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（午後 ６時００分 開会） 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

  みなさん御晩でございます。昨日が夏至ということで、まだ日の高い会議の開催という

ことになりますが、今日もちょっと欠席者が多い状況となっておりますけれども、またみ

なさんのご意見を頂戴しながら進めて参りたいと思っております。局地的には雨が降って

いる地域があるみたいですけれども、ここずっと雨が降らずに農家の方々が大変な状況に

なっているということをお聞きしております。本来であれば今日も天気予報では雨が降る

予定であったと思いますが、実際にはこういう天気でありまして、週末には雨のマークが

ついておりますけれども、いずれちょっと雨が降ってほしい状況であります。 

  昨日ですが地域協議会の連絡協議会ということで、大仙市全体の地域協議会会長、副会

長の元行いましたけれども、ちょうどこの地域協議会が 10年目を迎えまして、地域協議会

の方向性の見直しの時期が来ております。 

また、地域枠予算の申請が多く出ておりますけれども、どのような地域枠予算について

今後進めていったらいいのかも見直す時期になってきておりますので、後程みなさんから

意見を頂戴する時間を設けておりますので、どんどんそういうことで意見を頂戴して進め

ていきたいと思っておりますので、どうか宜しくお願いします。また、今日もみなさんか

らの活発な意見を頂戴しながら進めて参りたいと考えております。どうか宜しくお願いし

ます。 

 

○会長 

それでは会議を始めさせていただきます。本日、佐藤久美子委員、髙橋かおる委員、伊

藤明子委員、佐藤薫委員より欠席の届出がされております。また松塚委員からは遅れの連

絡を受けております。委員の２分の１以上の方が出席されておりますので、この会議は成

立することを報告いたします。 

次に次第３、議題に入らせていただきます。会議録署名委員を指名します。齋藤健太郎

委員と三浦尚委員にお願いしたいと思います。宜しくお願いします。 

それでは続きまして、議題の２に移らせて頂きます。地域枠予算の申請についてであり

ますが、今回Ⅱ型の事業１件と、Ⅲ型の事業 7 件の計８件の申請がありました。そのうち、

Ⅲ型の 3 件につきましては、新規事業及び新規団体からの申請がありましたので、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。それでは最初に、NPO 法人フラワー

デザイン復旧協会より説明をしていただきたいと思います。宜しくお願いします。 

 

○NPO法人フラワーデザイン普及協会 栗林登理事長 

（以下「NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長」と表記） 

宜しくお願いします。NPO法人フラワーデザイン普及協会理事長の栗林登です。宜しく

お願いします。去年、私還暦を迎えまして、高齢者のところに入ってしまいました。大仙

市大曲もこれから高齢者が多くなるところでございます。自分も高齢になったということ
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を踏まえながら、高齢者のためにできることはないかと考えました。高齢者の方は、特に

女性の方は昔、生け花をよくやったと思います。わりと身近な文化、大変沢山の方がやら

れた文化、男の方もそれをよく見ていた非常に懐かしい文化でありますが、花が生活にあ

るということは、確実に身体にも精神にも良いと思います。花を生けるという行為も、い

ろんな指先を使うとか、立体的なものを考えるとか、咲いた時の状況を考えるとか、器と

花の状況だとか、いろんなもので頭をフルで回転します。 

例えば、心理学者の茂木真一郎さんなんかは、「生け花は決断の連続である」と、どれだ

けの長さにするか、これを切ってしまっていいのか、いろんなものを決断しながらやって

いきます。決断するということは非常に良いことであります。そういうものを取り入れた

生け花をご高齢者の方にやってもらいたいと思います。それが地域の長寿だとか認知症予

防だとか、そういうものに必ず役立つと考えております。 

ところが、昔やっていた生け花の文化を今の高齢者の方がやるとすると、非常に困難な

ところが出てきます。それはなにかというと、実際にやってみますが、昔からやっている

生け花ですが、こういう花器という器があります。これを私は片手で持っていますが、会

長、ちょっと持ってみてください。これを持つ、ましてや水を入れてこれを運ぶなんてこ

とは、男性ももちろん、立派な体格をお持ちの会長ですら今よろけたところを見ればわか

ると思います。それと、問題は剣山でございます。これ、恐怖じゃないですか。これは鉄

です。今、これに花を刺して生けますが、その時にどういう状況が起こるかといいますと、

非常に危ないです。枝は非常に硬いです。例えば、今持ってきたのはナツハゼという普通

に一般的にやられている花材なのですが、こういう枝を切るということは、片手で切ると

いうことで、非常に脳に良いです。しかし、これを切るとなると、かなりの力が必要にな

ります。実は私は今これを持ってくるために、血豆を作ってしまいました。慣れている人

でもこのようになってしまいます。固いものを使うと非常に危険です。そしてこれを、デ

モンストレーションみたいになってしまいましたが、これを剣山に刺すという行為が、非

常に危険だと思いませんか。間違ってしますと、これがガシャッといって、血が出てしま

います。これはご高齢者がやるのは非常にふさわしくない状況になっていると思います。 

したがって、ご高齢者に、花を生けることは非常に身体に良いと、認知症予防になりま

すよといっても、これをやれと言われても非常に大変なものだと私は思うわけです。何気

なくやっておりますけど、これを足に落としたりすると大変なことになります。これを簡

単にやっているように見えますけど、簡単です。簡単にやっておりますけど、危険も伴う

わけです。これをやれと言って、怪我をされても困るわけでありまして。そこで我々が考

えた第一弾として、恐怖の剣山を使わない。それから、既製の重い花器を使わない。日常

にありふれたものを使って、安全で、生けた花を生けた効果を期待して、ご高齢者に提案

したいと思います。是非一緒にやって頂きたい。そうなると、認知症予防になり、身体も

動き、長寿な大曲となると思います。 

例えば、ここにワイングラスがあります。ここで飲みたいのですが、やめておきましょ

う。ここで参考になるのはフラワーデザインとかフラワーアレンジという文化です。それ

で、生け花という文化は木の文化なのです実は。だから木を使っています。それで、フラ
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ワーデザインというのは園芸文化ですから、庭で咲いている花を使って家庭の中を飾った

というのが最初ですから、あまり枝みたいなのは使わないのです。これを、こういう葉っ

ぱがあるじゃないですか。これを、会長いいですか。これを丸めていきます。危険だとい

えば危険かもしれませんが、そんなに危険ではないです。これで手を刺すなんてことはあ

まりないと思います。こんな風に曲げていきます。最初からやってくれば良かったじゃな

いかと言われるかもしれませんが、この過程が非常に面白いかなと思ってご説明しながら

やらせてもらっています。非常に柔らかいので、丸めた時にどんな形になるのかなとか、

いろんな楽しみができるわけです。こういうものを使って、これを花留にするわけです。

つまり、生の葉っぱの剣山です。これだとご高齢者の方でも危険を伴わずにできると思い

ます。これが枝物の代わりです。このように、柔らかくて危険のない生け花を飾ってもら

うということです。このようにご高齢者の方々にもやって頂くと、家の中も明るくなり、

認知症の予防になると。こういうことを提案させていただきたいと思います。宜しくお願

いします。 

 

