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平成２３年度第３回大曲地域協議会会議録 

 

日 時 平成２３年９月１６日(金)１８：３０～ 

場 所 大曲庁舎３階大会議室 

 

出席委員(１０名) 

 伊藤八重子 委員 加賀谷早苗 委員 境一孝 委員 佐藤啓子 委員 佐藤美智子 委員 

 髙橋祥一 委員 竹村信雄 委員 判田勝補 委員 挽野実之 委員 渡部淳一 委員 

 

欠席委員(７名) 

 伊藤トシ子 委員 齋藤靖 委員 髙橋かおる 委員 藤谷弘志 委員 本間和也 委員 

 松塚智宏 委員 三浦尚 委員 

 

事務局（大仙市企画部総合政策課６名） 

 小松英昭 総合政策課長 五十嵐秀美 主幹 高橋正人 副主幹 高山知洋 主査 

 山﨑哲央 主任 小山田雄弥 主事 

 

次第 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．議題 

（１）会議録署名委員の指名 

（２）書面審査結果及び採択事業実施状況 

（３）地域枠予算の申請について 

（４）市への提言について 

４．その他 

５．閉会 
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１ 開会 

総合政策課 五十嵐秀美主幹  

 

 

２ 会長あいさつ 

判田会長： 開会にあたりまして一言申し上げたいと思います。今日は大変お忙し

い中協議会に出席いただきましてありがとうございます。今年は異常降

雨ということで、9月に入りましてもこのような残暑が続いております。

昔から暑さ寒さも彼岸まで、という言葉もございますが、彼岸まではこ

ういう風な状況が続くことも考えられます。 

今年の第85回の大曲の花火については、大変お天気に恵まれまして、

かつてない花火の情景だったと思います。残念ながら、人出は例年より

10万人ほど少なかったわけでございますけれども、今年は被災地の皆様

も招待いたしまして「がんばろう東北」ということで、花火を見ていた

だきまして、被災地の方々に勇気と希望を与えた花火大会だったのでは

なかろうかと思います。もう一つ大きなこととして、いわゆる「花火ウ

ィーク」というようなことで今年から新しい取り組みがなされておりま

す。これは駅前商店街を含め、地域の活性化ということも含めまして大

分盛会裡に終わったということで話を承っております。いずれ、こうし

た花火が地域の活性化に大いに役立つということを踏まえ、花火による

活性化をしていただきたいと思います。 

今日は地域枠予算と、皆様から寄せられておりました市への提言につ

いて、二つの大きな議題がございますので、慎重なる審議をお願い申し

上げまして、簡単ですが一言あいさつとさせていただきます。ではよろ

しくお願いします。 
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３ 議題 

  （委員の２分の１以上の出席があり、会議が成立する旨を確認。） 

 

議題議題議題議題（（（（１１１１））））    会議録署名委員会議録署名委員会議録署名委員会議録署名委員のののの指名指名指名指名    

判田会長： 会議録署名委員は加賀谷委員と挽野委員にお願いいたします。 

    

議題議題議題議題（（（（２２２２））））    書面審査結果及書面審査結果及書面審査結果及書面審査結果及びびびび採択事業実施状況採択事業実施状況採択事業実施状況採択事業実施状況    

高橋正人副主幹： 

 

【資料No.１により書面審査の結果について報告】 

①布晒集落会 

「布晒集落会館前舗装事業」 

 賛成１７名、反対０名により採択 

【資料NO.2により採択事業実施状況について報告】 

①角間川まちづくりの会 

②余目地域活性化対策いきいき会議協議会 

③百梅クラブ 

④大仙若者会議 

⑤曲陽会 

⑥船場町二丁目住民連絡協議会 

⑦町口町内会 

 

議題議題議題議題（（（（３３３３））））    地域枠予算地域枠予算地域枠予算地域枠予算のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

判田会長： 地域枠予算の審査でありますが、前回の会議から、申請団体からの説

明について、新規事業にのみ説明をいただくことにしましたが、皆様か

ら対応が二転三転しているというご指摘を受けましたところでありま

した。今後はⅢ型の新規事業について、申請団体から説明をいただき、

それ以外は事務局からの説明とさせていただくことで、進めて参りたい

と思いますので、皆様ご了承ください。それでは事務局より説明をお願

いします。 
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高橋正人副主幹： 【資料No.3により事業内容について説明】 

