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毅

会議次第
１．開

会

２．あいさつ
３．協議事項
【前回の第６回小委員会からの継続協議（意見交換）
】
・職員検討会議での協議内容について

（１）
（仮）まちづくり協議会について
（２）
（仮）地域づくり協議会について
（３）
（仮）まちづくり連絡会議について
（４）地域自治組織に関する相対的な意見交換
（５）その他
・次回会議の開催について
４．その他
５・閉会あいさつ
６．閉

会

議事の概要
１． 開会･･･事務局 計画班 赤間主任（司会進行）
２． あいさつ･･･堀江委員長
３． 協議事項
○堀江委員･･･職員検討会議の協議内容について佐藤会長に報告説明を求める。
○佐藤会長(職員検討会議)･･･次第資料（１ページ〜４ページ）をもとに報告説明を行う。（１）
地域自治，地域の自立について，
（２）大崎市としての一体性＝(仮)地域づくり協議会の育て方
（３）必須科目と選択(独自)科目の事業の振り分けについて（４）大崎市流の流儀について（５）
(仮)まちづくり連絡会議のあり方についての５項目に関して主な意見を報告する。
○堀江委員･･･職員検討会議の検討内容及び本日の小委員会の進め方等についてアドバイザーの
櫻井先生よりご意見を頂戴する。
○櫻井先生･･･各市町で地域自治組織の住民検討会議を行って今日に至っているが，その中で住民
の方々が「自分達でやらなければいけないことは何なのか」
「なぜ今，地域自治組織を考えなけ
ればならないのか」という意識付けという部分で，大変良いプロセスだったと感じている。ま
た，限りのないことではあるが，住民の方々が自分たちの提案(報告書)を出してきて，
「これか
らは自分達が担って行くんだよ」ということを考える上でも良い取り組みだったと思う。少な
くても宮城県内の合併論議の中では，本質的な議論ができていると思う。非常に難しい問題な
ので，私自身も皆さんと議論を深めていきたいと考えている。
前回，人的支援の部分で大崎市流のあり方があっても良いのではないかという提案と大崎市
で統一性を持たせるという意味でも(仮)地域づくり協議会を支援していくような部署を設置し
ていくようなこともあっても良いのではないか，といった２点を提案させていただいた。職員
検討会議の内容を見ると，自治とか地域の自立といったことを，どのように住民の方々に認識
してもらうか，そのあたりのことについて深い議論があったと感じた。今まで行政がやってき
た部分を，これからある程度地域の皆さんに担っていただく上で，どういうプロセスが必要な
のか，それから地域にできることは何なのか。行政として地域にやって欲しいことを示してい
く必要があるのではないか。行政職員ならではというか，行政と住民の距離感の問題，つまり
段階的に自立に移行していく丁寧さが必要ではないかという意見があったことが印象的であっ
た。この点はかなり技術的な問題なので，今回の合併協議の中で詰めることはかなり難しいか
もしれないが，こういった記述が残っているということは，これからの大崎市の地域自治組織
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を見守っていく上で非常に大切なことであると思った。それとサポート(支援)の問題であるが，
職員の検討会議の中では，財政支援（補助金をめぐる問題）と人的支援の問題，もう一点は事
業内容をどう地域の方々に担ってもらうか，事業をどのように振り分けていけば良いのか，前
回私が示した必須科目と独自科目の振り分けについての議論があったと思いますが，必須科目
というのは，前回の議論で，地域自治組織は各市町から提案いただいたものをそのままの組織
体制でやってもらいましょうといった意味では多様性がある。しかし一方で，統一性を図らな
ければならないということで，事業内容に必須科目を設定し，どこの(仮)地域づくり協議会で
も統一する事業をやってもらってはどうか。また，地域がこれまで大事にしてきた伝統や文化
といった地域性もあれば，あるいは行政との関係性も自治体によって違うので，そこは独自科
目で補っていけば良いのではないかという提案をさせていただいた。この辺の議論についても
本日の小委員会で行っていただければ良いのかなと思っている。
最後にこれからの議論の中で２点ほど整理をしておきたいが，一点目は補助金の問題で，行
政と地域の間での補助金の整理は必要であると思う。ただ補助金については，この小委員会だ
けでは難しい部分があって，行政全体(全部の部署)にわたる内容なので，ここだけで整理は困
難であると予想されることから，むしろ新市に移行後も継続して検討すべき事項として掲げて
おいてはどうだろうか。つまりこの小委員会の中で，補助金と先ほど申し上げた段階的な自立
の問題については，新市での課題ということで報告書に記載してみてはどうか。ただ逆に，こ
の小委員会で決めておかなければいけないこともあると思う。これが２点目で，人的支援の部
分である。資料の５ページを参考までに見ていただいて，(仮)地域づくり協議会を設置する場
合の枠組みということで，例えばこれまでの議論でここは抜けていたのではないかという部分
を申し上げたのですが，古川や岩出山の場合，公民館や地区館といったものがすでにあって，
そこには人的な配置があるわけで，そういった従来からある人的支援と前回私が提案した(仮)
地域づくり協議会を支援する人的配置，この関係をどういうように整理するのかという問題で
ある。例えば，すでに公民館に職員がいますというところは，もうこれ以上人的支援は必要な
いと判断するのか，そうだとすれば，三本木や松山のように(仮)まちづくり協議会は置くが(仮)
地域づくり協議会は設置しないとしているところと，他の市町との整合性をどのように図って
いくのかという問題もある。あるいはすでに公民館に配属されている職員の場合には，社会的
な事業を担う職員として配置されているわけですので，(仮)地域づくり協議会を改めてサポー
トする人員となると，事業の内容にもよるが職員の過重負担となることが考えられる。そうい
ったことから，いままでいた施設職員とこれから(仮)地域づくり協議会を支援する職員との関
係(整合性)を議論しておく必要があると考える。各市町のこれまでの取り組みによって実態が
全く違っているので，私は統一性を持たせる方が後々のためにも良いと考えている。(仮)地域
づくり協議会の形が今示されているが，この形がこの後もずっと変わらずに続くとは自治を担
当する立場から思っておらず，(仮)地域づくり協議会が，行政で今まで行ってきた公共的な事
業をある程度担ったり，高齢化がどんどん進行するということになると組織の組み換えが出て
きたり，あるいは今まで旧町に一つしかなかった(仮)地域づくり協議会が二つになったりとか，