○会長 

ただいま説明をいただきました内容について何かご意見、ご質問ありませんか。 

栗林さんのところでは去年も普及協会でやりましたか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

去年は「きれいね」を使ったものでやらせていただきました。稲のほうの、農業のほう

の活性化に向けてやらせていただきました。そして私、60歳になりまして、還暦になりま

したので、その関係でご高齢者の方にサービスをと考えております。 

 

○会長 

なので、フラワーデザインとしては去年までとは違う、今説明ありましたような事業で

申請を出し直したということだと思います。これについて齋藤委員。 

 

○齋藤健太郎委員 

  支出の部での質問をさせて頂きますけれども、100人を予定しているということですが

テキスト 2000部について、これから通年やっていく予定なのかということと、テキストと

は具体的にどのようなものをイメージしているのか教えて頂けたらと思います。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  まず 2000部についてですが、もちろんこのまま今年で終わらないで来年このテキストを

使っていきたいということです。それから、高齢者施設がありますね、さらさ大曲さんだ

とか、虹の街さんだとか、大曲にある施設さんにお配りして、こういうことをしませんか

と呼びかけをしたいと思います。もし、やりたいという方がいらっしゃれば、私出向いて、

ご指導させていただければと思います。それでテキストの内容ですが、今作っている従来
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の生け花とは違ったものの提案を盛り込んだいろいろな生け方を作りたいと考えています。 

 

○齋藤健太郎委員 

  はい。ありがとうございます。これは備品として来年に持ち越し OKなのでしょうか。 

 

○事務局 

  特に問題ないです。 

 

○齋藤健太郎委員 

  わかりました。ありがとうございます。 

 

○会長 

  他に何かありませんか。髙畑委員。 

 

○髙畑委員 

  質問というよりは思ったことなのですけれども、純粋に面白いなと思いまして、今回タ

ーゲットがご高齢者とのことですが、剣山とか安全なものだとすれば、子供たちもターゲ

ットにすることで広い世代に普及するのかなと思ったしだいです。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  ありがとうございます。実は、高齢者というのは子供に近づいていく、身体能力だとか

いろんなものが落ちていくので、今言われた通り幼稚園児さんだとか小学生の低学年さん

だとかだと非常にできると思います。ただ、我々の協会としては、子供さん方にはフラワ

ーデザインという形で生け花というわけではなくて、と考えています。ご高齢者に関して

はやはり生け花という文化が非常に親しみ深いのでこだわりました。もちろん、これを小

学生の方がやられても良いと思います。 

 

○髙畑委員 

  すみません。生け花とフラワーデザインの違いはなんですか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  今私言いました通り、生け花は木の文化であります。もともとは男性のものでした。お

寺のお坊さんがやったものですから、仏教の伝来とともにやってくるのですが、その時に

神道という土着の神様がおりまして、その神様をおろすために木を立てました。そこで神

様を呼びおろして、その神様は非常に良いもので、農作物を育ててくれるだとか、いろん

な恵みをもたらす神様を呼びおろすという信仰がありました。それと仏教が、供養するた

めにお花とお香と灯明の３つが必要だという規則がありまして、それが生け花と融合して

お寺に飾る文化ができたとされていました。 
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それが生け花なのですけれども、フラワーアレンジはキリスト教の関係で外のものを使

わなかったのです。外のものには邪教・邪心が宿っているということで、山から木を取っ

てきて飾ったりするとキリスト教以外の神様が入ってくるということで嫌いました。そこ

で必ず自分の庭の中の草花を飾ろうとなったものがフラワーアレンジということになりま

す。そこらへんがちょっと違います。 

 

○髙畑委員 

  ありがとうございます。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。 

 

○藤井委員 

ちょっとお聞きしたいのですが、去年は時代と大曲にあった注連飾りの開発と普及とい

うことで、期待される事業の効果としては綺麗稲注連飾りの存在によって大曲の農業は稲

作のイメージが良くなるという事業だとありますね。それで今回は生け花で大曲の高齢者

が元気に暮らしているという実績を作り、その方法と実情を広報することで良きモデルと

して秋田県大仙市大曲の宣伝を行いますとありますね。１つの団体として、非常に大きい

テーマが毎年来るというのは、そういう形でできますか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  うちの方では実は、大きなテーマが沢山あります。例えば、フラワー装飾技能検定とい

う国家検定がありますが、それの指導を、DVDを使って、全国の農業高校に指導したり、

それからフラワーデザインの資格検定試験のビデオだとか動画を配信したりだとか、沢山

ありまして。 

 

○藤井委員 

  あの事業はわかりますが、これは地域枠予算ということで公費を使っているわけなので

すよ。例えばそういう団体でやろうとしていること全てを大仙市の公費を使ってやるとい

うこととはちょっと違うのではないかと、そういう風に私は思います。去年は稲のデザイ

ンブック作成ということで 16万円修正しておりますよね。これは何部使われたのですか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  全部使いました。 

 

○藤井委員 

  何部作られたのですか。 
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○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  1000部作って、全部使いました。 

 

○藤井委員 

  今回もまた 2000部と言いましたよね。本来は団体が自主的にある程度作って、公的な補

助という形での性格のものだと思いますが、１つの事業がずっと継続して、大仙市のため

に密接に関係しているのが継続されていれば別だと思いますが。まあこれはそれぞれの判

断だと思いますが。地域枠予算というのは 1つの団体が自分たちの中である程度消化して

いくことに関しては、そこの団体で行えばいいし、周りに非常に大きく広がっていくもの

が地域枠予算の１つの使い道ではないかなと私は考えるわけです。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  とりあえず今回は大曲の地域の中で、テキストを早くしたり、大曲に住むご高齢者に体

験してもらうようなことでやりたいと思います。 

 

○藤井委員 

  広報する形はどういう形で行うのですか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  それはただのフェイスブックを使います。無料の。今私友達が 1300人おりますので、私

が 1回これを作りましたとやると、全国 1300人の方に見てもらえるということです。内容

も同じように広報していきますので、テキストと相乗効果でネットで全国の方に大曲でや

っていることを見て頂き、実際のテキストでは高齢者施設だとかそういう時に配布して見

ていただけたらと思っています。 

 

○藤井委員 

  昨年のしめかざりの時と同じような形ですか｡ 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  同じような形でやっていきます。 

 

○藤井委員 

  わかりました。 

 

○会長 

  いいですか。はい。佐藤委員。 

 

