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（午後 ６時００分 開会） 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

  第２回を迎えました地域協議会にご出席いただき、大変ありがとうございました。ぎり

ぎりの人数の状況ですので、また、会議も５分ほど押していますので、簡単に挨拶をさせ

ていただきます。 

  昨日から参議院選挙が始まっております。今回の選挙からは 18歳以上の方が投票できる

ということですが、投票率がこの前の衆議院選挙では過去最低という数字になっています

ので、ぜひこれを起爆剤にして、家族で投票に行くなどしていただき、少しでも投票率が

伸びることを期待したいと思います。 

  また、話が変わりますが、ヒカリオで３月の末に我々が中心となってイベントを開いた

のですが、あれ以降はほとんど使われていないという状況がありまして、実は市役所や会

議所の方からもまた何か考えた方がいいのではないかと私も言われておりますので、そろ

そろまた何かを考えなくてはいけないのかなと思っているところであります。もうすぐ８

月になると花火ウィークも始まりますので、夏祭りも併せまして、せっかくできた施設で

すので、いかに有効利用しようかということを考えていかなくては、本当にもったいない

という気がしていますので、皆さんからもアイディアをもらいながらあそこの有効利用と

いうことを考えてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

  今日も地域枠予算の申請が中心でありますし、いろいろな報告事項もありますので、ち

ょっと今日は時間的に長くなる可能性もありますが、皆さんからのご意見を頂戴しながら

進めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

 

○会長 

それでは会議を始めさせていただきます。本日は、伊藤明子委員、齋藤健太郎委員、佐々

木巌委員、佐藤久美子委員、松塚智宏委員、三浦尚委員から欠席の届出が出されておりま

す。また、佐藤薫委員からは 30分ほど遅れるという連絡をいただいております。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、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

名委員は佐藤啓子委員と本間和也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、Ⅱ型

の事業１件、Ⅲ型の事業７件の計８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。それでは最初に、大曲南中学校 PTAより説明をしていただきます。 
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 ○大曲南中学校 PTA 佐々木亮会長（以下「大曲南中学校 PTA 佐々木会長」と表記） 

  大曲南中学校 PTAの会長をしております佐々木亮と申します。本日は貴重なお時間をい

ただきまして、ありがとうございます。 

  私ども大曲南中学校では、自分たちが住む地域の伝統や文化に対する学習と、また、部

活動などでなかなか地域行事に参加が難しい中、地域からいただいている支援に対する感

謝の意味を込めまして、地域行事への参加に積極的に取り組み、学校が主体となって伝統

継承活動を行っているところであります。 

角間川と藤木の両地区の伝統行事といたしましては、市の無形文化財でもあります、角

間川盆踊りを毎年８月１６日に開催されます。また、角間川地区と藤木地区の梵天奉納行

事は両地区とも１月に開催されており、そういった伝統行事があります。また、地域の行

事といたしましては、両地区とも地区民の運動会、また、南部地区商工会議所が主体とな

った地域のイベントとして、南中の吹奏楽部の皆さんからの演奏の披露などがございます。

こうした大曲南中学校の生徒も、これら地域の行事継承の活動等、各種行事への積極的参

加継続及び活動のさらなる伸長を PTAとして補佐することを目的として、この度、補助金

を申請させていただきました。 

  事業の内容といたしましては、中学校が主体となった伝統行事継承活動として、全校生

徒が角間川盆踊りへの参加を行っております。また、角間川と藤木の梵天奉納のときには、

両地区の厄年の皆さんが学校に来られるわけですが、その際に梵天奉納の唄を歌っていた

だいております。そのときに反し唄を３年生が中心となって事前に練習をして、返し唄を

歌うということも行っております。 

また、角間川の盆踊りについては地域の皆さんの協力もいただきながら事前に何度も練

習を繰り返して、本番に臨んでおりまして、中学生の皆さんはお囃子と踊り手の担い手と

して行事に欠かせない存在となっております。この際、踊り手となる一部生徒の衣装につ

いては、角間川の盆踊り保存会より浴衣をお借りしているのですが、踊り手として参加し

ているその他の生徒及びお囃子として舞台に上がっている生徒は、学校指定の体育着で参

加している状態であります。この体育着で参加している理由としては、保存会の方では全

校生徒分の浴衣を用意できないという事情もありますし、保存会の浴衣は婦人の帯しかな

く、男子生徒が着られないという事情もございます。 

  従いまして、この度、大曲南中学校オリジナルの半纏を製作し、８月１６日の角間川盆

踊りの際に着用できるようにしたいと考えました。また、本校生徒が地域のいろいろな伝

統行事やイベントに参加する時に着用するなど、年間を通して活用できる幅がいろいろと

あるかと思います。 

半纏のデザインに関しては、在校生徒に案を出してもらうこととしております。まずは

原案ですが、生徒からはこういったデザインをいただいております。これは両地区を象徴

するような要素を取り入れております。周りの円は藤木地区の藤の花ですね。真ん中の鱗

のような模様は角間川地区の川を表しております。それから、盆踊りの踊り手と梵天の図

案を絵の中に配置したこの図案を背中にプリントして、オリジナルの半纏としたいと考え

ているところです。 
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  こういったお揃いの半纏を揃えることによる効果についてですが、中学校生徒が半纏を

