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平成２３年度第４回大曲地域協議会会議録 

 

日 時 平成２３年１２月１６日(金)１８：００～ 

場 所 大曲庁舎３階大会議室 

 

出席委員(１３名) 

伊藤トシ子 委員  伊藤八重子 委員  加賀谷早苗 委員  齋藤靖 委員  境一孝 委員

佐藤啓子 委員  佐藤美智子 委員  髙橋かおる 委員  髙橋祥一 委員  竹村信雄 委員

挽野実之 委員 藤谷弘志 委員 本間和也 委員 

 

 

欠席委員(４名) 

判田勝補 委員  渡部淳一 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）地域枠予算の申請について 

（３）地域枠予算採択事業実施状況 

（４）大曲地区コミュニティ会議の設立について 

（５）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 

加賀谷副会長： こんばんは。急遽、判田会長が遅れるということで、私があいさつさせてい

ただきます。こういう場は慣れていませんので落ち着くためにも座らせてい

ただきます。この間の研修では唐松神社などたくさん良いものを見せていた

だきましてありがとうございました。大仙市はたいしたものがないと思ってい

たのですけれども、ものすごい宝物に巡り会ったような気分でとてもうれしく

思います。 

今日は大変雪景色となりましてお忙しいところお集まりいただきましてあり

がとうございました。私が市役所に来る途中、フォーシーズン、エンパイヤ、

川端の前など各箇所でたくさんの車と人で溢れかえっておりました。忘年会

シーズンなのだなあと思いました。本当にお忙しい中、集まっていただいた

のにこんな私が司会を務めさせていただくことになりまして、みなさまの多大

なご協力のほどよろしくお願いします。 

 

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    

加賀谷副会長：    会議録署名委員は、齋藤委員と本間委員にお願いいたします。    

    

議題議題議題議題（（（（２２２２））））    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    

加賀谷副会長： 地域枠予算の審査についてであります。まず、事務局より説明をお願

いいたします。 

  

高橋正人副主幹： 【資料 No.１により事業内容について説明】 

ひなたの会：安心して生きるための街づくり相談会 

  

加賀谷副会長： 事務局から申請事業について説明をいただきました。内容について協

議する前に、今回申請がありました「ひなたの会」の代表者より出席いただ

いておりますので事業内容についてご説明いただきたいと思います。 

 

ひなたの会： 【ひなたの会より事業内容について説明】 

  

加賀谷副会長： ご説明ありがとうございました。ただいまの説明について質問、意見等ご

ざいませんでしょうか。 

  

境委員： 大仙市で去年自殺した方は何名ほどですか。ひなたの会ではチェック

していますか。 

  

ひなたの会 ： 今現在、正確なデータを持ち合わせていませんが私の把握している状

況では５０以下であると思います。正確なデータを後日調べてご報告させ

ていただきます。 
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境委員： 事業費は具体的にどのように使用されるのですか。 

  

ひなたの会： 事業費の案を提案させていただいておりますけれど１月２４日から２８日

までのこの５日間、交流センターで講師の方をお招きして相談会を１日３

人で５日間、個別相談会を開催したいということと地域住民の方や関心の

ある方をぜひ参加していただいて勉強会を開催したいと考えております。 

予算といたしまして事業費３７万５千円のうち講師謝礼と交通費と消耗

費ということで申請をさせていただきたいと思っております。 

  

境委員： 講師はどなたですか。 

  

ひなたの会： 講師は秋田県で相談事業を行っている秋田なまはげの会から応援を

いただいて、弁護士、税理士、司法書士をお招きして相談会を開催した

いと思っています。また、一人一人については時間等がとれていない方も

いらっしゃいますので交渉中でございます。 

  

境委員： この講師の方は秋田県内の方ですか。 

  

ひなたの会： そうです。県内の方またできればこの大仙市内の方をぜひお願いした

いと考えております。 

  