○佐藤美智子委員 
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  すみません。ちょっと細かいところですけれども、試算のところで、生け花の材料、花

器と、研究花材とありますけれども、これはどういうものを意味しますか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  これはですね、テキストを作るときに作品を 20ぐらい作ろうと思っております。その時

に器を買ってきたり、花材を買ってきたりだとかしながら掛かるのがだいたい 2万円くら

いかかるかと考えております。 

 

○佐藤美智子委員 

  生け花の材料が、花器。なぜこのような質問をしたのかというと、すごく発想的に、高

齢者に向けてというのは非常に良いと思いますし、今実際に見せてもらって、これならや

っぱり簡単で、すごく良いなあって思いました。さらに、これだったら家にあるコップで

も、そこらへんにあるものでも皆さんでも簡単にできますよという、そういう意味もある

ので、すごく手軽にできて良いと思いましたが、これを見ると、生け花の材料ってホチキ

スとかハサミとか、これは備品として 100人の方の分を用意するのか、どういうもので材

料を考えているのか。まず今 20個でと言ったらデモンストレーションと一緒ではないです

か。だとしたら、例えば 100人の方に体験していただかなくても、自分が施設に出向いて、

こういう風にできますよとデモンストレーションを見せて、反対にテキストの部分をすご

く立派に作って、皆さんに配布して、こんな簡単にできて、こんな例がありますという方

が、100人体験してそれが 1000人、1万人に広がるかと言ったら、私はなんで 100人なの

かなとすごく疑問だったので、自分たちの作品を展示する場というのは、普及活動の場と

考えているのか、何を一番、体験してほしいというのか、普及してほしいというのか、い

まいちピンとこなかったので、絞れてないのかなと思います。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  わかりました。まずテキストを作るということで皆さんに見ていただくのが 1番にあり

ますが、体験 100人というのは秋祭りを予定しています。秋祭りにいらっしゃっていただ

いた方に、そのテキストを使いながら 100人の方に実際にやってもらう。たぶんテキスト

をもらってやる方もいれば、やらない方もいると思います。なので、まず 100人ぐらいに

はやっていただいて、やっていただいた上で、これは面白かったなとかということを口伝

に言っていただければ実体験の波及になると思っての 100人でした。やらないとテキスト

あったよ、だけで終わってしまうので、やった人が 100人いるとその人が 2人か 3人に話

すと、非常に良いのかなと思っております。 

 

○佐藤美智子委員 

  例えば 100人の 1人 1000円というのはどこから来た数字なのですか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 
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  おおよそ 1000円ということです。 

 

○佐藤美智子委員 

  花材は。下の方にある研究花材というのは。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  それはですね、やっぱり 1000円です。20個ぐらい作ろうと思っておりますので。それ

はすぐできませんので、何百円と分けて作ることになりますので、1つ 1000円くらいかか

る のではないかと考えております。 

 

○佐藤啓子委員 

  それに加えてですけれども、それを体験するだけではなくて、もちろん持っていくこと

もできるのですか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  もちろんです。材料は家に持って帰ってもらって、家に飾ると見た家族が、「これ何よ」

だとか「いいじゃない」だとか。 

 

○佐藤啓子委員 

  それが一番大事だと思うので、テキストより実際に家に持って帰って、家族と話をした

り、そういうのが本当に高齢者のためになると私は思ったので良いのかなと思いました。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。他に。はい、富樫委員お願いします。 

 

○富樫委員 

  だいたいわかったのですが、 この内容では施設が主な対象になっているようですけれ

ども、高齢者の団体がいろいろございます。私老人クラブにも所属しておりますので、そ

ういたものの出前というのも可能なのでしょうか。 

 

○NPO法人フラワーデザイン 栗林理事長 

  その場合は、花材費がかかりますが、私はボランティアでやらせていただきます。その

100人の中で最初にやってくださいとあれば減らしてやります。例えば秋祭りを 50にして、

老人クラブさんで先に 30にするとかいうのも可能だと思っております。 

 

○富樫委員 

  相当積極的な団体ですので、この 100人では足りないなと思って。失敗だと思いました。 

わかりました。 
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○会長 

  他になにかありますか。はい。それでは以上をもちましてフラワーデザイン普及協会よ

り説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

  それでは続きまして、大曲薬膳の会より説明をお願いしたいと思います。宜しくお願い

します。 

 

○大曲薬膳の会 樫尾氏 

  こんばんは。はじめまして。大仙市大曲薬膳の会の代表者が仕事の為来られないとのこ

とで、代わりに私、樫尾ハルカが担当させていただきます。宜しくお願いします。 

  今回申請をした大きな目的なのですが、私達大曲薬膳の会はペアーレ大仙で実施してい

る薬膳料理教室がきっかけでできました。料理教室を開催していく中で、生徒さん一人一

人が自分の体調を意識し始め、食生活の改善をすることができました。これをもとに、も

っとたくさんの方々が食生活の改善を考えた時に、今回薬膳の会ということから大曲の沢

山の人に知ってもらい、地産地消もありますが、大曲の方々に食べてもらいたいと考えた

のが今回の目的です。実際現在サプリメントを摂取している方が多いと思いますが、サプ

リメントから栄養を取るのではなく、毎日取る食事から少しでも多く取ってほしいと思い

ます。また、大曲の農家さんと一緒にレシピを考えて、農産物をおいしく食べて、且つ、

栄養をとれる食事を考えていくというのが 1つの事業内容です。2つ目が、レシピを組み

立てていって、そのレシピを印刷して、少しでも多くの人に食べてもらいたい、作っても

らいたいです。そのためには土屋館ワイワイ広場を利用して、3か月で 60人の方にまずレ

シピを使って料理を作って、自分でも作ってもらいたいと考えています。また、今の子供

たちは外食が多くて栄養が偏っていると思いますが、そうではなく、子供たちにもおいし

く栄養の取れる料理を考案していって、親子で楽しく作って食べて頂きたいので料理教室

を開催していきたいと思っております。また、高齢者の方に対しても少しでも理解しても

らいたいと考えています。 

  話が戻ってしまいますが、多くの方が薬膳料理というとどうしても薬を使ったり、薬草

を使ってしまうという料理を思い浮かべてしまう方が多いと思いますが、実際は薬草や漢

方を使ったものもありますが、薬膳の一番の目的は、自分の体調に合わせて、心身を整え

るものであり、病状や体質に合った食材を選んで、オーダーメイドする料理という風に言

われています。私もどちらかというと漢方薬を使うのではなく、大曲でとれる一番おいし

い野菜を使って、その野菜や果物お米もそうなのですが、それを一番おいしい食べ方で、

一番栄養の取れる食べ方で組み合わせて、薬膳という名前で食べてもらいたいというのが

大曲薬膳の会の目標です。資料を読むだけでは時間がかかってしまうので、少しでも理解

してもらいたいというのが私の願いであって、一番わかりやすいことでお話しさせてくだ

さい。 

  薬膳の会では、一番の病院は病院ではなく、それぞれの家庭の台所だと思っております。

台所で料理をして、それを食べるというのが、一番の病院だと思っております。次に、病
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院の先生は先生ではなく、自分自身だと思って食べて頂きたい、作って頂きたいと思って

