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（午後 ６時００分 開会） 

○事務局(高橋副主幹) 

  本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。定刻になりました

ので、ただ今から第１回大曲地域協議会を始めさせいただきます。会を始める前に五十嵐

企画部長から委嘱状の交付がございます。恐れ入りますが、名前を読み上げましたらその

場でご起立願います。 

 

  【委嘱状の交付】 

 

  ここで、五十嵐部長からごあいさつを申し上げます。 

 

〇五十嵐企画部長 

  本日は皆様お仕事お疲れのところ、またご多忙のところ平成２９年度第一回の大曲地域

協議会にご出席いただきまして本当にありがとうございます。ただいまこの４月から地域

協議会委員をお受けいただいた皆様へこの委嘱状を交付させていただきました。八つの地

域合わせて１３５人、大曲地域では１６名の方々にこの委嘱をお受けいただいたところで、

改めてお礼を申し上げます。 

 皆様ご承知の通り、地域協議会は平成１７年の大仙市誕生と同時に旧市町村単位に設置さ

れました。この協議会はそれぞれの地域の特性を活かしたまちづくりを位置づけするため、

各地域の声を集約し、その声を市政に反映させていくことを目的にされております。これ

までもそれぞれの地域の特性にあったまちづくり、あるいは地域の課題を解決するために

行政と市民が一体となって協議を行い、協働のまちづくりを進めてきたところであります。

現在、人口減少・少子高齢化は地方都市はもちろんですが、大仙市も同じ状況にあると我々

は思っているところでございます。また、この地域にとっては賑わいの創出・交流人口の

拡大などについても、一つの課題と捉えております。この問題に対し、昨年一昨年と大曲

地域協議会と市と大曲駅周辺に市民の集い、賑わい創出をすることを目的にヒカリオ広場

を会場に、大曲ヒカリオフェス「フォアブルー」を開催し多くの市民の皆様からご来場い

ただいたところでございます。駅前や商店街が賑わって良かったな、という声も我々の所

にも届いております。こうしたイベントを機会に市民の身近な広場となり、常に人が集う

ような工夫が必要であると、我々も感じている所でございます。このフェスについては今

後、主催を地域協議会から離れまして、市民団体の手で実施したいという風に聞いており

ます。まさに市民の皆様の協働のまちづくりを推進していただければな、と思っている所

でございます。今後も委員の皆様と協働でこの地域課題に我々も解決に向けて、色々な取

り組みをしてまいりますので、なんとかこのあとも一つよろしくご指導ご鞭撻を申し上げ

まして、開会のあいさつに代えさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いし

ます。 
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〇事務局(高橋副主幹) 

  続きまして、新しい年度が始まり職員に異動がありましたので高橋次長から職員を紹介

させていただきます。 

 

 【名簿に従い職員紹介】 

 

〇事務局(高橋副主幹) 

  会議に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

  

【資料の確認】 

 ①次第 

 ②協議会委員及び職員名簿 

 ③資料１：地域枠予算申請一覧表（応募番号１～７）関連資料 

 ④大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦について 

 ⑤大仙市福祉関係等審議委員会委員の推薦について 

 ⑥チャレンジデーの資料 

 

〇事務局(高橋副主幹) 

  それでは議事にうつります。 

  本日の地域協議会は、委員の２分の１以上が出席しておりますので、大仙市地域自治区

の設置等に関する条例第８条第３項の規定により、本協議会は成立いたしますことをご報

告申し上げます。それでは、次第４の議題１、会長及び副会長の選任についての進行につ

きましては高橋次長が行います。 

  

〇高橋正人次長 

  暫時の間、進行役を務めさせていただきます。失礼ですが座って進行させていただきま

す。それでは、議題の１、会長及び副会長の選任についてであります。会長及び副会長に

つきましては、大仙市地域自治区の設置等に関する条例第６条の規定により、委員の互選

によって定めることとなっております。その互選の方法について、どのように取り計らっ

たらよいかお伺いをいたします。皆様からご意見はございませんでしょうか。 

 

  （「事務局案」の声あり） 

 

  ただいま、齋藤委員の方から「事務局案」という声があがりましたが、まずは事務局か

らの案を示させていただいてよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

それでは事務局から案の説明をお願いします。 
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〇事務局（田口参事） 

  はい。事務局案といたしましては、昨年度まで４年間地域協議会委員を務められ、この

たび再度就任していただいた委員の中から、会長には藤井隆夫委員、副会長には佐藤久美

子委員をお願いしてはどうかと思います。 

 

〇高橋正人次長 

  はい。事務局案によりますと、会長に藤井隆夫委員、副会長に佐藤久美子委員というこ

とでございますが、ただいまの選任案につきましてご意見等ございませんでしょうか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

はい。皆様ご質問、ご意見がないようですので、採決をさせていただきます。事務局案

に反対の意見はないようですので、よって大曲地域協議会の会長は藤井隆夫委員、副会長

は佐藤久美子委員とすることにご異議ございませんか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、大曲地域協議会の会長は藤井隆夫委員、副会長は佐藤久美子委員と決定いたし

ました。会長が決まりましたので、大仙市地域自治区の設置等に関する条例第８条第４項

の規定により、会議の進行につきましては、藤井会長にお願いします。藤井会長、議長席

の方へよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（高橋副主幹） 

  それでは、会長に就任されました藤井隆夫会長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

〇藤井隆夫会長（以下「会長」と表記） 

  はい。ただいま地域協議会の会長に推薦を賜りました四ツ屋地区コミュニティ会議所属

の藤井隆夫と申します。どうかよろしくお願いいたします。私も昨年度まで４年間地域協

議会の方を委員として携わらせていただきました。大仙市内に８つの地域協議会というも

のがあって、やはりそれぞれその地域その地域で特性も違うし、色んな課題も違うという

ように聞いております。特に大曲の場合はただ単に一地域協議会というだけではなく、や

っぱり大仙市の顔という形でやはり全市を見据えた形の賑わいの創出とか色んなものを考

えていかなければならない地域協議会であると感じております。どうかこれから今年度か

らは３年間という形でございますけれども、いずれ長丁場でございます。どうかひとつ委

員の皆様のご協力をいただきながら大曲地域協議会としての役目を全員で果たしていくこ

とができればと考えております。どうかひとつよろしくお願いいたします。 
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〇会長 

  はい。それでは議題の２番に移ります。会議録署名委員の指名を行いたいと思います。 

 

〇事務局(田口参事) 

 はい。今回はただ今お座りいただいている席が皆様の指定席となります。順に署名の委

員をお願いしたいと思っておりまして、名簿をご覧いただけますと一番最初が打川委員一

番最後が山崎委員となっておりまして、上の方からと下の方からとで署名をお願いしたい

と思います。ですので、本日は打川委員と山崎委員にお願いしていただければと思います。 

 

〇会長 

はい。それでは会議録署名委員は、打川委員と山崎委員にお願いしたいと思います。ど

うかひとつよろしくお願いいたします。 

 

〇会長 

  それでは議題の３番の地域枠予算の事業について、今回７件の事業が申請されておりま

すので、申請事業について協議したいと思います。 

 まず、申請事業について、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局(田口参事) 

 

 【資料に基づき地域枠予算の事業（応募番号１：角間川コミュ二ティ会議）について説明】 

 

〇会長 

  はい。ただいま角間川地区コミュ二ティ会議からの申請の説明がありましたが、なにか

ご意見ご質問等ございませんか。 

 

〇佐藤久美子委員 

  すみません。事業費のところなんですけれども、事業費３１万円とありますけれども、

他の計画書などにはそれぞれの経費が計上されていて、わかりやすくなっているんですけ

れども個々の使い道の金額が書かれていないのでそれは提示されているのでしょうか 

 

〇会長 

  はい。事務局の方よろしくお願いします。 

 

〇事務局(田口参事) 

  申請の段階につきましては内訳の方は、他の団体のような形のような形の内訳はござい

ませんでした。 

今再度、資料を確認する時間を頂戴したいと思います。 
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〇会長 

