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第３回大曲地域協議会 会議録

平成１７年１２月１７日（土）午後２時～

市役所本庁３階大会議室

出席委員（１５人）

伊藤辰雄、伊藤八重子、大賀賢子、加賀谷早苗、小松末五郎、鈴木建一、

高橋幸子、高橋祥一、竹村晴子、竹村信雄、判田勝補、挽野実之、

藤谷弘志、山下榮敏、渡部淳一

１．開会及び協議会成立報告

開会と委員の２分の１以上の出席があり会議が成立する旨を報告

２．会長あいさつ

３．出席者紹介

欠席委員・・・田中智子委員、中野和幸委員

４．会議録署名委員の指名

大曲地域協議会運営規定第７条第２項により議長が鈴木建一委員、高橋

、 、幸子委員を指名するが 高橋委員より最後まで出席出来ない旨報告があり

代わって高橋祥一委員を指名。

５．議事

議事 第１号 大仙市総合計画（素案）について
（総合政策課 加賀主幹説明）

基本計画につきましては、基本構想第Ⅲ編６つの施策を柱に、さらに第７

、「 」 。節として 計画の推進にあたって を加えて構成することとしております

市民意識調査からまちづくりの視点を記載し、それぞれの分野別の現状と課

題、基本方針を示し、目標とする指標、施策の体系、具体的な取り組み等を

記載することで現在作業を進めております。基本構想部分につきましては、

皆様からの意見を参考に今後修正を加えながら作成していきたいと考えてお

ります。

お手元に「大仙市総合計画基本構想素案に関するご意見等について」とい

う用紙を配布しておりますので、ご意見等ありましたら支所の地域振興課ま

で出来れば今月中に提出していただきたい。

会長 ありがとうございました。こんな大仙市でありたいという理念を

序論で、こんな夢をという部分を基本構想で述べているようです

ね。具体的な部分については、次回出てくるのでしょうか？

加賀主幹 構想部分については、１０年後にこうなるといいなという内容を

記載しております。基本計画に関しましては、５年後にはこうなり

たいというもう少し具体的な内容が記載されています。
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会長 ここに載っている部分については、１０年間拘束されるのですよね？

加賀主幹 基本的には１０年間ですが、現実には社会情勢に合わせて５年ごと

に見直しされますので、構想部分で不都合な点があれば修正してい

くものと考えております。

会長 委員の方、質問、ご意見ありましたらお願いします。

竹村委員 ページ 行目に 「上水道と簡易水道については、水道の未普及25 5 、

地域の解消を図るため、大仙市全域にわたる水道事業計画を早期に

策定し、これに基づいて整備を進めます」とありますが、我々の部

落では簡易水道があります。美味しい水ということで利用してます

が、この計画からいくと５年１０年という周期のもとで簡易水道は

なくしてしまうということなのでしょうか？

加賀主幹 具体的な計画につきましては、担当課に聞かなければ分かりません

が、大仙市としては、太田地域などには水道が入っておりませんの

で、大きい意味の表現をここでしております。個々の話を具体的に

されますと、こちらでもお答えできないのが現状ですので、持ち帰

って方向性について確認したいと思います。

会長 今のように具体的な例を出しながらでないと話がしづらいかと思い

ますので構わないですよね？

加賀主幹 構想は本当に大枠の話ですので、大仙市の一般的な話だとすれば基

本構想の中に取り入れるものもあるかもしれませんが、個別になり

ますと、担当課との協議もありますし、実施計画、基本計画の方に

入ってきますので、この中で話す内容とはレベルが違ってきます。

会長 例えば、安心して健やかに暮らせるまちづくりについて誰も文句は

ないと思います 「人が活き人が集う夢のある田園交流都市」これ。

について誰も文句を言う人はいないのではないでしょうか。だった

ら話をするべきは具体的な例を交えながら出していかざるを得ない

部分もあるのではないでしょうか？委員の方々、それぞれの立場を

持っていることもありますので・・・。

小松委員 基本計画の素案を一通り読ませていただきました。こうありたい、

これが望ましいとか、基本的な考え方が記載されていてこれに反対

する人は誰もいないわけです。これが本当に実現したら大変に良い

まちが出来ると思いました。我々協議会の委員としては、自由な発

想で市民の立場で提言する地域協議会でありたいと第一回目の会議

で申しましたので、意見を提出する用紙をもらいましたが、抽象的

な内容ではなく具体的な中身を見て具体的にこうありたいという提

言をした方が良いのではないかと思います。今ずっと説明されても

膨大な資料だし、抽象的な内容だしあまりピンとこないです。率直
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な感想としては何が何だか分かりません。じっくり読んだら委員と