自治というのは自分達の発想で行って良いものであることから，そういったことが出てきた時
に，後々人的配置の議論はお金の掛かる議論で難しくなってくると思う。したがって，合併の
当初段階，つまりこの小委員会で議論した方が良いのではないか。人的支援についてはこの段
階でご議論を戴きたい。
（２）（仮）地域づくり協議会について
○堀江委員･･･前回（仮）まちづくり協議会の検討では，協議内容を細分化し過ぎたため，かなり
の時間を要したことを踏まえ，今回の（仮）地域づくり協議会の検討については，先ほどの職
員検討会議の内容や櫻井先生のアドバイスを基に自由に討議を進めていきたいと思うがそれで
よろしいか委員に諮る。
○委員･･･異議なし。
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○堀江委員･･･各委員に意見を求める。
○遠藤委員･･･前回の協議経過を踏まえ，人的支援と財政支援のあり方について自分なりに考えて
きた。しかし（仮）まちづくり協議会と（仮）地域づくり協議会が関連するものであることか
ら，初め（仮）まちづくり協議会についてお話しさせていただくことにご了承を賜りたい。
○堀江委員･･･関連するということであれば，どうぞお話しして下さい。
○遠藤委員･･･最初に(仮)まちづくり協議会の人的支援について申し上げる。それぞれの総合支所
に（仮）まちづくり推進課を設置し，
（仮）まちづくり協議会の事務局とする。事務局長には総
合支所長を充てる。総合支所長とした理由は，各課との連携・調整及び指示・命令等の権限の
関係から判断したものでる。
（仮）まちづくり推進課が所管する業務は，組織機構で現在検討さ
れている部分にも踏み込んでしまうが，お許しを戴いて申し上げれば，地域の安全・安心に関
することで交通・防犯・防災，それから環境保全に関する住民啓発・住民参加による運動等の
業務を行ってはどうか。また，
（仮）まちづくり協議会と（仮）地域づくり協議会の事務局を担
当し，組織の育成(充実)等についてその役割を担う。さらに地域の歴史的行事（全町的に行わ
れているお祭りや運動会など）を住民協働で推進する(仮)まちづくり推進課が担当してはどう
か。
次に(仮)まちづくり協議会に対する財政支援のあり方についてであるが，委員の報酬のみで
良いのではないか。しかし(仮)まちづくり協議会がその地域全体を対象に自ら事業を実施する
場合は，市に対し補助金申請をするような道筋を作ってはどうか。財政支援については，均等
割り等で割り振るのではなく，主体的に事業を実施するところに予算を付けることを基本にし
てはどうだろうか。
次に(仮)地域づくり協議会であるが，人的支援については，旧市町単位で組織体制が異なっ
てくることから，(仮)地域づくり協議会の設置数も異なってくるが，その設置数に応じて（仮）
まちづくり推進課から１名を派遣する形ではどうか。イメージとしては地区公民館や地区館と
いったところに自治組織を育成する意味において，５年程度は職員を派遣しそれ以後は地域住
民自ら行う方向をでイメージをしている。また，(仮)地域づくり協議会で行う事業内容によっ
ては，行政からの人的支援を必要とする場合も考えられるので，その場合は，(仮)まちづくり
推進課を中心に応援を行ったり，全町的にまたがるような事業の場合は総合支所の職員も応援
ができる体制も必要ではないか。(仮)地域づくり協議会の財政支援のあり方については，既存
の団体等に補助金や助成金が支出されている部分があると思うが，合併後一定期間は継続する
こととして，(仮)地域づくり協議会が事業を実施する場合は，(仮)まちづくり協議会と同様に
申請方式とし，必要な事業に必要な予算を付けていくという形が良いと思う。やはり(仮)地域
づくり協議会を構成する方々の会費や負担金，浄財等で賄えない事業は出てくると思う。理想
としては，自治組織が自立して行うことが一番良いとは思うが，移行期については何らかの支
援が必要であり，緩やかに変えていくことも大切かと思う。最後に，今申し上げた内容は，岩
出山における自治組織の現況を基にした考え方・捉え方であるので，他の地域の方々からみれ
ば違和感があるかもしれないが，私どもの地域ではこのような方法であればスムーズに移行で
きるということで申し上げさせていただいた。
○堀江委員長･･･岩出山を事例として財政支援と人的支援の両面についてご意見を頂戴した。他の
委員からも様々な意見を頂戴したいと思うので，先ずは前列にお座りの委員からご意見を戴き
たい。
○石村委員･･･古川では(仮)地域づくり協議会の行事に掛かる費用は毎戸から集めて実施してい
る。事務局についても学校の先生や農協や役所を退職された方々が務めている。委員報酬は無
く，各地区から数名が出て運動会や敬老会，ふれあい昼食会等の事業を実施している。移行期
という考え方もあると思うが，合併するのでこの機会に変えていってはどうか。
○堀江委員長･･･ただ今，報酬についてのご意見もありましたが，前回検討した報酬は(仮)まちづ
くり協議会の委員報酬についてであることを確認しておきたい。
○米城委員･･･大崎市流地域自治組織というお話しが出てから，色々な会議で「どうしよう」とい
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うことを皆さんに聞いてきたところ，
「この地域で死にたい」
「この地域に住み続けたい」
「この
地域の役に立ちたい」
「何か機会があれば活躍したい」という意見であった。どちらかと言えば，
私は地域別というよりは分野別の(仮)地域づくり協議会を希望しており，とにかくこの地域を
活性化しなければいけない，そのためにはそれぞれの歴史はわかるが，外から見た場合（例え
ば私が鳴子さんを見た場合）鳴子の方々が気付かなかった良い部分も見えてくるのではないか，
他の地域から自分の地域を見てもらうということも期待したい。それから，地元にどんなもの
があるのか，ということが行き渡るための公民館での勉強会や活動をするようにしていけば大
崎市流の自治組織のあり方が見えてくるのではないかと思っている。地域別というよりは人と
人とのつながりというものを大切にしていきたいと思っている。
○堀江委員長･･･ただ今のお話は，これまでの地域づくりということに止まらず，違う観点からの
ご意見を頂戴した。
○小林(令)委員･･･自治組織の基本というのは，これまで行政に頼っていたことを私たちが行って
いくことだと思う。鹿島台における地域自治組織の検討会議でも各委員から色々な不安が出さ
れた。これまでの活動を自分たちだけでやっていかなくてはならい時に，財政的な部分はどう
なってしまうのか，あるいは自主的に行っていく場合の手法等がわからないといった不安が多
く聞かれた。検討委員の中でもこのような不安が出るということは，住民の方々はもっとわか