  もし、その時間中他の皆さんから質問などございましたらよろしくお願いします。 

 

〇戸嶋委員 

  Ａ３の一覧表の所に遂行能力というところに、新たな体制で地域づくり活動を行ってい

るとありますが、あのいつから活動をされている団体になりますでしょうか。 

 

〇事務局(田口参事) 

  この活動自体の事業としては、結構前から、としか申し上げられないんですけれども、

新たな体制というのは、平成２７年から角間川地域にいくつかあったまちづくり団体が統

合された形で、こういった角間川地区コミュニティ会議という形が、設置されたようでご

ざいます。 

 

〇会長 

  はい。よろしいでしょうか。 

 

〇戸嶋委員 

  はい。私、今回初めて参加させてもらって、能力であるとか、こういうことが期待でき

るという文面を拝見しているんですが、これまでいくつか実績があったとすると期待した

結果どうだったのか、という部分がちょっと気になったのですが、そういうところがわか

るのであれば、この場でお聞きしてもいいでしょうか。 

 

〇会長 

  角間川地区はコミュニティ会議になってから短いので、３年間の検証シートというのが

出ていないんですよね。 

 

〇事務局 

  そうです。団体がまだ２年という団体ですので、検証シートは提出はさせていただいて

おりません。 

 

〇戸嶋委員 

  わかりました。３年区切りで検証があるということなんですね。 

 

〇会長 

  事業報告という形では出てますので、それが毎年出てまして３年を超えると今度検証シ

ートで３年間やってきたその流れでこのままで良いのか、これから改善するところはどこ

なのか、ということを検証シートで検証すると、これについてはこの前の全体会議会の時

も説明があったんですので、多分細部でよくわからなかったんですけど、そういう形で今
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検証している所でございます。 

 

〇事務局（田口委員） 

  はい。どういった効果があったかという部分なんですけれども、繰り返しになってしま

うかもしれませんけれども、角間川地域もしくは藤木地域と一緒なんでしょうけれども、

親水公園という公園がございまして、浜倉等もそちらにございますけれども、そちらを大

曲南中学校の生徒さん、あと地元の小学校の皆さんが、５月３１日・１０月に清掃される

んですね。地元の皆さんも参加されるんですが。これが結構大変な事業でございまして、

やっぱり毎年毎年作業はしているんですが、汚れると、それを自分達の手で綺麗にすると

いう、その辺については非常に子供さん方住民の方々の地元に対する愛情と言いますか、

そういったものを非常に大切にしているようであります。あと、角間川地域は、今文化財

として旧本郷邸を中心に歴史の町として立ち上げようとしている所でございますので、そ

ういったところは戸嶋委員も十分ご存知のことかと思いますが、それについては、やはり

地元の子供さん方、本郷さんのお宅には角間川の古い歴史の書物が沢山あるという風に伺

っておりまして、授業の際にも、そちらを訪問したりというような活動をされているよう

でございます。この地域枠予算の申請とは少しかけ離れた内容となってしまいますが、地

域をあげて子供さんを中心に色んな活動をしているという実態ですので、十分効果はある

のかな、と感じるところでございます。 

 

〇戸嶋委員 

  はい。わかりました。ありがとうございます。 

 

〇会長 

  はい。よろしいですか。さきほどのあれはわかりましたでしょうか。 

 

〇事務局(田口参事) 

  はい。すみません。大変お時間をいただきまして申し訳ございません。平成２９年度の

細かい部分は少しあれなんですけれども、ざっくりとした内容といたしまして、春の親水

公園の清掃、こちらの方には事業費として５万円、環境整備事業費としてこちらは親水公

園の清掃に使う消耗品等の購入にあてるものでございますけれどもこちらが２万円、町民

のウォーキング大会の方には３万円、三上洋子さんの絵画の整備事業といたしまして、保

存に対する備品消耗品の購入に対してですが、こちらが３万円、角間川公民館祭りにつき

ましては１２万円、秋の親水公園の清掃については５万円、ブルーベリーの収穫を楽しむ

会こちらの方は経費１万円とみまして、こちらの方が合計３１万円という形になってござ

いますが、よろしいでしょうか。 

 

〇会長 

  佐藤委員よろしいでしょうか。 
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〇佐藤久美子委員 

  はい。ありがとうございます。 

 

〇会長 

  はい。ほかにございませんでしょうか。 

 

〇高畑委員 

  自分も事業費のところで、内訳が気になっていたんですけれども、前から結構支出とか

書くときに、細かく書いている所と、おおまかにだけ書いているところがあって、そこっ

て結構、前に指摘をしていた気がするんですけど、どちらかというと、全体としてある程

度の内訳までは、記して書いてもらった方が我々としては、どこにどれくらい使われてい

るのかっていうのがすぐに見えるので、どこまで細かく書いていただくかというのは、ち

ょっと考えるところではあると思うんですけれども、おおまかでも計算の内訳を書いてい

ただいた方が良いのではないか、と個人的には思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

〇会長 

  はい。いかがでしょうか。 

 

〇事務局(田口参事) 

  はい。確かに、前回といいますか、以前の地域協議会の方でもご指摘をいただいた部分

でございます。事業ごとに、例えばこういったコミュニティ会議の場合は、事業を２つ３

つという風に行いますので、たとえば今言ったように事業別の総計でよろしければ、ただ

今申し上げましたような形で、記載するように申請団体の方にお話ししたいと思いますが、

事業別ごとでよろしいでしょうか。 

 

〇会長 

  髙畑委員どうですか。 

 

〇高畑委員 

  はい。いいと思います。 

 

〇会長 

  はい、それでは、特にコミュニティ会議の場合非常に事業が多いので、やはり全部細か

くすると煩雑になる可能性があるんですけれど、事業ごとにだいたいどういう形で使われ

ているかってことを記載して統一していった方がいいと思います。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。ではそのように申請団体の方にお話をさせていただきたいと思います。ありがと
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うございます。 

 

〇会長 

  はい。それではほかにございませんか。なければ、角間川コミュニティ会議の申請に対

して採択かどうか、賛成の方挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

はい。全員採択ということで採択されました。 

 

〇会長 

  それでは、応募番号の２番。藤木地区コミュニティ会議の説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

【資料に基づき地域枠予算の事業（応募番号２：藤木地区コミュ二ティ会議）について説明】 

 

〇会長 

  はい。ただいま藤木地区コミュニティ地区の申請について皆さんからご意見ご質問あり

ましたらよろしくお願いします。 

 

〇会長 

  ないようですので、藤木地区の申請に対しまして、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

  はい。全員と認めます。 

 

〇会長 

  それでは続きまして、大曲地区コミュニティ会議の説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  始めに、大曲地区コミュニティ会議の事業、３年を経過いたしましたので検証をさせて

いただきたいと思います。３ページ目につきましては、こちらの方で申請段階あるいは実

績報告の際に提出された資料を基に作成しております。４ページ目５ページ目につきまし

ては委員の方々からの検証意見となりますので、会長の方から進行をお願いしたいと思い

ます。 

 

【資料に基づき地域枠予算の検証シート（大曲地区コミュ二ティ会議）について説明】 
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〇会長 

  この３ページの補助金の決定額というのは１ブロック３０万円で、全部で１２０万円で

すよね。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。そうです。１ブロック３０万です。 

 

〇会長 

  そういう形ですね。大曲地区だけ４つのブロックに分かれてまして、それぞれに 

３０万円の決定して、全部で１２０万円。その結果、平成２６年度はトータルで１０１万、

そして２７年度の１１２万、２８年度が８５万。それが最終的な金額という形ですので、

ちょっとわかりにくいかもしれませんけれど。 

  それに基づきまして、検証シートの検証内容に行きます。４ページ目、事業団体として

適正であるかどうかということでは、適正であると、丸であると、これはゼロじゃなくて

丸ですのでよろしくお願いします。地域枠予算を活用して実施する事業か、市が実施する

事業ではないか、ということに関しまして、皆様いかがでしょうか。初めての方ちょっと

わかりずらいかもしれませんけど、今までの委員の中の皆さん何かご意見ありましたら。

地域枠予算を活用して実施する事業に合っているかどうか、という形でございます。 

（「丸」の声あり） 

  それでは、次の５番。政治色、宗教色の濃い事業ではないか。（「丸」の声あり）はい。

これはないですね。丸で。 

  次に営利を目的とした事業ではないか。これも営利を目的とする事業ではないと思いま

すがどうですか。（「はい」の声あり） 

  次にその他不適切と認められる事業ではないか。これについていかがですか。山崎委員

どうですか。 

 