して提案出来ることがあるかもしれませんが、今は時間がありませ

んので後でゆっくり見せてもらって、基本構想の中でも具体的に私

にとってはこんな風に思いますというようなことを発言していきた

いです。協議会の委員に応募した時提出したレポートに病院移転の

問題に合わせて幼稚園、託児所、相談所、老人ホームを配置したら

どうかという意見を提案したわけで、この構想の中にも抽象的に記

載されていますので後で具体的な意見を申し上げたいと思います。

私が提言したことは大きな問題であり、財源も必要だしすぐに出来

ることではないと百も承知ですが、１つのきっかけとなって整備が

出来ればという希望で申し上げました。

、 、会長 毎回この話題が出てくることで 秋田民報の方にも掲載されまして

ご存じの方もたくさんおられるかと思いますが、幼老一体の施設に

ついてはどうでしょうか？私の方から聞きたいと思います。

加賀主幹 幼老一体の施設が出来るかどうか、３３ページをご覧いただきたい

のですが、直接は記載されておりませんが （２）子育て支援の充、

実の中で地域社会全体で安心して子育てが出来る環境整備の部分と

（４）高齢者福祉の充実については高齢者の自立と社会活動への参

加や生きがいづくりを総合的に支援します・・・要するに大きな表

現で組み合わせて実現できれば、担当課の考えもありますが、幼老

一体の方にも可能かなと考えております。

小松委員 ３３ページ、私も見させてもらいました。私が提言したことについ

て抽象的ではありますがいくらか入ってるのではないかという気が

しました。ただ、具体的な部分については記載されてないので、こ

れが本当に行政に反映されるかどうか心配というか、１つ１つ条件

整備していく手始めとして病院移転の問題を書いてあるのですが、

そういうことも具体的にこれからどんどん進めていってもらいたい

と思います。

会長 他に質問、ご意見ありませんか？

84,000山下委員 ２６ページの将来人口についてですが、１０年後の人口を

人と設定し、本市のまちづくりを進めると書いてありますよね？少

子化を何とかしようとか、住みやすいまちをつくろうと人口の流入

を図ろうとしているわけですよね。自然動態や社会動態から算出し

たのでしょうけれども、自然に減っていく人口の枠をつくってその

枠に合ったまちづくりをするのであれば、その前のうたい文句が小

さい枠の中にはまってしまうと思うのです。自然に計算した人口に

合わせるよりも、もう少し大きな枠の中で余裕を持った枠を作るべ

きだろうと単純にそう思ったのですが、いかがでしょうか？

加賀主幹 この将来人口に関しましては、内部でも議論いたしまして、当初は
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これよりももう少し多めの数値を考えておりました。確かに委員の

おっしゃるようにもう少し多いのではないか私共も考えました。た

だ、過去に１０年以上前に人口が減少している時点でいろいろ人口

に歯止めをかけた現状でも減少しているという現実もありましたの

で、今回いろいろな議論の中でこのような判断をしたわけです。

、 、山下委員 これは理想像ですから そこだけ現実的に小さな数字が出てるので

もう少し大きな枠を作っておいたらどうでしょうか。何を見ても、

先を考えて作ったと言ってもその時になると大抵小さくなるもので

す。せめてこれぐらいは大きくホラを吹いてもよいのではないでし

ょうか？

会長 気持ちは分かります。

判田委員 構想ですので、細かい部分については次回の実施計画で述べられる

ことと思いますが、私が感じたこととしては、市の財政ですが大変

厳しいと挙げられております。経常収支比率が９８．４％で使える

お金が１．６％と異常事態であると述べられております。人口減を

含めまして、相当行財政改革を考えられておるところでしょうが、

どのような形で実施計画に持っていくのか、教えていただきたいで

す。

加賀主幹 市長が答えるべき内容だと思いますが、我々の段階の考え方としま

しては、厳しい中、市民から出てきているもの、全部に全部は出来

ないので重点ポイントを持って進めていかなければいけないのが１

つと、アンケートにもありましたが、行革を進めてスリムにしたら

という意見も結構ありましたので、それを受けて庶務課の方で行革

について進めております。それともう一つ今取り組んでいるのは、

指定管理者制度ということで市が管理する施設を民間でできるもの

は民間でという考え方をしておりますので、スリム化する努力をし

ています。それにしても依然として財政は厳しいので今後継続して

進めていくということです。

会長 厳しいということは皆さんも分かっていると思いますが、よろしく

お願いします。他に質問等ございませんか？

高橋祥一委員

まちづくり、地域づくりに一番大事なことは産業をいかにしておこ

すかということになると思います。資料を見ますと産業の経緯につ

いて９ページから１０ページに記載されておりますが、まず、第１

次産業は主に農業ですが、昭和３５年から平成１２年までの間に総

生産額が４６．２％減少しています。第２次産業においては、昭和

３８年から平成１２年までの間にかなり伸びてはおりますが、次の

ページの平成１４年までの１０年間の第２次産業の総生産額は４７

億６千７百万円の減少となっております。第３次産業の商売、サー
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ビス業については伸びてはおりますが、伸びた理由は中央からの進