着用してその行事にふさわしい恰好で伝統行事に参加するということは、その行事の活性

化にもつながるため、より望ましいのではないかと考えます。具体的な効果としては、３

点ほど考えられると思います。 

１つ目として、地域の伝統行事やイベントに積極的に参加するということは、生徒の地

域への愛着、また誇りといった郷土愛の育成に効果があるものと思います。２つ目として、

生徒の地域の歴史に対する興味、理解の促進という効果があるのではないかと思います。

角間川と藤木の２つの地区は水運によって歴史が形成されてきた地域であります。現在の

町の土台となっているのが、小野寺氏の旧家臣団が入植して田を開拓したというところに

町の発展の最初の部分があるのですが、その後、商人の町が形成され船運で発達してきた

と、非常に厚みのある両地区だと思います。また、市の方でも街中にある旧地主屋敷を整

備して、町全体を川の町歴史交流館として活用する構想を検討していただいているところ

でございますので、地域の歴史を後世に伝える活動をするには、絶好のタイミングではな

いかと思っております。３つ目として、お揃いの衣装で大人数が参加するということは、

地域行事のにぎわいの創出につながると思っております。お揃いの衣装で参加するという

見た目の向上によって行事の質も向上するということ。また、行事への地域住民の参加促

進が図られるという直接的な活性化の効果が期待されるのではないかと思います。 

これらの活動を通して地域の伝統行事を継承していくために、小中学生のときから行事

に積極的に参加してもらい、地域の伝統や歴史を肌で感じながら、将来的に両地区の文化

の担い手になってくれればいいな、と思っているところです。今回の私たちの事業の概要

としては、以上となります。 

 

○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、佐藤委員。 

 

○佐藤美智子委員 

１点、お聞きしたいと思います。地域において、そういった子供たちの心を育てるとい

ったことは大変良いことだと思います。ただ、この予算を見たときに、一番初めは版代が

かかり、２回目はそれがかからないということだと思いますが、この 30万円全てが半纏購

入に充てられるということでよろしいでしょうか。 

 

○大曲南中学校 PTA 佐々木亮会長 

  ご質問の内容ですけれども、全校生徒は現在 82名おりまして、できれば全員に衣装を着

せたいということで、なるべく安い半纏を予算いっぱいで探させていただいたというとこ

ろであります。なので、予算は全て半纏とプリント代ということになっております。 
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○佐藤美智子委員 

１枚いくらくらいですか。 

 

○大曲南中学校 PTA 佐々木亮会長 

１枚あたりは定価としては 3,300円なのですが、予算に合うように、大量に購入したこ

ともありますので、最終的には値引きをしていただいております。綿 100％のものは本来

であれば 7,000円～8,000円するのですが、頑張って探してこの予算で買えるものとしま

した。私もサンプルを触りましたけれどもそれなりのもののようでした。 

 

○会長 

  他に何かありますか。 

  これは毎年作るというわけではないですよね。 

 

○大曲南中学校 PTA 佐々木亮会長 

  今回作りますと、なかなか地域的に生徒数が増えていかないこともございますし、保存

会の方から浴衣もお借りできますので、100名分くらいは浴衣を着たり半纏を着たりとい

うことができます。３年と言わず、５年、６年ともつようなものですので、継承していけ

るものだと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

  あまり関係ありませんが、保管は学校がするのですか。クリーニングなどもしますか。 

 

○大曲南中学校 PTA 佐々木亮会長 

  ご家庭で洗濯をしていただいて、学校の方で保管して行事のために随時使っていただく

ということを想定しております。 

 

○会長 

  ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。それでは、特別質問がないよう

ですので、大曲南中学校からの説明を終わりとさせていただきます。ありがとうございま

した。 

  続きまして、大川西根小学校 PTAより、説明をお願いいたします。 

 

○大川西根小学校 PTA 伊藤貴之会長 

  それでは、これから説明をさせていただきます。私、大川西根小学校 PTA会長の伊藤貴

之です。よろしくお願いします。 

 

○大川西根小学校 田村忍校長 

校長の田村忍と申します。よろしくお願いします。 
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○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

同じく教頭の藤峰博昭と申します。よろしくお願いします。 

 