おります。そして最高の薬は、病院からもらった薬やサプリメントではなく、自分で作っ

た料理、野菜や地産地消の季節に合ったものを作るということが一番の薬だと思っており

ます。そしてそれを継続していかないと効果を得られないということを、広く大曲の方々

に知ってもらいたいと思い、今回申請させていただきました。宜しくお願いします。 

 

○会長 

  ただいまご説明頂きました内容につきまして、ご意見・ご質問いただきたいと思います。 

はい。三浦委員。 

 

○三浦委員 

  事業目的にペアーレで 5年間実施してきたと書いていると思いますが、こういう時には

こういう料理といった具体的にどういうことをやっているか教えてください。 

 

○大曲薬膳の会 樫尾氏 

  主には季節と薬膳と、という名前でやっております。四季すべてが薬膳なので、春だっ

たら緑の野菜を使って酸味のあるものを入れております。すっぱいものは肝臓に良いとい

われているので、そういったものを中心に行っております。それで夏は赤とか、秋は白、

冬は黒といった色に合わせた食材を使ったり、生徒さん一人一人の体調をみて料理を考案

したりしています。 

 

○会長 

  はい。山崎委員良いですか。 

 

○山崎委員 

  はい。私今同じようなことを取り組んでいるのですが、今ここに転がっている食材から

薬膳という考え方はおかしいと思います。例えば、作って販売をする、そこでどんな壁に

ぶつかるかといいますと、どんな過程を踏んで食材を作っているか。例えば有機栽培した

とします。例えば豚を作っているとします。その豚に何を食べさせるのか、というところ

までこだわっていかないとダメだということです。もう一つは、薬膳という考え方に私と

ずれがあると思いました。例えば、ツルニンジン。イゴバン。スペインチャード。ニンニ

ク。このニンニクは自分で交配して、例えばキムチを作るのだとしたら、キムチを食べた

のだけれど口臭は出ないとか、そして必ず裏の効果まで分析してもらって対応する。それ

から、菊芋の血糖値を下げる力というのはすごいです。食べ方がわからないから、加工の

仕方がわからないからやらないという形なのです。なので、最高のものを作るにはどうし

たら良いか、それで自分も乳酸菌を高めるにはどうしたら良いかという形で１つ特許を取

ったのですが、そういう形でこだわっていかないと中途半端で終わってしまうと思います。

なので、健康を維持するためにどうするか、なにを食べてもらうのか。作ったら売れない
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ではなくて、作ったら買いに来てもらうという考えに切り替えていかないといけないと思

います。なので、実際に薬膳という形でどういうものを作っているかということをお聞き

したかったのです。なので、自分の考え方とちょっと違うなと感じました。 

 

○大曲薬膳の会 樫尾氏 

  実際におっしゃっていただいたように、追求することも大事だと思いますが、一人ひと

り多くの人にそれを理解してもらうのは難しいということもあって、若い世代の方や身近

にあるものでしか料理できない方とかは、例えば食材の誤った組み合わせもあるではない

ですか。そういった組み合わせを少しでも理解してもらう、そのようなところからスター

トしてもよいのではないかと。逆に良い組み合わせの時には改善されることもあって、そ

ういうことを広めたいのであって、そういった薬膳について理解してもらいたいというの

が一番に考えていました。例えば誤った組み合わせで、牛乳とニラを一緒に摂取してしま

うとビタミンが吸収されてしまう食べ方になってしまったり、お酒を飲むときに人参も一

緒に食べる人がいると思いますが、そうすると肝臓病をさらに悪化させてしまったり、中

毒になってしまうこともあるということを伝えたかったりします。また、良い組み合わせ

としては、ニンニクが身体に良いということは多くの方が理解されていると思いますが、

実際にニンニクと何を食べたらよいかという話になりますと、今の季節ですと、キュウリ

です。ニンニクとキュウリを一緒に食べるとコレステロールを下げる効果があったりしま

すが、それを生で食べるかと言ったら難しいこともあると思うので、そういったものを組

み合わせた料理を作って食べてもらいたいというのが、スタートの今の考えです。 

 

○山崎委員 

  実際に今野菜を作ってもらっているのですか。 

 

○大曲薬膳の会 樫尾氏 

  野菜ですが、現在多くの農家さんを知らないということもあって、多くの農家さんから

少しでも情報を得たいという考えですが、すべての農家さんと交渉できていないので、大

きい農家さんではなくて、一つ一つ自分で作っている農家さんに自分から出向いて、是非

使わせてくださいと交渉しに行きたいと思っております。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。ないようなのでこれで大曲薬膳の会より説明を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 

  続きまして、大曲農都協議会より説明お願いします。 

 

○大曲農都協議会 事務局 

  大曲農都協議会の事務局を担当しております、と申します。宜しくお願いします。本年

度３つの事業を考えております。1つ目が、西根地区冬祭りイベント事業。2つ目が玉川の
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イルミネーション。3つ目が大曲の里の事業。1つ目の西根地区冬祭りイベント事業は、秋

田市の子供たちを地域の子供たちと一緒にミニカマクラを作らせたり、花火の製造体験を

行ったりすることで地域活性化に貢献することを目的としています。これは 2月に実施予

定です。2つ目の玉川のイルミネーションは昨年と同様に、イルミネーションを作成して

提供することで冬の交流人口を増やすということです。実施期間は 12月一日から 1月の 3

日までです。3つ目の大曲の里の事業も昨年と同様ですが、大曲の花火ウイークに合わせ

て、提灯やパンフレットを設置し、観光客に大曲の花火や祭りの歴史について知ってもら

うという内容です。実施期間は、8月 16日から 22日までです。事業の形としてはこの 3

つを考えております。宜しくお願いします。 

 

○会長 

  ただいまの内容につきまして、ご意見・ご質問等ありませんか。藤井委員。 

 

○藤井委員 

  大曲農都協議会さんではここ 3年、新規事業として申請されていますよね。25年度は郷

土の魅力発見ツアーということで県内外の大学生を対象にモニタリングツアーを実施する

と。昨年度は大曲モニター事業ということで、これも県内外の大学生を対象にモニタリン

グツアーを実施すると。この過去 2年間のモニタリングツアーの波及効果を教えて頂きた

い。前回もあとで報告させていただくと言っていたので。結果とか波及効果とかどうなっ

ていますでしょうか。 

 