出でありまして、スーパーや外的な用件が多く、恩恵は地元の人に

来ないということです。１０年後、どの分野に力点を置いて大仙市

の産業をおこしていくのか、明確に見られない気がするのですが、

これがなければ記載されている構想についてあれこれ申し上げるこ

とはないわけです。良いことだらけで、是非このような市になって

もらいたいということばかりです。具体的な内容はこれからの実施

計画の方で出てくることでしょうけれども、１番の大元となるのは

大仙市の主たる産業はどういう風に持っていくのだろうか、これが

しっかりしていないと何となく絵に描いた餅で終わるのではないか

という危惧の念を持っているわけでして、これについて大仙市の骨

太な考え方をお持ちでしょうか。それがないと絵に描いた餅に過ぎ

ない気がして、何となく物足りない気がします。

加賀主幹 産業については非常に難しいです。ご承知の通り、資料はないので

すが第１次、第２次、第３次と比較しますと、第３次が非常に大き

なウェイトを占めておりますので、そうしますと大仙市の産業は第

３次産業になるのかという感じを受けますが、第１次産業、特に農

業につきましては、生産調整ということでほぼ３年に１年は休むよ

うな内容であります。その中でも農業というのは大仙市の主要な産

業の１つとして位置づけております。農業の生産維持、そのために

は関係機関と協調しながら、次に出てくる基本計画の中では売れる

米作りをしようというとらえ方をしております。転作で生産調整さ

れ作付けされていない物については、複合作物を拡大して収益性を

取ろうという内容で作成しております。２次産業、工業につきまし

、 、 、ては ご存じのとおりここ数年 だんだん日本全体がアジアの方へ

要するに労働力の安い方へ流れておりまして、大仙市内でも減少し

ているのが事実でございます。１つは工業誘致を何とかして結びつ

けたい、逆に既存企業同士の異業種間の交流をすることで、また新

たなものが生まれないだろうか、ということが次の基本計画の中で

考えております。３次産業ということで、観光等につきましては、

今現在、大曲の花火、刈和野の大綱引きという一時的に観光客が集

まる時はありますが、常時来てもらう観光がないというのがここ大

仙市の一番の課題ではないかと考え、では大仙市には観光がないの

かというのではなく、払田の柵や真木真昼のブナは一部のマニアに

とっては非常に分かるような所もありますので、そういう物を組み

合わせて常時滞在できるような観光が出来ないのかなぁと職員担当

のところで次の基本計画の中でどうかできないかと作業を進めてお

ります。産業についてはそのような考え方をしております。

会長 だいぶ時間も押してきておりますので、質問者を一人に絞りたいと

思うのですが。

渡部委員 この文章を見てとても立派な文章だと思いました。ワーキングにか

なりの時間をかけており、すごいと思いました。これを見ますと、
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人口は減る、所得は減ってきている、役所にはお金がない、その中

