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（午後 ６時００分 開会） 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

  みなさんお晩でございます。第１回の地域協議会という事でご出席していただき、本当

にありがとうございました。また、市長さんにも 1 回目という事でご出席していただき、

本当にありがとうございました。我々の任期もあと 1 年となってきておりますので、最後

の 1 年の地域協議会を、皆様と一緒に盛り上げていきたいと思いますので、どうかよろし

くお願いします。 

現在、熊本の地震について毎日のようにニュースが流れてきていて、本当に大変な状況

でございます。東日本大震災から何年か経って、我々の防災意識というものが薄れてきた

ところで、大変な災害が起きてしまったところであります。遠いところの話ではなくて、

この地域にも活断層というものがありまして、100 年前にはこの地域にも直下型の地震が

あったという事が記録されております。そういう意味で、いつこの地域に起きてもおかし

くないという事を受け止めて、もう一度防災意識というものを高めていければと思います

ので、どうかよろしくお願いします。 

  それから市役所の周りは桜が満開の状況になっています。やはり雪国で閉ざされた環境

で、春になったという事がこの桜の開花で実感するわけで、雪国で育った人間の高ぶる気

持ちがこの時期にやってくるものだと思いますので、こういう気持ちを大事にしていきた

いと思っております。 

遅くなりましたが、3月 27日に行われましたヒカリオのイベント、フォアブルー。本当

に皆様にはご難儀をお掛けしました。役所のまちづくり課と地域協議会が一緒になって行

われた初めてのイベントでして、あれからいろんな方々から評価をしていただいておりま

す。せっかくできたあのような施設で、あのようなイベントを行ったという事で、その後、

何も使われていなくてもったいないという気もしますけれども、我々が主体でまた行うと

いうわけではありませんが、いろんな発想を出してもらって、あそこを有効活用できる方

策を皆さんで考えていければと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

また、来週、国際花火シンポジウムのプレ大会という事で、花火の本番の会場を利用し

ての花火大会が行われる予定となっております。初めて花火会場に入られる方全員からワ

ンコインを、500 円をいただくという方法も考えておりますので、実際にどれぐらい人が

来て、どういう状況になるのか全然わからない現状ですが、是非皆さんにも河川敷に来て

いただいて手伝っていただくなり、一緒に見ていただければと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

今日は第 1 回の地域協議会という事で、地域枠予算の申請というものが主な議題となる

と思いますが、どうかまた皆さんからの活発な意見を頂戴しながら、進めて参りたいと思

いますので、どうかよろしくお願いします。 
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○栗林次美市長 