○大川西根小学校 PTA 伊藤貴之会長 

  それでは、これから“パイプオルガンで地域を元気に”事業について、説明したいと思

います。 

まず、この事業は今までは学校主体で行ってきましたが、これからは地域住民、地域全

体を巻き込み、活動を拡充していきたいと思いまして、この地域づくり事業へ申請させて

いただきました。 

初めに、資料の５、事業の概要をご覧ください。大川西根小学校のパイプオルガンは平

成元年の創立 100周年を記念し、全校オーケストラなどの音楽教育で知られた本校の音楽

教育のさらなる充実を図るため、大曲市が設置を決め、翌平成２年３月に完成しました。

完成を祝い、オープニングコンサートを開催して以来、昨年度まで 25年間にわたり、教育

委員会のご支援をいただきながら、年１回のコンサートを開催してきました。本校は、公

立小学校では国内唯一パイプオルガンを有する学校であり、高価な財産を本校子供たちだ

けではなく、地域の皆様にも開放し、荘厳かつ温かみのある響きに親しんでいただいたり、

パイプオルガンにまつわる解説を取り入れたり音楽会を実施し、これまで多くの方々に楽

しんでいただきました。 

今回、地域の財産である、このオルガンを使い、“パイプオルガンで地域を元気に”事業

として、提案させていただきますのは、これまでのコンサートのノウハウを活かし、さら

に広い地域の皆さんにもパイプオルガンに親しんでいただきたい、という趣旨で大曲地区

の小中学生にも参加を呼び掛けるとともに、より広い地域の皆さんにも案内をして行いま

す。これが定着していけば、文字通り地域おこしにもなると思いますし、パイプオルガン

の大川西根と呼ばれるようになると思います。 

具体的には、事業内容は大きく分けて二つになります。第 1部として、11月 18日の午

後から、大曲地域の小中学生を対象にしたパイプオルガン教室を実施します。パイプオル

ガンとの出会い、ふれあいタイムでは、パイプオルガンの音が出る仕組みや構造などの知

識について実物で確かめ、オルガニストのご指導の下、パイプオルガンに触れて音を出し

てみることで、パイプオルガンに親しみが湧くと思いますし、オルガンの演奏にも関心が

持てると思います。演奏では、聞き覚えのある曲を中心に、オルガンソロや即興演奏、ま

たゲストの方とのアンサンブルも計画したいと思います。第 2部は 11月 20日午後に大曲

地域住民を中心とした一般向けのパイプオルガンコンサートを実施します。演奏者はアト

リオン音楽ホールのオルガニストである、香取智子氏とゲストの方です。本校のオルガン

はバロック時代の音楽の演奏にふさわしいタイプのオルガンです。その時代の音楽には優

れたものがたくさんありますが、聞きなれない方にとっては、退屈に感じることもあると

思います。ですから、他の楽器のゲストを招いて、オルガンとデュエットしていただくこ

とで、別の興味も湧く、より楽しい音楽会になると思います。 

また、オルガニストの皆さんは、作曲もよくしますので、あるテーマを基にした即興演
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奏もお願いしたいと思います。お客様は、ジャズなどに興味がある方以外は、即興演奏を

聴く機会もあまりないと思いますので、単純なテーマがオルガニストの個性により発展し

ていく即興演奏に新鮮な驚きを感じ、あらためてパイプオルガンの響きの魅力や可能性、

プロの音楽家の演奏に尊敬の念を覚えることと思います。第 1部での、若い世代へのアプ

ローチと、第 2部での本格的な音楽の楽しみ方に触れた方たちには、きっとまたパイプオ

ルガンの演奏を聴きたい、大川西根小のパイプオルガンコンサートに来ようと思うことと

思います。 

それでは続きまして、予算について説明しますので、資料をご覧ください。最初に支出

の部をご覧ください。報償費は 10万円です。これは、演奏の香取先生とゲストの方々の謝

礼です。旅費、交通費は 71,000円です。千葉県にお住まいの香取先生が新幹線こまちを利

用した金額とゲストは秋田市の方にすれば 5,000円くらいかと思います。それに、かわら

版の会の皆さんの分です。滞在費は 21,700円で、香取先生方の木、金、土の三日間の宿泊

費を計算しました。食糧費は 4,000円、香取先生とゲストのお二人のパイプオルガン教室、

コンサート二日間の昼食代です。印刷費、通信費、消耗品費、会議費については資料をご

覧いただければお分かりいただけるものと思います。以上で説明を終わります。 

 

○会長 

  ただいま説明をいただきましたが、この内容についてご意見・ご質問等がある方はいら

っしゃいますか。はい、齋藤誠吾委員。 

 

○齋藤誠吾委員 

  このパイプオルガンコンサートはかなり前から行っており、この香取先生は 2～3年前も

来ているかと思いますが、これまでのコンサートを実施する予算はどこから出ていました

か。同じくらいかかっていたとは思うのですが。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

  私がお答えしたいと思います。これまでは大仙市教育委員会の生涯学習課から支援をい

ただいておりました。額といたしましては、今回と同様な額になります。 

 

○齋藤誠吾委員 

  教育委員会の方ではもう出せないと言っているわけですか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

  今回はさらに広い地域の皆様にお聞きいただきたいということで、趣旨としては、教育

委員会もそうではありますけれども、地域枠予算をいただくのが順当ではないかと考えて

申請をしたものです。 
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○齋藤誠吾委員 

  教育委員会とはお話はされたのですか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

  はい、話をいたしました。実は教育委員会の方では予算に前年度比で 20％程度のシーリ

ングがかかっているということがあり、この予算を見直さなければならないということが

実際にはありました。そこで、他の事業を立ち上げたいという団体も大勢あるという中で、

本校の事業には 25年ほど関わってきており、そこに予算を費やすということは、他に手を

挙げている新しい団体への補助もできないということで、平等という意味も考えてそちら

の方に予算を割きたいという話もいただいております。 

 

○会長 

  要するに相談はしたけれども地域枠予算のようなものもあるので、そちらを活用してみ

てはどうかという話ですね。 

 

○事務局 

  結果としてはそういうことになります。 

 

○会長 

教育委員会の方では長年予算を付けてきたけれども、他の方にも予算を回さなければな

らなくて厳しくなってきているので地域枠予算という予算もあるからそちらで申請してみ

たらどうかということですね。 

 

○佐藤美智子委員 

  この事業は今までやってきたものですが、その事業を地域の皆様と一緒に地域ぐるみで

こういう活動をしたいということで、だから地域枠予算が必要ということだと思います。

ただ、いままでやってきたということは今年の単発事業ではなくてこれからも継続してい

く事業ということでよろしいですか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

はい。 

 