○大曲農都協議会 事務局 

  昨年も引き続きモニタリングツアーを実施しました。国際教養大学の人たちが外国の人

の目線で、大曲の花火を中心に交流人口の拡大に繋がらないかと、花火の模擬製造や生け

花の体験をしてもらいましたが、大変喜んでもらいました。東北学院大学の人たちも来て

沢山楽しんでもらいました。結果として、今すぐに観光客の増加をするということは難し

いと感じましたが、国内外の交流を通じて、特にアメリカやヨーロッパの方々が多かった

のですが、若い人たちがそうやって継続して交流を続けることで、少しでも効果があった

のではないかと考えております。 

 

○藤井委員 

  過去２年もモニターツアーの経費はほとんどこちらの公費を使っているという状態です

ね。それは確かに喜んでもらえると思います。ただやはり、公費を使っているので、それ

だけでは少し問題があるのではないか、ということが否めないと思います。 

 

○会長 

  他に意見はありますか。 
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○高畑祐太委員 

  昨年の決算書で大曲の里のねぶり流しの材料費のところで、決算額だと 1万 500円とな

っていますが、今回 5万円と増加していますが、その増加した分についてはどういうこと

ですか。 

 

○大曲農都協議会 事務局 

  竹竿の先に提灯を毎年つけているのですが、長年経ちまして提灯の方がかなり壊れてき

まして、提灯の補修のために予算を計上させていただきました。 

 

○高畑祐太委員 

  それはどういったところに設置しているのですか。 

 

○大曲農都協議会 事務局 

  丸子橋の上に公園がありますが、そこにある竹竿に提灯をつるして１週間展示しており

ます。 

 

○高畑祐太委員 

  それはつまり、竹竿の先に飾りをつけて飾っているだけで、観光客に目をとめていただ

くような何かしかけがあるというわけではなく、ただ飾っているだけですか。 

 

○大曲農都協議会 事務局 

  竹竿に提灯をつるすのは秋田市の竿燈の原型とも言われていて、その祭りを思い浮かべ

て頂けたらと思って飾っております。 

 

○高畑祐太委員 

  はい。わかりました。 

 

○会長 

  はい。他にありますか。みんな花火に関わっていますが、その設置についてただ設置し

ているだけだからわからない人も結構いると思うので、もしよければもっと説明してほし

いです。他に。はい、松塚委員。 

 

○松塚委員 

  ねぶり流しはすごく歴史もあって私もすごく好きなので良い事業だと思いますが、おっ

しゃるとおり竿燈の原型になったといわれているもので。ただ、それをお知らせするとい

うことが必要だと思います。意味を聞けば、そうだったのかとなると思いますが、今別で

質問があります。1つ目の事業の冬祭りイベント事業ということでミニカマクラを作ると、

秋田市から子供たちを招くとのことですが、秋田市から招いて作るのですか。 
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○大曲農都協議会 事務局 

  今現在、西根地区で交通安全のイベントで地域の人たちと西根小学校の子供たちがそう

いう活動を行っています。 

 

○松塚委員 

  作るのは地元の子供たちですか。 

 

○大曲農都協議会 事務局 

  地元の子供たちが作っているので、その中に入ってもらって一緒にミニカマクラを作っ

てもらいたいということです。 

 

○松塚委員 

  交流人口という話があったので、何か目的があって秋田市なのかなと考えていました。

なので、まずは地元のイベントということですね。 

 

○大曲農都協議会 事務局 

  地元の子供と秋田市の子供が交流してもらいたいということです。 

 

○松塚委員 

  今まで外国の方を呼んだり、遠くの方を呼んだりとしているので、急に距離が近くなっ

てもったいないなと思いました。これこそ遠くの方に来てもらった方が良いのではないか

と思いますが。地元の方が中心ということなのですね。 

 

○大曲農都協議会 事務局 

  今のところ、地元の人に試験的に来てもらって、それで効果をみてみたいと考えていま

す。 

 

○松塚委員 

  個人的意見ですが、これこそ遠くの方がいいのではないかと思います。秋田市の人はカ

マクラを作ったことがあるのではないかと思いますので。個人の要望でした。ありがとう

ございます。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。それでは以上で大曲農都協議会からの説明を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

  それでは新規事業について説明していただきましたけれども、引き続きその他の申請に

ついて事務局より説明お願いします。 
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○事務局（高橋主席主査） 

【地域枠予算の申請について、配布資料に基づき説明】 

 

 

○会長 

  以上、新規事業を含みます 8件の説明がありましたので、ただいまより協議してまいり

たいと思います。先ほど説明者がいたので言いづらい部分があったと思いますが、これか

ら一つずつ協議してまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。あと、先ほど話が

合ったように、ここで反対多数でも市の方で賛成といえば賛成になると。いずれ、協議会

で反対多数だということは伝わりますよね。たしかに、昔は大曲地区の予算はあまり使わ

れていなくて、半分も使われていなかったときに、どんどん使えという雰囲気でした。現

在は予算 1000万に対して 750万の 75％の施行率になっておりますので、ダメなものはダ

メだということになりますよね。課長。そのあたりどうなりますか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

はい。特にこのⅢ型の事業につきましては補助金交付要項というものがありまして、そ

の中で補助金の交付決定につきましては、地域協議会の意見を聞き、地域協議会の意見を

尊重するという風にあります。それを尊重しながら、市長が交付の可否を決定するという

ことになっておりますので、まず皆さんが反対であるとすれば、それを無視して、受付を

したから OKという判断ではございませんので、そこらへんはご理解いただきたいと思いま

す。また今回皆さんが反対という中で、ここを改善すればまだ可能性があるのではないか

とご指導いただけるとすれば、その旨をお伝えして、例えば次回に再申請をさせるという

こともできると考えています。 

 

○佐藤美智子委員 

  反対の場合もありますか。例えば、賛成なんだけれどもこういう理由で、一応賛成はし

ました。という逆の場合。条件というか、結果をしっかり出して、来年度はしっかり結果

を出せますね、とか。さっきの藤井委員のように同じようになってくると、なんでも中身

は反対ですが、例えばこういうことを改善したら OKですよ、と。賛成の場合でも逆もある

のではないかと。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  はい。その点につきましても、失礼な言い方になってしまいますが、今の協議会のメン

バーになってから、ご指摘・ご意見を頂戴して、それを申請者の方にお知らせするように

ということを言われております。その点につきましては、交付決定はしますけれどもこう

いう点は改善してください、この点は注意してください、この点につきましては後程報告

してくださいということは細かくお知らせしておりますので、その点は皆さんのご意見を
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しっかり伝えていると考えています。ということでよろしいでしょうか。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。三浦委員。 

 