  皆さんお晩でございます。先ほど会長さんからもありましたが、熊本・大分の大地震に

ついては、これからもなお大変なところだと思います。我々にもできる支援を市役所全体

でも考えているところでありまして、さっそく水道関係の資材が不足しているという事で、

携帯する水を入れる袋のようなものを我々が備蓄しているものから一部、提供させていた

だいております。東日本大震災から 5 年が経過して、このような大地震への心構えを市全

体で考えていかなければと思っております。まだ復興という言葉が使えないという現状で

ありますので、1日でも早く様々な支援物資が整うよう願っております。 

  今日は夜の時間にも関わらず、平成 28年度の第 1回地域協議会に参加していただき、あ

りがとうございます。皆様には市民と行政の協働のまちづくりの推進の核として、地域課

題を解決するしくみ作りや、この地域枠予算の活用、各種計画への意見、施策、事業に係

る提言の取りまとめのほか、先月はヒカリオで行われた大きなイベントを開催していただ

きまして、本当にありがとうございます。大きなイベントだけでなく、小さなイベントに

も使っていただけるよう我々も努力して参りますので、どうかよろしくお願いします。な

お、大きなイベントは既に計画してありまして、秋の稔りフェアではあそこを活用してい

こうと準備を進めて参りたいと思います。 

  また昨年度は地域協議会並びに地域枠予算について、制度創設から一定の節目を迎えた

という事で、皆さんから様々な意見を頂戴し、いろんな角度から制度の検証を行い、地域

協議会の運営や地域住民への周知方法、地域枠予算運用に係るガイドラインの改正など、

中身を掘り下げて見直しをしていただいたところであります。 

  また、大仙市では平成 18年 3月に、地方分権時代を強く意識して、市民と協働のまちづ

くりを市政運営の基本方針とした、大仙市総合計画基本構想を策定し、本計画のもとで子

育て、医療、教育、福祉、産業、防災など喫緊の課題に取り組んできたところであります。

昨年度をもってこの大仙市総合計画基本構想が終了したことから、この度、平成 28年度か

ら始まる 10 年間の重点的な取り組みやまちづくりの基本を明らかにした、「第二次大仙市

総合計画」を策定したところであります。この総合計画では、合併からこれまでの歩みを

総括した形で、「生き生きと生活し働くことのできる活力と創造にみちたまち」、「ともに助

け合い支え合う安全・安心のまち」、「豊かな人材と生活環境が整った魅力あるまち」の三

つを基本理念としております。この総合計画に合わせ、地域協議会の皆様からのご協力を

いただき、地域版となる、地域振興計画を作成させていただいております。この計画では、

10年先を見据えた地域の目指すべき姿と、それを実現するための具体的な取り組みが示さ

れていると思っております。 

  また、人口減少、超高齢化社会等への対策につきましては、基本的方向と具体的な施策

をまとめた、「大仙市人口ビジョン」及び「大仙市まち・ひと・しごと創生総合戦略」につ

いても、総合計画の策定にあわせて策定しております。今後、市が進むべき重要な道筋と

なるこれらの計画のもと、市民目線に立った実効性のある市政運営にあたってまいりたい

と考えております。中でも、最重要課題となっております「人口減少・少子高齢化対策」

につきましては、全庁体制で取り組まなければいけない政策課題となっております。市の
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組織体制におきましても、総合政策課内に「人口対策班」を新設し、各課で行っている施

策の連携や調整、検証などの総合的な舵取り役を担うほか、課題解決に向けた新たな施策

等の検討を行っていくことにしております。 

また、同じく企画部のまちづくり課に「だいせんライフ促進班」を新設し、豊富な地域

資源を活用したまちづくりを進めていくとともに、本市の魅力を積極的に情報発信し、若

者の定住や移住の促進などをこれまで以上に取り組んでまいります。この「だいせんライ

フ促進班」では、移住・定住に関する窓口を一本化しながら、首都圏ふるさと会をはじめ、

県が首都圏に設置している相談窓口などとの連携を図り、お試し移住や空き家バンクの活

用周知など、より密度の高い情報発信や情報収集に努めてまいりたいと考えております。 

また、昨年度は、大仙市誕生から 10年という節目にあたり、これまでの「市民と行政と

の協働」の成果を土台に、市民が主役のまちづくりをさらに進めるためのルールを定める

ことを目的とした、「だいせんまちづくり基本条例」を制定したところであります。今後、

一定の周知期間を経まして、平成 28年 10月 1日から施行する予定で準備を進めていると

ころであります。 

  大仙市では、今後もこうした取り組みをはじめ、本市の発展につながるような施策を展

開するとともに、「市民と行政との協働」のもと、市民が誇りと責任を持って活躍できるま

ちづくりを引き続き進めてまいりますので、委員の皆様には、これまで以上のご理解とご

協力をいただきますようお願い申し上げます。 

結びになりますが、今日の協議会が実りあるものとなり、皆様の益々のご活躍とご健勝

を心からご祈念申し上げまして、挨拶といたします。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○小松企画部長 

 【定期人事異動にあたっての職員の紹介】 

 

○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、佐藤薫委員、本間和也

委員、三浦尚委員、齋藤健太郎委員から欠席の届出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。 

それでは議題に入らせていただきます。はじめに会議録署名委員を指名します。会議録

署名委員は齋藤誠吾委員と山崎雄一委員にお願い致します。 

続きまして議題の２に移ります。地域枠予算の申請についてでありますが、今回、Ⅲ型

の事業１２件の申請がありました。Ⅲ型の新規事業につきましては申請団体より事業の説

明をしていただくこととなっておりますので、申請団体より説明をしていただきます。そ

れでは応募番号１番の大曲史談会より説明をしていただきます。 
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 ○大曲史談会 髙橋富美雄会長（以下「大曲史談会 髙橋会長」と表記） 

  事務局を担当しております髙橋富美雄と言います。説明は戸嶋真紀子からさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

 

○大曲史談会 戸嶋真紀子会員（以下「大曲史談会 戸嶋会員」と表記） 

  戸嶋と申します。よろしくお願い致します。今年の事業の目的としましては、この町の

江戸時代から明治、大正、昭和と目まぐるしく変わってきた歴史に目を向けて、町の成り

立ちを広く市民の方々にも感じていただいて、先人たちへの尊敬と、この街の素晴らしさ

を感じていただきたいと考えて、企画させていただいております。 

事業の内容と致しましては、このような 90cm四方の案内看板を設置いたします。その場

所の昔の写真と、それに説明書きを加えて、昨年で市内 14か所にこのマップと案内看板を

設置しております。今年もこのような案内看板を設置したいと考えております。設置の期

間と致しましては、お盆の帰省客が戻って参ります、8月 10日から花火大会の翌日まで設

置します。それから、花火の翌日に一般の方を対象とした街歩きを開催いたします。今年

は主に、駅前から八幡神社の周辺を歩く予定でおります。このほかに、街歩きに参加され

た方、参加できなかった方を対象としてまた広く応募しまして、街を広く知っていただく

座学を 10月、11月に開催いたします。 

これらの効果ですが、昨年度に街歩きを実施した日が花火の翌日という事で、花火にお

いでになった県外の方、それからこの街がどんな街か知りたいという市民の方も多く参加

され、総勢 32名の参加がありました。これによって花火の由来や、花火だけでない大曲の

良さを発信して、1年を通して大曲に興味をもってもらって観光客誘致につなげたいと考

えております。どうぞご審議よろしくお願いします。 

 

