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■日  時： 平成２７年１１月５日 
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伊 藤 明 子、 佐々木   巌、 本 間 和 也、 三 浦   尚 
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高 橋 正 人（まちづくり課長）    田 口 美和子（まちづくり課主幹） 

高 橋 靖 弘（まちづくり課主席主査） 田 村 将 悟（まちづくり課主任） 

佐々木   翔（まちづくり課主事）   佐 藤 淳 哉（まちづくり課主事） 

 

■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）地域協議会及び地域枠予算運用の問題点・課題に対する改善策案 

について 
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４ そ の 他 

① 大仙市地域協議会委員全体研修会について 

② 雪対策事業について 

５ 閉  会 
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（午後 ６時００分 開会） 

 

○事務局（田口主幹） 

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、ただ今から平成２７年度第４回大曲地域協議会を始めさせていただきます。はじ

めに、齋藤会長よりごあいさつをお願いします。 

 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

  皆さん御晩でございます。第 4 回の地域協議会という事でご出席いただきまして誠にあ

りがとうございました。再開発事業も完成致しまして、3 日にオープニングという事で FM

のスタジオも移りまして行われました。南街区も全部出来上がりまして、素晴らしい施設

ができておりますので、まだご覧になられていない方は是非ご覧になっていただけたらと

思います。また、花火のシンポジウムも再来年開催されるという事で決定致しました。こ

れで四季の花火構想という事で、春夏秋冬大きな花火が行われることとなりました。この

ように新しい花火構想というものが進んでおりますし、新しい施設もできました。周りか

らは非常に羨ましがられている地域となってきました。ただ、これを有効活用して、経済

の発展に繋げていくかという事は、これからの我々の努力次第だと思いますので、地域を

盛り上げてこれから進めていきたいと思いますので、皆さんの協力宜しくお願いします。

宜しくお願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

  ありがとうございます。それでは次第に移らせていただきます。資料№１－１、地域協

議会・地域枠予算の問題点・課題に対する改善策案一覧。地域協議会に関すること。資料

№１－２、地域協議会・地域枠予算の問題点・課題に対する改善策案一覧。地域枠予算に

関すること。資料№２、大曲地域協議会委員視察研修実績。資料№３、平成 27 年度大仙市

地域協議会委員研修会開催要項。資料№４が平成 27 年度から新しく実施される、雪対策事

業について、でございます。お手元にございますでしょうか。それでは会議に入らせてい

ただきます。このあとの進行については、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、齋藤会長にお願いします。 

 

○会長 

それでは会議を始めさせていただきます。本日、伊藤明子委員、佐々木巖委員、三浦尚

委員、本間委員から欠席の届けが出されております。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、議題に入ります。本日の会議録署名委員を指名します。会議録署名委員は

佐藤薫委員と松塚委員にお願いします。 

続きまして議題の２に移ります。地域協議会及び地域枠予算運用の問題点・課題に対す

る改善策案について、でございます。事務局より説明をお願いします。 
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○事務局（高橋主席主査） 

【地域協議会及び地域枠予算運用の問題点・課題に対する改善策案について、配布資料に

基づき説明】 

 

○会長 

 ただ今、事務局より説明がありましたが、この件に関しましては各支所に配置している

地域活性化推進室とまちづくり課が合同で会議を開催し、地域協議会及び地域枠予算それ

ぞれの問題点・課題に対する解決策を検討してきたという事でございます。また、これま

で 2回開催している各地域協議会の会長、副会長による地域協議会連絡課員からも意見を

いただいて検討しているところでございます。これから説明がありました改善策案につき

まして、委員の皆様からご意見を頂戴したいと思います。委員の皆様何かありませんか。

これについては皆さん、地域協議会を何年かやってきて思うところもあると思いますので、

お話していただけたらと思います。 

 