らないのだろうと感じた。したがって自分たちが自立するまでの支援が必要であると思う。ま
た，自立していくためには，
「南の玄関にぎわいのまちづくり」といったキャッチフレーズのよ
うなものもがあるとわかりやすいので必要であると思う。
○小原委員･･･大きな合併で地域も変わるということで，やはり住民の方々は財政支援や人的支援
の面で不安を抱いているようである。また，(仮)まちづくり協議会と(仮)地域づくり協議会と
いう名称についても，住民の方々にはまぎらわしく，よけいに理解し難いものとなっているの
ではないか。さらに，松山は(仮)地域づくり協議会を置かないということで検討を行ってきた
が，その辺の整合性といったことも含め最初に決めておくべきことと，徐々に切り変えていっ
ても良いものとの２つの分け方があると考える。住民への財政支援については，事業費補助の
物差しで進めていって良いと考えるし，人的な支援についても，非常に難しいがそろそろ思い
切って職員対応ではない部分があっても大崎市流らしくて良いのではないかと思う。そういっ
た意味で最初から変えていくことも必要なのではないか。事業については，地域独自のものが
あるので，段階をもって変えていく考え方もあるのではないかと思う。
○八鍬委員･･･公民館ではいろいろな活動が行われ，一方，観光では各地区単位での事業が行われ，
また商店街には商工会があり，それぞれの分野でいろいろ組織が数多くあり，そのつながりを
どうしたら良いのか判断がつかない。また，鳴子の場合は，町内会の会長と行政区長は別々で，
こちらについても町内会長はボランティアで地域のことをやっており，行政区長は配布物を配
ったりして様々活動を行っていて，どう結び付けて言ったら良いのか整理ができない。そんな
中で合併するから自分たちでやって下さいといわれても，例えば，
「こけし祭りはどうしよう」
ということになってしまう。したがって５年くらいは行政の方々に手を貸していただき，徐々
に切り替えて行くということをやっていただきたいと思う。また，分野別で１市６町の方々が
集まり輪になって交流できたら良いと考えている。
○大場委員･･･補足を兼ねて申し上げたい。鳴子でも地域自治組織検討会議を開催したが，地域自
治組織とは何かという基本的なところで委員の理解を得るのに時間を費やしたが，ローカルマ
ニフェストまでやっていただいた皆さんに感謝している。私が思っている大崎市流というのは，
合併はするが，統一することではないという概念をもっている。それはそれぞれの７色のカラ
ーが虹のごとく輝くというのがこの協議会で最初に掲げたことであり，そのことから地域性は
あっても良いが，人材的な部分や業種的なものについては，１市６町の中で自由自在に網羅し
ていって良いと考えている。しかしすぐにというわけには行かないので，最初の議員選挙は地
域毎の選挙区としたわけで，その４年間の間に次の流れの中に入っていくという考えを持って
いる。この小委員会で全て決めてしまうものではなく，スタートできるまでの準備を行うのが
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この小委員会の使命だと思っている。したがって合併前に最低限確認しなければならいことを
この場で話し合っていくべきで，各市町で検討した地域自治組織の検討報告を最大限尊重して
参りたいと思っている。
○伊東委員･･･前回の小委員会で財政支援については次回までの宿題となったので三本木で検討
した内容についてお話し申し上げる。財政支援については，事業費補助に切り替えていくこと
はやむを得ない。総合支所の予算権限については，各総合支所と(仮)まちづくり協議会にある
程度の予算権限を付与すべきではないかという内容であった。
○及川委員･･･地域自治組織の議論が深まるにつれ混迷してきたような気がする。したがって原点
に戻してお話をさせていただくと，住民の不安を払拭することに目標を置き，激変緩和として
の一つの手法だったのではないかと思っている。やはり問題となるのは，財政支援と人的支援
のあり方で，財政支援については補助金の算定をどうするかといった部分で，いろいろな手法
があると思うが，例えば旧市町の住民税の税収に一定の率を掛けるということも考えられるの
ではないか。また，財政支援については，(仮)まちづくり協議会に行い，そこから(仮)地域づ
くり協議会に下ろしていくことが良いと考える。さらに，これまで補助金をもらって活動を続
けてきた団体等をどうするのか，公平性の問題もあると思う。人的支援については，行政職員
だけではなく，公民館に住民からの職員も置くことなどが考えられるが，その方には給料も支
出する必要があると思う。田尻の場合は町民学校という組織が全地域に組織されているので，
スムーズな移行と取り組みができるのではないかと思っている。
○中鉢(恵)委員･･･１０年間の間に職員数が減っていくということも踏まえて，地域自治を考えて
いく必要があると思う。そういう観点からすると，今後住民サイドへ行政から何が下りてくる
のかと考えた場合，交通安全，防犯，消防，防災，福祉事業，保健，学校関係といったような
ものが，少しずつ住民の自治の中へ下りてくるのかなあと思っている。また，地域の管理事業
としては，公園や環境整備などもボランティアや地域で行っていくとことを明記して，住民に
示すことが必要で，内容が具体的になった時，住民の皆さんは改めて関心を持つのではないか。
当初，住民の方々は，行政から仕事が一方的に下りてくるとしか捉えていなかったものが，自
分たちの暮らしを豊かにし，自分たちが地域をきれいにすることによって活性化につながると
いう考え方に変化してきている。岩出山でも毎戸から集めたお金などで，地域毎にいろいろな
行事や整備事業を行っているが，最近では地域にある建物をみんなから集めたお金で清掃を行
ったりして少しずつではあるが変わってきている。自治に対する意識は少しずつ変化するもの
なので，総合支所や本庁では距離が遠かったりすることもあるので，職員がもっと近くに居て，
どこに持っていったら良いのかわからない問題等をサポートしてくれるような環境も必要で，
始動期には仕事の方向性をつけるだけでなく，地域と行政を結ぶ大きなパイプとなるのではな
いかと思っている。
＜休憩＞
○橋本委員･･･古川市のことについてお話しさせていただく。古川には九つの地区公民館があり，
２名の職員を配置している。１名は正規の職員で，もう１名は嘱託職員である。正規の職員を
配置した理由は，各種証明の発行事務も取り扱うためである。以前は，正職員２名を配置して
いたが，平成１１年に定員管理計画や財政健全化計画に基づき１名を引き上げ，１名を嘱託職
員とすることにしたが，その際公募したところ１４０〜１５０名の応募があった。(仮)地域づ
くり協議会が各地区単位に設置されるとなれば，その職員が担当することになると思う。一方
