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平成２６年度 第２回大曲地域協議会会議録 

日時 平成２６年６月２６日（木） １８：００～ 

場所 大仙市役所大曲庁舎３階第１委員会室 

 

出席委員（１４名） 

齋藤健太郎委員 齋藤誠吾委員 齋藤靖委員 佐々木巌委員 佐藤久美子委員 佐藤啓子委員 

佐藤美智子委員 髙橋かおる委員 髙畑祐太委員 冨樫俊悦委員 藤井隆夫委員 本間和也委員 

松塚智宏委員 山崎雄一委員 

 

欠席委員（３名） 

伊藤明子委員 佐藤薫委員 三浦尚委員 

 

事務局（大仙市企画部総合政策課 ７名） 

相馬幸則次長兼課長 高橋正人参事 高橋靖弘主席主査 冨樫真司主幹 冨樫一哉主席主査 

田村将悟主任 佐藤淳哉主事 

 

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）大仙市総合計画における地域編（地域振興計画）について 

（４）大仙市コミュニティＦＭ開局準備事業について 

 

４．報告 

 

５．その他 

 

６．閉会 
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１ 開会   

総合政策課 高橋正人参事  

 

２ 会長あいさつ   

齋藤靖会長：  皆さん、お晩でございます。地域協議会の第 2回目の集まりということで、出席

していただき本当にありがとうございました。 

ワールドカップでは日本が１次リーグで敗退してしまいまして、盛り上がりに欠

けるところであります。私はスポ少で野球を教えておりますが、いまはサッカーブ

ームでして、サッカーの方に多くの子供たちがいっており、野球をする子供がだん

だん少なくなってきています。今回のワールドカップを見て、ぜひ日本人にはサッ

カーは向いていないよ、ということで少し野球の方にも人を引っ張ってこられない

かと思っているところなのですけれども、どうでしょうかね。 

先日、人口の減少率という数字が出ていました。秋田県は日本一減少率が高く、

あの数字を見るともう何年か経ったらこの地域に人がいなくなってしまうのでは

ないかと、非常にぞっとする思いでございます。 

常にＰＴＡのときからお話をしていたのですが、学力日本一といって喜んでいる

場合ではなく、その学力日本一の子供たちがどんどん県外に出て行ってしまえばこ

の地域には本当に人がいなくなってしまいます。どうやって学力日本一の子供たち

をこの地域に残すかを真剣に考えていかなければならない、ということを昨年も連

合会の方で常にお話させていただきました。 

このようなことを本当に真剣に考えていかなければこの地域に人がいなくなっ

てしまうということが現実になってくると思います。この点についても、皆さんと

一緒に具体的な意見交換をしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

いよいよ２回目ということですが、前半戦は地域枠予算の審議がメインになると

思います。かなりの数の申請が出ておりますので、今日は皆さんからのいろいろな

意見を頂戴しながら進めて参りたいと思います。本日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（１）会議録署名委員の指名  

齋藤靖会長： 会議録署名委員は齋藤健太郎委員と冨樫俊悦委員にお願いいたします。 

 

議題（２）地域枠予算の申請について 

齋藤靖会長： 地域予算の申請についてでありますが、今回、Ⅱ型の事業 1件、Ⅲ型の事業に 7

件の計 8件の申請がありました。そのうち 2件については新規事業の申請となって

おりますので、これより申請団体より説明をしていただきたいと思います。 

では、最初に大曲農都協議会より説明をお願いします。 

大曲農都協議会：  大曲農都協議会の事務局を務めております、照井と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