〇山崎委員 

  自分の所なので。 

 

〇会長 

  では、丸ということで良いですか。（「はい」の声あり）はい。 

  それから次は、適正結果ですね。適正である、ですね（「はい」の声あり） 

  それでは１１番の方、多くの地域住民のための事業であるか、これはいかがでしょうか。

丸でよろしいですか。（「はい」の声あり） 

  それから１２番。具体的な成果が期待できるか。参加人数が減少しているとか、この事

業を通して、地域住民の地域に対する意識や姿勢など何も変化がないなど。有効性につい

てはいかがですか。（「丸」の声あり）よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  それでは１３番。この事業の内容や運用を改善する余地はあるか。いかがでしょうか。 
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〇佐藤久美子委員 

  すみません。他のコミュニティ会議に比べて、なんだかちょっとこう、スポーツレク  

レーションとか少し内容が練られていないような気がするんですけれども、山崎さん。 

 

〇山崎委員 

  個人的に質問が来たので、個人的にお答えします。活字にしていきますとこういう形に

なりますけれど、実際に例えば、運動会とかグランドゴルフとかというイメージで皆さん

に判断されては、ちょっと困るところがあるんですよ。必ずその中で、防災の訓練の項目

がいくつか入るんですよ。必ず。だからちょっとうたい方がまずいんですけど、運動会な

んか特に何種目も防災訓練のあれをやってるんですよ。いずれ、それで良いかといったら、

良くないのかな、とは自分でも思っています。でもそこら辺は、ご理解していただきたい

と思うんですよ。３年ですので、今度４年目に向かって、もうちょっと、この席で前指摘

されてますんで、頑張っていきたいな、と改善していきたいな、と思っております。一番

の課題は防災関係です。特にお年寄りをどうするのか、緊急時どういう体制で迎え入れる

のか、そこら辺が大きな課題になっています。あと、アパートの住民、住居、この人達登

録していませんので、町内会に入っている人が殆どいないので、そこら辺をどういう風に

していくのか、そこら辺は大きな課題はあります。 

 

〇会長 

  私の方からもちょこっと、特に大曲地域協議会の中の、大曲地区コミュニティ会議の４

ブロックというのは色んな面で難しいと思います。参加の呼びかけとか、実際に動いて下

さる方をどういう風にして確保するか、ということが非常に、他の所よりは人間関係が希

薄な所があるので難しいと思います。そういった事もありますけれども、そういった形で

非常にこの大曲地区というのは、他の地区に比べると、難儀してきている経緯があります

ので、やはりこれから、やっぱり中心地区ですので、ぜひとも頑張っていただくような形

でお願いしたいな、と思っているんです。 

 

〇山崎委員 

  すみません。ちょっと付け加えますが、会員数が５７と書かれてますが、これは５７町

内という風に理解してください。町内を４つに割ってますんで、地域別に。そういう風に

理解していただきたければよろしいかと思います。非常に難しいです。今言われたように、

まちづくりが。 

 

〇佐藤久美子委員 

  すみません。お尋ねしたいんですけれども。それぞれのブロックに３０万ずつお渡しし

てますよね、他のコミュニティ会議だと３０万の使い道というのが出てくるんですけれど

も、おまかせしているんですか、それぞれの地域に。それぞれの地域に会計さんがいて。 
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〇山崎委員 

  全部います。 

 

〇佐藤久美子委員 

  この資料を見ていくと、それぞれの地域に１５万ずつ出していて、それどういう風に使

ったかというのは、あがってきてないので、資料には。そこら辺がちょっと分かりずらい

な、と思います。 

 

〇山崎委員 

  わかりやすいように改善します。 

 

〇佐藤久美子委員 

  はい。そうですね。 

 

〇山崎委員 

  あの、やってますんで。ありがとうございました。 

 

〇会長 

  まず、いずれ、そういうような感じですので、４ブロックの合同の総会やってますよね。

地域協議会の皆さんにご案内が、今まで出ておりましたので、ぜひ、もし時間の許す方、

参加していただいて、その雰囲気を感じ取っていただければ、理解していただけるのかな、

という風に思いますので。今回、新しい方最初の会合ですので、ぜひとも他の地区の色ん

な事業に対して、時間がありましたら、ぜひとも出席していただいて、やはり他の方を見

ていただいたり、自分の方と比べていただいたりしていただければ、理解が深まるのかな

と思いますので、事務局の方から皆さんの方に、申請があったもの何月何日にどこで何が

あるかという一覧が、今まで郵送されていますので、ぜひ、ほかの方のも参加していただ

いて、理解を深めていただければありがたいと思います。そういうようなことで、山崎さ

んもいて頑張るということですので、改善性に期待して丸をしたいと思いますけれども、

よろしくお願いします。（「はい」の声あり） 

  それで１４番。この事業は必要性のあるものか。ということでいかがでしょうか。 

（「丸」の声あり）それではある、ということで、やっぱり難儀であればあるほど必要性があ

ることだと思いますので。 

  Ⅲ型として実施する事業であるか。丸ですね。（「はい」の声あり） 

  今度の方向性につきましては、色んなことを含めて継続して実施して頂くという形でい

かがでしょうか。（「はい」の声あり） 

  あとそれから、改善提案とかもし皆さんからあれば、こうした方が良いんじゃないかと

か。 
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〇戸嶋委員 

  すみません。このブロックというのは、どういう風に分かれているかというのが、よく

わからなくて、旧大曲エリアというのが西根とか内小友とか入っているんでしょうか。 

 

〇会長 

  入ってないです。ちょっと細かいとことかお願いします。 

 

〇山崎委員 

  入っていません。北西ブロックというのがこの花壇の方から西側の方、若竹、中学校の

方まで白金町も入っています。ちょっと丸子川がはさまれてやってるというので、今そこ

いら辺検討している所です。洪水とかっていうのがあった場合、このままではいけないと

思ってます。 

  あとは中央ブロックという形で、北西の反対側の駅の方からずっと栄町位までですか。

そこが中央ブロックなんですよ。それで東は東川とか和合とか高畑とか。南は日の出町と

か川目などの関係です。非常に難しいです。まとめるのが。特異的な大曲ですので、むし

ろこうそういう言い方してはまずいですけれども、東とか南とかそういうところは比較的

いくんですけれども、北西や中央は大変です。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  このブロックはどういった感じで誰が分けたんですか。今のこういう４つに分けたのは。

行政の方から？ 

 

〇山崎委員 

  いいや。行政から一方的に言われた訳じゃないです。やっぱり自分達が。自分達も検討

して自分たちもやって行こうという形でやったことですので、自分たちの責任のもとでや

っていかなきゃいけない事業だと思っています。 

 

〇戸嶋委員 

  ありがとうございました。防災と、今のエリア分けが、防災前提に分けてらっしゃるな

ということが、なんとなくわかりました。私もアパートで暮らして大曲で育ってなくて違

うところから大曲に住んで１０年位になるんですけれども、取り込みずらい部類に所属し

ている側なんですけれども、やっぱり震災以降防災については何かあったらどうしよう、

どこに逃げたらいいか、避難したらいいかな、という意識は持っているんですが、逆に  

こういう情報を知りたいと思っている人もいるんじゃないかな、と思います。 

 

〇山崎委員 

  色々難しさはあります。不動産屋が仲に入ってますから、そこの問題も絡みます。例え

ば、災害が発生した、火災とか全部含めて、その時に町内会は集まる体制できているんで
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すよ。それぞれ。北西の場合、自分あけぼの町の町内会でずっとやってますので、小学校