で行政コストを低減させながら市民ニーズにこたえていくと言って

おり、その後には市民と協働してまちづくりをしていくと書いてお

りますが、文章が抽象的過ぎてこれで市民の人が情熱を持って私も

一生懸命やっていこうという気持ちになってくれるのかなぁという

感じを受けました。

藤谷委員 今のに関連しますが、私は全く逆の発想でこの構想はこれでよいと

思います。構想の中で、今度は我々一般市民が行政に頼らないで何

が出来るのか考えていくのも一つの新構想ではないか。大曲のみな

らずいろいろ共有するところも出てきますし、花火は花火、綱引き

は綱引きで皆で捕まえていこうじゃないか。そうすることによって

この新構想は活きてくるのではないかと考えております。

渡部委員 私は決してこの構想が悪いと言ってるわけではありません。そこは

理解して下さい。

会長 渡部委員や藤谷委員の気持ちはここにいる皆の気持ちだと思うんで

すよ。さっきも言いましたが「人が活き人が集う夢のある田園交流

都市」には大賛成だと思います。では、これをつくるためには具体

的に何が必要で、何をしなくてはならないのかというところで思い

を話しておりますので、意を汲みながら活かして欲しいです。具体

的なものは次回出てくるわけですが、それもこの会議に係るのです

ね？この次はもっと具体的なことについて話が出来ると思います。

この件についてはこれで終わりたいと思いますがよろしいですか？

次に、面白いまちづくりの提案があるようですのでよいでしょう

か？いろいろ提案がありましたが、この会議はまとめて市の方に或

いは総合支所の方に答申するという性格のものではないと聞いてお

りますので、意見を出したままの状態で終わりたいと思います。次

に進みます。議事第２号、事務局よりお願いします。

（事務局 山崎主任説明）第２号 委員提案の議題について

花火特区について・・・資料３参照

会長 挽野委員からの提案ですので、絡めた質問が出てくることが考えら

れますので、挽野委員から提案をお願いします。

挽野委員

簡単に説明させていただきます。先程の基本構想の中にもありました自然減

少による人口の減、５年で約５，０００人くらいずつ減っていくというのは非

常にショッキングでありますが、これはある程度のデータによって弾き出され

たものであると思いますので、努力してもどうしても減っていくというのはや

むないことだと思います。こうした枠に割り込んで１０年後には８４，０００

人という設定になっておりますが、危機感として出てくるのではないかと思い

ます。自然人口の増は見込めない環境の中で、どうにかして交流人口を増やし
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ながら、地域の経済の活性化に結びつけることは出来ないのかということで、

この花火特区という手段をここに挙げさせてもらいました。大仙市のまちづく

り計画の中で１番こんなものか？と思いましたのが、観光客数の目標値をを非

常に少なく設定しているのです。観光に力を入れながら交流人口を増やしたい

と言いながら観光客数の目標値を約２３０万人から２４０万人、たった１０万

人くらい、そのうち花火が７０万人くらいですから、引くと非常に消極的な数

字だと思います。当局の方の中にも、角館・田沢湖観光に来た方がちょっと大

曲に寄ってお酒を飲みに来てくれればいい、泊まってくれればいいような思い

もありますが、そうではなくてもっと積極的に大仙市に観光客なり、用事を作

ってくる方に花火特区を利用できないものかと考えました。具体的には、商工

会議所でも話しましたが、ロータリーやライオンズクラブ、医師会の会合を誘

致するとなると事務局サイドでは難儀する方は難儀するので、出来れば会議は

持って来たくないと消極的な団体も多い中で、サポート体制としてコンベンシ

ョン協会というものを旅行会社や宴会場やホテル・旅館業の方々から作ってい

ただき、そのまま利益になるわけですので、協会を活かしながら団体の誘致活

動をしてプラス花火を見せて、ついでにどうぞ田沢湖・角館も見て行って下さ

い位の積極的な誘致構想が必要ではないかということです。

裏面の方は思いつくままに書いた特区の内容です。特区自体は手段でありま

、 。すので どのようなまちづくりに繋げたいのかということを記載してあります

花火の打ち上げに関する許認可は保安距離の関係や県への申請等手続きが面倒

な点があります。小松煙火工業の社長に聞いたところ、そのあたりの簡素化を

煙火協会として以前、国に申請したことがあるが認められなかったそうです。

大仙市大曲という頻繁に花火を打ち上げている地域として、安全面、自主サイ

ドの熟練度を考えますと、ある程度許認可に対して緩和出来ないのかなぁと思

います。例えば、今週の土曜日にお客さんが来るが、予算があるので花火を上

げてやろうかという考えも簡単に出来るようになったらうれしいということで

記載してあります。

次は、夏の花火大会に限ったことかもしれませんが、６０万から７０万人と

いう観光客の大会となっておりますが、全国一厳しい保安距離を取らせられて

います。玉の数、観光客数も含めながら普通はＡクラスですが、大曲の場合は

特Ａぐらいと非常に厳しい許認可となっております。土手の表側に川があって

桟敷との距離をきちんととっておりますが、もしも裏側に民家が一軒でも建っ

てしまうと、河川敷で尺玉は打ち上げることが出来ず、競技会は成り立たなく

なってしまうのです。街並み条例ではないですが、打ち上げ会場を維持するた

めの政策はないかと考えました。

３番目は、６０万、７０万人の観光客が田沢湖・角館・秋田・横手・湯沢と

周辺地域に流れていき、そこら辺の経済効果もあろうかと思いますが、非常に

もったいないと思います。大曲にはゴミを落としていくばかりでいなくなって

しまうという状況ですので、少しでも緩和するために民泊を、西馬音内の盆踊

りの際、やっているのを先日テレビで見ましたが、民泊体制を規制の枠の中で

許認可を取れないものかと思いまして書いてあります。

その下は、花火特区という名前自体をまちのＰＲとして活用できると思いま

すし、実際その特区申請をいかして花火を活かした経済効果、まちづくりの活

性化につなげられれば面白いのではないのかということで提案させていただき

ました。よろしくお願いします。
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会長 ありがとうございました。大曲の花火については、皆さん関心を持