○松塚委員 

 会長がおっしゃった通り、今までの問題に対してとても鋭く、おそらく今まで委員の皆

さんが思われていた問題についてとても鋭く切り込んでいるなと思いました。特に定義の

部分について、認める、認めないというところについて、具体的にうまく踏み込んだなと

驚いておりました。運用の部分について曖昧だった人に払うお金とか、食べ物についてか

かるもの、すごく最近目立ってきていたので、良い方に正されていくのかなと思っており

ます。地域枠予算の部分については良いなと思っていたのですが、地域協議会に関するこ

とについて面白いと思ったのが、8番の、若い委員の出席率の向上のところ。すみません、

何回か欠席しておりました。行かないといけないと思っていながらも、時間的に厳しいと

いう事を言い訳として言わせていただいておりました。それで②の所の、若者の意見を聞

く方法として、若い人たちの団体と地域協議会の意見交換会を開催すると書いていて凄い

と思ったのですが、これについて聞いてみたいと、確定しているのであればその辺を教え

ていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

 実際これはまだ確定しておりません。これはまだ案という事ですので確定はしておりま

せんが、四ツ屋のコミュニティ会議の中で、それと青年塾と一緒になっていろいろと意見

を聞く場を設けているという事で、そういった形が理想でないかと、そういった形をイメ

ージしながら他の地域のものも取り入れていったらどうかと考え、入れさせていただきま

した。 

 

○松塚委員 

 若い人たちの団体と地域協議会の意見交換会という事でとても面白い事になる予感がし
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ているのですが。今までいろんな意見が出てきていて、若い人の意見を聞くとか、聞かな

ければならないとか、いろんな提言が出てきていたのですが、それがいったいどこの課が

主体的にやってきていたのかという問題があると思います。そこで開催を検討するではな

くて、開催すると書いていたので、よっしゃ！と思ったのですが。是非まちづくり課で実

施していただきたいと思います。その際には私も健太郎さんも髙畑さんも喜んで参加しま

すので、宜しくお願いします。以上です。 

 

○会長 

 ありがとうございました。他にありませんか。佐藤美智子委員。私達、連絡協議会に出

ていますので、大曲地域とその他の地域の違いといいますか、そういったところを含めて

佐藤美智子委員から何かあれば。 

 