が集まる場所ですけれども、洪水の場合はここら辺一番低いですから、小学校あたりが、

だから花園病院の屋上とかなごみの里の屋上とかという形を契約して、お借りするという

体制をとってますよ。 

 

〇佐々木浩委員 

  ハザードマップは？ 

 

〇山崎委員 

  ええ、ハザードマップには載ってないんですよ。独自で。 

 

〇佐々木浩委員 

  載ってない。自主防災会は？ 

 

〇山崎委員 

  はい。そういう組織ありますから、それでそういう風に立ち上げたんですよ。ところが、

災害が発生した時に、アパートの住民も、当然町内の人達の流れに沿っちゃうと思うんで

すよ。その時「あなたは町内会員でないからご飯出されません」とか、そういう形ではじ

き出せないはずなんですよ。そこら辺が、大きな今後の課題です 

 

〇戸嶋委員 

  防災のイベントに知る機会に触れられたらいいな、と思います。 

 

〇山崎委員 

  一応、ブロック別にはそういう教育施設、本荘の方にありますけれども、そこに見学に

行ってます。実際の震度いくつとか、どうすればいいかとか、そういうあれはやってます。

あと、それぞれブロックによって違うんですが、ＡＥＤの訓練とかそういう形のものはで

きているので、いいんですけれども、ただ市の関係絡みがあるんですけれども、年配者が

非常に多くなってきているんですけど。ある町内会はほとんど高齢者です。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  戸嶋委員が多分言っているのは、アパートの住民にも、もう少し周知した方が良い、と

いうニュアンスだと思うんですけれども、私もアパートに以前住んでた時に、私は四ツ屋

のアパートに住んでいたんですけれども、そこの町内、地区のほうの部落で区分けされて

いるんですけれども、そこから色んな地域の、アパートだからという訳じゃなくて、ほん

と全部来ていたんですよ。そしてチラシが来て参加するという人には町内会に入れて、も

ちろん入らない人も無関心な人もいたんですけれども、そういう感じの情報発信、アパー

トだから入られないわけじゃないですか。個人が入りたいと言えば、町内会に入れてやる
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という、町内としてはあるんですか？ 

 

〇山崎委員 

  ありますよ。おいでおいで、と言っております。でも全然。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  町内会の回覧板でも、そういうチラシを入れたりとかは。 

 

〇山崎委員 

  町内会のチラシは入れてますよ。それでもだめだし。その次の手としては、不動産屋に 

相談して、あけぼの町の場合は年間４千円でした。会費。それを２千円でいいから徴収し

てくれ。とやってもだめなんですよ。非常に難しいです。でも、官舎とか警察の官舎とか

積極的に参加してくれるからいいんですよ。 

 

〇会長 

  なんか、大曲地域協議会の中の、また一つの地域だな、と。 

 

〇山崎委員 

  正直言って、コミュニティで一番苦労しているのが、各町内会が全てパーフェクトに組

織化していないことなんですよ。災害のね、自主防災の。そこら辺ちょっと悔しいな、と

いうのがあるんですけれども。 

 

〇柴田委員 

  すみません。アパートの方ってゴミ集積所は利用していることなんですか。 

 

〇山崎委員 

  あのですね。今のアパートは、たいがいアパート単位で専用のごみ箱があるんですよ。 

 

〇柴田委員 

  ああ、アパートで契約しているんですね。 

 

〇山崎委員 

  そうそう。市とはね。 

 

〇柴田委員 

  うちの方は引っ越してきた人に、ゴミ集積所１か所２か所しかないので、利用する場合

は町内会に入って来てね、という風にお誘いして入ってきているので、まず毎日必ず使う

ものであれば話しやすいかな、と思ったんですが、アパートであるっていえば、それもお
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誘いできないから、やっぱり個人の方が積極的に参加してくれるのを待つだけ、というこ

とになるんでしょうか。 

 

〇山崎委員 

  だからこのままでいいという考え方はありませんので、起きたらアウトですから、それ

以前にどうやって手を打っていくのかというのが、早急な課題です。それをうちのコミュ

ニテイとしても捉えています。どうするか。せっかく予算をいっぱいもらってるんですか

ら。 

 

〇佐藤久美子委員 

  頑張ってください。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  山崎さんばかりこう言われてますけれども、丸谷さんはどのブロックになるんですか。 

 

〇丸谷委員 

  中央ブロック。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  こういう活動があるってことを知っていますか。この地域協議会の委員になって。 

 

〇丸谷委員 

  わからなかったです。 

 

〇丸谷委員 

  私は今、中通りなんですけれども、前は大花町で、大花町は自主防災に関してはかなり

先進的じゃないですか。 

 

〇佐々木浩委員 

  一番早かったです。 

 

〇丸谷委員 

  ですよね。組織がかなりしっかりして。初めてでこんなことを言うのもなんなんですが、

これ補助率１００％ですよね。１００％の補助事業はどうかな、というのは基本的に思う

んです。このきっかけはいいです。ただ、補助するときには、基本的にやっぱり行政が率

先してリードしていってる事業だと思うんですけれども、例えば講演会なり自主防災の講

演を聴いた後にですね、地域住民がその講演を聴いて「こういう風にしたいと思う、だか

らお金ちょうだいよ」という風に、今もどこかにいると思うんです。そういう人方。そう
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いう人にスポット的にボンと補助金を出してあげてほしいな、と思います。だから、あま

りにも１００％だとなんかやっぱりもらってるけれども、どうしていいかわからない行政

さんなんとかしてくださいよ的な感じになるので、これはちょっと疑問的なところがあり

ます。特に大花町から中通りにきて今そう思います。 

 

〇佐藤久美子委員 

  あの、本当に個別訪問しています。 

 

〇丸谷委員 

  そうですよね。 

 

〇会長 

  でも、やっぱり実際に確かに大曲地区というのは１００％の補助率なんだけれども、他

の地区を見れば、ほとんどそれ以上の事業費でそのうちの３０万円、ただ大曲地区に関し

ては、やはりある意味、地域コミュニティを育てる発展途上というような感じで、それで

こういう風な形になっていると思うんですよ。 

 

〇丸谷委員 

  確かにきっかけとしてはいいと思います。ただ３年４年続いたあとに、そこは何か委員

の住民の皆さんも動くようなことをしていかないと。 

 

〇会長 

  結局広がりですよね。広がりがあって、その組織ができてくれば、その中でいろんなも

のを寄附とか集めたり広告料を集めたりしてやって行けるようになれば、ということを期

待している形です。 

 

〇丸谷委員 

  自分が腹を痛めないとやっぱりなかなか効果が出ないと思うんですよ。 

 

〇会長 

ぜひ、大曲地区の新しい委員の方一つご協力をお願いします。 

 

〇山崎委員 

  前回の４年前しょっぱなにも同じようなことを言われて、今回お同じような事を言われ

て、でも前回に比べたら大きく事業やってますので、もうちょっと待ってください。 

 

〇会長 

  そういうような形で、改善提案という今皆さんから委員の皆さんから出た意見をどうぞ
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取り入れていただければと思います。 

  というようなことで、そのあとで次の説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

   

 【資料に基づき地域枠予算申請（応募番号３：大曲地区コミュ二ティ会議）について説明】 

 

〇会長 

  はい。ただいまの説明に関しましてご意見ご質問ありましたらよろしくお願いします。

ございませんか。それでは大曲地区の申請に対しまして賛成の方、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

  それでは全員賛成です。 

 

〇会長 

  それでは続きまして花館地区コミュ二ティ会議からの説明お願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

 

  【資料に基づき地域枠予算の検証シート（花館地区コミュ二ティ会議）について説明】 

 