本会の今年の事業といたしまして、三つの事業を考えております。一つ目は「大

曲まるごとアートモニターツアー」、二つ目が「角間川イルミネーション」の協賛

事業、三つ目は「大曲の郷の眠流」となっています。 

一つ目の「大曲まるごとアートモニターツアー」につきましては、昨年もこちら

の事業への補助を頂きまして、郷土歴史探訪ツアーということで、秋田杉に因んだ

歴史と神社にまつわる歴史を訪ねて観光資源の良さを追求するツアーを行いまし

た。こちらには仙台の方から、大学生 10人ほどに参加して頂きました。 

その中で、ぜひ、見るだけでなく、体験型のツアーをしてみたいという意見があ

りましたので、今年はそちらに挑戦していきたいと思います。今年は秋田の教養大

学の協力を頂きまして、できれば海外の大学生に花火の疑似体験として、花火玉の

中にお菓子で作った火薬に見立てた玉を入れたものを一緒に作ってみたいと考え

ています。 

もう一つが稲の生け花です。普段は、稲は米を食べるだけでございますけれども、

生け花としてもよく使われているということで、これを使った生け花の方にも挑戦

していきたいと考えております。もう一つが食の手作り体験ということで花火に見

立てた手巻き寿司みたいなものを作ってみたいと考えています。このような体験型

のツアーを考えています。 

それから、二つ目の「角間川イルミネーション協賛事業」につきましては、大曲

の商工会議所の南部協議会さんと協賛いたしまして、12月の初めから約 1か月間、

冬期間の交流人口拡大を目指して、角間川のイルミネーションに参加するという事

業となっております。去年は楽天イーグルスの優勝に因んであのキャラクターのイ

ルミネーションを作って提供させていただきましたけれども、今年もまた協議会で

イルミネーションを提供したいと思います。 

三つ目の「大曲の郷の眠流事業」につきましては、花火ウィークに合わせて大曲

の眠流ということで、江戸時代の文書の中で大曲の花火が初めて歴史に刻まれたと

いうような例もありますので、そのあたりのところを見て頂ければ大曲の花火の歴

史について見て頂けるのではないかということで考えております。 
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これら三つの事業をやっていきたいと考えております。 

齋藤靖会長： ただいま説明していただきましたが、内容について何か質問はありませんか。 

齋藤誠吾委員： 大学生 10人程度とありますが、どのようにして募集して、どうやって 10人に絞

るのでしょうか。 

大曲農都協議会： 今のところ予定している方法としては、協議会の中に国際教養大学の先生方と交

流のある方がおりまして、そちらの方にお願いして募集を行う予定です。10 人と

いう人数については、予算的な事情がありまして、だいたい 10 人程度としていま

す。 

佐々木巌委員：  昨年も農都協議会さんの方で郷土魅力発見ツアーと協賛事業ということで地域

枠予算の申請があって採択になっていますね。昨年も新規で今年も新規ということ

で、中でも角間川イルミネーション協賛事業というのは共通事業です。 

他に、昨年は県内外の大学生を集めてモニタリングツアーを行ったということが

あったのですが、このような去年の結果等を元にして今回もそういったモニタリン

グツアーを行うということでしょうか。 

大曲農都協議会：  去年の場合は秋田杉の巨木とその周りにある神社の歴史について一緒に回って

いただきました。 

その中でアンケートを頂いた結果、ただ見るだけではなく、できれば体験型の、

地域の皆さんとふれあいながら一緒に作るとか食べたり作ったりしたいという希

望がアンケートにありまして、今回はそちらをテーマにして挑戦したいと考えてお

ります。 

佐々木巌委員：  事務局、これはあっていますか。 

高橋正人参事：  トータルとしては継続として見える部分もあるかと思いますが、中身については

昨年と同じものではないので、あえて新規として取り扱わせていただいて、この場

で説明をお願いしたというところでございます。 

齋藤靖会長： 内容が変わっているということで新規扱いしたということでしょうか。実際に

は、新規ということですけれども、農都協議会には昨年も申請を出してもらって地

域枠予算を使っていただいていて、今回は内容が変わっているということでしょう

かね 

佐々木巌委員：  去年、モニタリングを行った結果というのは出ていますか。 

大曲農都協議会：  実績報告書の方に報告をさせていただいております。 

佐々木巌委員：  では事務局の方で持っているわけですね。 

高橋靖弘主席主査：  実績報告書と一緒にそちらの結果の方を頂いております。例えば、満足度であり

ますとか、モニターツアーの内容はどうだったかだとか、そのような内容のものを

頂いております。 

満足度についてですが、非常に満足したという方が 34％、満足したという方が

58％という結果になっております。 

齋藤靖会長：  他には何かありますか。 

松塚智宏委員：  事業の中でも、「大曲の郷の眠流事業」のような事業はこれからもずっと続けて

頂きたいと思えるような内容だと考えながら拝聴しておりましたが、一つ目のモニ

ターツアーというのはゴールとしてはどのような所を考えていらっしゃいますか。
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このモニターツアーをずっと続けていくのか、それともこれらの結果から何か他の