 ①花館地区コミュニティ会議 

 「花館地区コミュニティ活性化事業」 

 

判田会長： 事務局から、花館地区コミュニティ活性化事業につきましての説明を

いただきました。ただいまより協議して参りたいと思います。花館地区

コミュニティ会議からの申請についてご質問、ご意見はございませんで

しょうか。 

 

挽野委員： この事業に関して、予算の中に、複数の補助金が入っておりますが、

このような場合もOKでよろしいのでしょうか。 

 

高橋正人副主幹： これに関しましては、他に市の補助金が充てられていないこと、この

Ⅲ型の補助金が、事業費の６分の５以内、限度額 30 万という規定に則

っているかが条件となります。いずれも問題ないため、今回、協議会に

申請を提出しております。 

 

佐藤美智子委員： 桜の苗木 29 万円というのは、本数にすると大体何本ぐらいになりま

すか。29万円以内で買える範囲内の本数ということですか。 

 

高橋正人副主幹： 申し訳ありません。本数は申請の段階で確認しておりません。 

 

加賀谷委員： はっきりした数字でなく申し訳ないですが、確か 12～15 本でした。

根付かない場合等に代わりの苗を植えるなどの補償、消毒等の費用もあ

るようです。 

 

挽野委員： 今年で桜を植えてから何回目になりますか。また、これまででトータ

ル何本ほど植えましたか。 
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加賀谷委員： 今年で３回目です。45本ぐらい植えたと思います。 

 

判田会長： 他に質問はございませんか。なければここで採決を行いたいと思いま

す。花館地区コミュニティ会議からの事業申請につきまして、賛成の方

の挙手を求めます。 

 

挙手１０名 

 

全員賛成ですので、承認することに決定いたしました。 

以上で地域枠予算の申請事業について終わります。 

 

議題議題議題議題（（（（４４４４））））    市市市市へのへのへのへの提言提言提言提言についてについてについてについて    

判田会長： 続きまして議題４に移ります。地域協議会からの提言案について事務

局から説明お願いします。 

 

高橋正人副主幹： 【資料No.４により説明】 

資料の４をご覧いただきたいと思います。今回８月末までご提言を募

集したところ、５件の提言案をいただいております。前回協議会では４

件とご報告させていただきましたが、改めて５件について簡単にご説明

いたします。 

１つ目は、大曲観光拠点施設の建設でございます。大仙市に訪れた人

から「駅に降りても何も見るところがない」という声が聞かれることか

ら、駅周辺に観光の拠点となる施設を建設できないかというものでござ

います。例としましては、花火関連資料館、観光案内所、お土産・農産

物の販売所、イベント広場、ということの提案でございます。 

２つ目は、ボランティア教育とつながりを育てるということでござい
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ます。市内にも多数のボランティアグループや個人ボランティア等があ

り、今後も増えると思われます。その質を高め、市を支える大きな力に

なっていただくため、ボランティア教育に力を注いでもらいたいという

ことです。 

３つ目は、生き生きと希望を持って活躍できる街づくり、雇用への支

援でございます。市民による市政評価アンケートの結果によると、雇用

への支援が、雇用環境の整備と合わせて、アンケートの中で最も多く必

要と選択されているという状況でございます。若い世代が住み慣れた地

域に根を張るため、地元の雇用が重要な課題であるという観点です。 

４つ目が、環境と調和し快適で安全に暮らせる街づくり、除排雪体制

の充実・整備でございます。市民による市政評価アンケートで高い割合

で除排雪体制の充実・整備も選択されています。冬季間の安全安心のた

めのきめ細かな除排雪の推進というのが４つ目です。 

最後に、今回新たに提案されたものでございますが、若者が市政に関

心を持つための仕掛け作りでございます。大曲地域は、大仙市他地域か

らの若年層人口の流入が最も多い地域であり、20～30 代の若者は育児

不安、将来不安について支援を必要とする立場でありますが、投票率や

市政への関心は低く、街づくり活動の参加も多くないと提言案で述べら

れております。市政に興味を持ち、地域活動に参加しやすいきっかけを

作るための啓発活動や意見交換の場の展開を望むというものです。 

以上、5件の提言案が提出されております。 

 