市街地においては，地区公民館はなく，ここに(仮)地域づくり協議会をどのように立ち上げる
かということが課題となっている。小学校単位だけでも５つあるし，コミュニティ推進協議会
もあるが，それぞれ地区が入り組んでいるので，それをどのように整理するのかがこれからの
課題として地域の方々との話し合いが必要になってくると考えている。また，財政支援につい
ては，(仮)地域づくり協議会と総合支所の間で行われることが良いのかなと思っている。
（仮）
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まちづくり協議会を経由せず，事業費補助の方向が望ましいと考える。
（仮）まちづくり協議会
は，(仮)地域づくり協議会の調整や審議会的機能を担えばよろしいのかなと思う。これまで本
来住民の方がやるべきことを行政が取り上げてきた部分があり，それを今になって協働という
名の下に住民の方々にお返ししていくということであるので，そのことがきちんとした形にな
るためには，結構な時間が掛かると思っている。したがって，当面はこれまでの活動を主とし
て将来的には(仮)地域づくり協議会が，例えばＮＰＯ法人のような組織になっていくような形
の方向性が良いと思う。
○門間委員･･･各地域によって成り立ちが違うし，現在の行政スタイルやコミュニティのあり方も
いろいろと違うので，この(仮)地域づくり協議会を一つの形のものにしようというのはなかな
かなり得ないものだと感じている。行政区長が中心となり，行政区で地区行事や道路清掃，河
川愛護を行っており，鹿島台の場合はそこにコミュニティ援助資金という補助金を充てている
が，あとは地域住民のお金で行っている。したがって，その部分に新たな人的支援が必要かと
なるとその必要性はないと思われ，むしろ，人的支援は(仮)まちづくり協議会の中に必要であ
ると考える。これから行政が協働を進めて行くということは，新しい公共性を産み出していく
ということになるわけで，地域の住民の皆さんからしてみれば，これまで行政が関わってやっ
てくれたこと，補助金を出してくれたこと，そういったものが全部自分たちの手でやらなけれ
ばいけないのかといった不安はあるようだが，そうようなものではないと私は思っている。例
えば，岩出山町のように地区に職員を配置することによって，事業効率が図れるといったこと
や，あるいは職員がいることによって，そこの地区の活性化のプロデューサー的な仕事を行っ
ているというのであれば，それはそのままで良いと思う。財政支援について言えば，(仮)まち
づくり協議会に下ろしていただいて，そこから必要があれば(仮)地域づくり協議会へ流してや
るといった方法が良いのかなと思っている。
○三浦委員･･･三本木においては，区長会を先頭に行政区で地域づくりを行っている。例えば夏祭
り，運動会，忘新年会等々を各地域で行っている。したがって検討会議を数回開催しているが，
地域づくりに関することは，すでに行っている部分であり，あまり話題となっていない。人的
支援について，各地区に配置してというお話しもあるが，合併する以上は，地域のことは地域
でやるべきだと思う。何のための合併なのか，本庁機能はどうなるのか，地域の機能はどうす
るのか，そこで私たちが考えたのが(仮)まちづくり協議会をメインとして(仮)まちづくり協議
会に財政支援を行う。そこから専門部会等のグループを作り，地域づくりも併せて考えながら
やっていこうというのが三本木の発想で，総合支所にも予算に関する権限も与えて進めて行こ
うとする考えである。
○氷室委員･･･職員検討会議の報告資料が全てを物語っていると判断させていただく。合併という
ことで，住民の方々が今一番心配しているのは，合併したら今まであったものが無くなるのか，
ということを危惧している。それぞれの市町村で行ってきたことは，そのことによって活性化
なり独自性を産み出し，なお一層の活力につながってきた。行政が人的支援や財政支援を行っ
てきたそれぞれの事業は残さざるを得ないと思っているし，こういった部分を住民の方々が一
番心配しているところであるので，きちんとした方向性が見出されるだろうと考えている。行
政が関わらなくても活動しているサークルは良いが，これまで行政から支援を受けて活動して
いた団体については方向性を示すべきだと思う。
○佐藤(仁)委員･･･平成７年に，今ここで行われている議論を盛んに行った経緯がある。それが農
村型ＮＰＯセンターという地区館であるが，行政的な組織として行政の行事を行う公民館があ
り，住民側の自主的な組織として親交会があり，ここでは地域内の行事は住民組織の中で行う。
さらに生涯学習的な組織のコミュニティ推進協議会があり，これは多種多様な住民の参加が得
られる。親交会というのは，１戸１代表制での構成である。この違いを平成７年に説明しなけ
ればならなかった。そしてこれらを総括する意味で，住民と行政のコラボレーション(協働)化
が始まってくる。逆に言えば住民活動の中に行政も参加していく姿勢を展開しようということ
で，これまでの公共空間はすべて１対０の構図で行政が受け持たなければならなかった。行政
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に対する住民の甘え，政治に携わる者の選挙公約で，なんでもやりますといった形になってし
まって住民の甘えを醸成した面も否定できない。こういった部分を転換しなければならないと
いうことで，これからは８対７の住民協働型の行政組織をつくっていかないといけないという
ことから協働化するための包括した組織として農村型ＮＰＯセンター，すなわち地区館を平成
８年度に立ち上げたのが岩出山の協働化である。その時に新しい住民活動と行政活動の概念が
必要になった。今回問われているのは新しい自治組織に対する概念だと思う。ここのところを
整理しないとなかなかわかりにくいということで私もみなさんの意見を拝聴しているところで
ある。ただ，私自身は４つだけ整理しており，その１つは住民自治意識の醸成である。この住
民とは住民側だけではなく，行政職員の住民自治意識の醸成も必要だと考えている。そのため
には，本庁で行政的な事務ばかりを行っていては協働の意識は出てこない。住民の生活の場に
職員が存在し，住民の顔が見える，それがなおさら広域合併をしていく時に職員がどのような
形で参画をしていくかというのが協働の醸成意識，これが行政職員の住民自治意識の高揚につ
ながる。このような観点を人的支援という立場で捉えるのではなくて，行政職員の自治意識の
高揚をどうやっていくのかという観点から捉えていかないとだめだと思う。もう一方は住民の
自治意識で甘えないということではなくして，住民の役割と行政の役割，政治の役割がそれぞ
れしっかりと示されることによって住民の意識が高まってくると思う。２つ目は，地域審議会
