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（15時 00分 開会） 

 

○佐藤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記する。） 

本日は、お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

ご案内の時刻になりましたので、ただ今から「令和元年度第 5 回西仙北地域協議会」を開会

いたします。はじめに、佐々木会長がごあいさつ申し上げます。 

 

○佐々木孝太郎西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する。） 

 皆様、こんにちは。お忙しいなか、第 5回地域協議会にお集まりいただき、誠にありがとう

ございます。ご承知のとおり、今年は平成から令和に変わりまして、今年一番の出来事は、台

風 19 号による多くの人命が失われ、大きな被害が発生したということであります。まだ被災

地では、復興に向け、避難所で年を迎えようとしている被災者がいらっしゃるということを考

えますと、頭が下がる思いです。 

 今回の協議会では、議案が 3件と、報告が 1件です。また、委員の皆様から、ご意見を伺い

たい内容もあり、ご意見を頂戴して、これからのことに反映させていただければと思いますの

で、今日はよろしくお願いします。 

 

○市民サービス課長 

ありがとうございました。 

続きまして、佐々木支所長が、ごあいさつ申し上げます。 

 

○佐々木支所長（以下「支所長」と表記する。） 

 本日は年の瀬となり、お忙しいのところ、「第 5 回西仙北地域協議会」にご出席いただきま

して、ありがとうございます。 

 11 月に入り、初雪に見舞われ、今年は本格的な冬の到来が早いかと思われましたが、ここ

に来て長期予報のとおり暖冬傾向の状況が続いております。 

 さて、11 月には地域枠予算を活用した地域を元気づける事業が多く開催され、「西仙秋の音

2019 事業」、「強首地区交流まつり」、「土川交流まつり」にはそれぞれ多くの市民の皆様が詰

めかけました。このような事業を通して地域が盛り上がっていることをたいへん喜ばしく感じ

ております。開催に携わった皆様に心から感謝を申し上げます。 

 この後も「刈和野駅前イルミネーション交流事業」や「西仙北中学校地域活性化プロジェク

ト事業」、「刈和野大綱引きどんと焼き事業」なども予定されており、今回の審議案件となって

おりますのでよろしくお願いいたします。 

 また、11 月 30 日には地域協議会委員研修会が中仙のドンパルで開催され、当地域協議会か

らもご出席いただきありがとうございました。 

 11 月 23日には首都圏にしせんぼく会総会が東京市ヶ谷で開催され、西山副市長はじめ、今

年度で定年を迎える地元出身職員 4 名を含む職員 9 名が参加して参りました。総会には総勢
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100 名を超える参加があって、それぞれの出身中学校の校歌を歌ったり、自慢ののどを披露し

