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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４回の地域協議会という事で出席していただきましてあ

りがとうございました。だいぶ寒い時期となってまいりまして、今週半ばにはまた雪が降

るという予報になっておりますので、是非皆さん体調の方、気を付けていただければと思

っております。 

今巷のいろいろな話題としましては、アメリカの大統領が予想に反してトランプさんに

なったという事で、アメリカがどういう状況になっているのか固唾をのんで見守っている

ところだと思います。また、隣の国の韓国では朴槿恵大統領の問題です。こちらも非常に

揺れているところだと思いますし、再来週にはロシアのプーチン大統領が来日して北方領

土がどうなるのかという問題です。このように様々な問題がありますが、大統領制という

のは、国のトップを選挙で決めるのは非常に良いことだと思っておりましたが、今のいろ

いろな状況を見ますと、あまりにも一人に権限が集まってしまって、果たしてこれで良い

のかと思ってしまいます。そういう意味では今の日本の政権のように、安定した中で内閣

制が保たれているという事で、そういう日本の政治形態が保たれているのはいくらか良い

のかなと感じているところであります。いずれ選挙が近いという事を聞いておりますし、

市長の選挙も近いという事で、我々の任期も近づいてきておりますので、今日の議題の中

にもそのような話題も出てきますので、あと残り少ない任期を全うしたいと思っておりま

す。 

  また、毎年行っている研修会についても後程話題として出てきます。昨年行われました

ヒカリオのイベントについて、また今年も行われるという事で前回の協議会で話し合われ

たところでありますので、その辺の内容をもう少し詳しく詰めていきたいと思いますので、

どうか宜しくお願いします。また今日も皆様から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、髙畑委員、富樫委員、三浦委員から欠

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。 

次に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。会議録署名委員は伊

藤委員と藤井委員にお願い致します。 

次に議題の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件の申請がありました。事務局より説明をお願い致します。 

 

○事務局（田口主幹） 

  【地域枠予算の申請について、配布資料に基づき説明】 
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○会長 

  ただいま説明がありましたが、この申請につきまして委員の皆様からご質問等ないでし

ょうか。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。ありがとうございました。 

 それでは次に３の検証に移ります。今回は音楽ボランティア・アダージョの会と百梅クラ

ブから、実施した事業の実績報告が提出されております。大仙市地域づくり推進事業検証

シート（Ⅲ型）を活用して検証を行いたいと思います。それでは説明をお願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

  【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 

 それでは検証内容について、妥当かどうか皆さんにお伺いしたいと思います。検証内容に

ついて、適正検証項目として①番、事業団体として適正であるか。これについてはいかがで

しょうか。 

 

○事務局（田口主幹） 

 会長、事務局でわかる範囲の内容については記入してあるところもございますので、その

他の部分をお願い致します。 

 

○会長 

 はい。わかりました。先に事務局より検証しているという事なので、その点についてはよ

ろしいですか。それでは次に検証の②番です。地域枠予算を活用して実施する事業か。これ

についてはいかがですか。よろしいですか。それではこれについては大丈夫とのことです。

続きまして、⑤番です。政治色、宗教色の濃い事業ではないか。よろしいでしょうか。問題

ないとのことです。続きまして⑥番です。営利目的とした事業ではないか。よろしいでしょ

うか。こちらも適正です。次に⑧番です。その他不適切と認められる事業ではないか。よろ

しいでしょうか。はい。適正結果につきましては、適正であるという事でよろしいでしょう

か。はい。それでは次に総合検証項目ということで、⑪番です。多くの地域住民のための事

業であるか。よろしいでしょうか。はい。それでは検証項目⑫番。具体的な成果が期待でき

るか。何かご意見ないですか。よろしいですか。はい。それでは項目⑬番です。この事業の

内容や運用を改善する余地はあるか。はい、本間委員。 
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○本間委員 

 パレードは今回中止という事ですが、やはり商店街の皆さんとかがこういうのを楽しみに

していると思いますので、予備日とか設けて、もし雨が降った場合とかに別の日にやるとか

できないでしょうか。 

 

○事務局（田口主幹） 

 花火ウィークが花火大会の直前という事もありますので、花火ウィークとは別の機会に、

花火大会終了後のどこかで都合の良い時にと検討する余地はあると思いますが、少し団体の

方とご相談させていただきたいと思います。 

 

○会長 

 はい。花火ウィークの実行委員長と致しましては、日にちが限定しているので、花火ウィ

ークのところでは難しいと思います。いずれ何かの機会で、中止になった場合も行ってほし

いという旨は伝えても良いと思います。それについては事務局の方で話してくれればと思い

ます。 

 

○事務局（田口主幹） 

 わかりました。この検証結果を団体の方にお伝えする際に、協議会からの意見として、つ

けさせていただきたいと思います。 

 

○会長 

 はい、松塚委員。 

 

○松塚委員 

 内容について少しお伺いしたいのですが、ソロフェスタってコンクールのようなものです

か。審査員がいるのでコンクールのようなものだと思うのですが、どういう形式で運営され

ているのか知りたいです。 

 

○事務局（田口主幹） 

 決算書の方をご覧いただきますと、もちろん審査員の謝礼ですとか、賞品代、賞状代とご

ざいますので、それぞれの分野で賞が決まるものでございます。コンテスト部門小学生の部

というのと、コンテスト部門小学生の部②というのと、中学生の部というのがございまして、

３つの分野に分かれて審査を行っております。 

 

○松塚委員 

 わかりました。それでは新人音楽祭地元の学生の部といったものですね。演奏技術の向上

のために、確かにコンクールをやればそのために練習をしてくると思いますが、その場所に

来て何か演奏技術のクリニックがあるわけではないですよね。 
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○事務局（田口主幹） 

