いままで、こういうご意見がだされましたので、この申請書は採択することはできない

けれども、要望をかなえてあげる手立てはないか検討してもらい。

ひとつは地域協議会として可能か。



○伊藤課長 　協議会の審査会のなかで委員会を立ち上げて協議会でもんで、いいですよという

形はおかしいし困ります。

○工藤会長 　今の話の中身を、本庁に問い合わせてほしい。

○今野支所長 　まず聞いてみます。

○工藤会長 　その結果に基づいて、会議を開くことにします。

○今野支所長 　それは、地域協議会で考える問題なのかどうかと思う。任意団体で、それがきたも

のを地域協議会がアドバイスすることは可能でしょうけれども、地域協議会で立ち上

てもいいですよと本庁で答えが出ればそれでいいですけれども。

○俵谷委員 　この申請は却下しなければならない。

○今野支所長 　それは伝えます。

○俵谷委員 　その時に、その地域でもってひとつの団体の学区の人たちが、何かをやりたいとき

は、助成することはやぶさかでないことを伝えてほしい。

○工藤会長 　今の状況としては、これは不採択にするということにして、ただし、可能性は探って

みる。かなりの時間も進んでしまったので、今日は終わりにしますので、その他のとこ

ろで、事務局からお願いします。

○伊藤課長 　西仙北地域スポーツ施設及び関連施設指定管理について、お話しします。

○三浦館長 　この件については、地域協議会委員の皆様にも今スポーツ施設の指定管理の募

集に入っていることをご理解してもらいたいということで提出ぢております。

　大仙市の指定管理者制度導入による基本方針に基づきまして、平成１８年度から

順次進められおります。大仙市のスポーツ施設につきましては、この回の西仙北地

域が指定管理の最後の募集という形になります。他の地域では全部指定管理者

設定されております。抜粋して朗読します。

応募の手続きはご覧のとおりですが、８月２２日から８月３１日まで募集書類の受付

をしまして、選定委員会をへて１０月下旬頃には決定する予定となっております。

その後も１２月の議会に提出をします。指定の問い合わせはスポーツ振興課になり

ます。

○工藤会長 　何かご質問はありませんか。

なければ、次の閉校に伴う小中学校の空校舎の利活用について報告します。

○今野支所長 　先ほども問題となっております統合小中学校の利活用についてであります。

小学校３校、中学校１校が残る形になる訳ですが、対応年数からいっても、まだ大

丈夫といったところもありますが、空校舎をどのように活用したらいいのかが問題に

なってきます。各地区の考え方からすると地域のスポーツ施設や会館に利用したり

するところもあるようです。それぞれの地域にあった持っていき方もあろうかと思いま



して、今年度中に空校舎の持っていき方について協議会のなかでもんでいただき

結論をだしていただくといったことではありません。

　それぞれの地域で考えている活用の仕方を提案していただければ、市側といたし

ましても活用について考えて」いるところです。地域から寄せられました意見とすり

あわせて有効活用したいと考えておりますので、検討材料に加えていただければ

と思います。

○工藤会長 　今の件について、質問ありませんか。

○小木田委員 　時間もかかるし、地域に影響あることだと思いますが、できるならば、住民の利活

用についてのアイデア、意見ををいただくことは、後々参考になると思います。

地域に３校ある訳ですから、検討を重ねていくことがいいのではないかと思う。

○工藤会長 　地域でも検討していますか。

○今野支所長 　今日たまたま自治会の会長さんもお出でになっておりますので、その辺のところ

も各地域の自治会の方へも検討いただきたいのとお願いがあります。

結論を出していただくということではなくて、どういう活用法があるか、アイデアを出し

ていただきたいと思います。

○工藤会長 　小木田委員さんからは多くの方々のご意見を、我々と一緒に協議したらどうかとい

うことのようです。

○小木田委員 　もしできればであり、支所長の方から言われた各自治会がある訳ですから、そのと

ころで集約、検討いただければいろいろ出てくるのではないかと思うのです。

○小山田委員 　市当局としてスケジュウルとかありますか。たとえば、地域住民にアンケートを取る

とか、ただ会合で話すのか。

○今野支所長 　日程的に今年１年で決めるということでもなく、継続して残したいと意向もあると思

いますので、教育委員会との話にもなりますし、地域にある施設ですので、各地域

の意見が重要なのかなと思います。

これから、どういう風にしていくか、地域協議会の方とねっておはかりして参りたいと

思います。

○工藤会長 　我々委員のなかでも検討して、会議を重ねていくことで、今日はこれで終了いたし

ます。

議事録署名委員 伊　藤　智　子

議事録署名委員 小笠原　慶　子