っていることで、これについて意見を交わしながら、どういう方向

に行ければよいのかということについて話し合ってみたいと思いま

す。まず最初に挽野さんに聞きたいという方いらっしゃいますか？

小松委員 挽野さんの提案、私も大賛成です。いろいろ規制があると聞いてお

ります。この中で、民泊許認可の簡素化ですが、１０月１６日のラ

ジオで泊めて食事を提供するには調理場の問題があり規制があるよ

うです。ところが、家族と一緒に食べる場合は４，５人の民泊は良

いということの法整備を考えていると聞いたのですが、担当者で知

っている方おりませんか？

柴田主幹 直接なお答えではありませんが、民泊する場合に営業としてする場

合には旅館業法の許可を取る必要が出てきます。食事を提供しよう

とすると飲食店の許可を取らなくてはいけません。ただし、ホーム

スティという概念がありまして、例えば国体の時に美郷町は宿がな

いのでホームスティさせます。いわゆるホームスティなので家族と

一緒にご飯を食べます。何の許認可も必要ありません。羽後町も西

馬音内の盆踊りの時に、宿がないのでホームスティ研究会というの

を作って、１５軒位が登録して３日間に４５０人位泊まっていくと

いう、営業ではないので謝礼をもらうという形で何の許可もなくや

っています。ホームスティをする場合は、グループでどんな食事に

しようとか食事には気をつけなくてはいけないという講習会を何回

か実施してやっているそうです。小松委員への直接なお答えではあ

りませんが、そういうものもあるという紹介でした。

小松委員 このラジオについては、規制があるので厚生労働省では４，５人の

民泊だったら構わないという法整備をすると言っておりましたので

・・・。

柴田主幹 多分それはグリーンツーリズムという農家民泊で、以前は調理場が

別でないといけないというのがあったのですが、今は釜が一緒であ

れば調理場は別でなくてもよいと簡単になっているのでそのことで

はないでしょうか。

会長 可能性がありそうだということですね。他に意見を求めます。

高橋幸子委員

会議、各種大会、イベント等を取り込んで・・・という中にグリー

ンツーリズムも是非入れてもらいたいと思います。農林振興課から

依頼を受けて花巻で農政局の女性企業の大会に出席してきました

が、今農業は大変厳しくて輸入の規制緩和の枠があって輸入米と同

じくらいの価格になるのではないかと、農政局の方でも将来的には

６０キロ当たり５，６千円の値段になるのではないかと聞きまして

すごく不安になっています。そして３分の１は休んでおりますので
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将来について全然展望が持てないのですが、農業を第３次産業と兼