○会長 

ありがとうございました。ただいま説明をしていただきましたが、内容について何かご

質問等ありませんでしょうか。はい、山崎委員。 

 

○山崎委員 

街歩きのツアーですが、今年は 8月 27日に開催される花火大会の日の翌日ですよね。花

火大会の翌日となると、いろんなところでの片付けというか、掃除・片付けが翌日までか

かります。なので、そういった方々が快く引き受けてくれるのだろうか、という日にちの

設定に心配があります。 

 

○大曲史談会 髙橋会長 

  大変失礼な言い方になってしまいますが、花火とは関係なく街を見て歩きたいという方

もいらっしゃいました。ですから、花火の翌日となればまだ滞留しているお客様が沢山い

らっしゃると思いまして、できれば花火に来ていただいて一泊していただいて、そして街

を見ていただきたいという事で設定いたしました。ですから、街の清掃というのは全然邪
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魔にならなかったと思いますし、我々は去年も歩いたのですが、清掃の現場に居合わせま

せんでした。 

 

○山崎委員 

そうであれば良いのですが、心配になりましたので。 

 

○佐藤美智子委員 

少しお聞きしたいのですが、そのマップや説明は街歩きの開催のためのものなのですか。 

 

○大曲史談会 髙橋会長 

  先ほども申し上げました通り、看板については帰省客や観光客に大曲を知ってもらうチ

ャンスですので、それで見てもらおうということで、お盆の前の 8月 10日から 2週間と少

し設置するものです。それでマップを見れば、この辺がどういうものかわかる。マップに

案内板もつけますので、去年は 14か所歩いてもらって、街を見てもらおうという計画でし

た。 

 

○佐藤美智子委員 

  それから、マップや案内板は良いものだと思います。なので、その案内板を常に設置し

ていただくということは可能でしょうか。なぜそう思ったのかというと、その案内板の製

作、設置、撤去と書いてあるので、これで合わせて 19万 2千円ですよね。ということは、

掲げたり外したりでそういう金額がついてきているのだと思います。チラシとかは日にち

が入ってきたりしてその日しか使われないと思いますが、案内板とかマップというのは季

節によらない宣伝方法だと思うので、その期間だけで看板を撤去するというのはもったい

ないかなと思います。 

 

○大曲史談会 髙橋会長 

  私どももそれを考えました。公共の場所には置けるようでしたので、道路の方にも置け

ないか伺いましたが、道路にはとにかく基本的には物を置かないという方針だそうです。

ですから、期間が終わったら撤去して下さいと、これを堅く言われました。それに我々の

看板は手作りで雨に弱いということもありまして、2週間が限度だろうということになり

ました。また、置ける場所ですが、公共の場所があまりないのです。本当は我々も固定し

た場所があれば良いのですが、良い場所があれば逆に教えていただきたいです。 

 

○佐藤美智子委員 

  それについては抜け道と言いますか、考え方次第だと思います。 

 

○会長 

  これについて課長、どうですか。 
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○事務局（高橋まちづくり課長） 

  皆さんがいろいろ話されたと思いますが、私どもの方でも長期の設置が出来ないか、そ

ういう設置する場所がないか確認させていただきたいと思います。まず今回の事業につい

ては、急に長期間もつ看板となると費用の方も変わるでしょうから、今回はまずこの形で

進めていただいて、このあと長期間でも設置できるようなものに切り替えていくという形

で私ども調査させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○会長 

  佐藤美智子委員、よろしいでしょうか。 

 

○佐藤美智子委員 

  はい。 

 

○会長 

  それでは市の方でも検討するという事ですので、よろしくお願いします。他に何か質問

ありませんか。 

 

○佐藤久美子委員 

  昨年は総勢 32名という事でしたが、今年はどこまで伸ばしていく予定ですか。 

 

○大曲史談会 髙橋会長 

  団体でまとまって道路を歩くものですから、あまり多い人数になると大変になりますの

で、50人を目標としております。それで前後に誘導員の格好をした人をつけて、スピーカ

も 3つ用意して、みんなに聞こえるようにしたいと思っております。 

 

○会長 

  はい。という事です。他にはよろしいでしょうか。 

 

○山崎委員 

  この看板の写真は遠くからでは見えないでしょうから、皆さんに回覧してもらいません

か。 

 