○佐藤美智子委員 

 先日、齋藤会長が出席できなくて、私が 1人で出させていただきました。皆さんさっき

おっしゃっていたように、四ツ屋地域では若者、あとは女性の登用をどうしたら良いのか

という問題があります。すごく頑張ってやっている地域と、お金をどうやって捻出したら

良いかと考えている地域があります。ある意味ではすごく勉強になりました。そこで１つ

気になったのが、例えば大曲では売名行為なのか、もしくは自分たちの利益の為か。でも

みんな真剣に考えますよね、意見を出して。どうやったらより良い地域協議会になるか、

私たちの役目はなんなのか、そういう風なことを私たちは考えて、それで意見を交換する

と。それでも一番びっくりしたのが、さっき会長が言いましたけれども、単発の事業であ

れ、なんであれ、地域的に単発でも出せればやる気が出るのだから、それはそれでお金を

出してあげたらよいというその地域の考え方だと思いますが、単発の事業で、はい 30 万、

はい 20万だとか出していけば破産してしまいます。案の定、全部お金を出してあげていれ

ば、9月とかの時点でもうお金がありませんという状態になってしまいます。なので、連

絡協議会で、うちはお金が無くなりましただとか、まだ余っていますとかではなくて、落

としどころをどこにするかという事が１つ。それと、コンセンサスを取る必要があるのか

という事が１つ。そういう事が勉強になりましたし、つくづく皆さんに感謝したいのが、

大曲は真剣にシビアに意見を出している皆さんが集まってくださってありがとうございま

すという事です。あと、女性に関してはここに書いてありましたが、女性は集まらないの

で集まるためにはどうしたら良いかという質問だと思いましたが、女性が高いという事は

どういう事かという事です。あともう 1つ余談になりますが、若者でも女性でも、大曲地

域の話ではないのですが、町内のために何かやろうと案を考えて出した時に、若いお父さ

んたちが出した時に、子供たちに交通安全を教えようとなりました。その時に予算を 2万

円下さいと言いました。そこで老人の方が、そんなのに 2万円を出す事はないと言いまし

た。集まるのかそんなもの！と散々に文句を言いました。それで会議の時に、老人会では

決算書が出ていませんが、となった時に、前年度にならってやっているものなので何に使

っているかを話す必要がないと言いました。そこが若者とご年配の方とうまくやっていく
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ためのポイントなのかと思います。以上です。長くなりました。 

 

○会長 

 私が大曲地域と他の地域の違いを考えるとすれば、大曲地域は事業ありきで、他の地域

は予算ありきなのかと思います。極端に言えば、500万を使うために何に使うかと。大曲

地域は積み重なっていっていると思いますが、他は 500万を何に使うかという事です。 

 他にありませんか。意見はだいぶ網羅されていると思いますので、またまとめていって

出していければと思っています。それで連絡協議会がまた 20日にありますよね。その時に

またいろいろな意見が出ると思います。 

 それでは協議の３に移らせていただきます。平成２７年度大曲地域協議会委員視察研修

についてであります。事務局より説明をお願い致します。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【平成２７年度大曲地域協議会委員視察研修について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

 ただ今説明がありましたが、この事務局案というところでなくて、こうしたら良いとか

いうのがなにかありますでしょうか。何もなければこのままの案で進めていきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。はい、それではこの件に関しては事務局の説明通り進めてい

きたいと思います。開催日に関しては後ろに日程が載っていまして、前に私が相談を受け

ていまして、2月 2日の 1時半が良いのではないかとなっていまして。平日の 1時半で、2

日 3日となっています。それで 3日が既に満席です。2日もぎりぎりです。なので、2日と

いう事で進めていきたいと思いますがいかがでしょうか。2月 2日。雪がどうなっている

かわかりませんが。2月 2日で皆さんの方に案内を出したいと思いますのでよろしくお願

いします。なので、12時半頃出発して、講演を見て、帰ってきて、市長との意見交換会と、

ちょっと遅いですが新年会を兼ねて懇親会をしたいと思いますのでよろしくお願いします。

よろしいでしょうか。ここ最近、7人 8人という状況が続いていますので、なんとか 10人

以上お願い致します。あと、申し訳ありませんが、予算がないので料金に関しては個人負

担となりますのでよろしくお願いします。 

 それでは次に議題の４に移ります。平成２８年度大曲地域協議会委員研修について、で

あります。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【平成２８年度大曲地域協議会委員研修について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

 今の説明でわかりましたか。来年度予算で今要望すると、市の方で予算を付けてくれる

という事ですよね。なので、例えば他の地域に行って頑張っている団体を見てみたいだと
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か、そういう地域に行ってみたいとかがあれば。これいつまでですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

 11月の中旬になりますと予算要望が始まります。あとで皆さんの方に用紙をお送りして

見ていただければと思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

 旅費や、そのようなものを予算要望することになると思いますが、通る・通らないは勝

負の行方次第だと思います。まずしっかりと内容を決めないと予算要望もできないと思っ

ていますので、そういった意味で皆さんにお願いしたいという事です。 

 

○会長 

 今、急に言われてもわからないところがあると思うので、さっき言ったようにあとで委

員の皆さんに用紙をお送りして、それに書き込んでもらう形で。このような形でよろしい

でしょうか。宜しくお願いします。 

 

○山崎委員 

 テーマ的には何でも良いのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

 基本的にはその地域協議委員としての研修なので、皆様の活動に結びつくものといえば

結構広い範囲で考えられると思います。 

 