アクションにつなげていくのか、そういったことが何かあるようでしたら教えてく

ださい。 

大曲農都協議会： どこの市町村もそうだと思いますけれども人口減少がかなり進んでおりまして、

できれば交流人口の拡大で地域を活性化していきたいという狙いがあります。その

ような中で地域の資源をどのようにアピールしていくのか、そのアピールしたもの

が若い人たちにどのような評価を頂くかというのが一番興味のあるところです。 

その中で、できれば、いいところを集めて、自費だけで来ていただけるような観

光の商品にまでできればいいな、と考えております。 

松塚智宏委員： 観光のツアーになりそうなものを見つけ、明確にして、ゆくゆくはそれを押し出

していくために、まずはそれを探し出すというわけですね。 

齋藤靖会長： 他になにかありますか。特別ないようですね、説明いただきありがとうございま

した。 

続きまして、四ツ屋を語る会より説明をお願いしたいと思います。 

四ツ屋を語る会：  皆さんどうもご苦労様です。「四ツ屋の語る会」の責任者であります、佐藤でご

ざいます。今日はよろしくお願いします。私の方から概略を説明しましてから、詳

細については事務局の方からお話をさせていただきたいと思います。 

最初に「四ツ屋を語る会の目的」ですが、これは四ツ屋地区、ならびに周辺の歴

史・民俗・文化を研究し地域の風土に根差した文化創造の活力を育てることであり

ます。会の発足は、昭和 30年ころ、「四ツ屋村歴史研究会」として発足しました。

まもなく、名称を「四ツ屋を語る会」に変更したわけでございます。その頃、四ツ

屋の歴史文化などを探求、さらには近隣市町村にも足を運ぶようになりました。続

きを事務局の児玉の方から説明をさせていただきます。 

 

私の方から続きをお話しさせていただきます。私たちの会は昭和 30 年頃に発足

いたしました。そのあとしばらく時が経ちまして、過去の歴史をひも解いてみます

と、「四ツ屋を語る」という冊子が 11巻ほど発刊されてきました。 

現在、四ツ屋公民館だよりというものが毎月出ておりまして、23年 1月号で「四

ツ屋を語る会」を紹介しました。それを紹介したときに会長の方から「この歴史を

地域の皆さんに伝えていくのが私たちの役目ではないか」ということで平成 23 年

3月から、四ツ屋の歴史をシリーズものとしまして公民館だよりに掲載してまいり

ました。 

その間、住民の声としては「四ツ屋の歴史シリーズおもしろいな」だとか、「公

民館だよりの中で一番いいな」だとか、「次の記事はなんだろう」という声が上が

っておりました。それから、公民館の方には、「前に掲載された記事はありません

か」という問い合わせもありました。 

そこで、仮称ではありますが、「四ツ屋の歴史シリーズ」を冊子として発刊した

いということになりました。発刊にあたりましては、今までシリーズで出しました

昭和 30 年以降 11 巻発刊された中から記事を拾い集めて本にしたいと考えていま

す。当然のことですが、個人名記載の記事は個人もしくは家族の了解を得たうえで
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掲載するということにして編集していきたいなと思います。 