○会長 

  はい。回覧してもらいますが、この時間のうちに他に何か聞きたいはありますか。 

 

○市長 

  少しお話してもよろしいですか。 
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○会長 

  はい。お願いします。 

 

○市長 

  史談会さんの皆さんには、清兵衛さんの碑の子供たちにもわかる紹介を作って設置して

いただきました。清兵衛さんの碑をはじめ、いろいろやられているうちに 2週間ではもっ

たいないという場所がいくつか出てくると思います。 

市の関係する場所であれば、内容等を含めて検討させていただいて、比較的に前向きに

進められるのではないかと思いますが、一般の方々の土地であればなかなか難しい面もあ

ると思います。ただ、歴史的な意味などを考えますと、文化財保護の関係もありますが、

そういうところとも相談しながら、かなりきっちりした形で設置できるのであれば、永久

設置というものも考えていかなくてはならないと思っています。それをしっかり市の方で

も見させていただいて、検討の中にも入れていきたいと思いますので、よろしくお願い致

します。 

 

○会長 

  はい。ありがとうございました。他によろしいですか。それでは特別ないようですので、

大曲史談会さんからの説明を終わりたいと思います。ありがとうございました。新規事業

について説明していただきましたが、その他の申請について事務局より説明していただき

ます。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【地域枠予算（継続事業）について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  以上、新規事業を含む 12件の説明をしていただきましたので、ただ今より協議して参り

たいと思います。はじめに応募番号１番、大曲史談会からの申請事業についてはいかがで

しょうか。何かご質問等ある方はいらっしゃいませんか。 

 

○佐藤美智子委員 

  これは 3年目と書いてありますが、宣伝でチラシを今年もまいたりするとは思いますが、

昨年どうやって宣伝しましたか。 

 

○松塚委員 

  私も史談会のメンバーなので代わりにお答えします。うちの会社の寄附でやっておりま

す。うちの会社でコピーを 2,000部刷りまして、市内の置いていただける店舗に配布させ

ていただきました。また、看板も寄附でやらせていただきましたが、計算したところ持ち

出しになってしまったので、融資で自分たちのお金でやるのはやはり厳しいなと思ってお
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ります。 

それから、チラシをもっと多くお店に置いていきたいと今年は考えております。正直な

ところ、昨年は 1つの店舗に 20枚ぐらいしか置けなかったのですが、宿泊する施設、ルー

トインさんなんかでもすぐに無くなってしまったということでした。もっと公共施設にも

置きたいと思いましたが、許可がないと置けないということもあり、ちょっと手が回らな

かったので、今年は公共施設にももっと置ければと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

  ホテルという事は観光客にという事ですよね。市民の方々に向けてというのは。広報と

かには入れてないですか。 

 

○松塚委員 

  入れてないですね。入れたいですが、ちょっと費用が厳しいです。 

 

○佐藤美智子委員 

それではお知らせ版の方に載せるというのはいかがでしょうか。 

 

○松塚委員 

  ご協力をお願いします。 

 

○企画部長 

  記事にするのは問題ないです。 

 

○松塚委員 

  それではあとでご相談させていただきます。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。他に。よろしいでしょうか。それでは採決に入らせていた

だきます。応募番号 1番、大曲史談会の申請につきまして、承認の方は挙手をお願い致し

ます。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。全員賛成です。 

  続きまして、応募番号 2番、余目地域活性化対策いきいき会議協議会の申請につきまし

て、何かご意見・ご質問等ある方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは

賛成の方は挙手をお願いします。 
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（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。全員賛成です。 

  続きまして、応募番号 3番、内小友地区コミュニティ会議の申請につきまして、ご意見・

ご質問等ある方はいらっしゃいませんか。はい、佐藤美智子委員。 

 

○佐藤美智子委員 

  この時期なのでふと思ったのですが、知識を深めるとかというのではなくて、ここには

っきりと防災訓練と書いてあるので、防災訓練というのはどういった内容を行う予定でし

ょうか。それから、1番と 2番の世代間交流事業、「緑のカーテン事業づくり」と、防災訓

練で 34万円だと思いますが、予算の内訳がどれくらいなのかなと思いました。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  防災関連事業につきましては、昨年度の実績を参考に致しますと、昨年は防災関連で約

20万円の予算を使っているようでございます。細かい内訳までは把握しておりません。20

万円がまず防災関連事業。それから、世代間交流事業と致しまして、15万円くらいの予算

をもっているものだと把握しております。 

それから、緑のカーテン事業につきましては、公民館のところにヘチマをプランタに入

れて植えたいということで、それに掛かる資材等でいろいろと費用がかかると聞いており

ます。それとヘチマの種代ですとか、維持管理に掛かる予算等があるというところでござ

います。 

 