を置かず，自治組織の中にその機能を持たせるとしたわけであるから，新市への提言と実践活
動の２つを行っていくということ。３つ目は広域合併することによって，地域的な活動と新市
のまちづくりが共同化していく，つまりは新市民としての一体感を醸成していくこと。４つめ
は新市におけるネットワークづくり。田尻町の進んだ環境対策及び国際的な視野，鳴子のぶな
林を守ろうとする環境対策，岩出山のトマトクラブの生ゴミ対策，シナイモツゴ郷の会の保全
活動といった環境分野なら環境分野において，ネットワークを組み大崎の価値観を高めていく
といったようなことが住民自治活動の概念を作っていくうえで必要なものだろうと考えてい
る。
○高橋(勇)委員･･･これまでお話しを聞いて，１市６町がそれぞれ違うということを改めて理解で
きた。各市町での地域自治は，これまで行政区や町内会でいろいろ行ってきたその延長線上に
あると考えて良いのでないかと思う。そこでこのような議論を続けていって良いものかを先程
より考えていたが，櫻井先生が述べられた必須科目といった統一性をこの際図る必要があるの
ではないかと感じた。補助金とかも段階的に自立を促して行くという方向性，かなり時間的な
ものは必要だと思うが，新市に委ねる方式をこの際明確にこの会議で示していく必要性がある
のではないか，それは当面，住民と行政との役割分担をある程度ここで概念的にでも一線を引
いて１８年度は各市町で予算を組むはずであるから，１８年度の新市における人的あるいは財
政的支援体制というものが，新市の首長の政策権限の範囲にも関わってくる問題ではないかと
思い，ここでコンクリートしてしまうことはまずいのではないかと思う。したがって１８年度
はこのままいって，１８年度中において新市で練り合わせながら市長と議会の承認を得て，新
たな方向性を持つべきではないかというように考える。先ほど鳴子の住民代表が申し上げたよ
うに，町内でいろいろな団体や人々が活動している中で，どういう区分けで考えて良いのかわ
からないといったのはその辺のこともあるのだと思う。そこで行政と住民の分野を明確にして
おいて来年度に送り込んで，新市で政策分野の中で決めて行くことが正当だと考える。
○石澤(綾)委員･･･今回なぜ今まで計画してあったのが出てこないのかなと思っていた。決めるべ
きものは決めて，基本は基本でつないで行くのが筋ではないか。今回このような議論になった
ことをおかしいと感じていた。財政支援の関係で基本となるような部分については，新市にお
いて住民一人当りいくらといったように出すべきである。そのためにはしっかりとしたデータ
にのせて，ここに示してもらわないとわからないと思う。人的支援については，これまで行っ
てきたことにプラスして事業を実施するのであれば当然人的支援は必要であると考える。
○三神委員･･･地域自治組織というものを考える場合，各市町の伝統的な地域活動を尊重するとい
う姿勢が基本であり，大事なことだと思う。したがって，そのために(仮)地域づくり協議会で
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なくても良いというのであれば，それはそれで良いと思う。特に田尻の場合は，各小学校単位
に(仮)地域づくり協議会がなければ，なかなか活動が見えてこないという気もする。２０年以
上も前から，町民学校活動が進められており，最初は町が指導して組織づくりを行ったが，そ
の後は自主・自発的な活動を行っている。具体例を申し上げれば，地区運動会で町民学校連絡
協議会の会長が役員を招集し，役員会で決まったことは公民館長であっても職員であっても忠
実に守り進めていくという形で，事業を行う際のサポートセンターのようなものになっている。
こういった活動を続けることで，地域活動や地域自治組織の姿作りが成されていくと思う。ま
た，財政支援についての考え方は，
（仮）まちづくり協議会を通し(仮)地域づくり協議会に下ろ
していくことによってスムーズな活動を進められると感じており，中間報告書にあった段階的
な進め方が良いと思う。
○堀江委員長･･･これまで培ってきたことは大切にして進んでいきたいということは皆さん共通
しているのではないかと感じた。先ほど，今回このような議論になったことがおかしいという
ご意見がありましたが，これまでの小委員会を積み重ねてここまで来たわけですから，ご理解
をお願いしたい。冒頭，職員検討会議の報告で，職員が減っていくのでサービスも低下してい
くということがありましたが，私は決してそう思っておらず，合併により行政が簡素化してい
く中で，むしろ地域活動に関する部分は手厚くして行く，住民と直接向き合う職員は減らして
はいけないということを考えなければいけないと思う。すぐに住民みんなでやるのが本筋です
よと言っても，なかなかそうは行かない。職員の減り具合と合わせ，徐々に住民自治に移行し
ていくという考え方で進めて行かなければならないと思っている。また，合併によって全てを
即統一することは難しいというのが皆さんのご意見であったと思うので，どこまで統一見解を
持つか，どの部分を段階的に進めて行くか，そのような方向性を示すのがこの小委員会の役目
だろうと思っているので，この点も含めてここで櫻井先生のご指導を頂戴したい。
○櫻井先生･･･ これをまとめるのは至難の技だが，委員長のお話からたどって行くと，これから
行政と住民の協働の時代に入り，行政がスリム化していく中で地域もスリム化するのではなく，
逆に住民に向き合う施設職の部分を手厚くして段階的に行っていくというお話しがあったと思
う。この場合であっても，目標を明示するということが何よりも大切で，目標無くして手厚く
した場合は，より行政依存が強まることになる。したがって，なぜ地域を手厚く支援するのか，
その目標を住民の皆さんに共有してもらった上での地域支援であれば非常に良いと考える。そ
の場合，目標というのは，これまで行政が担ってきた部分をある程度住民にも担ってもらうと
いうこともあると思うが，ただ，この議論を進めていくと，
「行政がやる事業はこれ」，
「住民が
やる事業はこれ」といったように線引きをして提案してやることが良いのではないかといった
議論になってくる。実際，職員検討会議でも出された意見であるが，しかし，これをやった自
治体はほとんど失敗している。つまり，住民の言葉で平たく言えば，
「行政は金が無くなったか
ら俺たちに仕事を押し付けるのか，そんなものは受入れられるか」という反発が生まれ，なか
なか自治が育たないという結果になっている。行政からの提案型では逆に自治は育たないとい
うのがほとんどである。むしろ，この部分こそ，住民と行政の話し合いの中で，どこまでを住
民が担って，どこまでを行政が担うかということを協働の枠組みの中で議論していくことが必
要である。
