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平成２４年度第２回大曲地域協議会会議録 

 日 時 平成２４年７月６日(金)１８：００～ 場 所 大曲庁舎３階大会議室 
 

出席委員出席委員出席委員出席委員((((１２名１２名１２名１２名))))    伊藤トシ子 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 藤谷弘志 委員 髙橋かおる 委員  渡部淳一 委員 挽野実之 委員 
 

 

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員((((５名５名５名５名))))    伊藤八重子 委員  齋藤靖 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７名）事務局（大仙市企画部総合政策課７名）事務局（大仙市企画部総合政策課７名）事務局（大仙市企画部総合政策課７名）  小松英昭 総合政策課長 福田浩 参事 高橋正人 主幹 高山知洋 主査  山﨑哲央 主任 小山田雄弥 主事 佐々木翔 主事 
 

 

次第次第次第次第 １．開会 ２．会長あいさつ ３．報告  地域枠予算採択事業実施状況について ４．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）市への提言について ５．その他 ６．閉会 



 2

１１１１    開会開会開会開会    総合政策課 福田浩参事   ２２２２    会長あいさつ会長あいさつ会長あいさつ会長あいさつ    判田会長： それでは開会にあたりまして、挨拶させていただきます。 委員のみなさまには何かとご多忙の中、出席いただきまして誠にありがとうございます。先月の６月１０日に全国的に梅雨入りがありましたが当地域におきましては空梅雨で雨不足の状況になっております。例年よりも遙かに少ない降水量で農作物に影響がでると思われます。昨日からは雨も降ってきまして、いよいよ梅雨入りといった感じであります。これからも大変暑い日が続くかと思いますけれどもそれぞれ健康管理には気をつけてください。 さて、大仙市大曲地域の懸案事項でありました中核医療。いわゆる組合病院の移転でありますけれども今年の２月から解体作業が始まりまして最近になってようやく終了しまして今月の７月２日に起工式が行われております。この病院を建てた１年後には南街区において商工団体等事務所始め、児童福祉・健康福祉施設の建設に伴い活性化がますます図られるものと思われます。私も一市民といたしまして工事の安全とそして事業が計画のとおりになされるように期待したいと思います。 本日の会議は地域枠予算の１０件と市への提言という議題でありますのでみなさまから慎重なる審議とそして議事の運営につきましてスムーズに行いますことをお願いいたしまして開会のあいさつとさせていただきます。 
 ３３３３    報告報告報告報告    （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） 判田会長： 始めに次第３の報告であります。地域枠予算採択事業実施状況について事務局から報告をお願いします。 

 高橋正人主幹： 【資料１より下記について報告】 （１）角間川まちづくり会「地域づくり事業」 （２）大仙・おばこ大曲花火米研究会 「大曲花火米・地域資源普及啓発プロジェクト事業」 （３）余目地域活性化対策いきいき会議協議会「余目地域活性化事業」 
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 ４４４４    議題議題議題議題    
 議題（１）議題（１）議題（１）議題（１）    会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名    判田会長：    会議禄署名委員は加賀谷委員と竹村委員にお願いいたします。     議題（２議題（２議題（２議題（２））））    地域枠予算の申請について地域枠予算の申請について地域枠予算の申請について地域枠予算の申請について    判田会長：    続きまして議題２にうつります。地域枠予算の申請事業についてでありますがまず事業の説明について事務局よりお願いいたします。     山﨑哲央主任：    【資料２により事業内容について説明】 ① ミュージックサークル大仙  事業：「ミュージックカーニバル in大仙」 目的：音楽を通して大曲地域住民。ひいては大仙市民が誰でも参加でき、交流できる場を作ることによって、地域の活性化を図る。    大仙市を中心に、市外からの参加も予定しており若い世代から