たりと大いに盛り上がり、交流を深めて参りました。大仙市の各地域にこのような首都圏ふる

さと会が存在し、活動を応援する会が地元に結成されておりますが、西仙北地域にはまだ組織

されておりませんので、今後関係団体等と協議を進め結成を目指して参りたいと考えておりま

す。 

次に、今年度実施しております地域の魅力再発見事業の進捗状況でありますが、大沢郷の「雄

清水・雌清水活用事業」として 

1新たな特産品開発 

2安全安心な地域づくり事業 

3にぎわい創出事業 を実施してまいりました。 

特産品開発のワサビ、レンコンにつきましては植え付けに若干の遅れが生じておりましたが、

予定された事業は、ホームページの制作をもって完了できる見込みであります。 

また、令和 2 年度は、先の地域協議会で提案させていただいた地場産物拡大推進事業というこ

とで、雄清水の湧水と地場産の原材料でビールを製造し、地域を大いに PR したいと考えてお

ります。 

湧水の他に、大沢郷産の小麦、刈和野産のコメ、秋田今野商店の酵母を使って秋田市にある

「あくらビール」で製造しますが、原材料は「あくらビール」が仕入れて製造しますので、経

費としては掛からないことから、ゼロ予算事業で取り組みます。 

製品は秋田酒類卸を通しての販売を予定しておりますが、事業主体の組織化が図られれば秋

田酒類卸を通さず仕入れができるようですので、取り組んでいただける事業主体の選定を進め

たいと考えております。 

 本日はこの後、大仙市企画部総合政策課から、「第 2 次大仙市総合計画基本構想に関する各

種計画等の策定に伴う説明」をさせていただき、委員各位から意見を伺うため時間をいただき

ましたので、よろしくお願いいたします。（なお、資料を事前配付できませんでしたことをお

詫び申し上げます。） 

 また、案件は報告 1件、地域枠予算要望審議 4件、それから、地域協議会委員の任期が今年

度いっぱいであることから、次期の選任に関する方針、また、今後の地域協議会のあり方につ

いて、市としての考え方を説明させていただきますのでよろしくご審議賜りますようお願い申

し上げましてあいさつといたします。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

○市民サービス課長 

ありがとうございました。 

このあとは、「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となっておりますので、佐々木会長から議事進行をお願いします。 

 

○会長 

議事に入る前に、次第の 4「会議録署名委員の指名」について、会議録署名委員には、名簿
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順に俵谷武雄委員と豊巻一男委員にお願いします。なお、今会の出席委員は 17 名中 10 名で、

2分の 1以上出席しております。よって、会議は成立していることをご報告いたします。 

それでは、次第の 5の議題についてですが、はじめに、議案 1号「第 2 次大仙市総合計画基

本構想」に関する各種計画等の策定に伴う説明及び意見聴取について、大仙市企画部総合政策

課から説明していただきます。 

 

○総合政策課新田雅昭主幹（以下、「新田主幹」） 

 みなさん、こんにちは。大仙市企画部総合政策課の新田と申します。本日は、地域協議会に

出席させていただき、誠にありがとうございます。 

 はじめに、同席職員の紹介をさせていただきます。総合政策課主査の小笠原です。 

本日は、現在策定しております「新市建設計画」、「大仙市人口ビジョン」、「第 2期大仙市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」についてご説明を申し上げに参りました。 

 まずもって、先程、支所長の方からお話がありましたけれども、本来であれば、1週間前に

資料を事前配付させていただくべきところでありますが、12月 16 日に市議会の議員説明会が

ありまして、その関係上、資料配付が当日となってしまい、お詫び申し上げますとともに、ご

了承の程をよろしくお願いしたいと思います。 

 説明に関しましては、この後、小笠原が説明いたしますが、「新市建設計画」に関しまして

は、旧合併特例法のなかで、地域協議会委員の意見を聴くこととするというかたちになってお

りますので、ご了承の程、ご意見をいただきたいと思います。どうか、よろしくお願いします。 

 

○小笠原主査 

 

  【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

 ただいまの説明では、これからパブリックコメントということで市民の皆様から意見を聴き

たいということで、このような様々な取り組みを市民の皆様に分かってもらうような努力をし

ないと、他人事のようにしか聞こえないと思いますので、その辺のＰＲをしっかりしてもらい

たいと思います。 

それから、私は移住定住促進の委員として出席しておりまして、私の意見としては、行政と

してはこうやりたい、こうやりますと言っても、市民として何ができるか、ということをもう

少し当てはめて考えて、市民の皆さんが何をすればよいか、市民が一体となっていかなければ、

なかなか効果が表れないと思いますので、その辺りのことも踏まえながら、進めていく方が、

良いのではないかと思います。 

他に何か、皆さんありませんか。 
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○佐々木好美委員 

 私からすれば、ようやくこのような議論ができると思うわけで、出されたその他の資料を見

て、例えば、地域協議会のあり方も大きく変わるような感じがしてきました。行政側が色々計

画を立てて、それに従ってやっていくという面も大事ですけれども、地域の状況を把握しなが

ら取り組んでいくという面が一番大事だと思うわけで、そういうことからすれば、地域に出か

けて、地域住民と直接話し合って、そこで地域づくりについて問題や課題を共有しながら、進

めていくことを重視してもらいたいと思うわけです。 

 それから、もう一つ、この人口減少に伴って、労働力不足が生じてくるわけですが、この地

域に外国人は何人くらいいますか。 

 