先ほど鳴子の町長さんからのお話しにもあったが，やはり新市の首長さんの権限や裁量の問
題もあることから，どこまで踏み込むかという部分も難しいが，当面１８年度は，現状の補助
金と地域の運用面については継続するということが合意されているようなので，むしろ１８年
度中に事業提案をしてもらう，事業計画というと硬くなるので提案をしてもらう，つまりそれ
ぞれの市町には，それぞれの歴史があるので「うちの地域では自主防災組織づくりに取り組み
たい」であるとか，
「公民館活動でこういうことをやってきたので，この部分をもっとやってみ
たい」というところもあるだろうし，住民の側から自分たちはこれをやって行きたいという提
案をしていただく，そういった提案に合わせて，もう一度このようなテーブル（協議の場）を
作って，１８年度中にそれぞれの役割を少し整理してみてはどうか，その時の条件としては，
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今回せっかく住民検討会議を開催して，各市町の組織といったものも提案していただいている
ので，その組織等の中で，先ほど申し上げた事業提案というものを出してもらってはどうかと
思う。このことを先送りだと言われると困るが，先送りではなくて，地域自治ということを理
解するだけでもかなりの時間を要する。そうすると今年度中にやれることはここまでの範囲と
いうことになるのではなか。来年度は少し事業の内容も考えようと段階的な戦略の中で，地域
自治組織を育てていくことが必要なのかなと思う。ただし，もう一つは，事業の中で必須科目
と申し上げているが，例えば１８年度の一つの必須科目として，地域自治とか地域の自立をも
っと住民の方々に考えていただくための事業，つまり人材育成というようなことを必須科目と
して，それぞれの(仮)地域づくり協議会の中で，勉強会でも良いし，ワークショップでも良い
し，他の市町村の視察でも良いと思うので，人づくりなり地域自治組織を育てる，そういった
事業を来年度は行ってみるというようなことはどうだろうか。その中で１９年度以降，自分た
ちの地域としては，こういった事業をやっていきたいという提案を出していただくというよう
な形はいかがかなと思っている。
鳴子の住民代表の方から，今でも地域にはいろいろな活動があるのに，また新しい組織をつ
くるということにちょっと整理がつかないというご意見があったが，なるほどその通りだと思
う。鳴子では観光(温泉)という部分でかなり力強い人たちがいる。しかも若い世代の人たちで，
国から補助金を取って事業をどんどんやっている人たちがいる。一方で，自治会とか町内会の
人たちの動きはどうだろうかという視点で見た場合に，元気な地域もあるかもしれないが，活
動が停滞していたり，高齢化が進んで担い手がいないという地域も出てくると思う。むしろ同
じ町の中にあって，活力のある部分，テーマ(分野)別の部分と地縁型の部分を一体化して「地
域の力」として結び付けていくようなことが必要ではないか。これから高齢化や過疎といった
ものは現実の問題となり，地域性を守っていく上でも住民が一体となって鳴子をこれからどう
やっていくかというテーブル(話し合いの場)はいずれ必要になってくると思う。そういう意味
での(仮)まちづくり協議会や(仮)地域づくり協議会があって，これまでの活動を壊すものでは
なくて，むしろ活力を付けていく，それぞれの力を組み合わせることによって，鳴子の地域を
もっと盛り上げていこうじゃないかというような理解ではどうだろうか。この部分は先ほど混
乱しているというお話があったので補足として申し上げた。
○堀江委員長･･･この際ですので，櫻井先生からご指導を受けたいといった方はどうぞ発言をして
下さい。
○石澤(京)委員･･･これからはボランティアの方々の力を借りないとやっていけない事業等がた
くさんあると思う。そういったボランティア活動をしている方々が新市にはたくさんいて，新
市以外にもボランティア活動をしている方々がいる。その方々の力のネットワークづくりも一
緒に立ち上げていくことはできないだろうかと思っている。自分がボランティア活動をしてい
ると他の活動もしてみたい，勉強もしてみたい，情報も仕入れたい，そういった情報ネットワ
ークができないものかと考えていた。(仮)まちづくり協議会や(仮)地域づくり協議会という中
に組み込んでいけないものだろうか。統一性というお話しが出ていたが，田尻町の中で(仮)ま
ちづくり協議会のお話しをした時に，
「恐らく(仮)まちづくり協議会への助成金は，そんなに期
待できないと思うので，そこのところの助成金を皆が協力して，たとえば３つの団体が集まっ
てこのお金をこういった事業に使ってみないかというように知恵を出し合ってやって欲しいの
が(仮)まちづくり協議会だよね。予算の取り合いの組織ではなくて」という話をした時に，
「良
かった，私，いっぱいやりたいことがあるの」とおっしゃったご婦人がいた。そういった自主
的なあるいは自発的な活動を制限するような予算とはして欲しくないなと思っています。２つ
の希望を述べさせていただいた。
○櫻井先生･･･ ボランティア団体とか女性団体とか分野別の団体というのは，それぞれ活力があ
り活動しているが，それが地域に結びついているかどうかということがある。地縁型組織（町
内会とか行政区）は全国的に張り巡らされている日本の伝統組織であるから，むしろ地縁型組
織に分野別の組織が接辺を用いるような形で合併を機に作り上げていくということが良いと思
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う。それは旧市や町を越えた活動で当然良いわけだが，それを初めにやってしまうと全部拡散
してしまうので，まずは旧市町単位で考える。その後，１市６町にまたがる組織づくりをどん
どんやっていただくことで全く問題ないと思いますが，その辺の活力をどう地域に組み込んで
行くのかということが，今回(仮)地域づくり協議会の検討の中にあるだろうし，各市町から出
されてきた提案というのは，かなりその辺が網羅されているかと思う。今，日本の地域コミュ
ニティには閉塞感がありますから，その辺を合併によって乗り越えていっても良いと思う。
○大場委員･･･２つ先生にお聞きしたい。過疎地域における高齢化及び人口の減少が著しくし進む
中で，そのような地域に住む住民の負担が多くなるように思われるが，どのような対応という
かカバーをすれば良いのか教えていただきたい。それと，もう一点は，地域づくりは最大のビ
ジネスと捉えたいが，このような考えは間違っているのかどうかお聞きしたい。
○櫻井先生･･･ ただ今の２つのお話を結びつけて考えて良いのではないか。ビジネスであっても
良いと思う。私は農山間地域を中心に廻っているが，日本の合併論議の中で大変力強いところ