佐藤美智子委員： 申請を拝見しまして大変素晴らしいことだと思います。最近、特に鬱が

増えていると思うのでそういった点では全部の団体と協力して行っていた

だきたいと思います。 

この事業は単発事業ですか。それから一年のうちに何回かやってそれ

が次に活かしていければ良いのですが素晴らしい事業なので年に何回か

行うというときに謝礼が一人２万円ずつかかるというのはおそらくひなたの

会で大変になってくると思います。そういった際にはどこから捻出するのか

を考えがありましたら聴かせていただければと思います。 

  

ひなたの会： ひなたの会を８月に立ち上げまして今まで第１回の相談会に向けての

準備をして、現在進めておる状況でございます。ですからこのままで終わ

るということは私たちとしましても会の立ち上げた目的には叶いませんので

継続をしてまいりたいと思っております。 

財源につきましてはひなたの会といたしましても大変悩んでおりまして、

これからは謝礼などを少し縮小しながらも財源はいろんなところにお願い

しながら進めていきたいと思います。長期的な運動として取り組んでいく

予定でございますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  

佐藤美智子委員： なまはげの会など問題に取り組んでいる団体とのネットワークがあるとす

れば必ずしも謝礼２万円じゃなく協力してくださる方がたくさんいらっしゃる

と思うのでそこのところをもう一度ひなたの会の問題としてご検討していた

だければなと思います。 

  

境委員： 講師ですけれども、弁護士、税理士、司法書士、秋田なまはげの会の
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会員となっていますが民生委員とか実際に携わっているような方で、何年

間、何十年と携わってきた方をなまはげの会の紹介以外で考えている講

師はいますか。 

  

ひなたの会： 現在、ひなたの会を立ち上げたばかりですのでいろいろなところにお願

いしたいと考えております。ただ、第１回については、なまはげの会の応援

をいただいて進めていく予定です。できれば地域の方のお力もお借りした

いということもこれから検討に入れていきたいと思っております。 

  

伊藤八重子委員： 趣旨はすごくよく分かりますし、大切なことだと思いますがこれほど難し

い事業はないと思います。相談に来る人はその中でも軽傷で本当に来て

ほしい人が来てくれない場合が必ずあります。実は私の甥も３５歳で去

年、海に飛び込んで自殺したのですが家族さえ息子の気持ちが分からな

かったそうです。 

非常に見えないところの闇が深い問題ですので例えばイベントやって

何人来たから成功だとか相談に何人来たから成功したとかそういうもので

はないと思います。だから本当に大変な事業ですぐ結果が出るようなもの

ではないので少しずつみんなに理解してもらいながら進めていっていただ

きたいと思います。これは弁護士や税理士だけでは絶対解決できない問

題だと思うので一般の人にもそういうことを理解してもらえるような息の長い

本当に地道な努力が必要でないかと感じました。どうぞ、頑張ってくださ

い。 

  

ひなたの会： ありがとうございます。私も昨日、３年前に２４歳の息子さんが自殺され

たお宅に昨日息子さんのお誕生日だということでお誕生日を兼ねながら

ちょっとお話をしにいってきました。 

いま、伊藤さんからお話があったようになぜという疑問が３年経ってもと

れないようでした。自殺などの防止までいくかわかりませんがお互いに声

を掛け合って支え合えるそういう地域運動に発展できればと考えひなたの

会を進めてまいりたいと思っていますのでお力添えどうかよろしくお願い

いたします。 

  

髙橋かおる委員： 本当に難しい取り組みをされているということで、期待もしたいのですけ

れども会長さんから見て会員の方たちの熱意、携わる方たちの気持ち、思

いっていうものがどれほどのものかによって会の方向が決まってくると思う

のですけれども会長さんから見てどのような委員の方たちでしょうか。 

  

ひなたの会： 現在１２名だけのわずかな人数でスタートさせていただきました。いまま

でこの１２名が何回か集まって話し合いを進めてきたのですけれどもやっ

ぱり身近な方の自殺やいろいろ鬱とかで引きこもっている方が必ず自分

のお友達、身内、知り合いにいるということで悩みを一緒に共有できる方

が賛同しての会になっています。本当に少しでも何らかの形でこの運動が

地域のみなさんに広がるようにしたいという熱意がこの１２名全員持ってい

ると私は信じています。 

  

藤谷委員： みなさんが言った内容と重なる部分がありますけれども率直にお聞か
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せ願います。一番聞きたいところが検討するということでしたがこういう会と