○佐藤久美子委員 

  27年度の収支決算書のところを見ても、防災関連事業費等が 19万円としか書いていな

くて、他の地域ではもっと細かく出ているので、もう少し細かく出した方が良いのかなと

思います。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  わかりました。その件に関してはこれから内小友公民館の担当の方に、もう少し備考欄 

に細かく記載していただくようにお話したいと思います。 

 

○会長 

  それでは公民館の方としっかりと話をしてください。他にありますか。 

 

○藤井委員 

  昨年はさくら花火事業で 10万円と書いてありますが、今年の収支予算書を見てもないの
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ですがどうなっていますか。 

 

○事務局（高橋主席主査）  

  昨年度、さくら花火事業という事で、 余目の花火大会の方に 10万円経費として出てお

ります。これにつきましては、実は昨年度、ガイドラインの見直しを行いまして、その中

で地域枠予算を使う事業については、団体の主催事業ということで、ガイドラインにも主

催事業と明記しております。そうなったときに、この内小友コミュニティ会議の事業のさ

くら花火事業というのは、協賛という意味合いから使われておりました。その点を今年度

改めまして、あくまでも主催事業に掛かる経費を地域枠予算でということになっています。

また、このさくら花火事業につきましては今年度も継続するという事ですが、地域枠予算

を使わずに、自分たちの会費ですとか、そういった自主経費でやっていきたいということ

を聞いております。 

 

○藤井委員 

  自主防災組織に関しては防災課、地域枠予算に関してはまちづくり課の担当で、地域枠

でもらったものを防災の方で使っても良いものかと、内部でもちょっと話になったのです

が、これについてはどのようにお考えですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  はい。防災訓練等につきましては、総合防災課の方から支援をいただけることもあるよ

うですが、コミュニティ全体と考えた場合、イコール自主防災組織というところもあれば、

自主防災組織が何個かあるというところもあると思います。そういった観点からしますと、

そのコミュニティ会議の事業としますと、地域を包括したものという事で様々な課題解決

という観点から、補助金が被らない限りは地域枠予算の活用もあっても良いのではないか

と考えております。 

 

○松塚委員 

  去年やっていらっしゃる内容が素晴らしいので、内容としてはすごく濃いと思うのです

が、前回花火を上げたものと、今回花火を上げてないもので内訳がないのに同じ金額とい

うので判断するのはちょっと難しいのではないかと思います。以前の地域協議会でこのよ

うなことがあった時に、追加で資料提出を求めたことがあったと思います。今後、こうい

った大雑把なものを受け入れて良いのかという事を含めて、皆さんからご意見をいただき

たいと思います。 

 

○会長 

  ちょっと詳細が不明なところがあるのに、この段階で採決して良いのかというお話が出

ておりますがどうですか。この団体の最初の事業は 5月に始まるのですね。確かに花火を

やらないのに同じ金額を申請するというのはどうなのでしょうか。 
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○山崎委員 

  私の経験からしますと、防災訓練というのは年々内容を濃くしていかなければいけない

と思います。防災課の方では、きめ細かく、これはダメ、これは良いと分けます。だから

これは事前に防災課の方と相談して、対応すれば良いと思いますし、それに防災訓練と言

っても、急にやっても町内単位のものは絶対に無理です。だから、それを導入する時には

運動会形式にすれば、運動会の種目の中に防災訓練の、例えば担架を運ぶとか、消火器を

使うとか、いろいろできます。それで、事前に防災の方と相談して対応するという形で、

年々変えていくという形でやれば良いと思います。やはり防災関係が遅れておりますので、

そこら辺の中身をチェックしていただいて、そういった指導をしてもらえば良いのではな

いかと思います。 

 

○会長 

  まず、詳細については後日に出してもらうようにお願いします。事業のなかに今日のう

ちに採決をしないと間に合わない部分もあると思うので、今日はまずそれを条件にして承

認してもらうというのはどうでしょうか。皆さんの方には、まず早急に詳細を出させます。

この形でどうでしょうか。それでは、詳細に予算資料を出してもらうということを条件に、

皆さんの承認を得たいと思いますが、承認される方は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

はい。という事ですので、それを事務局の方で対応をお願いします。 

 

○佐藤美智子委員 

  訓練内容も少し説明を載せてください。 

 

○会長 

  訓練内容も載せて、それでも変なところがあれば私と事務局に任せてください。 

 

○企画部長 

  少し資料の出し方が雑だというだけで、私も内容は濃いものだと思います。詳細な資料

については、提出を求めれば皆さんからご了解が得られる資料が出てくると思いますので、

それまで少々お待ちください。ただ、条件付きという事で、少々コメントがあったという

事を団体の方にお伝えして提出を求めるようにしたいと思います。 

 