○三浦委員 

  ちょっと勉強不足でわからないところがありまして、例えば同じ団体が去年こういう事

業をやりました。それで今年はこういうことをしますという時に、去年はこういう事をや

ってこういう結果になって、良かったとか悪かったとか、そしてこれをやめて新しいこと

をやりたいですとか、そういう事はなくても良いのですか。継続している事業はわかりや

すいのですよね。それでやっている人の足を引っ張るとかというのはさらさらないので、

やはりプラスでこういう事をやったら良いなどという意見の方が、ありがたいと思います

が、新しいものをやるという時には、前やっていたことをやめて新しいものをやる時には、

なんでこうなったかということはなくて、新しくやるという人の反対はなかなかしづらい

ですよね。やるのであれば頑張ってくださいと言いたいのですが、一貫性がなくてもよい

のかということですよね。継続性とか。こういう理由で今年はこの事業にしましたなどと

いう理由がほしいです。これは求められていないのかわからないのです。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  ただいまのご指摘につきましてはおっしゃる通りだと思います。まず申請があった時に、

その申請が地域枠予算に合うのかどうか、その点を重視させていただいておりました。継

続事業であれば去年の実績報告を見ながら、今回申請する際にどのような改善が行われた

のかということは見るようにはしております。ただ今回の NPOフラワーデザインさんのと

ころでもお話がありました通り、前回こういう事をやったのですが波及効果がどうだった

とかいう事がないまま次の事業にとなっておりますので、その点これから追跡調査という

ところまではいかないと思いますけれども、昨年こういう事をやってどうだったのとか、

なんで今年はこれに変えたの等といったことを聞き取りなどしながら、もし申請書に書け

るようなところがあれば書いてもらうような形で受け付けをさせていただけたらと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。それでは時間もだいぶおしてきておりますので、先ほど説

明がありました 8件について協議して参りたいと思います。最初に NPO法人フラワーデザ

イン普及協会の申請につきまして、またご意見・ご質問等ありますでしょうか。齊藤委員。 

 

○齋藤誠吾委員 

  先ほど話があったように、去年の分はもうやめてしまうのかね。アイデア的にはすごく

良いと思うが。お金をもらいたいから新しい事業をやるのか、前の事業も継続するけれど
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も新しい事業をやるのか。そこら辺をはっきりさせないと、あれは 1年でやめました、と

いうのではちょっとね。アイデアは良いと思うが、そこらへんちょっとはっきりさせない

と、と思うわけです。 

 

○会長 

  そのへんどうでしょうか。さっき聞いたところによると、継続はしているようであった

が。今年は今年、来年は来年で新しい申請をするような感じになりそうですね。 

 

○藤井委員 

去年はしめかざり稲のデザインブックを作ったのですね。今回はまた生け花のテキスト

を作る。そんなもの自分の方で作るのではないですか、普通は。 

 

○佐々木巌委員 

自分たちの活動事業の講習料として地域枠予算を利用すると。例えばこれからの地域枠

予算のあり方について皆さんの意見が共通してくると思いますが、地域枠予算の最初の趣

旨というのが、いろんなことをやって地域を元気にする、地域の交流をしながら元気にし

ていくというのが一番大事なことだと思います。それが、一団体の活動の組織としてみる

のは小さいと思います。例えば、大曲の花火を全国に発信していこうと謳っているところ

もあるけれども、実際やっているのもほんの一握りの人たちの小さい事業もあるわけです

よ。それが地域枠予算の趣旨と、地域枠予算の地域の範囲はどういう範囲まで狭めるのか。

例えば、大仙市は 8地域があるけれども。一団体が地域枠予算をどのように捉えているの

か。 

 

○藤井委員 

  趣味の団体の、自己満足に対して。 

 

○佐々木巌委員 

  藤井さんが言ったように趣味のところの事業もあると思います。 

 

○会長 

  地域枠予算のそこが一番の問題で、趣味のことを周りに普及させるために地域枠予算を

使うということと、営利目的のために使うのは基本的にダメなことです。そうなったとき

に、結果が出ていない段階でどんどん自分の趣味を広げるために申請を新しく出し続ける

というのは、果たして良いのかということです。なので、去年出たものに対して実際効果

が出ているのか検証しないと次につながらないと思います。ということから、今回のフラ

ワーデザイン普及協会の今回の申請について、果たしてどうなのかという事です。だから、

去年の稲のところをどうしようとしているのかと。団体は変わらないのに、毎年違うこと

で 30万円ずつ使うのはどうなのかと。 
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○事務局（高橋主席主査） 

  ただ実績報告するだけではなく、いったん皆さんの場で検証する場を設けて、それで新

たに申請し直すとか、継続する申請をするとかという事が、そういう場を設ける必要があ

ると考えています。 

 

○会長 

  それではどうします。去年のものを来月検証することを条件としますか。そしてその検

証したことを説明してもらうと。それで今回の件は良いでしょうか。賛成の方挙手でお願

いします。 

 

○富樫委員 

  話を聞いていないので棄権でお願いします。 

 

（他全員挙手） 

 

○会長 

  はい。富樫さんは棄権で、ということでお願いします。 

  続きまして、2番、大曲薬膳の会についてはどうでしょうか。 

 

○山崎委員 

  ちょっと確認したいのですが、役員が 6名、課員が 11名ですが、このメンバーの中で専

門的な知識をお持ちの方はいらっしゃるのですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  聞き取りからですと、会長さんの富岡さんという方が今でも美郷町の方で薬膳の事業を

行っておられるという形で、この方がそういった知識があるという事を聞いております。

その他の方に関しては聞いておりません。 

 

○会長 

  これもいわば趣味的な部分があるので。 

 

○佐々木巌委員 

  黙ってペアーレでこのまま給料もらってやってもらっているのはかまわないのですが、

広める部分に関しては詰めが甘いです。薬膳は何か資格が必要なのですか。 

 

○山崎委員 

  わかりません。 
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○佐藤美智子委員 

  薬膳とか、ずっと継続してようやく効果が得られるものなので、これが薬膳ですよとイ

ベントのようにやっても話がおかしいです。春にはこういう食材で薬膳をやります等とい

うことは良いです。では、大曲の薬膳を継ぐ必要があるかどうか。それで、なぜ大曲の薬

膳なのか。 

 

○山崎委員 

  それは大曲を活性化させるためでしょう。 

 

○佐藤美智子委員 

  山崎さんのように、こだわりのある形で有機野菜を作りました等ということではないと

思います。彼女たちが考えているのはそこまでではなくて、要するに春夏秋冬、季節に応

じた大曲の野菜を使って、でも大曲の野菜はどこに行ってもおいしいので、結果的に薬膳

までやらなくても栄養学的にニラと牛乳はダメだとか、それは栄養学的な話であるのです。 

 

○富樫委員 

  その通りだ。これ、薬膳という名称をつけてしまうから、今のような理屈になってしま

うのだ。それに書いています、「作り方は普段食べている料理と同じです」と。だから、ネ

ーミングとしては良いわけ。そこまで突っ込んだ考えはないのではないかな。 

 