ね合わせまして、即売所及び宿泊を考えていけばもう少し伸びてい

。 、く可能性があると思います 花火と体験農業を組み合わせていけば

またそういう客層も増えるのではないか、前日から来ていただいて

豆もぎとかトウモロコシをもいで、それを持って花火会場に行くと

か、自分達で一緒にご飯を作って弁当を持って行くとか、実際家に

来ていただくと、とりたての物はこんなに美味しかったのかぁと驚

いてくれますので、一緒の調理場で皆で作れるようであればよいな

と思いました。花火だけでなく、四季折々の花、真木渓谷など仙北

市に行かなくても大仙市の名所がありますので、そちらに来た人に

は花火に行けるようなチケットを出すとか、広く年間を通しての観

光も考えていただきたいです。

会長 はい、分かりました。花火を切り口にしてですね。全部諸々花火特

区にはならないと思いますが、うまくアイディアを出していっても

らえたらよいと思います。他にありませんか。

竹村委員 毎年桟敷会場を作り何万円かの料金を取って全国からお客さんを集

めるのですが、視点を変えまして、堤防でも道路端にでも施設を造

り毎年お客さんを呼び集める。毎年、大会近くに雨が降り、当日晴

、 。れて開催しますが 会場が泥で悪イメージが非常に強いと思います

非常にお金がかかることだと思いますが、全国規模の大会ですので

施設を造り年間を通して利用してはどうでしょうか。それから問題

提案ですが、花火を見た観光客から小さなビール缶が 円もした500
り、駐車料も高くボッタクリ商売をしていると苦情を聞きました。

これらの整備をしながら進めていってもらいたいと思います。

会長 はい。特区そのものと花火大会の問題点についても出ましたね。私

も話してよろしいでしょうか。私は大曲で生まれ、大曲の人間です

、 。が １０年位前に花火の世界大会のようなものを開催しましたよね

それに絡んで４年に一回世界大会が出来ないのでしょうか。４年に

一回アジア大会が出来ないでしょうか。２つを２年ずつ組み合わる

のです。以前開催した際、新聞で爆発物、火薬の規制があって予定

通り来られないとか来るのが大変だったという記事を見ました。非

常に難しい規制の問題があると思いますが、どうなのかなと思って

いました。実現すると１年起きに２日制も出来ます。毎年親戚が花

火を見に来ますので花火庵を紹介したらすごく喜んでくれました。

あそこの大きな画面も良いのですが、月岡映画館で過去１０年間の

花火を１時間位に編集して、タダだと馬鹿にされますので、１００

， 。円位徴収して２ ３日前から終日上映することも考えたりしました

グッズについて、民泊やツーリズムについて色々な分野に別れると

思いますが、花火についてトータル的な役割をするセンター、コン

ベンションというのか分かりませんが、そういう物も一方では考え

なければならないと思いました。他にないでしょうか？
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加賀谷委員 せっかく桟敷をつくるので一日だけではもったいないという気が

します。前日や翌日ロックなどの野外コンサートを開催し、実施

出来れば、準備する方は大変でしょうが・・・ということを何人

かで話したりしておりますので、先ほど議長さんがおっしゃった

ように、大曲の人は花火についての意見を各々持っていると思い

ますので、花火についての１つの団体があれば良いと思います。

会長 一日で終わらせるのはもったいないというのは集まれば皆話が出

ることだと思います。センター的、先導的な何かがあるのでしょ

うか？

渡部委員 会場を土盛りして桟敷を常設にしたらいいのではないでしょう

か？

山下委員 河川敷は花火会場としてだけの利用ではないでしょう。市民が散

歩したり、運動公園にもなっているので、桟敷席だけにはならな

いでしょう。

挽野委員 花火に関してのセンター的なことということですが、私も大曲花

火倶楽部に所属しております。この団体は、３月にスキー場で開

催される新作花火コレクションを主催しておりますが、大曲の花

火を誇りに思い、これを利用して地域の活性化に結びつけようと

色々な活動をしております。花火鑑賞士の試験を今年も募集した

ところ約８０人のうちの６５人が県外からおいでいただきまし

て、サービスも兼ねながら花火を打ち上げました。６５名のうち

５０数名は大曲に泊まってお酒を飲んだ方もおりますし、泊まっ

た翌日角館・田沢湖を観光して帰った方もおります。多少なりと

もそうした小さな会でもやっていただければ、ホテルや飲食店も

経済効果が出るだろうし、ほとんどの方が新幹線でいらしていた

ので の乗降も増えるだろうし、そうしたことの積み重ねだとJR
思っております。ただ、花火倶楽部自体は民間のそれぞれの別の

仕事を持った人が集まっている団体で常設の時間は取れないの

、 、で 花火特区構想を含めて参画出来る団体としては機能しますが

大仙市に花火課とまでいかなくても花火を通したまちづくりを考

える花火係くらいはあってもよいのではないかと思います。花火

という財産を活かすための係があってもよいのではないかなと常

々思っております。

会長 うまいまとめになった感じですね。この件については、こういう

形でまとめたいと思います。挽野さんが自ら提案して自らまとめ

て下さいました。ありがとうございました。この後も特区の方向

で皆で話題にしていきたいと思います。それでは次第の６．その

他に入りたいと思います。伊藤委員、お願いします。
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（その他）
伊藤八重子委員

