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（午後 ６時００分 開会） 

 

 

○事務局（田口主幹） 

  それではただ今から平成 27年度第 5回大曲地域協議会を始めさせていただきます。まだ

お見えになっていない方もいらっしゃいますが、定刻になりましたので始めさせていただ

きます。始めに齋藤会長よりご挨拶お願いします。 

 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

  皆さん御晩でございます。第 5 回の地域協議会となりまして、本日は沢山の皆様にご出

席していただき、ありがとうございました。今日は出席率をあまり気にせずにできるので

良かったなと思っています。今年は非常に雪が少ない冬でありまして、除雪等で仕事が減

っているという方もいらっしゃると思いますが、皆さん雪寄せをすることも少なく、楽な

冬を過ごしているのかなと思っています。再来週あたりから本格的に冬祭りが始まる地域

もあると思いますが、うちの地域の「川を渡るぼんでん」も今年は雪が少なくてどうなの

かなと思っております。何年か前の雪が少なかった時に山を登るのに難儀をしたこともあ

りまして、果たしてどうなるのかと楽しみにしているところでもあります。是非皆さん、

各地域の冬祭りなどにも積極的に参加していきたいと思っていますので、どうか宜しくお

願いいします。 

  あと、再開発事業、病院を核とする事業が完了致しまして、非常に素晴らしい施設が完

成しております。ただ、カウントダウン花火などもやりましたが、なかなかヒカリオイベ

ント広場を使った事業とか、賑わいの創出というところが図られていないところがありま

すので、今日皆さんに提出していただいた内容もありますので、うまく活用して、街を盛

り上げていけたらなと思っております。 

  あと、国際花火シンポジウムが来年に決まりまして、4月の 23日から 1週間、外国の花

火の学者の方々、花火の関係者の方々を招いて、会議を行う事になっています。4月 29日

にはプレ大会という事で行われることになっています。これを通年続けるという事で、四

季の花火構想という事で、夏の本大会を中心に、秋には昨年からやっている秋の章、冬は

花火コレクション。それで春の章という事で、春夏秋冬大会があるという事になります。

これをうまく活用して、地域経済の発展に繋げていければと思っておりますので、皆さん

のご協力宜しくお願いします。今日も皆さんの活発な意見を頂戴して進めていければと思

っておりますので、どうか宜しくお願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

  それでは会議に入らせていただく前に資料の確認をさせて頂きます。始めに次第、資料

No.1、第２次大仙市総合計画基本構想（素案）。これは以前にお配りしたものでありますが、

本日新たに地域編をお配りさせていただいております。資料 No.2、大曲ヒカリオイベント

広場活用事業。資料 No.3、地域協議会及び地域枠予算見直しの結果報告書。以上でござい
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ます。お手元にない場合はお知らせください。では、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、齋藤会長に進行をお願いし

ます。 

 

○会長 

それでは会議を始めさせていただきます。本日は齋藤健太郎委員と、松塚委員から欠席

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させていただきます。 

次に次第３、議題に入ります。会議録署名委員を指名します。会議録署名委員は佐々木

巌委員と藤井隆夫にお願いします。 

続きまして議題２に移ります。第２次大仙市総合計画基本構想（素案）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（総合政策課 鈴木主任） 

【第２次大仙市総合計画基本構想（素案）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、第２次大仙市総合計画基本構想（素案）につき

まして、委員の皆様からご意見、ご質問等いただきたいと思います。何かありませんか。

せっかく鈴木さん来ておりますので、是非何点か質問してください。感想でもなんでも結

構です。素案という事はまだ直したり、項目入れたりとかできるのか。 

 

○事務局（総合政策課 鈴木主任） 

 はい。そうです。本日、事前にお渡しさせていただいた資料というのは、これでも少し

ボリュームがあるのですが、第 1編の総論と、第２編の各論をまとめたものを今私の手元

に持っているのですが、だいたいこれだけで 170ページ近くあります。かなりボリューム

が出ています。ちょっと細かいお話をさせていただくと、2月の上旬に臨時議会がありま

して、その際に内容を議員の先生方にお示しをさせていただいて、ご意見をいただいたも

のを反映させていただいて、内容を修正させていただく予定となっています。 

 