○佐藤美智子委員 

  薬膳を使って私達ペアーレでこういう事をやっていますというただの PRだと思う。野菜

をそうやって食べるという事は良いことですよね。 

 

○山崎委員 

  ただそれが継続できるかどうかということですよね。 

 

○佐藤美智子委員 

  なので、さっき佐々木さんがおっしゃったように、ペアーレでやればいいじゃないか。 

 

○会長 

  それでは今回の薬膳の会の申請についてどうでしょうか。 

 

○富樫委員 

  賛成なのだが、これはちょっと保留だな。 

 

○会長 
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  では差し戻しという形でよろしいでしょうか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  先ほど申し上げました通り、組み直しやり直しという形、再申請という形だとすれば、

ある程度のご指摘の事項がほしいかなと思います。 

 

○会長 

  どういうところを改善したら良いかという事ですね。 

 

○髙畑委員 

  この事業を継続して、どこまでいきたいのかというしっかりとしたビジョンがあるのか

ということですよね。 

 

○齋藤健太郎委員 

  目的を見ていると大曲薬膳の会という大きいことをうたっているのに、伴っていない事

業のところがあると思うので、やはりそのビジョンですよね。 

 

○会長 

  まず目的のところですよね。どういう風に広げてやっていくのかと。 

 

○藤井委員 

  例えば、アレルギーを持つ子供に薬膳のレシピを使って、そういう親御さんにセミナー

をやったりだとか、やはりそういう波及効果がなければ。 

 

○会長 

  ただ作ってただ食べさせてだけではダメだという事ですね。 

 

○佐々木巌委員 

  公費を使ってやることなので、もっとインパクトのあることがなければダメだというこ

とですよね。継続性も含めてそういうところが欠けていると思います。組み合わせだけで

薬膳という事であれば、講習を開いたりしてやるものでもないのではないか。一時のもの

ではないかと思われます。 

 

○会長 

  今言ったようにもう一度話してくれませんか。では薬膳の会に関してはもう一度考え直

してもらって、それでまた出しなおしてもらうという形でお願いしたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

  続きまして、申請の 3番。大曲農都協議会について。ご意見・ご質問等お願いします。 
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○佐々木巌委員 

  今回小学生の方々に来てもらうという内容のものですけれども、秋田市の子供たちを呼

んで地域の子供たちと交流するという中でミニカマクラを作るという事に関してはある程

度理解はできますが、それが地域の活性化だとか元気作りにつながっていくのかという気

持ちも若干あります。前回の大学生の場合も、大学生を呼んでもそれだけで終わってしま

う、大学生をモニタリングしてそれだけで終わってしまうと。さっき代表の方が来て話し

ていましたけれども、これが即効果のあるものでないという事を自分たちも認めていまし

たよ。そういうところをもう少し検証してもらう必要があるのではないかと思います。 

 

○会長 

  これもやはり去年のものを検証してみるということだと思います。それにイルミネーシ

ョンのものも、角間川のコミュニティ会議のものに１つ出しているだけですよね。花火ウ

イークの実行委員長私やっておりますが、なにやっているか話聞いてみないとわかりませ

んよね。 

 

○齋藤健太郎委員 

  どういう団体なのかこのように書いているのに、実際にやっていることは違いますもの

ね。そこらへんも無理があると思います。 

 

○山崎委員 

  予算的に、レンタカーが 24,840円、高速代金 2台で 2,550円、これで何人連れて来られ

るのですか。バスの代金とは別ですよ。今西根小学校大変と言っているのであれば、内小

友と一緒にやったらいいのではないかと思うのですが。 

 

○佐々木巌委員 

  なので、わざわざ秋田市から子供さんたちを呼んでやるという、わざわざ交流していく

というこれからのビジョンがあるのであれば別ですが、何のために秋田市からわざわざ連

れてくるのかという事がわかりません。 

 

○会長 

  もう一回これは検証と、何を目的にしているのかということですね。養護学校もミニカ

マクラ作っていましたよね。 

 

○佐々木巌委員 

  西根の交通安全協会が最初にやったのがきっかけでこれだけやられるようになってきて

いるのであると思いますが。今年は何をやろうかと考えているところです。 
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○会長 

次と言えば、花火ウイークが問題です。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  そこがちょっと心配のところです。 

 

○三浦委員 

  去年モニタリングで喜んでもらえたというのであれば、その人たちに声をかけて、また

呼べば良いのではないか。一回でやめてしまわないで。角間川のイルミネーションだって、

ここの団体に一括でお願いして、いろいろやってもらえば良いのではないか。 

 

○佐々木巌委員 

  ただ、農都協議会のメンバーというのは多岐にわたっているのです。事務局の人もわか

っていると思うが、大曲の全地域から来ているので。 

 

○会長 

  という事は、継続性をもって、検証してほしいという事ですね。もう一度出し直しとい

うことで良いですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  それでは署名審査的なものでも良いですかね。その点を修正した部分で。どうでしょう。 

 

○会長 

  今、それだけ内容変わっても処理できるのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  ちょっと難しいでしょう。 

 

○佐藤美智子委員 

  ねぶり流しの 8月に間に合えば良いでしょ。そしたら 5万円だけ出したら。わけて出す

というのはダメなの。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  わけてだと 2回の申請になってしまうので。 

 

○本間委員 

  今までやってきているのもあるので、それをある程度見込んでいるのもあると思うので、

今回でダメではなく、次回からというのはどうでしょうか。間に合わないとすると花火ウ
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イークの部分だけですよね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  間に合わないとするとその部分だけですね。 

  例えばこの西根冬祭りのところにいろいろ条件を付けて、OKを出すという事は可能だと

思いますが、決してそうしてくださいと言っているわけではございません。 

 

○会長 

  いずれこのままではまずいという事なので、もう一度出しなおしてもらうという事で良

いですね。それでも、どうしても花火ウイークに合わせてこれをやりたいという事であれ

ば、また処理申請をやり直してもらうと。それでもダメなら仕方ないが。そういう形でよ

ろしいでしょうか。 

 

(全員賛成) 

 

○会長 

  それでは新規事業についてはそういう事でお願いします。 

  続きまして申請の 4番。曲陽会の申請についてはどうでしょうか。 

 

○齋藤誠吾委員 

  去年もお話して、みんなに深く考えるなと言われたことですが、後援の名義についてで

す。後援の中に協議会の名前が入っていますが、この名前を入れることだけは反対します。 

 

○会長 

  まずこの申請についてよろしいでしょうか。これについては全員賛成でよろしいでしょ

うか。 

 

（全員賛成） 

 

○会長 

  次に後援名義についてはどうですか。反対意見が１つ出ましたけれども。他の方どうで

すか。今のところ、後援の名義の中には協議会という名前が入ってますよね。 

 

○齋藤誠吾委員 

  市として、協議会がこういう後援の名前を使うという事を、市が認めているのか。 

 