そして、「四ツ屋の歴史」という本を作りまして、四ツ屋全戸へ配布、それから

各公民館等の施設への配布、それから首都圏大曲会への配布、その他関係者への配

布もしていきたいと思います。それに伴いまして、効果として郷土の歴史を後世に

伝え、残すことができることや、郷土愛を育むことができること、他地域から四ツ

屋を知ってもらえること、また、首都圏大曲会へはふるさとへの郷愁を伝えること

ができるという効果があるのではないかと考えております。 

スケジュールとしては 8月に編集会議を開きまして、9月、10月に編集作業、11

月に印刷・発刊、12 月に配布をして、お正月には家族で話題にしていただければ

なと思います。 

予算の方ですが去年、印刷屋さんの方から見積もりをもらったのですけども、そ

のときよりもページ数が増えておりますので、その見積もりは役にたたなくなって

しまいました。四ツ屋を語る会の自己資金なのですが、会員数が三十数名で年会費

1000 円ということもあり、かなり貧乏なため、自己資金では 2 万円くらいしか出

せないと思います。交付金の他には寄付金によって賄いたいと思っております。以

上でございます。 

齋藤靖会長：  内容について説明がありましたが、何か質問はありませんか。 

佐々木巌委員：  大変よろしいと思います。地域枠予算の事業として非常に有効な事業の内容だと

思います。これから他の地域でもこういった冊子をそれぞれ作ってみるというのも

一つの参考にしてほしいと思います。 

佐藤美智子委員：  事業としては歴史ということで大変いいと思いますが、3点ほどお聞きしたいこ

とがあります。 

 まず、寄付金についてですが、4万円という数字が出ていますが、これは皆さん

から 4 万円の寄付金を皆さんからもらえるという確約があるということでしょう

か。 

四ツ屋を語る会：  恐らくそれ以上かかると思いますけれども、いただけると思います。 

佐藤美智子委員：  もう一つは、事業費の中に印刷代と封筒代が入って事業費となっていて、それが

35万 5000円ですね。この印刷代は 1500部でこの金額と考えていいのでしょうか。 

四ツ屋を語る会：  先ほども申し上げました通り、去年頂いた見積もりはもう役に立たないのです

が、そのときの見積もりでは 36ページほどで 20万弱でした。これに対して、現在

のものを見ると 50 ページくらいになっておりますので、そのくらいの金額がかか

ることになってしまいました。 

齋藤靖会長：  他に意見はありますか。 

 特別ないようですので、以上とします。説明いただきありがとうございました。 

 新規事業について説明してもらいましたが、引き続きその他の事業についても事

務局より説明をお願いします。 

高橋靖弘主席主査：  （事務局より残りの事業について説明） 

齋藤靖会長： 以上、新規事業を含む 8件の説明をしていただきましたので、ただいまより協議

してまいりたいと思います。まず、先ほど説明をしていただきました、新規事業で

ある大曲農都協議会からの申請について、皆さんからもう一度、ご意見・ご質問等
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を伺いたいと思います。 

それでは、申請の一番、大曲農都協議会からの申請について賛成される方は挙手

をお願いいたします。 

【全員挙手】 

全員賛成です。 

続きまして、新規事業であります、2番、四ツ屋を語る会についてご意見・ご質

問等ある方はいらっしゃいますか。 

齋藤誠吾委員： この事業への意見ではないのですが、これは公民館や地区絡みの事業だと思いま

す。他の地区では似た事業を行っている団体はないのでしょうか。そのような団体

があるかどうかを事務局として調べていただきたいと思います。 

齋藤靖会長：  今おっしゃっていた通り、他の地区も同じような冊子を作って動いているところ

があると思います。 

実際に自分たちの予算を使って独自でやっているところもあると思いますので、

やはり他の地域がこのような歴史的な冊子等についてどのような動きをしている

のかを調べておく必要があると思います。なければ四ツ屋が出したからこちらでも

出したい、となることもあると思います。これは他の事業にもいえることで、予算

についても地域枠予算を使っているところもあれば独自で集めているところもあ

り、地区によって異なる事情があるので、調べていく必要があると思います。 

高橋正人参事：  ただいま齊藤会長からもお話がありましたように、こういった歴史を語る冊子の

ようなものが数年前に大川西根で地域枠予算を使って作成されました。そういった

経緯もございますので、改めて少々お時間を頂戴しまして各公民館等を通じて調査

を行いたいと思います。 

各公民館のある地域には様々な団体があるようで、その地区の団体となると公民

館の事務局を頼る傾向にあるかと思いますので、公民館等を通じてどのような活動

団体があるのか調査したいと思います。 

齋藤靖会長：  こちらについては調査をしていただくということでお願いします。 

本間和也委員：  こちらの費用のほとんどが印刷代になっていますが、こういった場合に印刷会社

によってはさらに安く済ませることができる場合があると思います。なので、1社

だけではなくて見積もりを 2社、3社と取ればもっと安くできる可能性もあります。

そこのところは申請者に任せているのかいくつかの見積もりを取ってもらうよう

にしているのか、どのようになっていますか。 

山崎雄一委員：  事務局は 1社の見積もりだけでは許可を出してはくれていませんよ。私も何回も

申請をしていますが、必ず 2社、3社の合い見積もりを要求されます。 

高橋正人参事：  実は、正直に申し上げまして、Ⅱ型の部分については材料費、機械の借り上げ料

等を市が払うということになっておりますので、市が直接払うものについてはやは

り見積もりを 2社から取っていただくということになっております。 

ただし、Ⅲ型についてはあくまでも補助金として団体に支払うものですから、厳

密に 2社からの見積もりを取ってはいません。なので、このあたりについてはこの

後の指導ということになるかと思いますので、今後そのように相手方にお願いして

いきたいと思います。 
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齋藤靖会長：  それでも予算の取り方が少しアバウトな所がありましたね。 