○会長 

  続きまして、応募番号４番、角間川地区コミュニティ会議について、何かご意見・ご質

問等ありますか。はい、佐藤美智子委員。 
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○佐藤美智子委員 

  お金のことばかりで申し訳ありません。こちらの事業費 31万円とありますが、関連して

いるもので 31万円というのはわかりますが、公民館まつりやブルーベリーなどの事業を行

ったものの、どこにいくら使ったかという詳細も載せてほしいと思います。 

 

○会長 

  事務局、よろしいでしょうか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  はい。わかりました。 

 

○会長 

  それではこちらも同じく、条件付きという事でお願いします。他にありませんか。それ

では予算の明細を出していただくということを条件に、承認していただくという形でよろ

しいでしょうか。それでは承認される方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

はい。それでは全員挙手という事で、明細を出していただくことを条件に承認したこと

をお伝えいただければと思います。 

  続きまして、応募番号５番、花館地区コミュニティ会議の申請についていかがですか。

はい。よろしいでしょうか。それでは応募番号５番について、承認される方は挙手をお願

いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。全員賛成です。 

  続きまして、応募番号６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

いらっしゃいませんか。 

 

○髙畑委員 

  事業概要の、事業の目的の４番と、期待される事業効果の６番ですが、特産品等に活用

してもらうとありますが、内容があまり掴めないのですがどういうことでしょうか。 

 

○会長 

  事務局、よろしいですか。 



－14－ 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  特産品等に入賞作品を、例えば張り付けるという活用の仕方なのかなというふうに事務

局の方では判断しております。 

 

○会長 

  これは毎年やってきている事ですよね。確認お願いします。 

 

○事務局 

  はい。確認します。 

 

○会長 

  こちらもさっきと同じで、確認することを条件に承認という形でよろしいでしょうか。

まずどうやって使っているかという事を確認してください。他によろしいでしょうか。そ

れでは応募番号６番、のびのびらんどの申請について、承認の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  全員賛成です。 

  続きまして、応募番号７番、藤木地区コミュニティ会議の申請について、ご意見・ご質

問等ある方はいらっしゃいませんか。 

 

○佐々木巌委員 

  花の植え込み、プランタの設置ですが、国の事業とその活動が重複するのではないかと

いう心配がありますが、そこら辺の確認は大丈夫なのですか。花とかの交友費は載せない

です。だから、花だけではなくて、いろんな活動があると思いますが、そういったところ

も直接払いの方に該当すると思います。ただ、5 万 9 千円なので、花代にも苗代にもなら

ないと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

  会費が 5百円×4百個で 20万円なので、そこからちょっと賄っているのかなと感じまし

た。ただ、さっき佐々木委員がおっしゃったように、消耗品、材料費はたぶんプランタ千

個などだと思いますが、1年使って壊れるものでもないと思うのですがどうでしょうか。 

 

○佐々木巌委員 

  いや、これはそういった備品についても今の国の制度で全部調達できるのです。それで

重複していないかという事です。 
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○会長 

  これも確認してください。 

 

○佐藤美智子委員 

  重複していても重複しているとはたぶん言わないと思います。だからその制度を知って

いますかとか、利用していますかとか。そういう言い方をすれば良いと思います。 

 

○会長 

  一応、そういう制度があるということを伝えてください。今年はとりあえずこのまま進

めてもらって、来年はプランタ等の国の制度を利用できるものに関しては国の制度を利用

してもらうようお願いします。それでは、そういう話をするという事で、こちらについて

はよろしいですか。賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。 

  続きまして、応募番号８番、四ツ屋地区コミュニティ会議の申請につきまして、ご意見・

ご質問等ある方はいらっしゃいませんか。よろしいでしょうか。それでは応募番号８番に

ついて承認される方は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。全員賛成です。 

  続きまして、応募番号９番、大川西根子ども会の申請につきまして、ご意見・ご質問等

ある方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは応募番号９番の申請につき

まして、承認される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。 

  続きまして、応募番号１０番、大川西根地区コミュニティ会議の申請につきまして、ご

意見・ご質問等ある方はいらっしゃいませんか。はい。佐藤美智子委員。 

 

○佐藤美智子委員 

  ここに支出の部で展示謝礼 8万円と書いてありますが、これを読むと、大川西根総合セ
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ンター文化財保護課と、この 2つに支出するとなっておりますが、この内訳はどうなので

すか。 

 

○藤井委員 

  はっきりとはわかりませんが、いろんな地域の物を出してもらっているという事を聞い

たことがあります。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  この予算書の前のページのところに、西根小学校、大曲養護学校の作品のページ等があ

る中で、個人的なものに関しては謝礼を払うということです。文化財保護課から協力され

たから謝礼を払っているというものではありません。 

 