がある。ガソリンスタンドもスーパーのない所で，皆で共同出資してお店を経営していたり，
郵便局の民営化が決まりそうだといえば，これから郵便局は住民運営しかないという意見が聞
かれる。これは一例であるが，過疎地域は危機感があるため力強いところが感じられる。それ
で，その先をどう保障してくれるのかというと，非常に難しい部分があるが，経済的な部分も
含みながら農山間地域が経済的な地域活動を行っているところが，この合併を機に増えてきて
いることは事実である。むしろ，鳴子さんは，そのような力をどんどん発信していただきたい。
高齢化だからこれから辛く，大変だというよりは，だからどうするのかといった議論を，これ
を機会に是非やっていただきたい。先進事例は過疎地域の方に圧倒的に多いわけですら。
○堀江委員長･･･(仮)地域づくり協議会についての意見交換はこの辺までとし，次回の小委員会で
は，これまで出た意見を事務局が中心となって一つのものに取りまとめ，そこでまたご意見を
戴きたいと思っているが如何か。
○米城委員･･･前回の小委員会で(仮)まちづくり協議会を議論した時に欠席してしまい大変申し
訳ない。そこで確認の意味で申し上げるのですが，前回の小委員会の報告書を読ませていただ
くと，(仮)まちづくり協議会の委員は，
「非常勤特別職であるので，それに見合った支給方法が
ある」となっておりますが，職員検討会議の方では，
「(仮)まちづくり協議会の委員に対する報
酬は，協働の理念から支給しないものとするのも大崎市流となるのではないか」といった意見
もあり，２つの方向があったので説明を戴けたらと思う。
○堀江委員長･･･職員検討会議の報告書は，こういった意見もありましたということで記載されて
おり，これが決定事項とはならないことがまず一つ。さらに，前回の小委員会では非常勤特別
職の位置づけであるということは皆さんの理解をいただいた。というのは(仮)まちづくり協議
会は，地域審議会の役割を担うという観点もあり，新市からの諮問にも答えなければいけない
ということで非常勤特別職であるとしたが，支給方法や金額については，まだ議論には至って
いない。
○千葉次長兼計画班長･･･本日の次第（４）の地域自治組織に関する相対的な意見交換の中で，た
だ今お話のありました委員報酬につきましてもご意見を頂戴できるのかと思っていた。支給方
法や金額については，いろいろなご意見を頂戴しながら報告書に記載したいと考えている。
○鹿野委員･･･小委員会なので各市町の担当職員がこの場に来ないのが慣わしであるが，重要な会
議であることから，どういう形かでこの小委員会を見るような方法を事務方で相談して欲しい
と同時に委員長にもご配慮をお願いしたい。
○堀江委員長･･･検討させていただく。時間も押しているようなので終了時刻は午後５時とさせて
いだたき，次の(仮)まちづくり連絡会議についてご意見を頂戴するが，はじめに事務局より説
明を求める。
○赤間主任･･･職員検討会議の結果を基にお話しを申し上げますが，(仮)まちづくり連絡会議につ
いては，中間報告書のとおり連絡調整機能とし，特に権限等は与えないという内容になってい
ます。
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○堀江委員長･･･事務局から説明のあったとおり，連絡調整機能とし特別の権限は無いということ
ですが皆さんの意見を頂戴したい。
○鹿野委員･･･職員検討会議の報告にある権限を与えない，という表現は意見として出ているので
やむを得ないがこの場には当たらないと思う。委員長が権限は無いと言ったので安心したが，
本小委員会では，「権限は無い」であるとか「伴わない」という表現にすべきである。
○佐藤(武)委員･･･前回の協議会で，(仮)まちづくり協議会と(仮)地域づくり協議会では，どちら
も「づくり協議会」で紛らわしいのではないかと申し上げた。(仮)まちづくり連絡会議となっ
ているようであるが，まちづくりは協議会でも良いと思うが，地域づくり協議会の方は，実際
に地域づくりを推進する機能(組織)であることから，地域づくり推進会の方が良いのではない
かと思う。
○堀江委員長･･･その点については，事務局とも相談をしており，次の相対的な意見交換の中で，
ご意見を頂戴したいと思っている。確かに紛らわしいものとなっているが，ここでは(仮)まち
づくり連絡会議という名称で議論をいただきたいと思う。(仮)まちづくり連絡会議については
先ほど事務局から説明があった内容として良いか。
○委員･･･異議なし。
○堀江委員長･･･次の(４)の相対的な意見交換ということで，皆さんよりいろいろご意見を頂戴し
たい。特に名称についてはまち(町)は存在しなくなるので「まち」を使用することは如何なも
のかといった意見もあり，旧市町名を冠することも話題に出たので，例えば三本木地域づくり
協議会といったようなことも考えられると思うが，次回までの宿題とし，それぞれ考えてくる
ということで如何か。
○狩野委員･･･(仮)まちづくり協議会と(仮)地域づくり協議会のどちらも「協議会」であるのでこ
れを変えようというのが先ず一つ。それとすでに松山では，
「松山まちづくり」という言い方は
しておらず，
「松山の地域づくり」を新市ではどうするのかということを言ってきている。した
がって(仮)まちづくり協議会は「地域づくり協議会」にして，(仮)地域づくり協議会を「地域
づくり推進会議」，
（仮）まちづくり連絡会議は「地域づくり連絡会議」で良いと考える。
○堀江委員長･･･ただ今のご意見も参考にして次回に決定したい。
○佐藤(武)委員･･･名称は各自治体でそれぞれ考えてきて良いのか。
○堀江委員長･･･各市町に一つずつ置く組織は，ばらばらでは困るのではないかという意見もあ
り，鹿島台町では統一するのであれば，調整するための時間が必要であるとの意見もあった。
○門間委員･･･鹿島台の名称については，今日発表しなければいけないと思っていたが，基本的に
は「南の玄関にぎわいのまちづくり」が望ましいということであったので，それでどうでしょ
うかといことであった。どうにもならないのであれば副題ということも検討しなければいけな
いと思う。
○堀江委員長･･･きょうの会議で名称について決定するとは考えていないので，ただ今のご意見は
検討した結果報告として承っておきたい。その他，名称以外でご意見を頂戴したいと思うが，
事務局の方から協議して欲しい内容はないか。
○千葉次長兼計画班長･･･先ほど，ご意見が出ました報酬の支出の件で委員皆様よりご発言をお願
いしたい。
○石澤(綾)委員･･･設置する場合は条例で設置するということになるのか。
○千葉次長兼計画班長･･･条例で設置することになると思う。
○堀江委員長･･･報酬の具体的な金額等まで，この小委員会で決定するというのは無理だと思う
が，非常勤特別職であるからには報酬を支出するといったような方向性で良いと思うが如何か。