60歳以上まで幅広い年代が演奏を披露する。 補助申請額：200,000円 総事業費：252,000円 
 ② ＮＥＷストリングスプラザの会 事業：ＮＥＷストリングスプラザ演奏会 目的：弦楽愛好家の音楽活動を見る、学ぶ機会を設けることで地域の音楽文化の発展と活性化、青少年の健全育成を図る。 補助申請額：300,000円 総事業費：2,701,000円 
 ③ 大曲地区コミュニティ会議 事業：大曲地区コミュニティ地域づくり事業 目的：会員相互の親睦を深め、地域の連帯感の醸成を図るとともに、各 4ブロックの事業を実施し、まちづくり活動を実施する。 補助申請額：1,132､320円 総事業費：1,132,320円 
 ④ 四ツ屋地区コミュニティ会議 事業：四ツ屋地区コミュニティ活性化事業 目的：地区住民が主体となり、四ツ屋地区を住民自らの手で活性化し、活力ある個性豊かな地域づくりの推進を目的に、祭りや行政懇談会を開催する。 
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補助申請額：300,000円 総事業費：673,000円 
 ⑤ 浜松ふれあい会  事業：地域づくり事業  目的：歴史ある建物を利用することで地域住民が文化・芸術に触れる機会の創出、地域の伝統文化の継承、地域の活性化を図る。 補助申請額：300,000円、総事業費：380,100円 
 ⑥ 百梅クラブ  事業：地域交流線香花火大会と梅の種飛ばし大会 目的：地域の世代を超えた交流の場の提供と地域活動や福祉への理解を深めてもらうことにより楽しく安心して住める地域の構築。 補助申請額 200,000円 総事業費 250,000円 
 ⑦ 日照町町内会  事業：小学生通学道舖装事業 目的：地域の小学生の通退学路となっている西下瀬地内野未舗装道路について舗装工事を行うことにより、地域の安全性を確保する。 補助申請額：388,500円 総事業費：388,500円 
 ⑧ 曲陽会  事業：古四天神社見学会 目的：国重要文化財としての価値を市民によく理解してもらうとともに親しまれることを目的とし、お盆の帰省客の多い時期を２日間見学会を実施する。 補助申請額：223,650円 総事業費：273,650円 
 ⑨ あけぼの町内会  事業：ソメイヨシノ桜再生事業 目的：町内のソメイヨシノの樹形が乱れ、その切断部より幹へ白色腐朽が新興、枝の枯れ下がりが発生しているため、地域住民の作業により対処し、後世への桜を残す 補助申請額：250,950円 総事業費：250.950円 
 ⑩ 大曲史談会 事業：「榊田清兵衡翁記念碑」環境整備事業 
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目的：榊田清兵衡翁記念碑が現在地に建立され８０年目にあたることから、大曲が輩出した政治家である翁の遺徳にスポットをあて、強度の発展に尽力された先人について関心を持ってもらうため、記念碑周辺の整備事業を行う。 補助申請額：439,425円 総事業費：439,425円 
 判田会長：    ただいま申請事業について説明いただきましたが内容について協議する前に事業申請がありました団体より出席していただいて説明をしていただきたいと思います。出席していただく団体はⅢ型の新規事業のみとしております。 ミュージックサークル大仙についてはこれまでも申請を行っていましたが大幅な内容の変更がありましたので新規事業に準ずるとしておりますのでご了承下さい。それではミュージックサークル大仙の方は説明をお願いいたします。 
 ミュージックサークル大仙代表者： 会長 武藤 博     ミュージックサークル大仙という団体の代表をしております武藤宏と申します。演奏を行う人は基本的にはアマチュアの方々で、今年で７回目になります。前回までは姫神公園で行っていましたが場所が遠いものですからお客さんから近くで出来ませんかという声がありましていろいろなところに頼んでみたところペアーレ大仙で駐車場を貸してくれるということになりまして今年からはペアーレ大仙の駐車場で行うことになりました。前より近場なので近所の方がふらりと立ち寄ってくれると考えています。演奏者の方々は最近では仕事を退職された方や年配の方が非常に増えておりこれからも事業を継続していきたいと考えているのでご検討よろしくお願いします。 
 判田会長：    ただいまミュージックサークル大仙の代表者より説明をしていただきましたが委員のみなさまからご質問等ありませんか。     藤谷委員：    藤谷と申します。内容については前から申請あるとおりだと思います。少し気になったところが雨天の場合のテントなどは項目に載っていませんが雨天の場合はどうするのか教えてください。あと支出部分を見ていると楽器のレンタルは足りない部分をレンタルするのかということと７回目ということで業者とも顔なじみになってレンタル料を安くしていただくということはできないのか教えてください。 
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ミュージックサークル大仙代表者： 会長 武藤 博     雨天の場合はペアーレ大仙の屋根があるところで行うということとそれだけで場所が足りないようでしたら自分たちでテントは用意して行いたいと思います。機材ですが基本的には自分のギターなどを使用していただくのですがアンプや年配の方々が弦を切らしたりする場合がございましてそのための予備のギターを借りています。 機材のレンタル料ですが同じ業者に毎回頼みたいのですがどうしてもイベントが重なって一つの業者では機材が足りないなどありまして２、３の業者から別れて借りることもありましたので特に安くしていただくということはできない状況です。 
 判田会長：    ほかにご質問ございませんか。質問がないようですのでこれで質問を終わります。ミュージックサークル大仙の方ありがとうございました。次にＮＥＷストリングスプラザの会より説明をお願いいたします。 
 ＮＥＷストリングスプラザの会： 代表 坂本 昌    ＮＥＷストリングスプラザの代表をしております坂本と申します。私は、大曲市民会館の委員をしておりましてなかなかクラシックになりますとお客さんが集まらなくていろいろ企画しましたが市民の方々に浸透していってないのが現状です。そこで、だったら子どもから育ててクラシックを聴きたいと思ってもらえるようにしてだんだん畑を耕していって市民会館に自然と多くの人が集まってくることができるようにしたいと思って始めました。 大曲には吹奏楽団がありまして大曲吹奏楽団は大変優秀な楽団です。それからマーチングも小・中・高とあります。それから社会人のバンドなどもあるのですがオーケストラはなかなか育ちません。何度頑張っても途中で挫折しておりました。それで私はスポーツなどを見ておりますと中央から一流の選手が来て子どもたちと一緒にスポーツに触れて知らず知らずのうちにスポーツの本質や楽しさを精神までもが伝えてくれる機会がスポーツにはたくさんあると思いました。しかし弦楽の場合はほとんどありませんでした。それでそのような機会をぜひ子どもたちに与えたいと思いこの会を立ち上げました。しかし非常に難しい面もありまして、大曲では大川西根小学校が弦合奏を行っています。大変熱心に活動しています。しかしきちんとした指導を継続していかないと中学校でいきなり落ちてしまいます。そこでこの会は子どもたちをメインにしておりますけれども幼児から小学生、中学生、高校生、そしてシニアに至るまで一貫して参加できるよう全ての年代をターゲットにしていこうということで何年間か続けてまいりま
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した。 今回はこの地域協議会で申請事業に対して補助があるということを伺いました。市民会館を中心にして演奏活動を行っておりますので地域から発信していきたいということで申請をしております。 いろいろご質問等あると思いますのでこの辺で説明は終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 判田会長：    ただいま説明をしていただきましたけれども委員のみなさまご質問等ありましたらお願いたします。     藤谷委員：    藤谷と申します。いま先生のお話を聞いていてまさに活性化に役立つ事業だと思います。お金のところを見させていただくと日本芸術文化振興会助成金からも補助金をいただいているようですがこの事業は毎年継続していかれるということですか。     ＮＥＷストリングスプラザの会： 代表 坂本 昌    毎年継続して行います。 
 