判田会長： ただいま事務局から５つの提案について説明がございました。内容に

ついて把握しましたので、今後の進め方についての事務局案を求めたい

と思います。説明お願いします。 

 

高橋正人副主幹： 説明しました全項目について提言をまとめるとなると多くの時間を

要することが考えられますので、例えば、地域性、重要性、優先的に取
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り組むべき事項等を考慮して、項目を絞って提言案を作成していただく

のはいかがかなと考えております。その点をご協議いただいてから今後

の進め方を考えたいと思っております。 

 

判田勝補会長： 事務局のほうから項目を絞る案の説明がありましたが、これについて

委員の皆様からご意見を伺いたいと思います。 

 

境委員：  私は３と４でお願いしたいと思います。行政と民間と協力して行うも

のは３と４が一番近いのではないかと思っております。２つに絞るので

あれば、私は３と４がよろしいか思います。 

 

渡部委員： 私は３と５は一緒にしてもいいのではないかと思います。 

また、あわせて、人口が減っている関係があって、交流人口を増やして

いかないとどうにもならないと思いますので、できれば1番を考えたい

です。 

 

竹村： 事務局の方では２つに絞りたいという見解のようですが、私自身とすれ

ば５件の提案が出てきたとすれば、やはり全てについて取り組んでいた

だきたい、という気持ちです。 

 

佐藤啓子委員： ５つの項目を見させていただいて、やはりどれも皆さんの思いという

のが分かるのですが、やはり私は市全体を考えると４番かなと思いま

す。雪国ならではのことで、大仙市も合併して大きい地域となったので

４番は大切ではないかという思いがあります。やはり市がボランティア

意識を持って高齢者のお宅とかを除排雪しているということもあって、

市と市民を絡めて考えられるのではないかと思います。もう一つはやは

り渡部委員がおっしゃったように３と５はまとめてできるのではない

かと思います。 
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伊藤八重子委員： あえて絞るとすれば、今お話があったように、３番と５番は非常につな

がりがあると思うのだけれども、若者達がもう少し街づくりに関心を持

つように、具体的にいえば投票率が低いところなどそういうところはや

はり力を入れていかなければいけないと思います。あえて２つ選ぶとす

れば、３と５を一緒にして、もう一つは４がいいかと思います。 

 

挽野委員： 個人的な感覚としては、私は１番と４番です。５番に関しては、私も

二十代の頃は市政に関心はありませんでした。やはり地域支援など色々

な活動を通しながら、少しずつ関わることで関心が生まれると思うので

すけれども、そのようなきっかけ作りに関しては何かしらやっていける

ことはあるのかなと思います。 

 

高橋祥一委員： 私は、若い方が市政に関心を持ってもらうことが一番大事ではないか

と感じました。とにかく若者が参加しない事業はやってみてもあまり意

味のない気がします。若者に参加してもらうようなことをしなければ、

何をしても絵に描いたもちに過ぎないと思っています。まず、若者が参

加するようなものを積極的に捉えていくことが何の事業をやるにして

も一番優先すべきことではなかろうかと思います。 

それからもう一つ、今まで毎年市長に対する提言ということで、かな

り協議会で時間をさいてやってきたけれども、その結果はどうなってい

るのか。こういうことに関する反応がさっぱりないのが私は非常に残念

です。市長には毎年1回か2回は顔を出していただき、講評のようなこ

とは聞いておりますけれども、私どもが提言を申し上げたことがどのよ

うな成果があがっているのか、あるいはどのような結果になっているの

かをいつか具体的に取り上げる会を開いた方がよろしいのではないか

と申し上げます。 
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加賀谷委員： 私も今までの提言の結果はとても気になっています。 

提言ですが、私達が提言したものが本当に実現するのかなと。提言す

るだけの問題なので必要だなと思うのですけれども、提言して果たして

形になるのかが不安なところです。 

 みなさんが言うとおり、3番と5番は一緒にして進めていただければ

いいなと思いますし、除雪を含めた快適な街づくりというのも充実して

いただければと思います。 

 