藤井隆夫委員：  公民館が絡んでいると、やはり地域の様々な行事に対して印刷会社から協賛をも

らったりするなど、様々な場面での付き合いがあると思いますので、ただ単に高い

安いだけでは決めきれない事情というのはあるのだと思います。 

齋藤靖会長：  たしかに他の部分でのつながりということも地域の中ではあると思います。いず

れ、このあたりについて事務局からの指導をしてください。 

 他に四ツ屋を語る会について何かありますか。それでは、四ツ屋を語る会の申請

について賛成される方は挙手をお願いします。 

【全員挙手】 

 続きまして、申請の 3番、曲陽会の申請についてです。ここからは継続事業とい

うことになりますので、昨年度の活動成果が出てきておりますので、そちらも参考

にしていただければと思います。曲陽会の申請についてなにかご意見・ご質問のあ

る方はいらっしゃいますか。 

齋藤誠吾委員：  少し考えすぎかもしれませんが、後援のことについてです。大曲地域協議会は市

に申請のあったものを審査するための会であり、予算そのものは市が出していま

す。 

この場合、予算を出している市にも後援の依頼が来ている中で、大曲地域協議会

も後援として名前を出していいものなのでしょうか。市の考え方として課長さんは

どう思われますか。 

相馬幸則次長兼課長：  市が直接行うⅠ型であれば大仙市のみとなるかと思いますが、今回の場合はⅡ型

ということですので、市と曲陽会が一緒になって事業を進めていくということにな

ります。ですから、今回の場合は特に問題のないものだと思います。 

齋藤誠吾委員：  お金を出すのは市ですよね。協議会では申請のあった予算の中身を審査するだけ

です。ですから、後援という言葉からいけば少し違和感があります。市も後援して

大曲地域協議会も後援するというのは少し変な所があるかと思い、意見を出しまし

た。 

高橋正人参事：  少し苦しい答えになる部分もありますが、まず、課長も申し上げたように本来こ

のⅡ型というのは市と事業を実施する団体との共同ということになっております

ので、後援という形で名前を載せることは特に問題はないのではないかと考えてお

りました。 

また、この地域協議会においても地域枠予算を審査していただいておりますが、

地域の課題解決や地域の活性化に資する意見を頂戴するというような地域全体の

活性化について協議していただくというのも一つの意義でございます。 

この事業の後援をするということについては、地域枠予算は市で支払うものでは

ありますが、皆さんのご意見で決定して頂いているということも実態でございま

す。こういった意味から、後援ということで名前を挙げるというのは、お金を出す

出さないものではなくて、地域協議会としてもこの古四王神社の見学会を応援しま

すよ、支援しますよという意味で後援の名義を挙げるものだと考え、これまでは皆

様からの了解を得て後援に名前を挙げさせていただいておりました。 

齋藤誠吾委員：  やはり市としてしっかりと整理をするべきだと思います。 
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齋藤靖会長：  何年か前、最初に後援の依頼が来たときにも同じような話がありました。後援と