○石村委員･･･前回の小委員会で配布された参考資料に，委員数は５０名を上限として各旧市町で
対応するとあり，さらに(仮)まちづくり協議会に部会を設置した場合は，その方々の報酬まで
支出することになるのか，そうなると３００人くらいの委員数になってしまうと思われるが，
その点をお聞きしたい。
○千葉次長兼計画班長･･･(仮)まちづくり協議会の組織構成が，まだ定まらない中であり，（仮）
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地域づくり協議会を設置しないところもあれば，(仮)まちづくり協議会の中に部会を設置した
いということころもある。そうした場合に(仮)まちづくり協議会の委員を何名にするかといっ
たことも考えなければいけない部分だと思う。次回の会議で，最終報告書の素案をお示ししま
すが，各市町の住民の方々による地域自治組織の検討報告書の出されておりましことから，そ
の点もある程度踏まえながらの調整になると思う。その中で考えられるのが，地域審議会的役
割を兼ねるという部分があるので，報酬を支出する委員の大よその人数は定まってくるのかな
と考えている。また，(仮)地域づくり協議会を設置しないとか，部会を設置するといった各市
町の状況により委員数が異なっても如何なものかと思いますし，事務局としては，地域審議会
的機能の役を兼ねる会議を運営する上での支出になるのではないかとも思っておりますが，こ
れからのご議論になると考えています。
○狩野委員･･･(仮)まちづくり協議会の委員に対する報酬であって，(仮)地域づくり協議会の委員
にではないことをきちんと整理すべきである。それは地域審議会的な重要な任務が(仮)まちづ
くり協議会にあるので，その審議に対する報酬という見方をすれば整理がつくのであって，(仮)
まちづくり協議会の委員と(仮)地域づくり協議会の委員との整理を事務局が行わず，皆さんど
うですがという意見の求め方は如何なものかと思う。
○佐藤事務局長･･･補足させていただきますが，中間報告書のイメージ図で(仮)まちづくり協議会
の委員は，(仮)地域づくり協議会の代表の方々で構成するということで流れてきました。また，
部会を設置するところについては，部会からの代表者で(仮)まちづくり協議会を設置するとい
う考えを持っていましたので，次回ではそのような考え方でご提案しようと思っていました。
○門間委員･･･協議会であることから，ある程度の人数がいないと地域づくりの話はできないので
はないか。最低どれくらいの人数を考えているのか。逆にいうと，むしろその人数を確保して
いただきたい。
○佐藤事務局長･･･現時点においては，まだ人数は想定しておらず，次回に提案したいと考えてい
る。
○狩野委員･･･人的支援や財政支援をどうすべきかといった議論があったが，補助金については，
２つの考え方になっていると思う。既存の社会教育団体やコミュニティ団体が今後われわれの
組織はどうなっていくのだろうか，この部分が大事であり，既存の組織と今検討している地域
自治組織をどのように扱っていくのか。そこで櫻井先生からお話しのあった必須科目で，事業
を提案させていくその点が重要だと思う。つまりは事業に対する事業補助で考えていくといっ
た部分と既存の組織(団体)については，財政シミュレーションの中で，１８年度はそのままと
いうことになっているので，地域自治組織の補助という観点からは，今後地域でどのような事
業をしていくのかに視点を置き補助というものを考えて欲しい。
○堀江委員長･･･参考までに申し上げるが，イギリスでは地域活動が毎年計画され，その計画に基
づき実施され，それを評価・審査する機構がある。そしてその審査によって翌年度の予算付け
がなされるといった仕組みになっており，地域活動が活発でなおかつ定着しているようである。
大崎市がすぐにそのような姿というわけにはならないと思うが，そのような方向性も持ちなが
らスタートしなければならいところもあると思う。最後に櫻井先生から本日の意見交換を通じ
てのご指導をお願いしたい。
○櫻井先生･･･事業を作っていくという面から自治が生まれてくることもあるので，少なくても提
案型とかで「自分達は何がやれるのか」といったところを皆で議論して出していくことが，自
治の始まりかなとも思うので，事業に対する補助を行うということであれば，既存の地域団体
への補助金や各種団体への補助金というものは，なるべく今のままで続けていって，事業を提
案した部分に補助金を当てるという論の分け方というのは，住民にとっては非常に力になるし，
助かるかなとも思う。平成１８年度については，事業の提案を出してもらうということと，必
須科目事業として人材育成というか「自治ってなんなのか」という，今行っている議論を旧市
町のどこの地域でも共通で継続してやってもらう。一点だけちょっと足りなかったが，今ここ
で議論していることをきちんと「地域に伝えてあげる人」が必要になってくる。合併した当初
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段階からサポートする人的支援は必要かと思う。ここにお集まりの皆さんが，テーブルを作り
チェックをしていく方法もあるかもしれませんし，(仮)まちづくり協議会に個別に人員を配置
するなどして，１８年度中に今日議論になった目標を達成するためのサポート役は必要ではな
いかと考える。
最後にまちづくり連絡会議に連絡調整機能というお話しがありましたが，事業提案があって，
行政がチェックして，それに補助金を出していくという考えもあるかもしれませんが，行政が
チェックをしてはいけないわけで，住民代表が集まってこれは補助金を当てて良い事業かどう
かを判断するということが重要で，もちろんルールは作らなければいけませんが，住民が住民
を審査していくというプロセスがあって自治は育っていくし，評価すると同時に自分も評価さ
れる，あるいは自分たちの地域はどうだろうかと考えることにつながっていくわけです。そう
いった意味から，まちづくり連絡会議のような横のつながりというものは，全市的な取り組み，
例えば補助金のコンペを行ったり，審査というか評価機関のようなもの，あるいは各地域でど
ういったことを行っているかといった発表や交流の場として位置付けすることもできるのでは
ないかと思う。次回，報告書の素案が出てくるようなので，そこでまた議論を行い，磨き上げ
て行けば良いのかなと思う。
◇次回の開催について
○事務局 赤間主任･･･次回の開催については，委員長と相談の上，後日ご連絡申し上げる。
○委員･･･異義なし。
６．閉会あいさつ･･･吉田副委員長
７．閉会･･･事務局 計画班 赤間主任
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