     藤谷委員：    日本芸術文化振興会からも毎年、補助は受けられるものなのですか。     ＮＥＷストリングスプラザの会： 代表 坂本 昌    正直に申しますと日本芸術文化振興会からの補助は９０万円と書いていますが今年は８０万円となっております。去年の実績で認定を受ける前の金額を書いております。そして秋田県の補助を前は受けておりました。これがどういう訳かいきなり今年の５月中旬に補助を受けられないといわれました。でも子どもたちの顔が思い浮かんできまして予算不足でできませんといえばそれで良いわけですけれども今回行わないと次も行わなくなってしまう気がして行うことにしました。 今回何とか地域協議会の補助をいただいてこの会を足がかりに教育委員会、その他に広めていけるように働きかけていきたいと思っております。 
 藤谷委員：    いずれ先生を囲んでいるまわりの方々にもすばらしい先生方がたくさんいらっしゃると思いますのでむしろ名のあるところから交通費をかけて招待しなくても先生を囲んでいる方々で行うだけでも子どもたちは喜ぶと思います。 
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長くこれからも継続していくためには先立つものが必要となると思います。まして無料で行ってくださるということでしたので一つご検討ください。 
 境委員：    この会の毎年、補助することができると思いますけれどもほかの会からの助成などは毎年受けられるものですか。     ＮＥＷストリングスプラザの会： 代表 坂本 昌    毎年受けられるとは限りません。幸い今回は助成をいただきましたがまた来年はお願いしなければ行けません。それから企業の方にもなんとか援助をいただきに回っております。 いずれ子どもたちが弦楽器を続けていける状態を作りたいというのが最終的な願いですのでよろしくお願いいたします。 
 境委員：    そうするとほかの会の補助金も今よりも上がる可能性はあるということですか。     ＮＥＷストリングスプラザの会： 代表 坂本 昌    上がる可能性もありますが、無くなる可能性もあり非常に不確かなもので今ここでははっきり申し上げられませんので申し訳ありません。 判田会長：    ほかにございませんか。無いようですのでこれで質疑は終了します。ＮＥＷストリングスプラザの会の方は説明をしていただきありがとうございました。 次に大曲地区コミュニティ会議ですが事務局が総合政策課になっておりますので改めて事務局より説明をお願いします。     高山知洋主査：    総合政策課の高山です。大曲地区コミュニティ会議の主担当をしております。どうかよろしくお願いいたします。昨年度の地域協議会でも何度か説明させていただいて進め方についてご了承頂いた案件であります。 大曲地区コミュニティ会議はいよいよ地域枠予算を活用して事業を進めていくということになりました。事業概要、目的でございますが今回は大曲地区を豊に住みよい地域にするため自らの意思で個性豊かな地域づくり活動の推進を図ることを目的に平成２４年３月２０日に設立総会を行って設立されたところでございます。 活動単位につきましては人口や世帯数が多いため４ブロックに分けております。今年度は事業開始初年度ということもありますので各ブ
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ロック会を開催し会員相互の親睦を深め地域の連帯感の醸成を図るとともに地区コミュニティ会議全体における研修会を行うほか可能であれば各ブロックで事業を実施し同会でのまちづくり活動の第一歩を踏み出したいというものでございます。事業内容につきまして、防災組織に係る講演会ということで全体研修会を開催したいと思っております。 次に各ブロックの事業ということで清掃作業や公園整備、レクレーション、防犯防災事業、講演会などが上げられております。地区コミュニティ会議の開催を会則では１月から３月としておりますので３月中旬頃を考えております。役員会、ブロック会をそれぞれ２回ずつ開催するというものであります。期待される事業の効果といたしましてはこれまで行われていなかった大曲地区における自治会同士の情報の共有。それからそれぞれの自治会あるいは地区全体の課題解決に向けた取組など市民と行政との共同による活動が実施されることで地区の活性化につながると考えております。 補助金ということで１，１３２，３２０円を地域づくり事業補助金とさせていただいております。４つのブロックがありますので１つのブロックあたり３０万円そしてあわせて上限が１２０万円という中での申請となっております。 支出の部は全体研修会事業費として２９４，４００円、報償費、郵便料、会場使用料を考えております。 次に各ブロック事業費といたしましては１つのブロックあたり２０万円という予算を考えまして４ブロックで８０万円としております。会議に費につきましては総会、役員会、ブロック会議における通知の郵送料とお茶代となってございます。各ブロック会につきましては５、６月にすでにだいたい一回ずつ開催しておるところでございます。顔合わせも兼ねてそれぞれの自治会の現状や課題を出していただいてブロックでどのような活動が必要か可能科について話し合っていただいたところでございます。また東ブロック会は曲陽会がございましたがそちらではやはり従来からのまとまりがあったため落語家の桂三若さんを招いた地区のお祭りのようなイベントを行いたいという話まで意見が出ている状況でございます。 
 判田会長：      ただいまの説明についてみなさまからご質問等を受けたいと思います。ご質問ございませんか。無いようですので質疑をこれで終わります。以上、新規事業３件の説明をいただきましたのでただいまより協
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                     挽野委員:      判田会長：  高橋正人主幹：      竹村委員 