いうのはあくまで協賛とはまた違って応援しているよという立場をとるものです。

ですから、協議会としてはこの場で決議をするという形で応援しますよというもの

なので問題はないだろうという話になりました。 

齋藤誠吾委員：  ここで決めるというよりも、市としてどうなのだろうかと思います。こういう協

議会というものが後援に名前を出してもいいものでしょうか。 

齋藤靖会長：  以前には市民の方々に私たちの行っていることを把握していただくためにも、後

援の部分に名前を出すことは決して悪いことではないという意見も出ていました。 

松塚智宏委員：  私も「えっ」と思ったことがありましたが、確かにこの地域枠予算については市

から私たちが委託を受けて決定をさせていただいており、結局は地域協議会が認め

なければここに出していただいた予算も活きないということになります。とすれ

ば、この地域協議会があって初めて行える事業でありますので、そういった意味で

この会に対して向こうから後援依頼が来ることは悪いことではないのかなという

議論が当時に出ていたことを覚えております。 

 一方で、この地域協議会で決定して予算がいったにも関わらず、ここからお金を

頂いていますよと通知をしていない団体の方が多いです。むしろ私はそちらの方が

義理のないことではないかという風に思うところもあります。 

例えば、県の場合はこのような補助金を得て、使ったということを書いてくださ

いということで載せてあるのですが、大仙市の場合は優しくてそういったものは載

せなくてもいいよ、という状態になっています。ですから、この協議会でいただい

て、こういった報告書を作っていますというようなものを入れていないのですが、

私としてはこれを入れてもらうようにした方がいいのではないかなと思います。む

しろ、この協議会が地域のために使えるというＰＲをするためにも載せるようにし

た方がいいのではないかと思いました。 

齋藤誠吾委員： 皆さんがよければいいのですが、少し違和感がありました。 

齋藤靖会長：  松塚委員が言っていたように、強制するほどではなくとも本来であれば他の事業

についても皆さんからこのように出していただける方がといいと思います。後援自

体はそれほど難しくとらえる必要はないと思います。 

 今の曲陽会の事業の方についてはよろしいでしょうか。また、後援名義使用につ

いてもよろしいでしょうか。 

それでは、採決に移ります。3番の曲陽会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】 

 また、後援名義の使用についても賛成の方は挙手をお願いします。 

【全員挙手】 

 続きまして、申請の 4番のびのびらんどの申請についてご意見・ご質問等ある方

はいらっしゃいますか。 

齋藤誠吾委員：  たまたまこちらの冊子を入手したのですが、これを見ると小学校と中学校で参加

者の 9割以上を占めており、一般の方々の参加が非常に少ないようでした。これが

悪いということではありませんが、どのような募集をかけているのかが少々気にな
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りました。 

高橋正人参事：  詳しい募集内容についてはここではわかりませんが、いずれ、一般の方々からの

応募が集まるような募集の仕方を工夫してくださいという意見を付して通知する

という方向でいかがでしょうか。 

齋藤靖会長：  一般の方々に多く来てもらえるような工夫をお願いするということで申請を受

けたということを通知の際に伝えてください。 

 それでは、のびのびらんど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】 

 続きまして、申請の 5番、百梅クラブの申請について何かご意見・ご質問等があ

る方はいらっしゃいますか。 

 それでは、申請の 5番、百梅クラブ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】 

 続きまして、申請の 6番、音楽ボランティアアダージョの会の申請について何か

ご意見・ご質問等がある方はいらっしゃいますか。 

それでは、申請の 6番、音楽ボランティアアダージョの会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】 

 続きまして、申請の 7 番、サマーフェスタ in はぴねす実行委員会の申請につい

て何かご意見・ご質問等がある方はいらっしゃいますか。 

佐藤久美子委員：  防災に絡めた効果見られるとのことだったのですが、あまり効果がないのではな

いかと思います。はぴねす大仙を会場に行われた男女共同参画の参加型体験防災学

習展のスタッフだったのですが、その町内の役所の割り当てられた担当の人達しか

いなくて参加者が残念なことに少なかったです。せっかくのフェスタなので、もう

少し防災のＰＲなどもやった方がいいのではないかと思います。 

藤井隆夫委員： 私の方の部落でも自治会で自主防災組織を作って自治会の行事のときに消防署

から来てもらって防火講習を行いました。やはり防災だけでの集客というのはなか

なか難しく、祭りなどの楽しいことと一緒に行うやり方でなければなかなか人は集

まらないと思います。ですからやり方としてはサマーフェスタと絡める形で行った

方がいいと思います。 

高橋正人参事：  防災コーナーの設置と防災に係る催し物も中に入れるように、ということで通知

するということでよろしいでしょうか。 

冨樫俊悦委員： いいとは思いますが、楽しいことと防災というのは中々なじまないという面もあ

りますので、イベントのようなもので楽しめる防災の催しものを行えるようにして

いただければと思います。 

山崎雄一委員：  私の町内では 9月に防災運動会というイベントを行う予定ですが、防災の運動会

を開催するにあたって、どのような形で防災学習にアレンジを加えて運動会の種目

を作るかが肝心だと思います。やはり単に防災学習を行おうとしても誰も参加しよ

うとはしてくれません。 

この運動会では、せめて消火器くらいは使えるようになるものをやりたいと考え
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ています。あとはこれを詰めたら 24 時間生きられるというものの袋詰め競争や、