○山崎委員 

 大曲・大仙には何もないので。このままで良いのだろうかと疑問を非常に思っているし、

自分も長野県を 3か所回ってきたのですが、全然発想が違いました。なので、そういう意

味ではまちづくりというか、大曲地域と他の地域との差があったように、全然違うなと感

じたので、ちょっと貯めこんでいたものを出したいと思っていました。あとで意見調整さ

せてください。 

 

○会長 

 はい。よろしいでしょうか。 

 それではその他に移ります。大仙市地域協議会委員全体研修会について、であります。

事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【大仙市地域協議会委員全体研修会について、配布資料に基づき説明】 
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○会長 

 ただ今説明がありましたが、委員の皆様よりご意見・ご質問ありませんでしょうか。特

別ないようですので、11月 28日土曜日。委員の皆様沢山のご参加お願い致します。 

 続きまして、雪対策事業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（田口主幹） 

【雪対策事業について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

 ただ今説明がありましたが、委員の皆様よりご意見・ご質問ありませんでしょうか。 

 

○佐藤久美子委員 

 実は 9月にこの資料をいただいて花館で担当の方に来ていただいて説明を受けたのです

が、その前の広報の内容が難しくてよくわかりませんでした。特に高齢者の方は難しいの

ではないかと思いながらこれをいただいたので。聞かれればある程度は説明できるのです

が。私が前聞いたときは締切りが早かったのですが、申込みがあまりなかったみたいなの

で伸ばされているのでしょうか。 

 

○事務局（田口主幹） 

 モデル事業ですので、今年度 20団体想定しております。現段階ではまだ 11団体しかき

ておりません。花館地区からも１つございましたが、道路除雪につきましては機械除雪の

関係もありますので既に締切り致しましたが、間口ですとか屋根の雪下ろしに関しては 12

月末までとさせていただいております。 

 

○会長 

 よろしいでしょうか。はい、山崎委員。 

 

○山崎委員 

 実態的に市の方ではどこまで把握しているのかという疑問があります。大曲のまちの場

合、私たちが住んでいるあけぼの町はまだ良いのですが、駅前からまっすぐ来る道に住ん

でいる方の 1年の除雪費用、1人世帯のモデルにして良いと思います。だいたい 70万、80

万掛かっていますから。それでどちらかというと年金生活をしていると思いますが、自営

をされていたという方が多いでしょうから、旦那さんが働いていれば別ですが、なかなか

1人世帯では対応できない状態のようです。なので、そこら辺をどう対応していくのかと

いう事です。雪に対しては本当に対応していく必要があると思います。我々の世代もあと

何年かでその世代に入るわけですよ。そうなってくるとそういう世帯がさらに多くなると

思います。なので、モデル事業なわけですから、このようにしたという結果も必要になっ

てくると思います。コミュニティのブロック割りしているところでも呼びかけますが、非
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常に大変だと思います。 

 あと、私たちの事例ですと、冬は短期ショートステイで施設に入ってしまうと。それで

雪は積もりっぱなし。それで町内に連携を取っておけば良いのですが、知らぬ間に雪がい

っぱいになってしまって、町内でおろさなければいけないという事例が結構あります。な

ので、この雪対策は非常に難しいと思います。 

 

○佐藤久美子委員 

 町内でやっているところがある程度まとまってやっていると使えるのですよね。バラバ

ラだとダメなのですよね。それの融通がきかないというか、集まらない、地域がまとまら

ない。うちは使うけど、別のうちは使わないというのがあって難しいようでした。 

 

○山崎委員 

 私の所では川からの風が非常に強いので、平らな屋根でも雪が飛ぶなとふみました。こ

れが全く飛ばなくて、まくれ上がって、かえって危険です。2メートルから 2メートル 50

センチくらい積もります。場所によります。 

 