花火庵の中に「のびのびらんど」という市民交流プラザを４月１

６日開きましてやっと７，８ヶ月が経ちました。苦悩の日々を重ね

ながらやって参りました。人が活き人が集う夢のあるまち、まさに

これは今日出ました基本構想の素案と全くその通りの、しかもそれ

を何として私たちが身の程に合ったものでまちづくりに協力出来る

のか、私は理論を百述べるよりも自分の出来ることで町おこしをし

たい、そんな思いで「のびのびらんど」を立ち上げました。どんな

ことをしているのかサッパリ分からないで「のびのびらんどは温泉

ですか」という電話も来ます。少しは分かっていただきたいと思い

まして、今日ここに４月から開催しました主なイベントと展示、そ

してこれからやろうと思っておりますのが、こんな大仙市になった

ら良いなぁという子供の作文を全市から募集します。前に全国花火

川柳を募集したところ思いの外たくさん集まりまして、それに気を

良くして子ども達からまちにかける夢を語ってもらおう、予算が減

るとか人口が減るとかいつもマイナーな面だけ数えて暗くなってい

るよりは、少しばかり明るいことを私たち市民から立ち上げようで

はないか。何しろあの駅前はめったに人が歩かない非常に寂しいと

、 。ころでございまして まず何かしないと人が集まって来ないんです

このようなイベントをあれこれと無い知恵を絞りながら４月からや

って参りました。市民からもやっと温泉ではないと、集まれば話を

したり楽しいこともあるということで人が集まってくれるようにな

りました。しかしそれにしても何かやらないとなかなか人が通らな

いまちですので、何をやるにも人集めに苦労しております。４月か

ら髪の毛が半分くらい抜けてしまいましたが、自分で好きでやった

ことですから仲間に支えられながら、ある日は子ども達が１００人

以上も来てくれたり、父兄と子供が来てくれたり、花火の勉強に来

てくれれば挽野さんにすぐ電話をして講師をお願いしております。

そんな形で私たちは身の程のまちづくりをしていると自負しており

ます。冬休みにかけてこの大仙市にかける夢を子ども達から募集し

ようと計画し、ここにいらっしゃる佐藤学校教育課長さんからも審

査員をお願いいたしまして、賞の方もまだしっかり決まらない物も

あります。３０００円位の図書カードと賞状でよいので、皆さんこ

の中で、私もあげてもいいよ、いいことじゃないと思ってくださる

方がいらっしゃれば遠慮なく申し込んで下さい。１月いっぱい作品

を募集して、入賞作品は「のびのびらんど」に飾らせていただきま

す。どうぞ皆さんこのことをあらゆる機会にお話下さい。お孫さん

にでも何かの形でこのまちづくりの作文募集にご協力いただきたい

とこの資料を持ち込みました。どうぞご支援よろしくお願いいたし

ます。

会長 ありがとうございました。構想がもう実現し始めているという気が

します。すみませんが 「のびのびらんど」に行ったことのある方、

いますか？割と少ないですね。是非お願いします。今年中に行けれ
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ばもっと良いです。コーヒーが１杯１００円でとっても美味しいで

すよ。

伊藤委員 ３１日までやっております。休みは元旦だけです。皆さんおいで下

さい。

会長 はい、それでは次に移りたいと思います。

深谷次長説明平成１８年度地域予算枠の概要について

この機貴重なお時間をお借りすることとなり、大変恐縮ではございますが、

会を利用させて頂きまして、平成１８年度に新規に導入が予定されております地域枠

予算の概要につきまして説明をさせて頂きます。

皆様方の中では、既にご承知の方もいらっしゃると思いますが、市では、１８年度

から概ね３年位を目処に、各総合支所単位に地域枠予算を創設することにいたして

おります。

この地域枠予算は、合併前の旧市町村毎に地域性を活かした発展を図るため、そ

れぞれの地域に於ける緊急な課題に効率的、機動的に対応するもので、併せて特

色ある地域づくりに結びつく事業を実施することを目的とするものであります。

事業実施に向けましては、基本的に地域協議会の委員各位はもとより、地域住民

の皆様方からただ今申し上げました目的に添う様々なご要望やご提案をお寄せいた

だきまして、それをベースに総合支所が事業化に向けで検討を加え、事業を実施し

ようというものであります。

対象となる事業の種類といたしましては、ハード、ソフトの別は問いませんが、具体

的には、例えばソフト事業であれば、ＮＰＯ法人設立支援体制の整備とか、また、ハ

ード事業であれば、例えば県と市道が交差するようなところでは除雪体制の違いによ

って通りにくい、或いは歩道がふさがってしまうなどのお話もありますので、そういう場

合ボランティア団体等で除排雪をするけれども機械がないので、公民館単位で機械

の貸出出来る除雪機械を置いたらどうかということが考えられると思います。

予算額につきましては、まだ、決定という段階ではありませんが、各総合支所とも５

００万円位ということになっており、当大曲総合支所につきましては、若干の上乗せが

想定されているところであります。

また、皆様方よりお寄せいただくことを予定しておりますご要望やご提案の具体的

な手続きや予算執行上の詳細につきましては、この後詰めることになっておりますの

で、決定後に改めて皆様方にご案内申し上げますが、一般向けといたしましては、

地域版広報などを活用し、ＰＲに努めて参りたいと考えております。

いずれにいたしましても、市といたしましては、新規予算ということで実施方法等に

つき、確定までもう少し時間を要しますので、本日は、現時点での情報と言うことでお

伝えさせて頂きたいと存じます。以上でございます。よろしくお願いいたします。

会長 はい分かりました。今の件について何か質問等ありますか？

判田委員 冬期間の交差点の除排雪が十分でないとどうしても交通事故に結び

つく、除雪そのものについては何の問題もないのですが、どうして
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も出入りの多い、或いは見通しのきかないカーブの除雪をしたいと