○小笠原主査 

 具体的な人数は、資料を持ち合わせておらないのでお答えできませんが、それほど多くはな

いと思います。 

 

○佐々木好美委員 

 この後、かなりの人数の外国人が増えて、この周辺で生活をするようになるのではないかと

思います。そういうことに絡んでの問題点も色々これから出てくると思うので、あらかじめ今

後発生しうる問題を考慮しながら、展望していくということも大事ではないかと思います。 

 

○今田秀俊委員 

 私から二つほどあります。まず、新市建設計画の合併特例債についてですけれども、合併特

例債については十分わかります。利用しやすい起債だということはわかりますけれども、大仙

市の現状としまして、財政力指数は 18､1%くらいということで、県内ではすごく高い方だと思

っています。ただ、安易にこの借りやすい起債を借りるのではなく、やはり財政計画があるか

とは思いますけれども、やはりそのなかで、財政力指数をきちんとしたものを示して、後に残

さない借金をしていくという方法でやっていただきたいなと思います。 

 もう一つは、人口問題について依然として厳しい減少だということはわかっておりますが、

この計画全体を評価すると、大仙市のなかでどうにかしよう、頑張ろう、そういう計画に見え

ます。私が考えているのは、この高齢化社会のなかで、東京都は老人人口が増えて困っていま

す。老人施設が足りません。それで今法律が改正されて、地方にも東京都の施設がつくれると

いうのがでてきます。そのなかで、東京都の老人施設を誘致して、若者が働く場をつくる、そ

ういう風なものの方向性を市として考えていかなければいけない時期ではないかと思います。

その辺りも、今度の計画のなかに一つ盛り込んでいただきたいなと思います。以上です。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございます。 

この件に関して、先程の移住定住の話になりますが、移住定住の場合は、働き盛りとか、若

い人を地域に移住してほしいというような、計画的にはそういうことであるのですが、農村生
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活をしてみたい、定年後にこちらの方に来たいという人も結構いると思いますので、人口が増

えてそういう方々が来ることによって、活性化につなげていければいいのではないかと思いま

す。確かに、高齢者を移住させれば、社会保障費の負担がすごく高くなるということで、あま

り歓迎はしないような雰囲気ではあるのですが、それも活かし様によってはプラスになること

もあるのではないかということで、総合的なところで取り組んでいってほしいと感じておりま

す。 

 

○信田徹委員 

 テレビ番組でもありますが「人生の楽園」ということで、そこで何か、来てもらって何か事

業をしてもらえれば、いくらか税金が入るということもあると思います。 

西仙北地域は、太田や協和の他の地域とはまた条件が違うでしょうし、その辺りも詰めてい

かなければいけないと思います。令和 47 年まで考えているけれども、せめて令和 27 年とか

37年頃、ある程度地域の中心になっていかなければならないような世代の人たちにも集めて、

今の状況が大変だという危機感をその人達に植えつけていかなければいけないのではないか

と思います。こういう方々が、仕事があって来られないということではなくて、広報に載せた

りして、その人たちにこれから先を真面目に考えてもらわなければいけないのではないかと強

く感じます。 

 

○会長 

 ありがとうございます。 

 他に何かありませんか。 

 