○事務局（田口主幹） 

 佐藤久美子委員が今おっしゃった、自治会なんとか町内会というところが、全部まとま

らなくても良くて、町内が 20件あるとすれば、そのうちの 5件が一緒にやりましょうとい

うのがあって、そのうちの 5件に高齢者や障害者の方がいらっしゃったりという形であれ

ば。それに隣同士でなくても大丈夫なのでお願いします。 

 

○会長 

 はい、松塚委員。 

 

○松塚委員 

 この制度については非常に良いと思っていたのですが、この資料について、これは市民

向けの資料ですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

 そうです。各市民向けに作った資料であります。 

 

○松塚委員 

 もう刷ってしまっているのであれですが、可能であれば簡単なこの事業の概要があれば

良いなと思いました。例えば除雪が行き届かないところにおいて地域がまとまると助成が

おりる制度ですとか、まず頭にその概要があれば内容を読んでいけると思います。それが

ないまま読み進めていってもレベルがきついのかなと思います。なので、その最初の部分

だけあれば非常に良い資料になると思います。 
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○事務局（田口主幹） 

 ありがとうございます。頑張ります。 

 

○会長 

 他にありますか。 

 

○佐藤美智子委員 

 去年まででしたか。1人世帯のところで、8000円出せば間口の雪寄せをしてくれるとい

う制度ですが。あれはどれぐらいの人が利用していましたか。どの地域での利用が多くて、

どれくらいの人が利用していたか。 

 

○佐藤久美子委員 

 社協で補助していたのです。社協で 5000円、花館地区社協でプラス 3000円を社協が出

していました。個人負担がないものもあります。申請できる人が非常に限られている。収

入がない人。それで除雪車が置いて行ったゴロンとした雪の塊だけを寄せるとか、いろい

ろあります。 

 

○佐藤美智子委員 

 どのような事業でもターゲットとかありますよね。どれぐらいの人を見込んで、どうい

う趣旨なのかなと。ただ 70歳以上と言われても。私もそろそろ 70歳なるし。例えばね。

69歳だとダメなのか。本当に素朴な疑問です。親戚がいるけど遠くてとか全ての例外も踏

まえた上でやっていると思いますが、それでも当てはまらない場合も結構あるのかなと。

その時の例外ってあるのかなと。非常に難しいところだと思いますが。その基本的なとこ

ろは去年まではどうだったのかなとちょっと思いました。今わからなくても大丈夫です。

町内会に出向きますと聞いたので。担当者が。なので、関心のある町内は役所の人に来て

もらって説明を受けた方が良いと思います。 

 

○事務局（田口主幹） 

 26年度の利用者数ですが、大仙市全体で 462人いらっしゃいます。出動回数が 12626回

なので、1人当たり 30回くらいです。それで、料金は、先ほどおっしゃられたように、所

得割ですとか生保だったり、非課税世帯だったり、いろいろで今年も変わらないのですが、

昨年まで利用されていた方に関しては、今年このように変わりますというところを説明さ

せていただいております。 

 

○会長 

 よろしいでしょうか。 
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○藤井委員 

 前に県の主催で、山内の山の方と、大森の方で、自主的に雪下ろししている方の話を聞

きました。そこで、雪の降らない地域で息子夫婦がいて、経済的にもしっかりしている人

がいると。しかし、こっちの雪の降る所にはお年寄りだけがいると。その場合は対象にし

ないと。だから 1人暮らしと言いながらも、どこかに経済的に豊かな方がいらっしゃれば、

その中で助け合った方が良いのではないかと。やはりそういう趣旨のもとでやっていまし

た。だからそこらへんが難しいのですよね。なので、空き家とかもそういうところに引っ

かかってくると思います。山間部なので、助ける方も同じ年代だと思いますが、やはりそ

ういう形でないと回っていかないと。世話好きな人がいないと。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

 この雪の事業に関しては今回モデル事業としてやります。それで 20 団体を目標にして、

それで検証を行って、次また変えていくと。2年間モデル事業としてやっていくので、2年

目には団体の数も増やしてやっていく予定で、3年目以降は本格施行という形でやってい

く予定で考えています。なので、このままずっと行くというのではなくて、皆さんの意見

ももちろん、携わっていただいた方の意見も交えながら、改善していこうと考えていると

ころであります。 

 