思うけれども手だてがなかった訳ですから、機械の貸し出しをして

いただけるというお話がありましたのでこの点は地元の交通安全を

預かる者として大変心強いです。是非そのような対策が進められる

ようお願いしたいと思います。もう少し具体策を分かる範囲で結構

ですので教えて下さい。

深谷次長 来年度１８年度の予算で地域枠予算が導入されます。例として申し

上げましたのは、私が勝手に考えたことですので皆様方からご提案

、 。なりご要望いただければ これは出来るのかなと言えると思います

除雪に関しては、昨年度、市民除雪会議を立ち上げまして、公道の

交差点の除雪が芳しくないということが頭に入っておりましたの

で、私の気持ちとしてはこのようなことも提案出来るだろうと例題

として挙げさせていただきました。私共まだ体制が十分ではないの

ですが、決まった暁には皆様方からご意見、ご要望を是非頂戴いた

したく思っております。

小松委員 この委員会の全会一致で要望すればいいなということですか？

深谷次長 個々でも構いません。

会長 １８年度ですね。次回の会議で話題にしてもよろしいですか？

柴田主幹 １８年度の予算が成立した後ですと、具体的な話になると思うので

すが、次回の開催がいつになるかによると思います。

高橋祥一委員

除雪にも色々あるわけですが、農家ではよくトラクターを利用して

跳ね飛ばすやり方で除雪しているのですが、今の時期、農家ではト

ラクターが休んでおりますので積極的に活用すれば良いと思いま

す。ロータリーの部分だけ吹き出る機械をおこして除雪体制を高め

られれば良いと思います。新しい物を一から購入するのではなくて

既存の設備力を活用するような方法を考えてはどうでしょうか。

会長 いずれ１８年度のことなんですね？

深谷次長 ええ。

会長 今雪が降っているので今のことのように考えてしまいますが・・

・。

小松委員 今要望すると１８年度に出来ないのですか？予算要求はもう終わっ

てしまったのでしょうか？

深谷次長 こういう要望が考えられるのではないかと提案させていただいただ

けですので。
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会長 この中で委員からも話が出たこと、皆がうなずきながら賛意を表し

ていたという雰囲気だけはお伝え願いたいと思います。

深谷次長 分かりました。

会長 それでは、事務局から他にないですか？

柴田主幹 次回の協議会の開催日の調整をお願いしたいと思います。今回総合

計画の素案を提示してありますが、２月１日から１５日までの間に

この意見聴取をしたいということでしたので、その辺りで協議会を

。 、開催していただきたいと思います 土曜日ということを考えますと

２月４日（土）１１日（土）となっております。１１日は建国記念

日で祝日です。

会長 どちらがよろしいですか？１１日は祝日になっております。土曜日

にやりましょうということで前回話し合いましたが、４日、１１日

どちらがよいでしょうか。挙手にしますか？

鈴木委員 私は１１日は予定が入っているので来られないです。

会長 では、鈴木委員に合わせて４日にしますか？やっぱり祝日は避けた

方がよいのではないでしょうか。ということでよろしいですか？次

回は２月４日（土）の開催です。時間は今日と同じ２時、雪も降っ

てますし冬期間はこの時間帯でないでしょうか？

高橋祥一委員 はい、同じ時間帯で結構です。

会長 はい、２月４日１４時、場所はここという予定でお願いします。そ

れでは議事の方はこれで終了しました。たくさん意見を出していた

だきましてありがとうございました。

次回は２月４日ということで決まりましたが、事務局からも打診が

あったのですが、会に出れば顔合わせをするけれども、委員同士と

事務局との懇親会を次回どうでしょうかという話がありました。次

回都合をつけて参加いただければよいと思いますが、計画してもよ

ろしいでしょうか？

賛成の声 多数あり

。 。会長 それではよろしくお願いします 長い時間ありがとうございました

４時を少し過ぎてしまいましたが、本当にお疲れ様でした。これで

会議を終了します。