○佐藤美智子委員 

  コンサートは日曜日なので広報等を使っていろいろなお知らせがあるのだと思うのです

が、11月 18日の金曜日は子供たちは学校ですか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

はい。 
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○佐藤美智子委員 

  ということは、対象としてはどういった対象を考えていますか。例えば、各学校に声を

かけて、パイプオルガンに興味のある子を何名か出していただくといったことをするもの

と思いますが、金曜日の午後からというとどういった子供たちを対象として想定していま

すか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

これに関しましては、パイプオルガンを設置している音楽室の大きさもありますので、

地域をさらに細かくしまして、例えば今年度は大曲西地区の何年生に来ていただきたいと

いうようなご案内をしたいと思います。そして翌年には、別の学校の何年生を何人という

ことで継続していきたいと思います。 

 

○会長 

よろしいでしょうか。はい、山崎委員。 

 

○山崎委員 

この事業では子供たちは演奏しないのですか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

触ることはできるのですが、演奏はプロのような練習をしないとできません。どの程度

の曲をやるのかにもよりますが、全く鍵盤に触れたことがないという場合には難しいと思

います。 

ただ、オルガン音楽の学習もありますので、そういったときにただ音源を聴くのではな

くて実際にパイプオルガンというのはこういうものだというのを見て、そして少し触って

自分で音を出すということが、今後の意欲、学習に結びついていくのではないかというふ

うに考えております。 

 

○山崎委員 

事務局の方に確認したいのですが、この申請は継続ということでこの後もやられていく

ものと思いますが、ずっと同じような形で継続は可能ですか。 

 

○事務局 

  以前から継続事業については、３年で見直しということがあります。 

内容については、例えば、マンネリ化が見られるとか参加者の減少が見られるとか、そ

ういった場合は協議会委員の皆様からいろいろとご指摘をいただいて、そのご指摘につい

て通知をして改善を求めていくという方針に決定させていただいております。ただし、仮

に事業そのものが非常に地域の活性化に効果があり、参加者も多くあるというようなそう

いった事業であれば継続していくにあたって改善を求める必要もないのではないのかとい
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う風に考えておりますので、それは事業の実績の報告をいただいてからの判断になるもの

と考えております。 

 

○山崎委員 

継続ができるように頑張ってください。 

 

○会長 

  他に質問はありませんか。はい、髙畑委員。 

 

○髙畑委員 

  印刷費のところでお聞きしたいのですけれども、チラシ千枚というのは先ほどのお話か

らすると第２部をメインにしたチラシになりますか。それとも、１部と２部を合わせたチ

ラシということになるのでしょうか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

  これは第２部の一般向けに考えた予算でありまして、第２部のコンサートのために使い

ます。 

 

○髙畑委員 

  この千枚はどういったところに配布する予定かということは決まっておりますか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

  まずは大川西根地区の地域住民、それから広げた地域の方々、そしてオルガンの秋田か

わら版の会の皆さん、それからその友好団体もありますので、そちらの方にもお知らせを

して、できるだけ多く集めたいと考えております。 

 

○髙畑委員 

  それから、プログラムも第 2部のためのものということでよろしいですか。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

  はい、そうです。 

 

○髙畑委員 

  300部だと、お客様を 300名くらいと想定しての部数ということですね。 

 

○大川西根小学校 藤峰博昭教頭 

  そうですね。ただ、300名が音楽室に入るというのはかなりきついです。人数的にはス

ペースの関係でいっぱいで入らないかもしれません。 
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○会長 

  他に質問はありませんか。よろしいでしょうか。それでは、大川西根小学校 PTA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。 

  審議を続けさせていただきます。次に、花館体育振興会からの説明ということで、私が

説明をしなければならないので、議長を一時的に佐藤美智子委員にお願いしたいと思いま

す。 

  

○佐藤美智子委員 

  それでは、進行をさせていただきたいと思います。 

  花館体育振興会からの説明をお願いします。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  花館体育振興会会長の齋藤です。 

  花館体育振興会ではいろいろな行事をやっているのですけれども、メインの事業として

地区民大運動会を９月４日に行うこととなっています。そして、今年で 50周年という節目

の年を迎えることとなりました。これにあたって、とにかくこの 50年という長い歴史を積

み重ねてくれた地域の皆さんに感謝を込めるとともに、子供たちに 50年になったというこ

とで思い出作りをさせてあげたいということで実行委員会を立ち上げまして、例年の種目

に３つか４つ種目をやるということで内容を詰めております。 

  １つ目が、今はやらなくなったのですが、俵を持ち上げる Mr.花館というものを復活さ

せようと考えているものと、昔よくやっていた騎馬戦の復活も考えているところです。今

回地域枠予算に挙げさせていただいたものは、姫神グループという小学校の一年生から六

年生までを縦割りにしたグループを作りまして、そのグループでリレーを行うというよう

なもので、そして一輪車、それから竹馬を記念競技として高学年の方々にやってもらい、

低学年はまた別の簡単な種目を交えた形でリレーを行うという形で種目を考えました。 

それから、50周年ということで花火を打ち上げ、残月取りを子供たちにさせてあげたい

と思います。我々は昔、８月の 18日が地域のお祭りでありまして、そのときにどんどん残

月が上がり、それを私も小学校の頃、竹竿でとり合ったことを覚えております。ただ、こ

れは新幹線こまちが開通しまして、電線にそれが引っかかればダメだということで残月が

上がらなくなり、非常にさみしい思いをしていたわけでありますけれども、子供たちにも

残月を味わってもらいたいということで残月を打ち上げて、それをとり合ってもらうとい

うようなことを企画したところであります。 

期待される事業の効果といたしましては、運動会を通じて子供たちが地域住民やお年寄

りを身近に感じ、おおいやりの心が芽生えて一緒に楽しむこと、そして、世代間交流や他

町内とのコミュニケーションの場として、地域の活性化が期待できるものと思います。ま

た、一輪車や竹馬は小学校の方に保管してもらって、これを継続的に毎年、運動会の種目

として取り入れていくということを考えているところであります。 

  予算書といたしましては、先ほどお話した記念競技の開催ということで一輪車と竹馬で
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203,940円、それから残月花火の打ち上げで８万円、残月花火を拾ったときにそれに商店