ごはんを炊く方法を学べるものだとか、ちょっとした工夫が大切だと思います。こ

のようなイベントでも十二分な防災学習になるものです。 

齋藤靖会長： それでは、申請の 7 番、サマーフェスタ in はぴねす実行委員会の申請について

賛成の方は挙手をお願いします。 

【全員挙手】 

 続きまして、申請の 8番、ＮＥＷストリングスプラザの会の申請について何かご

意見・ご質問等がある方はいらっしゃいますか。 

それでは、申請の 8番、ＮＥＷストリングスプラザの会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】 

以上で地域枠予算の申請事業に関する協議を終了させていただきます。 

 

議題（３）大仙市総合計画における地域編（地域振興計画）について 

齋藤靖会長：  続きまして、大仙市総合計画における地域編、地域振興計画についてであります。

事務局より説明をお願いします。 

冨樫一哉主席主査： （事務局より内容について説明） 

齋藤靖会長： ただいま事務局より説明がありましたが、説明について皆様から何かご質問・ご

意見はありますか。 

山崎雄一委員：  これは私からのお願いになります。 

いま私が一番考えていることは、自分たちの生きているこの大仙市もしくは大曲

に何を残すのか、どういう街を作って残すのかということが大きな課題だというこ

とです。 

私はこの審議する委員会のメンバーを、例えば、3種類に分けた場合に、この地

元で生まれて育ち、今も地元で生活している人が 3分の 1、地元で生まれて大学等

の理由ではなくて地元を出て、戻ってきた人が 3分の 1、全く大仙市を知らずに外

から来て、いま大仙市に住んでいる人が 3分の 1となるような構成で審議して頂け

れば一番いいのではないかと思います。 

 いま、大曲の街の中が病院を中心にして大幅に変わったのですが、本当にこうい

った街でいいのでしょうか。駅前にはバスのロータリーもありません。仕方のない

面もありますが、駅前に降りたときにご飯を食べる場所がないということはいつも

問題になっています。 

このようなことを踏まえて、本当にこれが街づくりだ、といえる街を作るべきで

はないかと思います。飲食店街を整備するのも結構です。大花町を整理するのも結

構です。しかし、それよりももっと大事なことがあるのではないでしょうか。バス

も通らないような街づくりでいいのでしょうか。いずれは人口もさらに減っていき

ますからイオンのような郊外のショッピングセンターも無くなっていってしまう

でしょう。私たちが車を運転しなくなったらお客さんもほとんど減ってしまうと思

います。 

こういった事情も考えて先を見据えた形で、松塚さんのような若い方も交えなが
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ら委員の構成や審議を行っていただけたらと思います。 

冨樫一哉主席主査：  ただいまの山崎委員のご指摘につきましては、そのまま地域振興計画に載せても

いいような内容ではないかという貴重なご意見でした。ありがとうございます。 

委員の選任につきましては、こちらも山崎委員からのご意見を参考にさせていた

だきながら、また、先ほど山崎委員もおっしゃっておりましたようにこの後 10 年

を見据えた計画ということになりますので、若い方も取り込むような工夫や、委員

に限らず別の手法での市民の皆様のご意見を得るにあたっても、やはり若い人を意

識した対応をさせていただこうと考えております。 

各支所でもこの後、同じような説明をさせていただきますので、これから支所か

らも様々なご意見をいただくと思います。そちらの声をこちらの方でも受けまし

て、この後の対応を考えさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

齋藤靖会長：  わかりました。 

申し訳ありませんが、もう一度スケジュールについての説明をお願いしてもよろ

しいでしょうか。 

冨樫一哉主席主査：  大まかで大変恐縮です。地域振興計画の素案については 27 年の 4 月いっぱいを

目途に各地域協議会単位で完成をさせていただきたいと考えています。 

その後ですが、基本構想とこれは並行で作業が進む形になりますので、各地域振

興計画と基本構想との内容の調整の必要がありますので、そちらを 27 年の 6 月の

素案完成と考えております。そのあとは 27 年の 6 月、9 月のそれぞれで市議会、

地域協議会の皆様からの基本構想に関する意見聴収をさせていただきたいと思い

ます。その上でその声も反映して基本構想の案とさせていただきます。いずれにい

たしましても、地域協議会の皆様には地域振興計画の素案完成につきましては 27

年の 4月を目途と考えて頂きたいと思います。 

齋藤靖会長：  ありがとうございました。 

 他に意見がないようですので、この件についてはまた作業に入る際に改めて具体

的な説明を頂きながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議題（４）大仙市コミュニティＦＭ開局準備事業について 