〇会長 

  ２ページ目に移る前に、最初に１ページ目の平成２８年度総事業費が３０万円ですよね。 

 ２年前の２６年度の１１４万、２７年の７７万、これ多分委託料の違いが大きいと思うん

ですけれども、この内容についてわかりますか。 

  花館地区の委員の方わかりますか。 

これを見ると事業がだんだん小さくなっているんですが。多分これ違うところは、委託

料のところなんですよ。２６年は８０万、２７年は４２万、２８年は３万、この経緯わか

りますか。これわからないと、検証できないかな。 

  まず、この内訳がわかるまでに、できることを進めていきます。 

  検証内容の２ページ目、地域枠予算を活用して活用して実施する事業か、まるでよろし

いですか。金額は別として。（「丸」の声あり） 

はい事務局。わかりましたか。 

 

〇事務局（田口参事） 

はい。すみません。お待たせいたしました。申し訳ありません。２６・２７年は県民

参加の森づくり事業費補助金というのが入っていまして、そちらの方で植樹の方を大々
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的に実施していたというところでございます。歳入がそういった形でございまして、支

出の方が環境整備支援事業としまして大山桜の植樹祭を結構な金額の経費をかけて実施

をしていたという実績のようでございます。 

 

〇会長 

  ということは、市の助成以外の助成があって、支出は一本にしたと。 

 

〇事務局（田口参事） 

  そうです。３０万円がこちらの補助金でして、もう一方が県民参加の森づくり事業費補

助金というのと２本併せて事業費を予算を組んで、それから支出という形で同額の支出が

されているという形でございます。 

 

〇会長 

  でも、この検証シートは市の方の補助金に対する検証が適当じゃないですか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  ですが、支出の方が全部両方の補助金を合わせた形の決算を打っておりまして、これが

市の３０万円の分、これが森づくりの分というような分け方は致しておりませんので、こ

の団体として実施するものが、同じ内容のものを両方の補助金を使って実施しております

ので、このような形の決算であります。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  ２９年度の収支予算案の方を見てもらえば、多分２８年度から２９年度の予算案を見て

も財産区の方から２６万相当の補助金が入っているんですけれども、それを入れてないん

ですよね。なので２８年度も多分補助金はあったと思うんですけれども入れてないという 

ことで、会計のやり方を支出の出し方を変えたということだと思います。 

 

〇会長 

  どっちがいいんでしょうね。コミュニティ会議の活動としては全部合わさったものとい

う形で検証した方がいいのかな、片方に入れて片方に入れないとなれば。 

 

〇事務局（田口参事） 

  例えばまず、花館の年度で見て２６・２７という形で見て、２８・２９が比べると違う

という形になるんですけれども、例えば他のコミュニティ会議もありまして、そこも市の

補助金以外のものが入っての決算という形になっておりますので、検証するということに

ついては、申請のやり方が違うと検証がしようがないと言われれば、そこまでかもしれま

せんが、必ずしも３０万円市の補助金の部分の検証という話にはならないのかな、という

風に事務局としてはならないのかなと思っております。 
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〇会長 

  私もそう思います。ですから、いかにその事業を色々盛り込んでやっているかというこ

となんで、例えば今年度の収支予算に財産区からいくらかを入れて、事業予算を組むべき

ですよね。それが活動になっていくんじゃないかと、我々は次のことを検証するというよ

りは、ぜひとも色々な事業をやっていただきたい、というような形で検証するんですよね。 

 

〇事務局（田口参事） 

  そうです。 

 

〇会長 

  別に金のことをこだわっている訳じゃなくて、いわゆるやっていることが分かる形で検

証シートに反映されればいいんじゃないかな、と思います。そういうようなことで。 

  だいたい皆さん、金額の方のことはご理解いただけたでしょうか。それでは中身に入っ

て行きたいと思います。 

  それでは、検証内容２番の地域枠予算を活用して実施する事業かどうかとことについて

はこれは丸でよろしいですか。 

 

〇山崎委員 

  ばつ。 

 

〇会長 

  はい。どういうことでしょうか。 

 

〇山崎委員 

  これはどういう考えのもとで、この地域に対して、行政が取り組んでいこうとしている

のか、ということになれば、これは市が対応するべき問題だと思うんですよ。こういう風

な事業に関しては。川の方も含めて。だって実態は、業者が泣いてるじゃないですか。 

 

〇会長 

  どういったことですか。 

 

〇山崎委員 

  実際は孵化するにしたって、どこからお金出てますか。 

 

〇会長 

  そう言われてもちょっとわからないですが。 
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〇山崎委員 

  いいや、だから、そういう事業というのは、うちらの取り扱う事業の範囲ではないと思

うんです。でもあそこしかないんです。個人的には大曲の伸びる伸びしろはあそこしかな

い。だから、せっかく春のサクラマス、夏の鮎、秋の鮭、一本の川でそういう孵化する、

そういうところの川ってここだけしかないわけですよ。それも含めて、余談ですけれども

松倉周辺の野菜作り、これも特産物としてどれだけ認可されているか、でも今衰退本当に

やる人がいなくなってきている。 

 

〇会長 

  あの水呑場の弁当屋さん。 

 

〇山崎委員 

  そうそう。そういうことから実際に孵化するとしても、今玉川の水使えないんですよ。

使ってなくて別の所から引っ張っていって、本来の所から引っ張ってるんじゃないんです

よ。あげてこれないんです水が。それで、なおかつ今度この丸子川に鮭をとる場所を見せ

てくれ、というところまで要請が来ている。でもその予算は、という形になるんですよ。

そういう事業からしたら、うちらの扱う問題じゃないんじゃないかな、という感じはする

んです。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  まず、私どもの申請を受付する際にある程度事業の精査をさせていただいております。

まず、この花館地区のサケまつりに関する部分については、このウライ・ふ化場の見学、

サケ汁試食会といったものは、まずは学校の生徒さん達を中心に、あとは地域の方々が参

加して見学という形で地域のいわゆる鮭の文化と言いますか、歴史といいますか、そうい

ったものを学ぶ機会としてとらえております。また、サケの稚魚飼育観察会について学校

だったり、それから市役所玄関にもおいていただいてますし、地域振興局の方にもおいて

おります。そういったものを感じていただく、サケの稚魚からの成長を観察していただく

という地域の特色を活かした事業と考えております。また、サケの旅立ちについても稚魚

の放流といった形で、子供たちが参加してそういった地域の事業としてやっていると感じ

ております。サケの孵化そのものについて、このコミュニティ会議で事業に取り組んでい

るとか、取り上げているとかそういうことではないという風に感じておりますので、そう

いった意味でこのコミュニティ会議が、いわゆる事業としてはふさわしいのではないか、

という形で受付をさせていただいているところでございます。 

 

〇会長 

  とういうことですが、いかがですか。 

  産業としては市である程度、という考え方ですかね。 
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〇山崎委員 

  今の説明で割り切ってます。 

 

〇五十嵐企画部長 

  今の次長の方から話ありましたけれども、例えば公園とサケとウライの話をしますと、

今丸子川の話出ました、サケのウライの話、やっぱりハードというものの考えからすれば

市がやるべきものと判断されています。昨日、全市の公園だったり、桜の木の話が出まし

た。市長と各支所８人の方々で見ましたけれども、ハード整備の公園の東屋とかは、市が

やるべきものだな、という確認させていただいたところでございます。先程のイベント的

復旧そういった子供たちの活用についてはどうしても地域枠予算の活用を図って、先ほど

おっしゃった通り協働でやっていかなければ、後世に引き継がれないのかな、というとこ

ろで、そういったソフト的な所は市民の皆様と一緒にやっていただければ、という風に、

昨日、たまたま市長とその部分、全市的な扱いで確認したところですので、何とかご理解

を賜りたいな、という風に思いますのでよろしくお願いします。 

 

〇山崎委員 

  ちょっと、今桜の話がでましたけれども、桜というのはどこでもあるんですけれども、

川と桜やったらどうですか。１０月桜って春一番、秋にまた咲く、年に２回咲く桜、そう

いう桜があるんですよ。そういうのに人を呼びつけて、サケでもなんでも食べさせてあげ

るとか、春一番だったらマスが取れる時期に食べさせてあげるとか、なんか桜にアイデア、

ここら辺は全部角館だという意識があるんですけれども、こっちに呼び寄せるような形の

ものがあってもいいんじゃないかなと思うんですけれども。 

 