の名前が書いてあって、その店に持っていくと賞品をもらったということもありまして、

そこにいろいろな賞品名を書いて子供たちに賞品を与えるということで、その商品代とし

て 96,060円ということであげさせていただきました。 

  50周年の大会を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。 

 

○佐藤美智子委員 

  はい、ありがとうございました。 

  それでは、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

○山崎委員 

このグランドというのはゴルフ場のとなりですか。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  そうです。 

 

○山崎委員 

大曲の花火大会とは規模が違うのでいいとは思うのですが、花火に関して一晩で大曲の

花火大会では町内の電線に５か所くらい引っかかり、電気を遮断する状態になります。そ

このあたりが問題なければいいと思います。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  それは今、小松花火屋さんと綿密にお話をしているところです。当日の風向きや風の強

さもありますが、ただ、あそこのグランドの周りというのはとなりもゴルフ場で、国道が

近いのは気になるところではありますけれども、当日の風向き等を考えて打ち上げについ

ては綿密に計画をしていきたいと考えているところです。 

  

○佐藤美智子委員 

  はい、他にはありますか。 

 

○藤井委員 

  残月をやるのは、けっこう大変ですよ。水辺の学校祭でも毎年残月をやりますけれども、

あのグランドも広いのですが、年によっては玉川の向こう側まで行ってしまうことがあり

ます。 

 

○佐藤美智子委員 

  はい、他にはありますか。 
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○本間委員 

  備品購入費として一輪車と竹馬ということですが、これらの数はどのくらいになります

か。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  一輪車が 12で竹馬が 18です。一年生から六年生までを割ったグループを作って、今は

花館小学校がひと学年 60人から 70人くらいですので、グループを作って数人ずつ走らせ

てリレーをさせたいと考えています。 

 

○髙畑委員 

  花火は残月以外には昼花火もやりますか。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  昼花火もやります。昼花火をちょっとやって、最後に残月を上げてそれをとり合っても

らうというようなことで考えています。 

 

○佐藤美智子委員 

  はい、冨樫委員。 

 

○冨樫委員 

  残月の商品は 30個ということですが、これは 30人分の賞品ということですね。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  はい、そうなります。 

 

○冨樫委員 

  ３千円というのは安くはないでしょうか。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  対象としているのが小学生の子供たちなのであまり高い賞品もまずいのではないか、と

思ってのことでした。 

 

○冨樫委員 

  逆にみんなにもっと広く賞品をあげることを考えてみると、３千円は高いのではないか

とも思います。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  わかりました。そのあたりは検討してみたいと思います。 
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○佐藤美智子委員 

  それでは、そちらの残月の数や打ち上げ方は協議していただきたいと思いますが、冨樫

さんが気になっている箇所は１個が３千円というところかと思います。これについてはい

かがでしょうか。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  これは花館独特の店である鈴屋だとか、やまふじのお菓子を景品に考えているためです。 

 

○佐藤美智子委員 

  わかりました。他にはありますか。佐藤薫委員は何かありますか。 

 

○佐藤薫委員 

  確かに３千円というのは最初少し高いとは思ったのですが、分配なども難しいと思いま

すので、この金額でもいいのではないかと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

  わかりました。佐藤啓子委員は何かありますか。 

 

○佐藤啓子委員 

  一輪車というのはいくらくらいするものですか。 

 

○事務局 

  １台で１万２千円です。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  これは教材屋さんから買っているためにこの価格になっています。 

 

○事務局 

  安全性を考えて、ということですね。 

 

○佐藤美智子委員 

  花館地区の運動会ということですが、花館地区にはいくつの町内がありますか。 

 

○花館体育振興会 齋藤靖会長 

  11の地区があります。 

 

○佐藤美智子委員 

  ありがとうございました。 
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  それでは、花館体育振興会からの説明を終わりとさせていただきます。齋藤会長に代わ

らせていただきます。 

 

○会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、新規事業を説明していただきましたが、続いてその他の事業について、事務

局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

【その他の申請事業について説明】 

 

○会長 

  以上、新規事業を含む８件の説明をいただきましたので、ただいまより協議をしてまい

りたいと思います。 

  最初に、大曲南中学校 PTAからの申請事業についてはいかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。それでは、大曲南中学校 PTAからの申請について、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、申請番号２番の大川西根小学校 PTAからの申請についてはいかがでしょう

か。 

 

○齋藤誠吾委員 

  先ほどもお話があったのですが、教育委員会からこれまで継続してもらっていて、本当

に予算が削られてしまったかどうかの確認と、やはり全部が地域ではなくて生徒たちも対

象とする部分があるので、教育委員会からも半分もらうとか、そういったことを考える必

要があるのではないかと思います。 

   

○会長 

  はい、事務局よりお願いします。 

 

○事務局 

  今後、教育委員会からの支援については、来年度以降もご相談させていただくという風

にさせていただきたいと思います。ただ、教育委員会から半分、こちらから半分という風

になりますと、地域枠予算の、市の他の補助金が入っていないかどうかという要件にひっ
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かかる部分がでてまいりますので、そのあたりには注意をしながら、事業の趣旨がどこに