いうのは私もいろんなところで取り組んでいるお話も聞いておりますし見て

もおります。 

ただ、この会員の方々が例えば自分であればこういうものを立ち上げよ

うとすれば弁護士、医者など会員の中に専門知識を持った方々を入れる

ことや講師料も極端にいえば無償というボランティアで継続的に行うと思

います。全体的な集会を行う場合はお金が絡むと思います。その際にどう

してもお金が必要になってくるとお金が継続していくために一番大事なこ

とだと私は思いました。ところがいきなり立ち上げたということで知らせるこ

とは大事なのでしょうが、いきなり全部が講師謝礼になってしまうところが

少し気になりました。 

それからこういう活動をしている団体では会員の方がそんなに専門知識

は無いが、まずお話をきいて何かあったら専門的なところに相談できる仕

組みやお茶代で１００円、２００円をとってお茶を飲みながらこういう行事を

やるという団体もあります。そうするとそのような団体というのは例えば４月

はイベントを行ったあとに今度はレクレーションをやるとかそしてレクレーシ

ョンには誰を呼ぶなどきちんと計画をたててスタートしています。そうすると

最初は相談に来る人は少ないにしても口々に広がってあそこにいったら

守秘義務をしっかり守ってくれる。あそこにいったら何でも聴いてくれる。

あそこにいったらこういうことを相談にのってくれる。やっぱりそういう事業と

いうのは長続きして応援もしたいなと思います。 

ひなたの会の目的を見ればいいことなので反対する余地はないのです

けれども一番聴きたいところが検討中なのでそこがちょっと気になりまし

た。ですからこういう大事な事業を本当にこの会員でやっていくとすればも

っともっと先を見据えながら検討に入ってからやってくれた方が私はいい

のかなと率直に思いました。 

  

本間委員： 多少、試行錯誤をしている段階で始まったばかりですのでしょうがない

と思いますけれどもこの事業自体はこれからさらに広がっていくべき事業

だと思います。しっかりと頑張っていただきたいと思いますけれどもＰＲの

方法はどのようにされるのでしょうか。 

  

ひなたの会： ＰＲは勉強会等をこの１月に２４日から２８日の間に開催いたしますので

この勉強会をひとつのＰＲの場としてチラシ等を作ってそこにみなさんおい

でいただけるようにＰＲを考えております。 

  

挽野委員： ３０万円という費用が費用対効果としてどうかということもありますがまず

やってみてこれによって一人の命でも救われれば非常に安い事業ではな

いかと思います。 

伊藤八重子委員のおっしゃるように難しい事業ではありますがこういう

機会を少しずつ育てていくというきっかけとしては頑張っていただきたい事

業だと思います。 

  

境委員： ひなたの会の方々は大仙市内の方々ですか。 

  

ひなたの会： 全員が大仙市内の方です。 
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境委員： ５日間の事業が終わったあとに全然関係ない人が相談に行ったときは

どうするのですか。 

無料で相談にのってくれるのですか。 

  

ひなたの会： ひなたの会は専門知識を持ったところに繋げていく役割をしたいと考え

ております。 

専門的な知識はこれから私たちも学んでいきたいと思っています。専門

知識を持ったところに繋いでいくためにもメンタルヘルスサポーター養成

講座とか大仙市の保健センターの方の協力とかもお願いしております。 

  

境委員： 課長に教えていただきたいのですが、無償で相談してくれる弁護士や

相談会などが組織的にあってなおかつＰＲ不足で必要な方々に浸透して

いない問題があると思いますが、ただ今の説明を聞くと専門知識を持った

方を雇って事業を行い、そのあとのケアは何もないということでは不十分

だと思います。そうすると今既存にある組織的、団体と連携をとって行った

方がいいと思います。 

非常にいい事業だけれどもあまりにもスタートが横との連携も何もない

中で行うより連携をとった中で立ち上げていただきたかったと思います。そ

の辺の横との連携などありましたら教えてください。 

  