〇五十嵐企画部長 

  はい。ポスターで多分張られていると思うんですけれども、サクラマスとかけて、桜の

ポスターで今外部から大会をやってます。玉川でも丸子川でもいいよう、サクラマスの釣

り大会をやっていますので、かけてやっておりますので、多分外部からはだいぶ入ってい

るだろうなと、漁協の皆さん、多分政府も中央も一緒にやっていますので、サクラマスと

桜と一緒にかけてやってて７月頃に丸子川でその表彰式をやる計画を立てております。漁

協関係のみなさんが、中心となって秋の部分ではないんですけれども、春の部分ではそう

いったサクラマスと桜祭りとかけて、７月に確か丸子川の表彰をするようなイベントを仕

掛けておりますので、団体の皆様が自分達が感じてそういったところでやってますので、

多分何らかの形でそういったものが現れてくるのではないかと思います。多分サクラマス

大会と釣り大会とかけて、大仙市の玉川エリアが引っかかってくるのかなと、我々の情報

ではそのように伺っております。 

 

〇会長 

  ちなみに今回四ツ屋の水辺の楽校祭ありますよね。あそこら辺も、結構県外の愛好家が
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結構来ているらしいんですよ。地元の人が知らないけれども、ですから、地元が地元のこ

とを知らないというのは、地域おこしとして一番ダメな例だなと思いまして。地元の方で

もやっていきたいな、という風に思います。ということで２番はいいですね。 

それから、５番の政治色、宗教色の濃い事業ではないか。これはないですね。（「はい」

の声あり） 

次に営利を目的とした事業ではないか。これもないですね。（「はい」の声あり） 

次に、その他不適切と認められる事業ではないか。ないですね。（「はい」の声あり） 

  それではＡの適正であるでいいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それから多くの地域住民のための事業であるか。これもあるでいいでしょうか。いいで

すか。（「はい」の声あり） 

具体的な成果が期待できるか。（「はい」の声あり）はい。 

この事業の内容や運用を改善する余地はあるか。花館地区だと結構色々やっていますよ

ね。 

 

〇成田委員 

  ＪＲの駅から入ったこれもやってますので、参加人数毎年ふえているようですよね。子

ども達が来れば親も来るということで、中々参加者が増えて皆様喜んでサケを抱いて帰る

ようです。 

 

〇会長 

  この事業は必要性のあるものか、これも丸でいいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  Ⅲ型として実施する事業であるか。先程山崎委員の方からも色々意見ありましたけれど

も、この事業のソフトに関してはⅢ型でよろしいという形で丸ということにしたいと思い

ます。 

今後の方向性としては現状のまま継続ということで。（「はい」の声あり） 

あと他に皆様から改善点ほかございましたらお願いいたします。特にございませんか。

（「はい」の声あり） 

特にないようですので、今年度の事業の方説明お願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

【資料に基づいて地域枠予算の申請（応募番号４：花館地区コミュニティ会議）の説明】 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。それでは花館地区コミュニティ会議の申請に対しまし

て、ご意見ご質問等ございませんでしょうか。 

 

〇柴田委員 

  あの事業費なんですれけども、補助金に対して３０万円の事業費ということなんですが、
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財産区から桜の苗木２６万円が補助されるということをここに記入されておりますので、

総事業費を花館財産区から寄附という形で収入に入れていただいて、総事業費を５６万円

という形で補助金が３０万円ですよ。といった方がわかりやすいんではないでしょうか。 

 

〇会長 

はい。いかがですか。事務局。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。これにつきましては、現物支給というように聞いておりまして、物が、直接姫神

山の方に当日持ってきてもらって子供さん方が植えるという風に聞いておりますので、今

回はちょっとそれには該当しないのかな、という風に思っております。 

 

〇会長 

  はい。いかがでしょうか。 

 

〇柴田委員 

 そうすれば、３０万円で。 

 

〇会長 

  ほかにございましたら。 

  ないようですので、花館地区コミュニティ会議の申請について賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

（全員挙手） 

 はい。全員と認めます。 

 それでは次に四ツ屋地区コミュ二ティ会議の申請の説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

【資料に基づいて地域枠予算の申請（応募番号５：四ツ屋コミュニティ会議）の説明】 

 

〇会長 

  はい。四ツ屋コミュニティ会議の申請につきまして、ご意見ご質問等ありましたらお願

いします。 

  （四ツ屋地区移住定住ハンドブック配布） 

  おとといのさきがけ新聞に載った四ツ屋地区の移住定住の紹介リーフレットです。 

  これは市の方から、がんばる集落応援事業の２０万円の補助をいただいて、齋藤委員が

リーダーになって１２月～３月、冬期の４か月間毎週公民館に集まって、やっとできたも

のです。途中からレベルアップしちゃったものですから、お金が足りなくなって地元から
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３０万円寄附をもらって、こういった形です。やはり地域おこしとは地域の人が自分の地

域がどんな地域か見直すことから始めないと、だめだということで、５月に市の広報と一

緒に全戸配布しました。 

見てると長くなりますので、あとでゆっくり見ていただいて、これも含めて結構ですの

で、もし、ご意見ご質問ありましたらお願いします。ございませんか。 

 それではないようですので、この申請に対して賛成の方挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 ありがとうございます。 

 それでは続きまして応募番号６、のびのびらんどの申請について説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

【資料に基づいて地域枠予算検証シート（のびのびらんど）の説明】 

 

〇会長 

  それでは検証シートに基づいて検証していきたいと思います。 

  それでは２番の地域枠予算を活用して実施する事業か。いかがでしょうか。（「はい」の

声あり） 

次に５番の政治色宗教色の濃い事業ではないか。いいですか。（「はい」の声あり） 

  営利を目的とした事業ではないか。丸でよろしいですね。（「はい」の声あり） 

その他不適切と認められる事業ではないか。丸でよろしいですか。（「はい」の声あり） 

適正結果は適正であるでよろしいですか。（「はい」の声あり） 

それから１１番、多くの地域住民のための事業であるか。丸でよろしいですか。（「はい」

の声あり） 

具体的な成果が期待できるか。いかがですか。（「はい」の声あり） 

この事業の内容や運用を改善する余地はあるか。もしご意見ありましたら。丸谷さんい

かがですか。 

 

〇丸谷委員  

  認知度は思ったより低いのかな、と思います。そういう側面から必要だと思います。ど

うなっていくかと、いいますとそっち方面ですね。ただ認知度が低いのは改善して欲しい

なと思いますけれども、基本的には事業に対しては良いと思います。 

 

〇会長 

  この事業は必要性のあるものか。今丸谷さんからもそういう側面からも必要性があると

いうことでしたけれども、どうでしょうか。よろしいですか（「はい」の声あり） 

  Ⅲ型として実施する事業であるか。（「はい」の声あり） 

今後の方向性、現状まま継続という形で、まあ、丸谷さんからの意見でもうちょっと認
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知度を高めるという意見ありましたけれども。まあ、現状のまま継続という形ですけれど

も、もしあれでしたら事務局からそういう意見があったということをお伝えいただければ、

認知度を高める努力が必要かな、と。改善提案として皆さんからもしあれば。特にないで

すかね。 

  はい。それでは今年度の内容の方の説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

 【資料に基づいて地域枠予算の申請（応募番号６：のびのびらんど）の説明】 

 

〇会長 

  ただいま説明いただきましたのびのびらんどの申請についてご意見ご質問ありましたら

お願いします。 

  ないですかね。 

  これ全国にアピールすると言いながら県内に絞ったっていうのは、ちょっと矛盾という

ところがあったんだけど。 

 

〇事務局（田口参事） 

  県外の方については訪れて下さった方の目に触れられるところに設置して、募集して応

募してもらえればいいかなという、まずは地元からという、会の中での話になったという

風に聞いております。 

 

〇会長 

  この入賞作品の冊子の作成とかって今までもやった事ありましたでしょうか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。これまでも作成しております。 

 

〇会長 

  どこにおいているんですかね 

 