あるのかという点に注目して判断をしてまいります。今回、受付をさせていただいたのは、

地域の皆さんを巻き込んで地域を盛り上げていくためというところがありましたので、地

域枠予算にも該当すると判断して受付をした経緯がございますので、その点についてはご

了承をいただきたいと思います。 

また、少々話が戻りますけれども、地域枠予算の運営について教育委員会なり観光担当

との、いわゆるイベントへの補助について協議をした経緯がございます。その際も、どち

らからでもいろいろな支援はできるかとは思いますが、地域を盛り上げていくための地域

枠予算の活用も十分考えていきましょうということもありましたので、今回の分はご了承

いただきたいと思っております。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。 

 

○山崎委員 

  先ほど説明はありましたけれども、教育委員会の方で前年比 20％減という話がありまし

たが、そういったことというのはあるものなのですか。 

 

○事務局 

  予算編成の際には、例えば前年比 15％カットや 20％カットという指示が出ることは毎年

のようにあります。 

 

○会長 

  花火ウィークや夏祭りもそうです。毎年１割ずつくらいはどんどん減らされています。 

  他にはよろしいでしょうか。それでは、採決をさせていただきます。申請番号２番、大

川西根小学校 PTAの申請について賛成なさる方は、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、申請番号３番、花館体育振興会からの申請についてはいかがでしょうか。 

  特にないようですので、採決をさせていただきます。申請番号３番、花館体育振興会の

申請について賛成なさる方は、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 
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○会長 

  はい、全員賛成です。 

  続きまして、継続事業に入らせていただきますけれども、申請番号４番、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。 

よろしいでしょうか。それでは、申請番号４番、音楽ボランティア アダージョの会の

申請について賛成をなさ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、申請番号５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はい

かがでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは、申請番号５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をなさ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、申請番号６番、百梅クラブの申請についてはいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは、申請番号６番、百梅クラブの申請について賛成をなさ

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、申請番号７番、曲陽会の申請についてはいかがでしょうか。 

 

○齋藤誠吾委員 

  申請書にも自ら書いていますが、観覧者が減少してきていて延べ 71人とあります。何年

も継続してきて参加者は減ってきており、チラシを１万５千枚も作って、それで来ている

人は 71人ということで、このままでいいのかなと思います。もう少し何か方策がないのだ

ろうか、と思います。 

   

○藤井委員 

  確認ですが、昨年度実績の資料では 240,840円で、今年度の予算申請額も同額です。と
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ころが、経費の分で駐車場経費が３万円、食糧費が３万円と６万円が増えています。です

が、６万円は増えているけれども地域枠予算の申請額と昨年度の決算額は同じというのは

どういうことでしょうか。 

 

○会長 

  事務局からお願いします。 

 

○事務局 

  これはⅡ型ということでございまして、昨年度の実績報告が地域枠予算を活用した部分

についてのみの実績報告という形で数字が出されております。今年の申請につきましては、

このライトアップの借り上げ料とチラシの印刷費、これが合わせて 240,840円で地域枠予

算分となります。この経費の６万円という部分については、組織が自己負担という部分で

ございますので、その差となります。 

 

○藤井委員 

  わかりました。そうすると去年まではそれらの経費はかかっていなかったということで

しょうか。 

 

○事務局 

  いいえ、かけてはいたとは思うのですが、Ⅱ型ということもありまして、自己負担分に

ついてはここに記載がなかっただけの話ではないかと考えております。 

 

○会長 

  藤井委員、よろしいでしょうか。 

 

○藤井委員 

  はい。ただ、先ほどの齋藤委員の意見はもっともだと思います。 

 

○事務局 

  齋藤委員、藤井委員の方からご指摘がありました参加者の減については、今回の申請の

中にもチラシの配布方法を検討するなど、PR活動を強化し、参加者の増加を図っていくと

の記載もありますけれども、地域協議会からの意見として、参加者の増加を図るよう意見

を付して通知を出したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

○会長 

  そういう形でよろしいでしょうか。 
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○齋藤誠吾委員 

  この申請書にも書いてある通り、神社の祭典日と同じ日にやるとかなってはいるけれど

も、本当にそういうことを検討しないといつまでも改善は図れないと思います。例えばこ

れが二日間で 71名というのが 100名になったにしてもこれでいいのだろうか、という気が

してしまい、やり方そのものを検討する必要があるのではないかという感じがします。 

 

○会長 

  事務局、お願いします。 

 

○事務局 

  はい、参加者の増加のみならず、開催の日にちの検討なり、そういったことを含め検討

するよう意見を付すということでやらせていただきたいと思います。 

 

○会長 

  そのあたりは強く話をしていただきたいと思います。 

 

○藤井委員 

  曲陽会という主催するところの会員は 334名もいるんですよね。ということは、何らか

のやり方次第ではこの方々の参加も集められるのではないでしょうか。 

 

○会長 

  いまお話があった通り、日程も含めた根本的なところから見直しをする必要があるんじ

ゃないかということもありますが、会全体としてそれだけの会員がいながら実際に来てい

る人が２割くらいですよね。 

 

○事務局 

  この 71人は少ないわけですが、外から来る人数であって、地元の人のカウントはされて

いない人数となっています。 

 

○会長 

  要するに先ほど言った曲陽会の 334名は数に入っていないということですね。 

 