○小笠原主査 

 今いただいたご意見の中でも、計画の中で色々と考えている部分もありますので、いただい

た意見に若干補足といいますか、回答を差し上げたいと存じます。 

 地域に入っていくという部分についてですが、当然そこは必要でございまして、地域活性化

推進室をはじめ、まちづくり課でもそういった部分は議論をされているところだと思います。

当然のことながら、地域ごとに文化、慣習が大仙市にありながらも異なることもございますの

で、地域ごとにどういう課題があるのか、この計画を進めるにあたって、地域のご意見をうか

がいながら、進めて参りたいというと考えてございます。 

 その中でも、地域協議会のあり方について御提言といいますか、変わっていくべきだという

お話をいただいております。委員の皆さんは、まさに地域を代表して出席されていると思いま

す。地域のことを心配されている方々の集まりだとも思ってございます。こういった機会を利

用しながら、我々もなるべく、もう少し小さい規模の地区に入っていくようにもしなければい

けないと思っておりますが、ここでこういった情報提供させていただいたものを、地域に持ち

帰ってフィードバックしていただいて、そういった中で話題の一つにしていただくようなこと

もお願いさせていただきたいと思います。 

 あと、外国人の件ですが、人材不足というのは、実は大仙市内の企業でも起こってございま
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す。新聞で有効求人倍率が 1､47 という状況で、1､5 を切ってしまいましたけれども、非常に

高い数字でございます。その理由を探っていくと、就きたい職業がないということもございま

すが、やはり人手不足という状況は否めない状況でございます。ですので、外から人を連れて

くるという政策を国でも進めていますし、もしかすると、企業の中にはそういったことをお考

えのところもあろうかと思うのですが、まずその前に、企業の生産性を上げるという、例えば、

ＡＩやＲＰＡなどの先端技術を活用して、今いる人材のなかで生産性を上げるという取り組み

も必要だと思っておりまして、それでもなお足りない場合には、そういった選択肢が初めて出

てくるのかなと、市としてもそういった取り組みを行う企業をサポートするような体制をつく

っていかなければならないと思っております。 

 それと、財政指標のお話もいただいてございました。ご指摘いただいたのは、恐らく、実質

公債費率というものでございまして、当時 18､7 ぐらいで起債許可団体でしたが、5 年くらい

前に改善しております。財政状況は徐々に改善されてきておりまして、将来負担比率というも

のも低下傾向にございますので、将来に負担を押しつけるというような状況は緩和されてきて

いる状況でございます。財政力指数に関しては、現在 0､34 ということで、これはまだ非常に

低い状況でございますが、県内でも財政状況が非常に悪いと言われていたのですが、最近は改

善傾向にあるということを申し述べさせていいただきたいと思います。 

 それと、仕事の話ですが、大仙市の場合、医療福祉関係のお仕事に従事されている方がに多

く、特に女性の雇用が多くなっています。夜勤があったりしますので、それが結婚に結びつか

ないとか、子どもの数が増えないというところに影響している部分もあるのではないかと思い

がちですが、女性の方が社会進出して、安定した雇用に就くことで、子どもの数が増えとの調

査結果もありますので、女性の活躍促進を今回、総合戦略の中に盛り込んでございまして、仕

事と家庭の両立、子育ての両立、そういったものを応援して参りたいと考えてございます。 

 あと、東京の方から高齢者を引っ張ってくるという、ＣＣＲＣという政策がございまして、

秋田駅の周辺では盛んに行われておりまして、新聞にございましたけれども、分譲したら一日

かからず何時間とかで完売したという報道もございました。しかしながら、先程「人生の楽園」

というお話もございましたけれども、まだ自分たちが動けるうちに来ていただいて、一生懸命

自分のやりたいことをアクティブにやっていただいて、プラス納税してもらえるというそうい

う状況であればいいのですが、言い方が悪くて申し訳ないのですが、そうでない場合は、単純

に医療費を負担するだけになってしまいますので、なかなか踏み切れないというのも実はござ

います。 

 できれば子どもの声が響くようなそういったまちをつくって参りたいと考えてございます。

また、そういった人たちを地域で受け入れる心構え、覚悟も必要となってくると思います。全

然環境が違って、ある程度の年齢の方がいらっしゃった時に、地域として果たして受け入れる

ことができるかというところも考えていかなければいけないところかと思います。 

 あと、地域ごとに違いがあるということについてですが、当然その通りだと思いますけれど

も、新市建設計画でご説明しました通り、大仙市になって今年で 15 周年の節目の年でござい

ます。各地域それぞれ色々なカラーがあるのは当然ですが、地域の垣根を超えた支え合いや取

り組みも必要ではないかと思っております。 
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 あと、若者の活躍を応援するという取り組みも重点施策の一つに位置付けておりますので、