○会長 

  あまり難しく考える必要ない。後ろから応援しているのだからあまり関係ない。はじめ
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から名前載っているのに、今回載ってなくて、どうしたのだろう、という事になるでしょ

う。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  反論するように感じてしまったら申し訳ないです、先にお詫びしておきますが、本来こ

の地域協議会でやる内容として、地域枠予算の審議ではないです。これはあくまでもつい

での仕事であって。大曲地域の事務の仕事であったり、市の計画であるものであったり、

そういう諮問に対するものであって、審議していただく。また、市長などに対して意見を

述べていただくことのできる、それだけ権限のある協議会であると認識しております。と

いう事から、市と並んで、このような事業を応援する後援をするということについては、

それだけの権限があるものだと感じております。あくまでも私見でございますが、その点

をくみ取りいただいて、判断いただければと思います。 

 

○会長 

  他に何か意見ありますか。去年も同じ内容が出ておりますが。それでは後援名義につい

て、賛成の方は挙手でお願いします。 

 

(賛成多数) 

 

  はい。賛成多数という事でお願いします。 

 

○山崎委員 

  あのちょっと教えてください。予算的な面で、ライトアップの機材の借り上げ料なので

すが、これは毎年かかりますよね。これを買うのはダメなのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  はい。あれを買うとなると、100万円クラスの機材なので、この予算で買うという事は

想定できないものだと思います。 

 

○山崎委員 

  ここで買うのではなくて、別に考えて買えば良いじゃないですか。設置する方法を。こ

れずっと続くのでもったいないですよ。そういう方向性を出してもらって。今年 50万円と

か。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  たとえ買ったとしても、メンテナンス等に掛かるところを考えますと、このままの形が

よいのではないかと考えていたところでありますが。例えば他に補助金とか、国レベルで

あるとすれば、該当するものがあるとすればしたいとは思いますが。やはり文化財関係で
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も補助金がないと。看板１つ作るのにも補助金がないという現状ですので、そういった何

か都合の良いものが出た時にご紹介できたらと思います。今後の検討材料とさせていただ

きます。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。 

 

○藤井委員 

  それから、FMはなびが 8日の日に開局になりますよね。やはりこのように予算もないよ

うですので、PR活動で FMはなびを使ってもらうような形で。結構ほかのところからもテ

レビ局とか来ておりますので、地元のイベントや事業の PRをするために是非やってもらう

形で。 

 

○会長 

  はい。続きまして、申請の 5番。百梅クラブの申請についてはいかがでしょうか。賛成

の方は挙手でお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。それでは全員賛成という事で次に移させて頂きます。 

  続きまして、音楽ボランティア・アダージョの会の申請についてはいかがでしょうか。

賛成の方は挙手でお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。これも全員賛成です。 

  続きまして、NEWストリングスプラザの会の申請についてはいかがでしょうか。賛成の

方は挙手でお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。これも全員賛成です。 

続きまして、申請 8番、「サマーフェスタ inはぴねす」実行委員会からの申請について

はいかがでしょうか。ご意見・ご質問等ありますでしょうか。賛成の方は挙手でお願いし

ます。 
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（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。全員賛成です。以上で地域枠予算の申請について終わらせていただきます。 

  続きまして、議題の３に移ります。大仙市消防団の再編について、でございます。事務

局より説明お願いします。 

 

○事務局（総合防災課 藤田主査） 

  【大仙市消防団の再編について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  ただいまご説明がありました内容につきましてご意見・ご質問等ありますでしょうか。

はい、富樫さん。 

 

○富樫委員 

  この実数とかプロセスについては、現実、消防団員の皆さん方の試算のようなものが掲

示された中での協議の結果といったものでしょうか。 

 

○事務局（総合防災課 藤田主査） 

  この数字に関しましては、実際に消防団員の皆さんにあげてもらった数字でございます。 

 

○富樫委員 

  はい、わかりました。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。はい。ありがとうございました。 

  続きまして、議題の４に移させて頂きます。大仙市地域公共交通計画に係る意見書につ

いてであります。事務局より説明お願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  【大仙市地域公共交通計画に係る意見書について、配布資料に基づき説明】 

 

○事務局（地域公共交通担当 佐々木主事） 

  【大仙市地域公共交通計画に係る意見書について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  以上の説明について、何かご意見等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。この件
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につきましては今説明がありました通り、別紙様式により委員の皆様の意見を取りまとめ

た後、次回の地域協議会において協議し、提出したいと思っているので、どうか宜しくお

願いします。よろしいでしょうか。 

  続きまして議題の５に移させていただきます。地域協議会の運営及び地域枠予算に関す

る問題点・課題についてであります。事務局より説明お願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  【地域協議会の運営及び地域枠予算に関する問題点・課題について、配布資料に基づき

説明】 

 

○会長 

  ただいま説明がありましたこの件について、皆さんより何か質問ありますか。よろしい

でしょうか。この件に関しましても先ほど説明がありました通り、別紙様式により委員の

皆様の意見を取りまとめた後、次回地域協議会において協議したいと思いますので、どう

か宜しくお願いします。 

  大曲地区に関してはⅠ型の事業が０という事で、これは昔からの流れもあると思います

が、大曲地区に関しては役所の方で対応しているという事で。町村地区につきましては、

支所の方からそういうのがあがってきて、それに対応しているという事です。その辺が大

曲地区と他の地区の違いだと思います。そういうところを理解して頂けたらと思います。 

  それでは以上で今日の議題を終わり、その他に移ります。事務局より何かありますか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  次回の会議ですが、３回目の会議です。８月の下旬という事で、会長さんとまだ打ち合

わせしておりませんが、８月の下旬から９月の上旬を予定しております。８月の下旬です

と花火の終わったあたりという事を予定しております。宜しくお願いします。 

 

○会長 

  花火終わってからとか、９月の１週目あたりで日程調整したいと考えております。委員

の皆様より何かありますでしょうか。 

 

○山崎委員 

  協議会に直接関わることではないのですが、ニュース的にまちづくり課の方に申しあげ

ておきますが、病院の近くに立体駐車場がありますよね。毎日柱に車をぶつける件数が多

いとのことです。毎日です。それが一つ。もう一つ、花火大橋ができましたよね。あそこ

の橋のジョイントの部分でリアダウンすると、曲がる直前にリアダウンすると車がずれて

しまう。オートマの車なら良いのですが。それでこの間夕方に大きな事故がありました。

そういったことの報告だけさせていただきます。 
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○会長 

  はい。そういうことだそうなので、気を付けて頂きたいと思います。他に何かありませ

んか。よろしいでしょうか。３０分ほど超過してしまいましたが、他に何もなければこれに

て本日の会議を閉じさせていただきます。長時間にわたりご苦労様でした。 

 

 

 

（午後 ８時３０分 閉会） 
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