佐藤美智子委員： 私は最初に、この５つの提言から案件を抜粋するか否かと問われたと

きに、どちらかというと抜粋しないという意見です。協議会は一案件を

抜粋して特化した結論を導き出すための会議なのかなと思います。結論

でなくとも、一つの考え方の基本となるものを協議会が打ち出せば、そ

れで会議の意義があるのではないでしょうか。結論を出さなくとも、こ

ういう方向性またはこういう考え方があるということでいいのではな

いでしょうか。そのような会議だと私は意識していましたので、あえて

抜粋する必要はないのではないかと思います。 

 

高橋正人副主幹：  事務局としましては、2項目程度に特化した形でと想定しておりまし

たけれども、色々とご意見いただき、全項目についてみなさんで話し合

いしていただいて結論付ける、もしくはその考え方を述べていただくと

いう手法もあるのかな、と考えております。項目を絞って3番と5番を

まとめてという意見もございましので、案件の選択及び内容による案件

のまとめに関してはみなさんでご協議いただいたうえで、どう向かって

いくかというところをお示しいただければと思っております。 

 

伊藤八重子委員： 一生懸命考えて話し合っているのに効果が見えないというふうなご

意見はありますけれども、協議会が考えて提言したところで、簡単に街

が変わっていくということはなかなかないと思います。財政的な問題も
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あるでしょうし、市長以下みなさんが一生懸命頑張っていらっしゃるの

も分かります。 

ボランティア仲間がみんなで元気に頑張ろうよ、できることをやって街

を元気にしようよと励まし合っておりますが、私たちの力だけではでき

ないことがたくさんあります。ですから私はもうちょっとこのボランテ

ィア活動に対して、市でも力を貸していただけたならば、私もやろうか

と思ってくださる人も増えるのではないかという思いで２番を提案し

たところでありました。 

 

判田会長： それぞれの委員の方から色々な思いがございましたが、この辺で 2

つほど的を絞るか、それぞれグループごとに分けて全ての案件を検討し

ていくかを決める必要があろうかと思います。 

 

境委員： つながりがあるような案件を、一つにまとめることで５つの項目凝縮

して取り組むような方向性で行ったらいいのではないかと思います。 

 

判田会長： それでは、５つの案件を分類してこの次の協議会ではグループを分

け、その中で色々と議論なりあらゆることを協議していただく形でよろ

しいでしょうか。事務局はいかがでしょうか。 

 

高橋正人副主幹：  皆さんのご意見を伺い、事務局としましては挙げていただいた全部を

対象とすることと考えます。なお、３番と５番については、ご意見があ

ったとおり、若者の定着、そして地元での活動というような結びつきを

考えると一つの案件にまとめることができるので４項目になるのかな

というふうに考えてございます。これを、例えば２グループに分かれま

して、２項目ずつお話し合いをいただきたいと考えております。その提

案いただいた委員にはそのグループに入ってお話をしていただきたい

です。 
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なお、佐藤委員のお話にもありましたとおり、必ず今年度内に提言をま

とめあげなければならないという決まりもありませんので、みなさんが

納得いただくまでじっくり時間をかけてやるということも、一つの方法

ではないかなと思っております。その辺も事務局で決めることではない

ものですので、みなさんにご意見をいただきながら進めていただければ

と思いますがいかがでございましょうか。 

また、本日の協議会は欠席委員が多いので、4項目にまとめたという

ことに留め、委員それぞれがどの項目に取り組みたいかを本日お見えの

皆様を含めまして、来週にでも一度希望を確認させていただきたいと思

います。全て希望通りに行くかとなるとそうは限らないかと思います

が、どこの項目に取り組みたいかというところの希望の取りまとめをし

たうえで、グループを決定したいと考えておりますがいかがでしょう

か。 

 

判田会長： そうすれば、4つの項目について、グループを２つ設け、それぞれ２

項目ずつ協議していただくということで進めてよろしいですか。 

 

挽野委員： 地域協議会の成り立ちは、官民一体となった市のまちづくりだったと

思います。３番と５番を一緒にとのことですが、４番と５番がまさしく

今色々な事業として確立されつつあるコミュニティの体制作りですよ

ね。除雪の件や若者の街づくりへの参加は、いわゆるコミュニティでで

きることなので、これらが一番、本来の地域協議会の提言に近いのでは

と思います。私は3番、４番、５番を２つ分けるべきかと。そして１番

と２番についても色んな角度から提言していかないと、市の方は動いて

くれませんので、そういう提言も必要だと思っています。 

 