議していきたいと思います。 
 ① ミュージックサークル大仙の申請事業   【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ② ＮＥＷストリングスプラザの会の申請事業 【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ③ 大曲コミュニティ会議の申請事業     【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ④ 四ツ屋地区コミュニティ会議の申請事業  【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ⑤ 浜倉ふれあい会の申請事業        【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ⑥ 百梅クラブの申請事業          【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ⑦ 日照町町内会の申請事業         【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ⑧ 曲陽会の申請事業            【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ⑨ あけぼの町の申請事業          【質疑】特になし 【賛成の挙手】全員賛成 ⑪ 大曲史談会の申請事業 
 【質疑】 質問ではないのですが史談会の方が石碑を維持管理するために活動している中で石碑近くの手すりが錆びて非常に危険な状況になっておりまして史談会の方がこれまで熱心に整備を行うなら市でも何とか維持管理やリスク回避という面でも予算付けなどしていただいて行っていただければと思います。 
 ただいまの意見に対しては総合政策課から答弁をお願いいたします。 
 ただいま挽野委員からいただいた意見でございますが今回の申請につきましては史談会ができる範囲ということで申請をいただいておりますが石碑自体の修繕でございますとか手すりの整備などは教育委員会の予算で対応する予定になっておりますのでご理解お願いいたします。事前に説明が不足しまして申し訳ありませんでした。 
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              藤谷委員： 
 高橋正人主幹：   