○事務局 

  そうです。334名の会員の中でどのくらいの割合がお見えになっているかはわかりませ

んけれども、いずれ、この 71人という中には曲陽会の地元の人数は入っていないと伺って

おります。 
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○佐藤美智子委員 

  例えば、この人が外からの人だということはどうやってわかるのですか。 

 

○事務局 

  参加者に記帳していただくことで判断しているとのことです。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。 

それでは、採決に入ります。申請番号７番、曲陽会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。併せまして、後援名義についてもよろしいでしょうか。 

 

○齋藤誠吾委員 

  後援名義についてですが、これまで何年も同じことを言っておりますから、別のことを

言うと、ストリングスプラザの会のチラシを見てください。このチラシを見ると大仙市地

域づくり事業活用事業と記してあるわけです。なんだかこちらの方がいいのではないかな

あと思います。片方は後援でもう一方はこういった内容で、どちらかに統一をすべきなの

ではないかと思います。 

 

○会長 

  これについては、事務局はどうですか。 

 

○事務局 

  これについては、地域づくり事業活用事業と書いていただく分には特に申請も必要なく

やらせていただいておりますけれども、後援名義を使用させていただきたいという場合に

は今回のように使用の依頼文書を頂戴しております。これは主催者側からの要望というこ

ともありますので、ダメだという風にはこちらとしても言いにくい部分はありますけれど

も、今後、このような補助金を活用した事業という記載も含めて検討をさせていただきた

いと思います。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。それでは、申請内容と後援名義について、賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

（１名を除き賛成） 

 

○会長 

  一人のみ反対ということですね。 

続きまして、申請番号８番、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
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ょうか。 

よろしいでしょうか。それでは、申請番号８番、Newストリングスプラザの会の申請に

ついて賛成をなさ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。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。 

  続きまして、議題の４に入らせていただきます。新市建設計画の変更に伴う内容説明に

ついてであります。説明をお願いします。 

 

○総合政策課 五十嵐課長、鈴木主任 

【新市建設計画の変更について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  ただいま説明がありましたが、これについて皆様よりご質問等はございませんでしょう

か。 

  それでは、特別質問もないようですので、続きまして大仙市における今後の生活支援体

制についてであります。説明をお願いします。 

 

○地域包括支援センター中央 菅原主査 

【大仙市における今後の生活支援体制について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  ただいま説明がありましたが、これについて皆様よりご質問等はございませんでしょう

か。 

 

○山崎委員 

この問題について、コミュニティ会議の方から福祉関係の方に３年前から要望している

事項があり、それが反映されていない。一番こういったものに協力できるのは町内会だと

思うが、各町内単位で活動するとしてもできない面がある。それをどうやってクリアする

か協議していながら反映できていない。そこら辺を同じ繰り返しはやめてほしい。 

直接関係はありませんが、町内会側で一番問題になっているのはアパート住まいです。

そのあたりの対策が具体化されていない。これは防災もまちづくりも含め対応していくべ

きだと思います。町内会長からの苦情がものすごいです。 
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○会長 

  これはなかなか難しいですね。 

 

○地域包括支援センター中央 菅原主査 

  私たちの方でコミュニティ会議に関与していない部分もありますが、これからいずれ自

治会さんの方にも入っていきます。今年度は大仙市全域について考えるということになる

かと思いますが、第２層ということで各地域に我々も福祉の側から入っていくことになり

ます。そこで意見を伺いながらそういった部分の改善について取り組んでまいりたいと思

いますので、ご理解の程よろしくお願いします。 

 

○山崎委員 

  それからもう一点お願いです。直接担当ではないからかもしれないですが、各介護施設

に入っているお年寄りに食べさせる食事の実態、介護の実態について家族も根を上げられ

ないでいます。そのあたりをペーパーでいろいろとやっても役に立たないです。私はコミ

ュニティの関係で私自ら３年ごしにずっと対応してきていますが、でも最終的には知らな

いふりです。これからはみんな年齢が上がってきますから、そこのあたりを本当に具体的

に取り組んでいかないとどうしようもないと思います。 

 

○地域包括支援センター中央 菅原主査 

  そういったご意見もあるものと思いますし、介護保険に関しては大仙市のみではなく広

域で運営しているところもございますので、介護保険事務所の方にもそういった情報は入

っているものとは思いますので、そういったところと連携しながら対応を進めてまいりた

いと思います。 

 

○会長 

  はい、よろしくお願いします。 

他にありますか。それでは、特別ないようですので、続きまして大仙市公共施設等総合

管理計画案について、説明をお願いします。 

 

○総務課 佐々木隆幸参事、三浦主席主査、佐々木顕彦主任 

【大仙市公共施設等総合管理計画（案）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が、これについて皆様よりご質問等はございませんでしょう

か。 

 

○髙畑委員 

  市民会館について気になることがあるのですが、３３ページの下の方で平成３７年に大
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改修とありますが、かなり先のことだと思いますがどのように改修するのかということは

現段階で決まっていることはありますか。 

 

○会長 

  今は全体計画のことで、個別の内容についてはこれからというところですよね。 

 