小松総合政策課長： 私はみなさんのご意見を伺って基本的に自殺予防、鬱対策は本来、市

の仕事だと思います。これはまちづくりという観点から見ると少し距離はあ

るのかと思います。したがって地域協議会の予算を使ってやるということに

対してはもちろん生活環境整備ということで範疇には入ってくると思うので

すが基本的にはやはり自殺予防というのは国、県、市が取り組むべきもの

であってそれを補完する形でひなたの会などがそれをサポートしていくよ

うなイメージだと思います。 

いま、藤谷委員がおっしゃったように無料法律相談会などの延長線上

で資格なりを持って例えば市の事業として相談事業を起こすとか時間を

決めて予約制を取るというようなことも事業としては考えられないわけでは

ないと思います。ひなたの会がきっかけづくりをしているということだと思い

ます。 

例えば来年また同じ事業でこの地域枠を使うということではなくてお金

がかからないような工夫やそれから市の事業として市役所を包むような活

動に繋げていっていただければいいのではないかと思います。当然事業

としてみなさんに協議していただいているわけですので私もこれは了とし

て認めているということでぜひお認めいただきたいと思うのですけれども私

はオブザーバーの立場ですのであまり影響のあることは言いませんがた

だきっかけということでぜひこの地域枠予算を使ってきっちり報告内容もも

らって次の展開を見守っていただければと思います。答になっているか分

かりませんがいずれ言いたいことは市も相当本腰を入れてかからないとい

けない分野だと思います。 

  

境委員： 私は最初からこれは市が行うべき分野だと思っていました。なぜ私が講

師のことや予算のことを聞いたかというと計画を見たときにこれは行政の仕
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事だと思ったからです。民間でやるのではない、だけど行政でも成果を出

すのは難しいだから民間も手伝わなければならないと思ったのかと思いま

した。だから難しい事業ですがしっかりやっていただきたいです。 

先ほど誰か申し上げたように一名でも助ければそれは安いものだという

見方もありますが本来は行政がやらなければいけない仕事だと思います。

ところが行政が取り組んでも結果が出ていないので民間が協力してやろう

ということで１２名が立ち上がったのだと私は思っていました。だからこそ行

政と強力に連携して専門知識を持った方々にただ頼むのではなく、無料

の相談所もありますから本当に債務で苦しんでいる人を救うようなことがで

きる組織にしていただきたいと思います。 

  

加賀谷副会長： ここでまだまだ質問があるという方もいらっしゃるでしょうけれども時間も

ございますので質問などはここで打ち切らせていただきたいと思います。

ご説明本当にありがとうございました。 

では、ただいまのことについて協議していただきたいと思います。大変

いまを反映している問題でみなさんにも心当たりある方がいると思います。

本当に難しい問題だと思いますがこの申請事業についてみなさんご検討

のほどよろしくお願いいたします。ではこの申請についてご承認いただけ

ますでしょうか。挙手をお願いいたします。 

 

【賛成１０名、反対２名】 

 

多数と認めましたのでこの申請事業を承認するものといたします。 

    

議題議題議題議題（（（（３３３３））））    地域枠予算採択事業実施状況地域枠予算採択事業実施状況地域枠予算採択事業実施状況地域枠予算採択事業実施状況    

加賀谷副会長：    続きまして議題の３にうつります。資料２の採択事業の実施状況につい

て事務局より説明をお願いします。    

  

高橋正人副主幹：    【資料２により事業実施について説明】 

① 余目地域活性化対策いきいき会議協議会：地域活性化事業 

② 角間川まちづくりの会：親水公園清掃作業  

③ 大川西根地区コミュニティ会議：ＷＥＳＴフェスタ 

④ 浜倉ふれあい会：地域づくり事業による能楽と語り 

⑤ 藤木地区コミュニティ会議：コミュニティ祭り、通学路の環境整備、休

耕田の活用事業 

⑥ ＮＰＯ法人フラワーデザイン普及協会：大仙スローフードプロジェクト 

⑦ 大川西根こども会：「生きる力」豊かな体験活動 in 西根小 田植え作

業とジャンボ海苔巻きづくり活動 

⑧ 大仙・おばこ大曲花火米研究会：プロジェクト事業による稲刈り 

⑨ のびのびらんど：花火うた大会  

⑩ 四ツ屋地区コミュニティ会議：水辺の学校祭、四ツ屋まつり 

⑪ 花館地区コミュニティ会議：活性化事業による桜の植樹、鮭まつり 

  