○会長 

 はい。よろしいですか。 

 

○齋藤誠吾委員 

  一つよろしいですか。これでいけば、財政的には成り立つのか。人口は減るだろうし、

財政の見通しとしてね、市が成り立つのかと。見通しの中でこういう計画ができているの

かどうかと。 
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○事務局（総合政策課 鈴木主任） 

  今のところ、計画の中で財政がこれからも厳しくなっていくと予想しています。です

ので、今後 10年間の財政見通しというものを、今日の資料で配布していませんが、概算

でこれからの 10年間の財政見通しというものを数値で具体的にわかるように盛り込む

予定となっております。 

 

○齋藤誠吾委員 

  前にもどこかの調査で、秋田県の市町村のうち大潟村は残るが、残りは市町村として

成り立たないというような言い方をしたデータがどこかで発表されているわけですが、

それに対して大仙市は、いやいや大丈夫だよと言うのかという事を聞きたい。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

 今の質問に対しては市長が答えるようなものだと思いますが、この計画にありますよ

うに、人口減少というのは加速的に進んでいくという推測の中で、これをいかに緩やか

にするかというのが最初の課題なのかなと思っております。それでそういったものを進

めながら、大仙市として成り立っていくように進めていくという内容でありますので、

今からこうやっていくから大丈夫という事を言わなくてはいけないと思いますが、こう

いった計画に基づいて市が成り立っていくように進めていく計画だという事を認識して

頂ければと思います。 

 

○会長 

  よろしいですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  それから補足と言いますか、地域振興計画について若干説明させていただきます。先

ほど鈴木の方から説明がありました通り、この後議会の方に説明をしてご意見を頂戴し

ます。その後地域振興計画、今年度皆さんに 1回お示しした内容が今回盛り込まれてお

りますが、その中に各課の目標数値等入れたものを次回の地域協議会の前に皆さんにお

配りして、地域振興計画としては最終の決定を皆さんから頂戴したいなという風に思っ

ております。また、来年度からは、これもまた後程説明しますが、地域協議会としてこ

の地域振興計画の中にある事業、目標数値等がいかに進んでいるかなどといった検証も

皆さんにおこなっていただきたいと思っておりますので、この点もどうかご理解いただ

けるように宜しくお願い致します。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。私から１つだけ。やはり総合計画になると、どこの地域

にも通じるような内容になっている部分もあると思うので、もうちょっと大仙の特徴と

いうところをなるべく盛り込んだ方が良いと思いますので、お願いしたいと思います。
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他によろしいでしょうか。 

 

○藤井隆夫委員 

  私も去年の 6月から、四ツ屋地区のコミュニティ会議の中にある新しい地域ビジョン

を作るプロジェクトチームを立ち上げまして、全部で 15人いるうち若い人が 9人入って

おりまして、色々考えているわけですが、自然面のところではなんともできないのです

よ。健康管理の部分とか。それでは、定住とか、いわゆる社会面の転出と転入の関係で

すね。それでとりあえず四ツ屋地区の 6年を調べてみたら、転入が多かったのが 3年で、

転出が多かったのが 3年で。これだったら何かできるのではないかと思いまして、若者

が定住する地域づくりのために何をやるのかというところを 1つの柱としてまとめたわ

けですが、たまたま四ツ屋に若い人の団体があるものですから、やはりその人達が若者

を呼び込んでという現象もあるし、そのための地域外への情報発信もありますし、そう

いうところに力を入れましょうと。転入・転出というのはやはり若い人たちが比較的多

いので、そういうのがやはり少子化にもつながるし、一緒に暮らすことのできない老人

だけの世帯が増えているのにもつながっていると。高齢化と少子化は表裏一体のような

ところもありますので、若い人の定住というところに焦点を当てた方が良いのではない

かという事でやりました。今回も地域編の中にそういった部分も入って、若い人にター

ゲットを絞っていろいろな施策を打っていくというのが、方向的には良いのではないか

と思います。自然面のところではやはりどうしようもないところもありますので。そう

いった方向が良いのではないかと思っております。 

 