私は大曲史談会の会員の１人です。史談会としての対応をお答えしたいと思います。まず今回の申請にある部分は全体事業のごく一部であります。確かにまわりの手すりの破損や雑草など大変乱雑な状況であります。石碑自体も修繕が必要で、明治頃の日本でも名だたる漢文家の内藤湖南という有名な方だそうです。この石碑は全国的にも知られて然るべきものであると思います。あのような立派な石碑があるにもかかわらず市民が石碑の価値や関心が薄く、これから石碑の価値に気づいてもらえるように今回申請したものであります。また史談会としては石碑が大きくて識別できない状況でありますので内容がわかる解説などを一緒にたてたいと考えています。史談会の会員からの有志、市民の方からの寄附を多少いただくような形で市の予算と有志の方の拠出金をもって事業を行ってこの事業を成功して市民のみなさまのお目にかけても恥ずかしくない環境に持って行きたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
 石碑の管理はどこが行っているのか教えてください。 
 教育委員会から伺った範囲ではこれから史談会と協力して維持管理していくと伺っており細かな点については教育委員会に伺っておきます。 【賛成の挙手】全員賛成 
 判田会長     ほかにございませんか。無いようですので以上で地域枠予算の申請事業に対する協議を終了いたします。続きまして議題３にうつります。地域協議会からの提言案について事務局から説明をお願いします。    

 高橋正人主幹：     今年度１回目の地域協議会のときに２件、市への提言をいただいております。またその他の３項目の提言がありました。これまでの２件については班ごとに分かれてテーマを出しておりましたがこれから説明する３件についてはみなさんの共通の項目ということで協議を進める予定でございます。 
 判田会長： この後の進め方についてでありますが私から提案させていただきたいと思います。テーマは共通でありますが、全員で協議するとなると、まとめるのは難しくなると思われますのでこれまでのように２班に分かれて協議を進めたいと思います。 
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また各班の協議を進めるにあたり、事務局主導ではなく委員が主体となって進めていくべきものだと考えますので、各班の班長及び副班長を１名ずつ決めていただき今後の協議をまとめていただきたいと思います。班分けについては案としてお渡ししております。この内容でご承諾いただけますでしょうか。 それでは、本日は時間がありませんが、各班の班長、副班長を決めていただいたうえで協議に入っていただきたいと思います。     （グループに分かれて検討中）（グループに分かれて検討中）（グループに分かれて検討中）（グループに分かれて検討中）        ４４４４    その他その他その他その他    判田会長： 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。 
 高橋正人主幹： 【諸事項について連絡】     ５５５５    閉会閉会閉会閉会 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。     終終終終    了了了了    時時時時    間間間間    １９：４０１９：４０１９：４０１９：４０ 
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