加賀谷副会長：    ただいま説明いただいた内容についてなにかご質問ございませんでし

ょうか。無いようですので帰ってからゆっくり楽しんでください。 
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議題議題議題議題（（（（４４４４））））    大曲地区大曲地区大曲地区大曲地区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ会議会議会議会議のののの設立設立設立設立についてについてについてについて    

加賀谷副会長：    続きまして資料３によります大曲地区コミュニティ会議の設立について事

務局より説明をお願いいたします。 

  

高山知洋主査：    【資料３により大曲地区コミュニティ会議の設立について説明】 

  

加賀谷副会長：    事務局からの説明が終わりましたのでご質問、ご意見を受けたいと思い

ます。何かございませんでしょうか。 

  

境委員：    私たちが今まで地域協議会で承認してきた事業はどのようになるのです

か。これに混ざっていくのですか。 

  

高山知洋主査：    大曲以外には各地区コミュニティ会議がありましていままでもこの事業を

実施してきましたがそのまま残っていくと思われます。申請が上がってきて

の事業になりますのでこのあと変更になれば変わると思いますが引き続き

同じ事業をやっていただくとすれば同じように上がってきます。ただ予算に

ついては３０万円というものを６分の５という要件を外して満額支給で行って

いきたいと考えております。 

  

境委員：    予算はそれ以上にはならないっていうことですか。３０万円となっている

けれどもそれ以上には上がらないということですか。    

  

高山知洋主査：    補助金の上限として３０万円としているものでそれ以上に全体の事業費と

いうものは上がるとは思われます。それについては各会の自己負担等で賄

っていただきたいと考えています。 

  

挽野委員：    分かる範囲で教えていただきたいのですが、大曲地域の６地区の世帯

数、構成人口はどのぐらいの人数になっているのか区割りと比較しながら教

えてください。 

  

高山知洋主査：    平成２２年６月現在の数値になりますが花館地区につきましては人口７，

３０５人、世帯数が２，８７６世帯となります。次に四ツ屋地区は人口３，７２２

人、世帯数が１，１７５世帯となっております。大川西根地区が人口１，７０４

人、世帯数が５１６世帯です。内小友地区は人口２，５８１人、世帯数が７９１

世帯です。藤木地区は人口が２，１２８人、世帯数は６５２世帯です。最後に

角間川地区が人口２，２５２人、世帯数８４１世帯となっております。 

  

髙橋祥一委員：    大曲地区コミュニティ会議につきましては前からの課題で議題に上がっ

たことがあったと思います。そこで伺いたいのですが大曲地区コミュニティ

会議での出席率はどの程度ですか。    

  

高山知洋主査：    昨年の５月に開催したときは自治会長６０人にご案内したところ３０人ぐら

いと約半分の出席でございました。今回は前回と同じく６０人の自治会長さ

んで２５人程度の出席と報告を受けています。    
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髙橋祥一委員    自治会長に送る文書は１２月から１月の間となっていますが発信された

のかそれともこれからの予定なのか教えてください。 

  

高山知洋主査：    １２月２０日の会議の内容についてもご報告することとなっておりますので

これから会議終了後に発送する予定です。    

  

加賀谷副会長：    ほかにございませんでしょうか。では大曲地区コミュニティ会議の設立に

ついては委員の皆様の意見を踏まえて進めていただきたいと思います。    

    

議題議題議題議題（（（（５５５５））））    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    

加賀谷副会長：    続きまして議題の５にうつります。市への提言について事務局から説明を

お願いします。 

  

高橋正人副主幹：    【資料４により市への提言と検討作業の進め方について説明】    

    

【【【【２グループに分かれて検討作業を行う】    

    

４ その他 

加賀谷副会長： その他にうつります。事務局よりご連絡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 

加賀谷副会長： 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。 

 

終終終終    了了了了    時時時時    間間間間    １９１９１９１９：：：：３０３０３０３０ 
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