○事務局（総合政策課 鈴木主任） 

  実は私も先ほど大仙市の定住に関するデータを見ていたのですが、30～34歳までの方

の 15年前の人口を 100%とした場合、現在の定住率が 80%近くでしたので、結構高い方だ

と思います。ただ、一方で 20%の人は県外市外等に流出している状態でありますので、

やはり若い人たちの力というのはこれからの大仙市を、大曲を担う人たちですので、そ

ういった方に地元に残っていただくような施策というものに力を入れていきたいと考え

ております。 

 

○会長 

  はい。他に。よろしいでしょうか。それでは議題２については終了させていただきま

す。続きまして議題の３に入ります。大曲ヒカリオイベント広場を活用した事業につい

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） 

【大曲ヒカリオイベント広場を活用した事業について、配布資料に基づき説明】 
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○髙畑委員 

【大曲ヒカリオイベント広場を活用した事業について、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。まずは委員の皆様から地域枠予算を活用した事

業について、最初に説明があった他に何か提案とか意見とか出していただければと思い

ます。なければ、今髙畑委員より事業実施の概要がありましたが、この事業については

いかがですか。ないようならこの方向で了承したという事になりますが。よろしいでし

ょうか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  補足をさせていただいてよろしいでしょうか。先日、別件で市長協議がありまして、

その中でヒカリオのこのイベントが地域協議会として、また、まちづくり課も一緒にな

ってやりたいという事をお話させていただきました。市長からは、まず地域協議会の活

動としていつも課題をあげられるのですが、地域枠予算の審査だけではなくて様々な活

動に結び付けていただきたいというお話がある中で、今回地域協議会としてこのような

活動をしたいと報告をさせていただいたところ、是非やっていただきたいというお話を

いただきました。また、最初に齋藤会長からもお話がありましたように、ヒカリオオー

プニングイベントのあと、なかなかイベントに使われているという状況がなかった事か

ら、まずは大曲の、大仙市の顔であり、玄関口であるこの広場を活用した事業をこの地

域協議会で、また初となるⅠ型でございます。この 10年地域協議会、地域枠予算を平成

18年からやっておりますけれども、初のⅠ型となりますことも市長にプレゼンさせてい

ただきました。是非これを成功して、いろいろな団体で使われるイベント広場でござい

ますので、次の呼び水にもなるのではないかと思いますので、是非これをやらせていた

だきたいという事でお話しさせていただきました。髙畑委員、松塚委員、齋藤健太郎委

員からの若い 3人の方々からの提案という事もありますので、是非このまま進めさせて

いただきたいという事でございますので、他の委員の方からもご尽力いただく部分もあ

ると思いますが、宜しくお願いしたいと思います。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。今提案があがった事業について、皆さんから了承を得た

いと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。全員賛成です。 
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○齋藤誠吾委員 

  賛成ですが、ちょっと教えてください。このイベント広場を使うための申請をどこに

して、誰が許可をするのかというのは。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  こちらの広場はですね、ＴＭＯ大曲ですね。管理という形になっておりまして、そち

らの方に使用の申請を出すという形です。それでイベントの内容を申請して、許可が下

りるというこれからの流れとなります。ただイベント自体がまだやっていませんので、

これがおそらく初めてになるのかと思います。管理はＴＭＯです。 

 

○佐藤美智子委員 

  一つだけ質問させてください。このコンサート出演団体の報償費というのは、今例え

ば 1団体 10万円とかなっていると思いますが、さらに盛り上げるために出演団体を 2つ

とか 3つとかに増やした場合は、どうなりますか。 

 