○佐藤久美子委員 

  普段、公民館とかでサークルとかが展示しているものには謝礼とかでないと思いますが、

なぜ今回だけ謝礼が出るのですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  これは展示だけではなくて、ステージ芸能とか、小学校のステージとか、そういった方々

にも支払っています。何かを展示して、それに対する謝礼だけではないということです。

展示及び出演謝礼ということです。 

 

○会長 

  はい。よろしいですか。 

 

○佐藤美智子委員 

  普通、プロの歌い手などに謝礼を払うというのはわかりますが、そのあたりは曖昧です

よね。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  内訳をお話ししますと、大川西根小学校、西中学校、大曲養護学校、茶道教室、手芸教

室に各 1万円ずつお支払いをしております。それから、軽トラックの借り上げ謝礼という

ことで、そちらの方にも 5千円お支払しております。あとは楽器の運搬費、灯光器等の借

り上げ代をそれぞれ 1万円。これらを併せて 7万 5千円となっております。 

 

○会長 

  書き方の問題でしょうから、そのあたりも検討してください。それではよろしいでしょ

うか。そうしましたら、応募番号 10番、大川西根地区コミュニティ会議の申請につきまし

て、承認される方は挙手をお願いします。 
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（全員挙手） 

 

○会長 

  それでは全員賛成です。 

  次に応募番号 11番、大曲地区コミュニティ会議の申請について、ご意見・ご質問等ある

方はいらっしゃいませんか。 

 

○齋藤誠吾委員 

  この内容についてではなくて、前回も話をしましたが、30万円の例外について、私たち

はわかりますが、他の人はわかりませんよね。大曲地区は例外だというのが。せっかくガ

イドラインがあるのならガイドラインに記した方が良いと思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  1団体 30万円までの 10割補助で、大曲地区コミュニティ会議につきましては、4ブロッ

ク制で、1ブロックあたりが他の 1団体とだいたい同規模という事で、30万円掛ける 4ブ

ロックという事で、上限が 120万円になるという事で記載をしているつもりでございます。 

 

○齋藤誠吾委員 

  そうやって話を聞いたらわかるのですが、せっかくガイドラインがあるのなら記した方

がいいのではないでしょうか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  昨年度も同じお話がありましたので、昨年度、ガイドラインの見直しをしまして、そこ

を明確に記載した方が良いのではないかと、事務局側でもお話がありました。ガイドライ

ンをお持ちの方はお開き願いたいのですが、5ページ、実施類型のⅢ型という事で、②番

の支援の方法のところで、但し書きのところからですが、「ただし、大曲地域のコミュニテ

ィ会議を始め、各地域の自治会・連合会等の地域・地区の自治会を包括する組織について

は、地域協議会と連携をした自治会活動の母体となる団体であり、地域全体を対象に事業

を行えることと、他の団体よりも行政に近い団体と位置づけ、より活発な活動を求める事

から、補助金の限度額を 30万円として、補助対象経費の全額を補助することができる。ま

た、大曲地区コミュニティ会議については、人口、世帯数を考慮し、ブロック制を導入す

ることから、各ブロックの限度額を 30万円とし、その合計額をコミュニティ会議に交付し、

補助金の範囲内で、コミュニティ会議の全体事業への支出を認める」という形で記載させ

ていただきました。 

少しわかりにくかったところもあるかもしれませんが、今年度このような形でガイドラ

インに記載させていただいております。 
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○齋藤誠吾委員 

  書いていないと思ったので質問しました。 

 

○佐藤久美子委員 

  各ブロックで、1つ 1つこの事業にいくら掛かったかというのが記載されていないのは

おかしいと思います。 

 

○松塚委員 

  併せて、全体研修会も決算額 45万円と、予算額が 25万円だったのですが、ほぼ倍増し

ておりますが、研修会の予算が倍になるのはなかなかないと思いますが、その理由も併せ

てお聞かせいただきたいと思います。 

 

○佐藤久美子委員 

  それはわらび座を見に行ったからですが、4ブロックのお金の細かい使い道がわからな

い。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  事業の内訳につきましては、北西ブロックは 11万 1,709円、それから中央ブロックが

18万 4,017円、南ブロックが 19万 3,837円、東ブロックが 16万 9,684円という事で、20

万円の予算に対して、それだけの支出がありました。 

 

○会長 

  その細かい明細につきましては、大曲地区コミュニティ会議の全体の総会で出ていまし

たよね。私もその総会に出ておりましたので、確認はしております。なので、すぐに出せ

ると思います。他に何か。よろしいでしょうか。それでは応募番号 11番について承認され

る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。 

  続きまして、応募番号 12番、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、何かご意見・ご質問等ある方はいらっしゃいませんか。よろしいでしょうか。

それでは応募番号 12番の申請に承認される方は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 
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○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の審議を終了させていただきます。 

 