これから社会を担っていくような人たちのご意見もこちらの方にも人口の状況などを説明し、

ご意見を伺いながら、政策に反映させて参まいりたいと思っております。 

 人口減少に関する書籍や講演等では、今だけ、自分だけ、金だけというのが一番良くないと

のことです。これまでの積み重ねの結果が今ですので、今だけよければいい、自分だけよけれ

ばいいという意識というものもこれから、変えていかなければならないのではないかと思って

おります。 

 

○信田徹委員 

 私が言った地域というのは、確かに刈和野とか土川とかそこまで地域と考えてしまえば大仙

市として細かくなってしまうというのはわかりますが、例えば、太田の辺りと、こちら西仙北

では条件が違うだろうとうことで、そういう意味の地域と言ったので、私たちが良いなら良い

とは絶対考えておりません。 

 

○小笠原主査 

 大変失礼いたしました。その件については、ご発言への回答とは違うところの話です。こち

らの説明の仕方が悪く申し訳ありません。 

 

○信田徹委員 

 私も勝手に決めつけてしまいましたが、「人生の楽園」と言ったのは、テレビの見過ぎで、

あの人達は働く気がなくて別に行ってただ過ごしているのではなくて、お金もなければ生きて

いけないし、何かで生活しながら、それもまた一つの楽しみでやっているから、必ずしもテレ

ビで出てくるような人たちは、介護というのとはまた違うような気がしました。 

 

○会長 

 他にございませんか。 

 

○今田秀俊委員 

 先程、私が人口問題のことで提案しました件について、少し違うところがあります。老人が

来れば医療費は地元で負担というのではありません。東京都から来た場合、医療費は東京都で

持つという法律が新しく施行されておりますので、もう少し確認、整理して取り組んでくださ

い。 

 

○新田主幹 

 我々もその情報は把握しておりますが、色々な移住定住のご意見があると思いますので、ご

意見を参考にさせていただきながら、検討していきます。 
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○今田秀俊委員 

 市として少し方向転換していかなければならないと思います。 

 

○会長 

 色々な観点、感覚の相違があるとは思いますが、そういうことを踏まえながら今後とも取り

組んでいただければと思います。他になければ、この件に関しまして、以上をもちまして、終

わりたいと思います。なお、総合政策課の方は他のことがあると思いますので、退席したいと

思います。 

 

○新田主幹 

 今日いただいたご意見を参酌しながら、策定を進めて参りたいと思いますので、よろしくお

願いします。また、こちらから一方的な説明となってしまいましたが、それだけ大切な案件だ

ったということで、ご了承いただきたいと存じます。 

 本日は、本当にありがとうございました。 

 

 

○会長 

続きまして、次第の 5 報告（1）「令和元年度第 3 回大仙市ひとづくり・ものづくり応援事

業審査会」について、事務局から説明があります。 

 

○事務局 

【配布資料により説明】 

 

○会長 

 私自身、この審査会の委員として出席させてもらっています。東部地区の地域協議会からは

仙北地区の吉田会長さん、西部地区からは西仙北の私が委員として関わっているわけですが、

事業の内容としましては、ご覧のとおりで、審査会としましては承認したということになりま

す。 

 いつもの話になりますけれども、このひとづくり・ものづくり応援事業につきましては、補

助金を交付した後の事業の進捗状況とか、経営的なことに関して委員に意見を求めるというこ

とは、補助金の要綱には何もありませんでした。前回、検証的な部分も必要だということも私

が報告しました。この委員会の会長さんというのが、佐藤副市長が担当されているので、要綱

にそういうものがないということで、今後取り入れていくと確約をいたしました。ただし、本

音を言いますと、この事業は平成 31年から平成 34年までの 4年間ということで、その後はど

うなるかわからないということでした。私からは、検証も取り入れていくべきだとお話させて

いただきました。 
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○佐々木好美委員 

 この補助金の狙いというのは、地域支援の活用とか、担い手を育てるとか、そういう面を重

視しているわけであれば、地域協議会委員に意見を求めるとか、その意見を参考にするとかで

もいいはずです。 

 