○髙畑委員 

  出演団体の謝礼金の部分に関しまして、確かに流動的になるかもしれませんが、現在

想定をしているところで 3組です。この話が確定しないと出演者にもオファーすること

が出来ないと思うので、正確に確認はとっておりませんが、事前に調査した情報による

と、最高でも 1団体 2万円という金額になっているようなので、それを最高額として考

えたところです。時間に関しては、3月でそこまで暖かくないので、これくらいの時間

にコンパクトにする必要があるのかなということで、組数を考えたところであります。 

 

○佐藤美智子委員 

  このタイムスケジュールを見た時に、タイトにこのスケジュールを行うとなると結構

大変だと思います。タイムスケジュールに対して 3組と言ったと思いますが、それで本

当に良いのかなと思います。髙畑君が言ったように、終わりが遅くて寒いとならないよ

うに考えながら組数も考える必要があると思います。 

 

○佐藤久美子委員 

  高校生をボランティアで募ると書いておりますが、3月下旬となると高校生は既に卒

業しているタイミングだと思いますが、来るとすれば在校生の 1年生と 2年生になると

思います。だとすれば、学校側とうまくやらないと学校側にダメと言われる可能性もあ

ると思います。市として行うイベントでありながらも、教育委員会とかが協賛して行う

イベントとして、何回かお願いにあがらないといけないと思います。今流行りの、ツイ

ッターで募集して高校生が集まったからといって、簡単にできるものではないと思うの

で、そこら辺は丁寧に段取りをしていただけたらと思います。 
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○会長 

  意外と難しいですよね。言葉では高校生を参加させると簡単にいえますが、いざやる

となると結構ハードルが高いです。特にこの時期は学年も変わるし、先生も変わるので、

時期的には結構難しいタイミングだと思います。なので、前々から話を進めていかない

と難しいと思います。あと飲食ブースとかもどのように考えていくかも大事だと思いま

す。いずれにせよ、このような形で進めていくわけとなりますので、進行状況等につい

て委員の皆様に報告していきますので、ご意見をお願いいたします。 

他に何かありますか。あと、実施体制ですが、事業実施班が関係団体と調整を進めて

いくという事ですが、市も一緒に進めていくという事でよろしいんですよね。 

 

○事務局(まちづくり課長) 

  もちろんです。是非一緒にやらせてください。 

 

○会長 

  まず一緒にやってみるという事でよろしいですよね。 

 

○事務局(まちづくり課長) 

  あまり無理をしないで、出来る範囲でお願いいたします。 

 

○会長 

  あと、地域協議会の委員会ですが、今日が終われば次はしばらくないと思います。な

ので、随時準備の報告は皆さんにできる体制をとっていただけたらと思いますので、宜

しくお願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  今話がありましたように、このあと実施班の中で、皆さんからいただいた意見を協議

しながらイベントを作り上げたいと思います。出来上がったものを、次回 3月上旬に第

6回の地域協議会を行いたいと考えております。その時に全体のタイムスケジュールで

すとか、地域協議会の皆さんに協力していただく部分の役割分担ですとか、予算の詳細

ですとか、こういったものをその地域協議会でお見せしたいと考えております。準備の

進行状況については皆さんに随時お知らせしながら、進めていきたいと考えております

ので宜しくお願いします。 

 

○会長 

  続きまして議題の 4に移ります。地域協議会及び地域枠予算見直しの結果報告につい

てであります。事務局より説明をお願いします。 

 

【地域協議会及び地域枠予算見直しの結果報告について、配布資料に基づき説明】 
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○会長 

  ただいま事務局より説明がありました。委員の皆様からご意見等ございませんか。 

  すみません。私から質問させていただきます。連絡協議会の時に、3年を目途に検証

するという事でなっておりますが、そうすると今まで継続してきたものをいっきに全部

検証するという事になるのですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  はい。全部やる予定です。来年度一年度かけて全部やりたいと考えております。検証