〇事務局（田口参事） 

  これはですね。入賞者の方にお届けしているようでした。この例えば目に触れる駅です

とかそういった待合室的とかじゃなくて、応募して下さった方におあげしていると聞いて

おります。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  花火庵に置いてあったのは見たことがあります。そこでしか私は見たことがないです。 
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〇会長 

  個人的な意見だとすれば、例えば地元の土産物屋の包装紙にその短歌と印刷してもらう

だとか、花火のプログラムのどこかに去年の優秀作品を載せてもらうだとか、そういう広

がりというものをもうちょっと工夫できるんじゃないかな、という感じはするんですけど。 

 

〇事務局（田口参事） 

  あの、説明不足でございましたが、お土産の包装紙には採用されておりまして、目標と

して例えば全国花火競技大会の際のプログラムですとか、会場にて読み上げるとかそうい

ったことまでやっていきたいという団体の希望はあるんですが、まだそこまでは、行って

いないという現状でございます。 

 

〇会長 

  皆さんからございますか。花火関係の方何かありませんか。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  あの、すごく読んでいてすばらしい作品が載っていて、フリーペーパーだったり、新聞

等でと書いてありますけれども、Ｄ―プレスだとか載ってましたので色々ＰＲはしている

みたいです。 

 

〇会長 

  ほかにございませんか。 

それではないようですのでのびのびらんどの申請に対して賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全員挙手） 

はい。全員と認めます。 

それでは次に、応募番号７のいきものみっけファーム in大仙おばこ推進協議会からの申

請の説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

 【資料に基づいて地域枠予算検証シート（いきものみっけファーム in大仙おばこ推進協議

会）の説明】 

 

 

〇会長 

  それでは２番の地域枠予算を活用して実施する事業か。いかがでしょうか。（「はい」の

声あり） 

次に５番の政治色宗教色の濃い事業ではないか。これは丸でいいですか。（「はい」の声
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あり） 

営利を目的とする事業ではないか。よろしいですね。（「はい」の声あり） 

その他不適切と認められる事業ではないか。これはないでよいですね。（「はい」の声あ

り） 

適正結果は適正であるでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

それから多くの地域住民のための事業であるか。丸でよろしいですか。（「はい」の声あ

り） 

具体的な成果が期待できるか。できるでよろしいですか。（「はい」の声あり） 

この事業の内容や運用を改善する余地はあるか。いかがでしょうか。だんだんブータン

の人を受け入れたり国際教養大学の生徒さん方を招いたり色々新しいことをやっているよ

うです。丸でよろしいですか。（「はい」の声あり） 

この事業は必要性のあるものか。丸でよろしいですか。（「はい」の声あり） 

Ⅲ型として実施する事業であるか。丸でよろしいですか。（「はい」の声あり） 

今後の方向性について現状のまま継続するということでよろしいですか。ちなみに田ん

ぼの地主さんは佐々木委員ですね。皆さんからもし改善提案とかありましたら。ございま

せんか。 

それでは今年度のいきものみっけファームの事業について説明お願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

 【資料に基づいて地域枠予算の申請（応募番号７：いきものみっけファーム in大仙おばこ

推進協議会）の説明】 

 

〇会長 

  はい。それではいきものみっけファーム in大仙おばこ推進協議会の申請についてご意見

ご質問ある方いらっしゃいますか。 

 ございませんか。 

ではないようですので賛成の方は挙手をお願いします。 

  

（全員挙手） 

 はい。全員と認めます。ありがとうございました。 

 それでは３番の地域枠予算の申請について終了いたします。 

 

〇会長 

  続きまして大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦について、事務局より説明

をお願いします。 

   

〇事務局（田口参事） 

【資料を基づいて説明】 
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〇会長 

  それでは大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦についてどのような形で選任

したらよろしいでしょうか。 

 

（「事務局案」の声あり） 

  はい。それでは事務局案との声がありましたが。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。ありがとうございます。それでは、事務局といたしましてはこの３月までこの会

議に大曲地域の代表として佐藤久美子委員に出席していただいておりましたので、引き続

きお願いできればと思っております。以上でございます。 

 

〇会長 

  はい。ただいま佐藤久美子委員にお願いしてはどうかという事務局案が出ております。

みなさんよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 はい。それでは佐藤久美子委員よろしくお願いします。 

 

〇会長 

  続きまして５番の大仙市福祉関係計画等審議委員会委員の推薦について、事務局より説

明をお願いします。 

 

〇事務局（田口委員） 

 【資料を基づいて説明】 

 

〇会長 

  ただいま事務局から説明のありました大仙市福祉関係計画等審議委員会委員の推薦につ

いてどのような形で推薦したらよろしいでしょうか。 

 

（「事務局案」と声あり） 

  それでは事務局案という意見が出ておりますが 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。ありがとうございます。今回の大曲地域協議会委員の選任にあたりまして民生委

員から選任されました成田麗子さんに お願いできればと思っておりますがいかがでしょ

うか。 
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〇会長 

  はい。ただいま事務局の方から成田麗子委員にお願いしたらどうかという意見がでてお

りますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

  はい。それでは大変難儀をおかけしますがひとつよろしくお願いします。 

 

〇会長 

  それではその他について事務局からお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。それではその他についてということで本日お配りさせていただきました、チャレ

ンジデーのチラシについて説明させていただきます。 

【チェレンジデーについて資料に基づき説明】 

 もう一つよろしいでしょうか。すいません。部長の冒頭のあいさつにもございましたけ

れども、大曲地域の一つの考えとして地域の賑わいづくりとが挙げられております。昨年、

一昨年は大曲ヒカリオ広場におきまして大曲ヒカリオフェスを行い、ステージでは地元の

方々の発表の場として、又飲食ブースには地元のお店を中心に出店していただきまして、

２年間とも約１０００人の方々が足を運んでいただいております。このヒカリオフェスに

つきましてはこの大曲地域協議会を離れまして、市民ボランティア団体による運営になる

ことが予想されますので、これに代わる事業をこの大曲地域協議会で実施してはどうかな

という風に事務局としては思っております。現在、朝市などを考えておりまして、例えば

約５２０年の歴史を誇る五城目の朝市を大仙市で開催して、またそれと併せて地元の方々

にも出店していただき開催できないものかなと思っております。先日ご縁がありまして五

城目朝市に行って先になっている方とお話する機会がございました。現在は昔から出店し

ている方々に加えまして若い方がご自分で作った作品の出品や子供さんの体験コーナーな

どがあり大変賑わっておりました。朝市以外の事業でも結構でございますが、この大曲地

域協議会で開催できる、開催したい事業がございましたらご提案いただきまして、今後の

協議とさせていただきたいと思います。以上でございます。 

 

〇会長 

  はい。ただいま今までのヒカリオでのイベントに代わる形で朝市とかそういったものは

どうかという提案が事務局からなされまして、まあ、それ以外の提案でも結構ですので、

皆さんからご意見ありましたらよろしくお願いします。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  あの、その事務局案の朝市というのは単発のイベントということじゃなくて継続的にや

るっていう考えですかね。 
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〇事務局（田口参事） 

  そうですね。まず目を引くといいますか、朝市と言えば厚生医療センターの所でやって

いるほかに各地区でやられているかもしれませんが、あまりこう朝市文化が大曲ではあま

りなくてですね。目を引くために最初の時に名前が知れているそういったものを一緒に開

催してそれを毎月やれればいいんでしょうけれども、定期的に開催できるものにできれば

いいかなというふうに考えております。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  中心市街地活性化という意味合いがあっての、ヒカリオでの開催ということだと思うん

ですよ。ただ中央市街地活性化となると、私個人意見としては丸谷さんだったり花火通り

商店街の方々も巻き込んでやらなければ、あそこにただ人が来て、ただイベントをやって

帰っていくという、例えば五城目の朝市から来た方々が儲かって良かったなって、それで

その人達いいもの買えて良かったで、終わってしまうと思うのでやっぱりうちらの地域協

議会のメンバーに丸谷さんもいるから、できれば花火通り商店街とかそういう人方ともう

ちょっともんで、ヒカリオを利用するのであれば、私達昨年勝手にフォアブルーというの

を昨年まずやらせていただきましたけれども、もう少し話し合いの場を持って今年は決め

ていければ、と私個人としてはそう思います。 

 