○会長 

 このメンバーは、色々な会から委員を出しているということで、そのうちの地域協議会から

も委員を出しているということです。 

 

○俵谷武雄委員 

 これは、市からの補助金をもらっていて、年度ごとに実績報告書は出さなくてもいいのでし

ょうか。 

 

○会長 

 それは、事務局のまちづくり課の方で出されているようです。 

 

○俵谷武雄委員 

 実績報告書が出されているとすれば、その内容について、委員の人たちに報告する義務があ

るはずですよね。 

 

○会長 

 それが、委員に報告しなければならないということが要綱に書かれていないそうです。 

 

○俵谷武雄委員 

 書かれていないとしても、補助金ですので、市の方へ実績報告書を出して終わりではなくて、

市の方で現場へ確認していればよいのですけれども、市でただ実績報告書を出して終了という

ように感じました。 

 

○今田秀俊委員 

 大仙市のなかでは、協和だけでなく熊がとれる場所があると思うので、市内でとれた熊を協

和のここを拠点として使えるような施設として位置づけてほしいというのが私の意見です。 

 

○会長 

 あまり熊がとれなかったとき、仙北市でも同じようなことを始めたそうなので、お互いに連

携をとりながら、肉だけではなく内臓も材料として販売したいそうです。 

 

○吉田範子委員 

 それを加工できるスタッフが協和にはいるのですか。 
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○会長 

 県から保健所から許可をもらって加工できるように、先進地へ行って視察して進めて参るそ

うです。 

  

他にご意見はございませんか。 

  

 特にご意見がないようですので、続きまして、議案（2）「令和元年度地域枠予算の要望につ

いて」審議していただきます。 

今回の要望件数は、継続事業 4件です。 

㉘「刈和野駅前イルミネーション交流事業」、㉙「西仙北中学校地域活性化プロジェクト事業」、

㉚「刈和野大綱引きどんと焼き（前夜祭）事業」、㉛「西仙北太鼓の会継承事業」について、

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

  

【資料による説明】 

 

○会長 

 ただいま説明がありました、この継続事業 4件について何かご意見等はありませんか。 

 

ご意見などがないようなので、4件まとめて承認したいと思います。 

  

続きまして、議案の(3)ですが、第 5期地域協議会委員（令和 2～4年度）選任に関する方針

について」佐々木支所長から説明願います。 

 

○支所長 

  

【資料による説明】 

 

○会長 

 私たちの任期は次の 3月で終わりですが、令和 2年からの第 5期の委員と、協議会のあり方

の説明がありました。本来の地域協議会のあり方というのは、地域の課題を皆さんで協議して

いくということで、それを今度は応用して活用していくというように、先程の支所長さんのお

話から感じました。皆さんのご意見はありませんでしょうか。 

 

○佐々木好美委員 

 以前、地域活性化事業プレゼンテーションというものを出しているわけですよね。平成 27

年 11 月 26日、これにはその年の主要な活動があって、西仙北の場合は、1つは福祉に関する
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こと、2 つ目は観光に関すること、3 つ目が地域資源に関すること、4 つ目は地域づくりに関