することで改善策が出てくると思いますので、そちらを団体の方に示しながらマンネリ

化を防いでいきたいと考えております。 

 

○会長 

  もう一つ、連絡協議会でも出ましたが、誰か第三者が見に行って検証することも必要

だとなってくると思います。一気にやるのでなく、段階的にやるのも大事だと思います。

ずっと継続してやっている団体を一度も誰も見ないで検証をするのはできないのではな

いかと思います。なので、この事業はまだ誰も見てないから、誰かが行って見てくると

か、そういったことが必要なのではないかと思います。なので、事業によって検証の仕

方も変わってくると思います。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  はい。わかりました。 

 

○会長 

  他に何かありませんか。はい、佐藤委員。 

 

○佐藤久美子委員 

  6ページの地域協議会の情報発信と周知のところで、改善方法の 3番で、会報には委

員の情報を顔写真付きで紹介するとありますが、それは不要ではないかと思います。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  委員の皆様の会報となりますので、皆様が不要という事であればそういった対応でい

きたいと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

  さっきの話に戻りますが、検証シートのあり方を模索した場合に、会長の言ったこと

が正しいと思います。ただ、2つのやり方があると思いまして、こちら側から検証する

方法と、向こう側の申請者側がこれからどういった方向にもっていきたいかという事を
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改めて考えるタイミングを作らせることが必要だと思います。なので、これからはこう

いったことで検証しますよとお知らせしておいて、実際に団体の皆さんに考えるタイミ

ングを作らせるのが大事だと思います。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  検証の方法ですが、私どもも同じように考えておりまして、やはり団体の方には前も

って、来年度からはこういった検証を行いますよと伝えておく必要があると思います。

来年度早々申請する団体もありますので、今年度中にそういったものを、これまで申請

してきている団体に対してはお伝えしたいと考えております。 

  あとは、自己評価の部分に関しては、他の地域の支所とも連絡をしながら、検討して

いきたいと思います。 

 

○佐々木巌委員 

  この検証シートですが、例えば 28年度に申請が早速あがってくると思いますが、それ

を 28年度中に行うという事ですか。受け付けた時点で検証するという事ですか。28年

度になって早速継続事業が申請されてきて、それを受け付けた時点で検証するという事

ですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  そうです。 

 

○会長 

前にも話したかもしれませんが、大曲地域ではイベント系の事業が多いです。しかし、

他の所ですと、わりと、なあなあになっている部分もあると思います。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  今までは実績報告書を出してもらって、それを見たりとかして検証してきましたが、

これからはそれに加えて、検証シートを使って行うということになります。 

 

○佐々木巌委員 

  結構時間がかかりますよね。 

 

○会長 

  仮に大きく言えば、前やった事業で、100人集まっていたものが、今となっては 10人

になっていたといったことがなければ大丈夫なのですよね。なので、あまり細かくやる

必要はないのかと思います。先ほど話をしたように、実際にそこにいって雰囲気を見て

くることが大事だと思います。盛り上がっているかどうかとか。なので、今のチェック

に関して、市役所ともう一度相談して詰めていきたいと思います。もう一回地域協議会
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がありますので、もうちょっと詰めていきたいと思います。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  このチェックシートについて、もう一度検討し直したいと思います。 

 

○会長 

  今のチェックシートはありますが、基本的にこのガイドラインに沿って地域枠予算の

運用を進めていきたいという事でありますので、そういうことで宜しくお願いしたいと

思います。 

  それでは続きまして、その他に移ります。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  【大曲地域協議会研修会について説明】 

  【平成２７年度地域づくりイベントスケジュールについて、配布使用に基づき説明】 

 

○会長 

  ただいま事務局より説明がありましたが、委員の皆様よりほかにありませんか。よろ

しいでしょうか。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４５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 

 

 

 

 

 