〇高畑委員 

  さらに言うのであれば、フォアブルーは離れるんですけれども、そこで高校生たちのつ

ながりはできたと思うので、そういった人たちも巻き込んでなんかやるとか。なんか、朝

市となると我々の関わり方がよくわからないというか、売るのは生産側で当日我々は何を

したらいいのかちょっと見えないので、そこはどうなんでしょうか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  そうですね。まあ、一例としてあげたことなので、実はヒカリオ広場に限った話でもな

いかな、という、ヒカリオでやれれば一番良いのでしょうけれども、朝市としてはヒカリ

オ広場は少し手狭な部分があるのかなと思っております。今の商店街の人々ですとか、例

えば昨年のフェスの時の高校生のつながりの中で、そうすると今年度何をやるかというも

のを協議する、それが地域協議会の皆さん全員プラス商店街の方々になっていくのか、そ

こは見えない部分もあるんですけれども、そこはまた実行委員会的なものを作って協議し

て当日参加という形なのか、少しそこは今後のまた皆さんとの協議になっていくのかなと

いう風に思っております。ただ、単発ではなくて継続的に何か事業をやっていきたいな、

という風には思います。 

 

〇会長 

  はい。皆さんから他にございませんか。 
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〇山崎委員 

  やるべきだと思います。今の件。 

 

〇会長 

  確かに事務局としてはまだこれだという風に青写真はできていないと思うのでここ２回

くらいやったフォアブルーもそうでしたし、あと花火通り商店街は商店街でやっててこっ

ちはこっちでやるという状況だったので、やはり地域の商店街の人達が最初の段階からテ

ーブルについて色々話しておいた方がいいんじゃないかな、という風に私個人的には思う

んですけれども、丸谷さんはいかがですか。 

 

〇丸谷委員 

  ぜひ、そうして頂きたいです。 

 

〇会長 

  できたものに入ってくれというのはちょっと具合悪いと思うので。 

  多分場所もぐるっと回れるようなイベントとか仕事にやっていけなければ、なかなか長

続きしないと思うんです。どうですか。丸谷さん。 

 

〇丸谷委員 

  結構、場所必要ですよね。 

 

〇事務局（田口委員） 

  そうですね。 

 

〇丸谷委員 

  商店街でやるとなれば通行止めとか色々ハードルが上がることになるので 

 

〇事務局（田口参事） 

  本日は資料も何も準備できてませんで、私たちも事務局として考えますけれども、皆様

にも商店街を巻き込むですとか、去年まで関わりができた高校生を巻き込むですとか、い

ろんな関わりができるかと思うんですね。それを次回、７月の開催を予定したいと思うん

ですけれども、その場で煮詰まったとして、開催がまたその先という形になってきますの

で、７月８月９月１０月と大仙市意外とイベントが多くてですね。またこう雪が降ってし

まうという風な感じになってしまいますので、今日私が申し上げたのはあくまでも一例で

ございますけれども、皆さんの方でも次回くらいまで何かこういったものがというのがあ

れば、ご提案いただければと思います。 
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〇会長 

  はい。やはり多分、今、今年の春市長選挙もいろいろあったんですけれども、やまり大

曲地区というのは大仙市の中心として色々予算を投入してというような話を、あちこちか

ら聞こえましたし、そして実際作ったもの賑わい創出に結びついていかないと、その当の

地元である大曲地域協議会としても、やっぱりこれは考えていかなければならない問題だ

と思うんですよ。ですから、ぜひともやっぱりこう花火商店街の皆様、農業関係だとか色

んなところとの一同に会することができるようなテーブルを作らなきゃいけなんじゃない

かな、と思うんですけれどもいかがですか。 

 

〇丸谷委員 

  その通りだと思うんですけれども、ただ開催は先ほど田口さんから説明あったように先

延ばしはできないから、やるんだったら今すぐという体制を作った方が良いと思うんです。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  せっかく、今協議会開いているんで、実行委員会みたいな感じで、地域協議会でやるじ

ゃなくて、実行委員会を作ってやるということを今日皆さんで決めてやれば、７月まで待

たなくても、もっと早く動ける仕組みを今日作った方が良いと思います。 

 

〇会長 

  まず、地域協議会の中の実行委員をまずとりあえず暫定でもいいから、作って枠組みに

ついて他の色んな意見を集めるような形の担当を決めてれば。 

 

〇佐藤久美子委員 

  なかなかね。次７月までというとすごく時間が空くと思うので、土屋館さんの集まりも

あると思うし、まちゼミの集まりもあるし、こんな人たちに実行委員になってもらえれば

いいんじゃないかというところがもう検討ついていると思うので、それを事務局にお知ら

せして早めに委員を集めていただいた方が良いのではないか、と。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  すみません。時間が押してきた中での、ここで実行委員をだれだれと指名するのは、こ

っちも考えてなかったので、ちょっと時間をいただいて、地域性とかこれまでのイベント

に携わる経験量といいますか、こちらの方から直接お願いする形で連絡させていただくと

いう形でいかがでしょうか。 

 

〇会長 

  はい。いかがですか。 （「はい」の声あり） 

  では、案を練る実行委員をあとで事務局の方から個別になるかと思うんですけれども、

指名していただいて、これから練り上げていくという形にしたいと思います。 
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それでよろしいですか（「はい」の声あり） 

 

〇高畑委員 

  これってやるとすればⅠ型の１００万円の中の事業ですか。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  それも事業を検討していく中でどういう形でやるのか、主催が地域協議会で良いのか、

もしくは別団体というようなことになるのか、そういったことを踏まえながらⅠ型もしく

はⅢ型になる可能性も含めて協議していただければ、と思います。 

 

〇会長 

  あと、ほかにないですか。 

 

〇山崎委員 

  あのちょっとお願いです。この席でお願いすることもおかしいかもしれませんが、機会

がありましたら行政の立場で指導して調整していただきたいのですが、大曲厚生医療セン

ターができて今動いているんですが、また昔の状況に陥ってしまって、救急車を受け付け

ない、夜とか、そういう問題がものすごく多くなってきているんですよ。介護施設から運

んでもダメですと、大曲に来たあと、他の病院へ行くとか角館あたりに行くとか、そうい

うトラブルが起きているんですね。前もそういうのがあったんですね。病院作る前。だか

ら自宅に帰しちゃうとか、返したら翌日亡くなっちゃうとか。今回はまだそこまで聞いて

ないですけれども、せっかく医療センターとしてスタートしたのに、ちょっと残念だな、

という感じはありますので、そういう面では介護施設からは評判悪いです。だから何とか

してそこら辺の調整を願えればいいんじゃないか、お願いしたいです。 

 

〇五十嵐企画部長 

  はい。私の方からのご回答を申し上げたいと思います。これなかなか難しいので相手方

が介護施設の方がどう捉えるかもあるだろうし、受け入れる側の厚生医療センターの回答

もあるかと思うんですが、まぁ、調査という言葉がふさわしいか、そういう情報があると

いうところは我々入っていきたいな、と思っております。それと本当に確定した何かがあ

れば、我々医療懇談会というのが、私も出席できる会議があるんですよ。厚生医療センタ

ーのかたと市役所の福祉サイドの方と年２回位の会議がありますので、その席上で話すこ

とができる案件であれば、話しますが、我々も内容がちょっとこれまずいな、というな部

分では簡単に話せる内容でないとすれば、控えることもありますので、調査とか情報を仕

入れていかないと何とも言えないと思いますので、その辺はご理解いただきたいと思いま

す。 
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〇山崎委員 

  はい。わかりました。 

 

〇会長  

  はい。ほかにございませんか。それではこれをもちまして本日の会議を閉じさせていた

だきたいと思います。本当に今日は長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

（午後 ８時 ２５分 閉会） 

 

大曲地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。 

 

会議録署名委員 

 

 

 

 

 