することで、4つの分野に関連したかたちでプレゼンテーションを出しています。これを見る

と、1 つ目が「刈和野の大綱引き」の夏バージョン、2 つ目は、大佐沢公園活性化プロジェク

ト、3つ目が西仙北文化歴史映像の制作で、4つ目がその他の取り組みになっているはずです。

私が言いたいのは、具体的なものを中心にしてやっていくというのがいいと思います。地域に

とって、みんながわかりやすいような、伝統文化の継続と支え合いの地域づくりというものを、

具体的なかたちで力点を置いてやってみたいというのがあれば、地域住民も今年は市としてこ

ういうところに力を入れていくわけだとわかりやすいと思います。 

 

○支所長 

 佐々木委員が仰っているのは、地域振興計画のことだと思います。4 つの柱がありまして、

それぞれ市や地域の取り組むべき内容が具体的に書かれておりますし、協議のベースとしては

当然使わせていただきたいと考えております。自主審議といいますが、今地域で抱えている課

題でどういう方向性に持って行くかということを、推薦されている団体も含めて、小グループ

で話し合うということも考えながら、進めていければいいなと考えておりますので、皆様から

お知恵を拝借しながら進めていきたいと思います。 

 

○俵谷武雄委員 

 各団体から出てきているわけで、その各団体の考えもあるわけと思うので、小委員会と分け

ていくことも大事ですけれども、その代表者が今その団体がどういう状況に置かれていて、こ

れからどういうかたちへ持って行きたいとか、そういうふうな話し合いをする場もあればよい

のではないかと思います。 

 

○支所長 

 ありがとうございました。 

 ある程度、テーマが絞られるようなグループ分けというのも必要だと思いますので、参考に

させていただきたいと思います。 

 

○今田秀俊委員 

 地域枠予算の評価、検証とありますけれども、これは具体的には、事業が終わって後に皆さ

んで話し合うということでしょうか。 

 

○支所長 

 地域協議会の開催されるタイミングで、事業が終わっている場合は当然そのタイミングで報

告とかになるとは思いますが、地域枠予算を活用している事業は年間を通しているわけなので、

その開催されるタイミングで報告できればと思っております。 

 今考えているのは、実際に地域枠予算を活用している事業を実際に委員の皆さんに見ていた

だければ一番良いとは思ってはいるのですが、それが可能であれば、そういうやり方も含めな
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がら評価していただければと思います。 

 

○今田秀俊委員 

 評価というのは、事業が終わった段階で評価していくというのと、できれば委員の皆様に検

証、見ていくということですね。 

 

○支所長 

 はい、そのとおりです。 

 

○佐々木好美委員 

 色々事例研究とか発表がありますけれども、必ず、地域に出かけていって、地域の方と話を

するという面が必要なわけです。だから、実際に補助金を活用して事業をしている団体につい

ては、協議会委員が実態を把握するために、出かけて現状をみるというのが非常に大事になっ

てくるのではないでしょうか。実際に地域に踏み込んで行くような取り組みをしないと、地域

が衰退していくと思います。確かに、地域に出かけていくというのは多少抵抗があるかもしれ

ませんが、そこを乗り越えてやっていかなければ、地域の活性化とか言葉では簡単ですが、具

現性というのがないのではないかと思います。 

 

○会長 

 今のことを踏まえながら、これを課題として、アクションとして、第 5期は一歩踏み込んだ

協議会であればよいなと思います。ということで、議題は承認されました。 

 

○市民サービス課長 

委員の皆様、本日は、ありがとうございました。 

次第の６「その他」について、現時点における「令和元年度地域枠予算実績」を事務局から

報告いたします。 

 

○事務局 

  

【配布資料による説明】 

 

○市民サービス課長 

 今のご報告に対しまして、何かご意見等はありませんでしょうか。 

 

○佐々木好美委員 

 支所の花壇ですが、建物は立派だけれども、これは地域枠予算でなんとかなりませんか。花

を植えて、誕生の花として、子どもが生まれたときに花に名前を付けてやればいいと思います

から、一提案としてさせていだきます。 
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○市民サービス課長 

 他にございませんでしょか。 

 

皆様、長時間に渡り、ご審議いただきまして、誠にありがとうございました。 

  

 

（17時 00分 閉会） 
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