判田会長： それでは協議会といたしましては1と2を選択項目としてグループ分

けしまして、３、４、５については協議会全体の共通の項目とすること



 12

でよろしいですか。 

 

佐藤美智子委員：  提言案の５項目は、それぞれが関連していると思います。グループ分

けや割り当ては事務局にお願いして、グループになった後に内容に対し

て私達が色んな意見を述べさせてもらうということでよいのではない

でしょうか。 

 

境委員：  私は若者をこの協議会に参加させるべきだと思います。そうすれば新

しい空気と考え方が取り入れられるはずです。例えば、若い人に農地を

貸し出して自由にやらせた方が自分自身でもっといいものを植えよう

と考えるはずです。そうすれば日本全国から若い人たちがたくさん来る

はずです。ここの若い人だけが頼りではないはずですから。ここに住み

つき、お世話になったところを何とかしなければ、とみんな考えるはず

です。若い人が間違ったのならみんなでそれを教えればいいことです。 

 

判田会長：  ありがとうございました。そうすれば佐藤美智子委員からありました

ように事務局にまとめてもらうことでよろしいですか。 

 

高橋正人副主幹： それでは、現在、項目が５つございますが、これを人づくり、まちづ

くり等に分解するような考え方でよろしいでしょうか。 

 

挽野委員： ３、４、５に関しては協議会全体で、１、２が２グループに分かれた選

択でと思います。グループについては希望を聞いてもいいのですけれど

も、ある程度出席率とか、年齢層とか、そういうのを元に振り分ければ

よいのかなと思いますが。 

 

境委員： 一番実現しそうなものから提言した方がいいのではないですか。労

力、時間、金が限られているので、協議をだらだらとやる必要はありま



 13

せん。早く実現できそうなものにみんなで提言した方が、まちは早くよ

くなります。 

 

佐藤美智子委員： でも、色んな考え方がありますので、そうだと決め付けないほうがよろ

しいのではないのでしょうか。意見を戦わせるのがこの協議会なので。 

 

境委員： 全てを話し合うと言いますが、時間、労力を要してはチャンスを逸して

しまう。もちろん項目を絞った方がいいです。行動に移さずに議論ばか

りしていてはいけません。行動に移さなければ何の役にもたちません。

私はそう思います。ですから項目を絞って一番実現性のあるものを提言

すべきと考えます。私は２つ絞るなら３と４かと思っています。 

 

小松総合政策課長：  私は意見を申し上げる立場ではないのですが、全ての項目を話し合っ

た場合、成案提出の期限があるとすると、優先順位が発生します。地域

協議会からの提言については、今年度中に必ず成案を出さなければいけ

ないというものでもありませんので、みなさんが4項目に練り直したも

のを議論していき、議論しているうちに一つのものでも成案になりそう

だと思ったらそれを今年度の提案という形で構築し、年度内に掘り下げ

きれない項目があったらもう少し時間をかけて審議していくというス

タンスでよいかと思います。先ほどお話にありました３、４、５を全体

で、１、２を２グループに分けて協議していくということと、地域のた

めに何を考えて何をするかというのも地域協議会の重要な活動テーマ

の一つですので、結論が出る出ないは別にして、みなさんが議題にした

いということがあれば排除する理由は何もないと思います。少し議論を

戻す形になりますけれども、１か２というグループ議論、そして３、４、

５を二つに分け共通課題とするということで合意形成を図られたら良

いのではないかと考えます。 
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判田会長： そうしましたら、１と２をグループ分けして、そして３、４、５は共

通の課題という形で協議を続けて参りたいと思います。次回からはグル

ープ分けをいたしまして協議していただきたいと思いますのでよろし

くお願いします。事務局もよろしいでしょうか。他にご意見がなければ、

次回からは提言の項目と内容についてご協議いただきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

 

 

４ その他 

判田会長： その他に移ります。事務局からご連絡がありましたらお願いします。 

 

高橋正人副主幹： 【諸事項について連絡】 

 

 

５ 閉会 

判田会長： これをもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。長時間に

わたって大変ありがとうございました。 

 

 

終 了 時終 了 時終 了 時終 了 時 間間間間    １９１９１９１９：：：：４０４０４０４０    
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