○齋藤誠吾委員 

  全体的なことでちょっと気になったことがあります。というのは、継続事業で申請書類

がほぼ同じ内容のものが見受けられました。このような形で良いのかなと思います。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  申請書の提出にあたりましては、事務局側から昨年度よりもどういった形でレベルアッ

プしながら事業を行っていくのか聞き取りしながら、それを申請書に書いてくださいと指

導をしております。ただ、中には同じ内容のところもあったかもしれません。来年度から

の申請につきましては、そのあたりをもっと厳しく指導していきたいと思います。 

 

○山崎委員 

  提案ですが、去年も申し上げて、日程を事務局から配布してもらいましたが、事業の日

程を今年度も配布をお願いします。いつも思うのが、実施された事業の中身わからないの

です。なので、委員の人が 3人くらい誰かが見に行くというか、参加するというのはどう

でしょうか。現在住んでいる場所と違う地区の事業を見に行くのはどうでしょうか。 

 

○会長 

  継続事業で、3年以上経っているところは検証を行うのですよね。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  はい。そうです。 

 

○会長 

  やはり長くやっていると、マンネリと言いますか、そのまま出して、ただやっている 

という事業も多くなっていると思うので、最初にやった時に比べると参加者も激減してい

るところもあると思います。だから検証を行う必要もあると思います。なので、行ける人

はまちづくり課の人と一緒になって、検証に行くという事で。よろしいでしょうか。それ

では地域枠予算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に移ります。大曲地域振興計画概要版の作成について事務局より

説明をお願い致します。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【大曲地域振興計画概要版の作成について説明】 
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○会長 

  ただいま事務局より説明がありましたが、皆様よりご質問いただきたいと思います。よ

ろしいでしょうか。よろしければ大曲地域振興計画概要版の作成について承認される方は

挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

  はい。全員賛成です。ご協議いただきましてありがとうございます。本日の議題につい

ては以上であります。 

続きまして、次第の 5番のその他に移ります。地域枠予算Ⅲ型事業に係る評価・検証方

法について事務局より説明をお願い致します。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【地域枠予算Ⅲ型事業に係る評価・検証方法について説明】 

 

○会長 

  地域枠予算Ⅲ型事業に係る評価・検証方法については昨年度皆様からのご意見をいただ

き、検討していただきました。ただいま事務局から説明がありました通り、今年度事業が

終了し、実績報告書の提出が終わった後、評価シートを用いて検証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。 

  それでは、次、その他の 2番。だいせんまちづくり基本条例について事務局から説明を

お願いしたいと思います。 

 

○事務局（加藤副主幹） 

【だいせんまちづくり基本条例について説明】 

 

○会長 

  ただいま事務局から説明がありました。これにつきまして、ご意見・ご質問等いただき

たいと思います。よろしいでしょうか。 

  続きまして、その他の 3番。がんばる集落応援事業について事務局から説明をお願いし

ます。 

 

○事務局（佐藤主事） 

【がんばる集落応援事業について説明】 
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○会長 

  ただいま事務局から説明がありました。これにつきまして、皆様からご意見・ご質問等

ありませんか。他に委員の皆様から何かありませんか。佐藤美智子委員。 

 

○佐藤美智子委員 

  全体のことですが、いつもきちんとした資料を出していただき本当にありがたいと思っ

ています。資料作りは本当に大変なことで難儀掛けているなと思っております。ただ 1つ

だけ、地域枠予算の資料と予算書を別々にしていただいていると非常に見やすいと思いま

す。この 1つの資料を分けて別々にした方が行ったり来たりしなくて済むので良いと思い

ます。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  次回からそうしたいと思います。 

 

○会長 

  他にありますか。はい、事務局。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  皆様のお手元にチャレンジデーのＰＲを毎年しておりますが、昨年度は大仙市と友好交

流都市協定を結ぶ神奈川県の座間市と対戦をしまして、見事勝利を収めているところであ

ります。参加 3回目という事で見事初勝利となっております。今年度も 5月 25日水曜日に

チャレンジデーが開催されますので、委員の皆様方も是非ご参加して身体を動かしていた

だければと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

 

○会長 

  今年は小金井市で、どうやら参加率が 75％という事で、強敵です。ちょっと厳しいかも

しれませんが、周りの人たちを巻き込んで、チャレンジデーのパーセンテージを上げてい

ければと思いますので、どうかよろしくお願いします。他にもありますか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  次回開催につきましては、6月の上旬か中旬頃を予定しております。この後、会長さん

と相談しながら、決定次第すぐに皆様にお伝えしたいと思いますのでよろしくお願い致し

ます。 

 

○会長 

  他になければ、これをもちまして本日の会議を閉じさせていただきます。長時間にわた

り大変ご苦労様でした。 

（午後 ８時１５分 閉会） 
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