○総務課 佐々木隆幸参事 

会長さんがおっしゃった通りになります。平成３７年の大改修については、平成３６年

のところに黄色で３０という表示がありますが、これは整備されてから３０年経過したと

いう意味になります。 

鉄筋コンクリートの建物になりますと、３０年経つと改修しないといけなくなるという

ことになっておりまして、市民会館も整備されてから３０年になる平成３７年頃に大規模

改修をしようという計画案になります。内容につきましては、これから検討して整備する

内容を決めていくことになっています。 

ただし、平成２８年～平成３０年というところに青で改修とあります。これについては、

平成２８年度には舞台装置や照明器具などの舞台の改修を行う予定です。それから、平成

２９年度にも同じく舞台装置の方を改修することとなっております。平成３０年につきま

しては、正面の扉の改修や外部の出入り口の方などの建物の一部分を改修するということ

で、この３か年については決まっておりますが、平成３７年の大改修につきましては、こ

れから皆さんの意見を聴きながら、それから建物の老朽化の度合いを見ながら内容を検討

するということになっております。 

 

○会長 

  他にありますか。佐藤委員。 

 

○佐藤美智子委員 

  消防署の場合は人命救助が大事なので、耐震的に建物自体が大変ということよりも無線

などを使えない層のために立て替えをするという風に書いてあります。それに対して、公

民館などは私たち市民に直接関わってくるものですが、そういった施設には耐震の審査な

どはしてあるものですか。 

 

○総務課 佐々木隆幸参事 

  行っております。薄い方の冊子の全体計画の５ページをご覧ください。５ページの下の

方に棒グラフがございまして、横軸が年度を表しておりますが、昭和５６年度のところに

赤線がありまして、この赤線というのが耐震の基準が改正になったときとなります。この

昭和５６年度よりも前に造られたものは耐震性が適正にとれていない可能性があるので、

診断を行うようにという国の指導になっております。 

大仙市の方でもこれに該当するものがございまして、これにつきましては学校や皆さん
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が出入りする役所の庁舎などを優先的に検査し、基準を満たさないものは既に改修に取り

掛かっております。学校などについては既に完了しております。 

昨年は体育館なども耐震が取れていないものにつきましては、整備しております。ただ、

検査はしておりますが一度に耐震のための工事ができませんので、一番やらなければなら

ないものから順次やっております。現在はスポーツ施設などで若干残っておりますけれど

も、これも計画的に耐震性がとれるようにきちんと工事を行っております。 

ですので、５６年度よりも右側の方は大丈夫と言われておりまして、左側の方は検査を

行い順次整備を進めているという状況になります。 

 

○佐藤美智子委員 

  ３０年経つ頃には右側の方でも危なくなってくるということですか。 

 

○総務課 佐々木隆幸参事 

  耐震性は大丈夫だとは言われていますが、検査を行ってまいります。 

  耐震よりも外壁が壊れてきたり、屋根が雨漏りしてきたり、設備が壊れてくるなどして

まいりますので、そういったものにお金をかけていかなければならないということがござ

いますので、大仙市ではこれを計画的に行っていかなければならないと考えております。 

 

○会長 

  他にありますか。 

  よろしいでしょうか。それでは、特別ないようですのでこれで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。 

  本日の議題については、以上となります。事務局から何かありますか。 

 

○事務局 

  皆様のお手元の方に移住定住に関する推進体制整備事業について、という A３版の資料

をお渡ししております。今年度、まちづくり課の方にだいせんライフ促進班という移住定

住に特化した仕事をする課ができております。 

こちらの班の方でこの支援事業をやっていくわけですが、こちらの資料にあります趣旨

であります、大仙市の人口ビジョンで整理した課題を解決するために、大仙市の総合戦略

の中で魅力あるまちづくりと移住定住の促進を基本目標の一つとして掲げています。この

事業の中で何をやるかでありますけれども、まずは今年度、移住定住に係る具体的な実施

計画であるアクションプランを策定したいと考えているところであります。それとともに、

移住定住の促進に向けた体制の整備というものも同時に取り組んでいきたいと考えている

ところであります。事業費の方を見ていただければお分かりと思いますが、こちらは３か

年の計画となっておりまして、今年度は３３４万３０００円という宝くじの収益金を使い

まして事業を行っていくものでございます。 

右側のページには、事業の内容ということで、アクションプランの策定、体制整備、移
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住定住の促進という３つを３年間の中で行っていくということになります。一つ目のアク

ションプランの策定ですが、次のページをご覧いただきたいと思います。このアクション

プランの策定に関しましては、アクションプラン策定委員会というものを設置して、そち

らの方で検討を重ねながら、計画を立てていきたいと考えております。また、地域の意見

聴取ということで、各地域協議会の方からも移住定住に関する様々なご意見を頂戴したい

と考えております。 

また、今年度の地域協議会の全体研修会では、この移住定住に関する内容をテーマとし

て研修会を行いたいと考えております。この研修会は、少し早いですが８月２１日（日）

にグランドパレス川端を会場として開催したいと考えております。講師は、丑田俊輔さん

という五城目町に東京から移住してきた方で、廃校になった小学校をオフィスにしまして、

そちらで活動されている方です。それからもう一人、和賀郷さんという方で、こちらも横

手市に東京から移住してきた方でございまして、今は横手市の方で田植えの体験ツアーな

どをやりながら移住に関する PR促進に努めているという方でございます。こちらのお二方

を講師に招きまして、研修会を開催したいと考えております。この研修会を受けまして、

次回の３回目の地域協議会の中で、皆さんの方から移住定住に関する様々なご意見をお聴

きしたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、次回につきましては、９月１３日（火）の１８時からということで３回目の

地域協議会を予定しております。 

他に委員の皆様から何かございませんか。なければ、これで本日の会議を閉じさせてい

ただきたいと思います。長時間にわたり大変ご苦労様でした。ありがとうございました。 

   

（午後 ８時２５分 閉会） 
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