齋藤靖会長： 続きまして、議題の 4に移りたいと思います。 

大仙市コミュニティＦＭ開局準備事業についてです。事務局から説明をお願いし

ます。 

冨樫真司主幹 （事務局より内容について説明） 

齋藤靖会長： ありがとうございました。 

 説明をいただいた内容について皆様からご質問・ご意見はありますか。 

佐々木巌委員： 私はＦＭユートピアやＦＭかまくら等を聞かせて頂いておりますが、身近で本当

にローカルな内容の番組ですので、これからの防災情報等の伝達には大変役立つと

思っています。 

この中でも、ＦＭかまくらの番組に市議会の中継がありますが、私たちは中々傍

聴するという機会もありませんのでそういった議会の中継番組も可能であれば考
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えてほしいという要望を出させていただきます。 

冨樫真司主幹： 貴重な意見をありがとうございました。もちろん、そちらの方も考えていきたい

と思っておりますし、毎日必ず 1時間半くらい、朝昼晩と午前中のちょっとしたワ

イド番組として行政情報番組を放送することも考えております。 

また、大仙市には、だいせん日和という立派な広報誌がありますが、なかなか読

む機会がない、読むのが億劫だという方もおります。そこで、作業をしながらでも

耳から情報を得られるようにすることも考え、日に何回も同じ情報が流れるように

することも考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

山崎雄一委員： 県内で痴呆症やアルツハイマ―になっている人たちがよみがえる状況になってい

るということの一つの例として、昔の出来事を写真等で見せると癒されるというも

のがありますのでそこらへんを参考にしていただければいいのではないかと思い

ます。 

冨樫真司主幹 ありがとうございます。まずは幅広い年来の方々に愛されるような番組作りに取

り組んでいきたいと思います。 

 

４ 報告  

齋藤靖会長： 続きまして、第 4の報告に移りたいと思います。 

地域枠予算の書面審査の結果について、事務局より報告をお願いします。 

高橋靖弘主席主査： 【地域枠予算の書面審査の結果を事務局より報告】 

齋藤靖会長： 本日の議題については以上となります。 

 

５ その他  

齋藤靖会長： 事務局の方から何かありますか。 

高橋正人参事： 次回の地域協議会につきましては、花火終了後、早くても 8月の末を予定してお

ります。詳しくはまた通知を差し上げたいと思っております。内容については、で

きれば地域振興計画の方に少しずつでも入っていければと思っております。そのあ

たりについては、事務局の方で調整しながら進めたいと思います。 

それから、7 月 10 日には各地域協議会の会長、副会長を構成員とします、大仙

市地域協議会連絡会議を開催することとしております。当日は、会長、副会長には

どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。 

齋藤靖会長： 7 月 10 日に連絡会議があるということなのですが、皆さんの方から何か意見が

あれば私の方からもお話します。また、各地域協議会とのつながりとしてこういっ

たことを行った方がいいのではないかということがあればお願いします。 

他に、委員の皆様から何かありませんか。 

山崎雄一委員： この場で申し上げる事項ではありませんが、大仙市の健康保険料や介護保険料は

とても高い状態にあります。その一番高い要因というのが、検診の段階にあるとい

うことが最近わかりました。 

寿命と比較して健康年齢というものがあるのですが、これは誰かの応援をもらわ

ないと生活できないという起点の年齢で、この二つの年齢の間には男性の場合は 7

年、女性の場合は 12 年というギャップが存在します。そういった状態の中で市の
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検診がいま行われていますが、まず対象者に通知をし、その内の半分も受診するか

しないかの返答が来ない状態です。さらに申し込んだ人についても、その半分は申

し込んだだけで実際には受診しないようです。 

また、検診に引っかかってもその次を受診しない方が多く、結局手遅れになって

しまうということが起きており、その結果として大仙市の保険料が高くなってしま

っており、市の財政を圧迫してしまっています。 

この課題については行政だけでの解決は難しいこともあるため、機会があればど

のようにしていくべきかを検討すべきだと思います。 

齋藤靖会長： これについては機会があれば話し合いたいと思います。 

他にありませんか。ないようですので、これで協議会を閉じさせていただきたい

と思います。 

 

６ 閉会 

 

以上は、会議の内容を記したものであり、相違ないことを証するために下記に署名する。 

 

 

会議録署名人                

 

 

会議録署名人                

 

 

 