○会長 

 はい、よろしいでしょうか。 

続きましてその他ですが、事務局よりお願いします。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

 提案です。先ほど地域枠予算の中で、大曲地域はⅠ型の事業がないという事で、Ⅰ型の

事業は市が行うものという事で、例えば緊急的なもの危険回避のためのもの等というのは、

大曲地域ではまちづくり課。本庁がある地域という事で、一般予算で対応しているところ

です。地域枠予算で対応するという事を考える前に、担当課の方にその内容を示していた

だいて、一般予算で対応していった結果が、Ⅰ型の事業がないという事になっております。

逆に今やらないと大変なことになる、命の危険があるといった事のみに対応してきたと思

っております。地域づくりのためにやらなければならないという事ではなくて、こういう

事をやって賑わいを作っていきたいというものはやってこなかったという現状であります。

なので、ここでⅠ型の事業を使った大曲地域の賑わい作りのような事業を考えたいと思っ

ております。1つの例ですと、会長の話にもありました、大曲地域にヒカリオがオープン

しました。そこに広場があります。そこの広場を使った事業を、大曲地域協議会又はまち

づくり課で賑わい創出の事業を考えていきたいと思っております。いずれここに挙げて皆

さんに審議をしていただいて、という流れになると思います。また、こういう風にしたら

良いのでないかと皆さんからの意見も頂戴したいと思いますので、28年度の皆さんの研修

の内容と合わせて、こういった事業はできないのかといった内容も頂戴したいと思います。
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以上です。 

 

○会長 

 よろしいですか。大曲地域は予算の執行率が 58％という事で、まだ予算に余裕があると

いう事もありますので、せっかくそのような施設もできたので、イベントとかイルミネー

ションとか、そういうものができれば 1つのまちづくりにつながるのかなと思います。そ

の地域枠予算を使って何かできないかという事ですよね。それについても皆さんに意見を

頂戴するような用紙を準備しますので、何か提案していただけるよう宜しくお願い致しま

す。3月までですよね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

 そうです。3月末までに完了する事業で。必ず大きな事業の必要はないので、様々な意

見があると思いますので。屋内でも屋外でも。様々な意見を頂戴したいと思います。私の

考えでは、あのような広場ではこういう事も出来るのだという事を見せたいという気持ち

もありますのでお願いしたところです。あそこは雪も解けます。 

 

○会長 

 この前もやったのですが、福祉棟側に画像を映せば、会議所のところが段々になってい

ますので演奏も見ることができます。 

 この時間のない中ですがお願い致します。なので、次の協議会のところでその話をして

やっていきたいという事ですね。 

 

○山崎委員 

 花火の所の土手ありますよね。河川に降りていくところの階段ありますよね。あそこは

どこの管轄ですか。 

 

○会長 

 建設省。国交省。 

 

○山崎委員 

 市で委託されているわけではないのですか。 

 

○会長 

 基本的に国交省です。 

 

○山崎委員 

 そうなのですか。非常に危ない階段が 2か所あります。 
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○会長 

 それは市や会議所から言ってあげれば良いです。 

 

○山崎委員 

 非常に危ないです。というのは、階段にポールを立てますよね。そこのポールが今ない

のですが、その時の蓋の仕方が 2か所逆なのです。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

 調査します。 

 

○会長 

 他にありませんか。それでは次回。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

 次回の第 5回地域協議会につきましては、1月の下旬頃を予定しております。 

 

○会長 

 皆さんに回答してもらう事も沢山ありますので、その資料も事務局の方より遅らせて頂

きます。それではないようでしたら以上で会議を閉じさせていただきます。長時間にわた

りお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

（午後 ７時３０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 

 

 

 

 

 