 そうですね。そういった専門の方が来てクリニックというものではないようです。この３

部門の他に、コンサート部門と致しまして、グループで演奏をするという事もありますが、

講師の方を迎えてというものではないと伺っております。 

 

○松塚委員 

 事業目的として演奏技術のレベルアップという事が挙げられているのであれば、コンサー

トをやりっぱなしだと物足りなくなるのかなというのが個人的には思っております。個人的

な意見でした。 

 

○会長 

 はい。佐藤美智子委員。 

 

○佐藤美智子委員 

 ちょっと教えていただきたいのですが、今回高校生が出なかった理由に関しては、開催日

が遅くなってしまったためとなっています。それで改善点として、例年と同じ時期に開催す

るとなっていますが、それはどうしてその理由になったのかということと、来年やると決ま

った時に、いつその日程を決めるのかということを知りたいです。やはり高校生みんなに出

てもらいたいとなった時に、そういう時の考え方を踏まえて説明してもらえますか。 

 

○事務局（田口主幹） 

 正直に言いますと、そこまで伺っていないといいますか、開催に関しては団体にお任せし

ている部分がございますので、どのタイミングで PRをして、どのタイミングで募集してとい

うところまでは関与していない部分でございます。なので、こちらの部分から申し上げられ

る部分と致しましては、今年度の課題として団体の方で挙げられました事について、来年以

降は高校生も参加できるようなタイムスケジュールでやるとしかお話しできません。 

 

○会長 

 はい。よろしいでしょうか。先ほども花火ウィークのできなかったときのイベントとか、

やはり受け皿がないと。団体に聞けばやりたいと言うと思います。ところが、イベントをや

る場所の受け皿がないと難しいと思います。なので、その辺は土屋館や商店街との絡みにな

ってくると思うので、そちらとのスケジュールの打合せとか必要になってくると思います。

なので、その辺事務局でもちょっと時期的なものも併せて話をしてもらいたいと思います。 

 

○事務局（田口主幹） 

 はい。わかりました。 
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○会長 

 はい。他にありませんか。それでは検証項目⑭番です。この事業は必要性のあるものか。

よろしいでしょうか。はい。それでは⑮番です。Ⅲ型として実施する事業であるか。はい。

よろしいでしょうか。それでは今後の方針としましては、今話のありました内容を改善して

継続という形でよろしいでしょうか。はい。それでは改善提案と改善の見通しは、今言った

ようなことを言っていただいて継続という事で進めたいと思います。はい。よろしいでしょ

うか。それでは音楽ボランティア・アダージョの会の事業につきましては、そういうことで

検証をしていただきました。続きまして、百梅クラブの実績報告の方をお願い致します。 

 

○事務局（田口主幹） 

  【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 

 はい。それでは百梅クラブの事業につきましても、先ほどと同じように検証をしていきた

いと思います。それでは適正検証項目と致しまして、②番、地域枠予算を活用して実施する

事業であるかという事ですが、よろしいでしょうか。はい。次に⑤番です。政治色、宗教色

の濃い事業でないか。はい。よろしいでしょうか。それでは⑥番です。営利を目的とした事

業ではないか。よろしいですね。次に⑧番。その他不適切と認められる事業ではないか。よ

ろしいですか。それでは適正結果として、適正であるという事でよろしいでしょうか。はい。

それでは総合検証項目に移ります。⑪番です。多くの地域住民のための事業であるか。はい。

次に⑫番です。具体的な成果が期待できるか。よろしいですか。はい。それでは次に⑬番で

す。この事業の内容や運用を改善する余地はあるか。よろしいですか。はい。それでは次に

⑭番。この事業は必要性のあるものか。松塚君何かありませんか。 

 

○松塚委員 

 はい。難しい質問ですよね。必要性があるかと言われれば難しいですよね。これ何年続け

る予定ですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

 まず 3年続けて検証という事ですね。 

 

○松塚委員 

 それでその続きですが、3年やって検証を行い、また 3年やって検証を行い、これを 30年

続けることも可能なわけですよね。 

 

○会長 

 地域枠予算が続いていればの話ですね。 
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○松塚委員 

 聞いてみただけでした。 

 

○会長 

 必要性があるかと言われれば難しいですね。質問の項目としてちょっと変ですよね。実際

必要かと言われれば必要ないという話になってしまいますからね。なので、質問の項目とし

てちょっと考えた方が良いと思います。 

 

○事務局（田口主幹） 

 例えばこの⑭番のところで、ポツが２つありまして、下の方の地域の諸課題を解決するた

めの地域づくり事業であるかないかというところで、地域にとってどのようにこの事業が関

わっているのかということを、うまく表現できるような質問に直すように頑張ります。 

 

○会長 

 それでは⑮番です。Ⅲ型として実施する事業であるか。よろしいですか。はい。佐藤美智

子委員。 

 

○佐藤美智子委員 

 ここに、子どもたちが地域住民やお年寄りを身近に感じることという事の中に、南中の生

徒さんたちも参加してくれて華を咲かせてくれましたとありますが、これは確か半纏を作っ

たものですよね。それで生徒がたくさんきてくれてという事でしたよね。それでその下に、

小さなお子さんから高齢の方まで楽しめる種飛ばしという事ですよね。参加人数が 200人と

ありますよね。できればその 200人の内訳みたいな形で、例えば地域のお年寄りが何人くら

いで、南中さんが何人くらい、お子さんたちがお年寄りの方とやったという割合がわかると、

将来の活性化に希望をもてますが、例えば、お年寄りが 180人くらいで、残りが 10人と 10

人という事も考えられますよね。意地悪な言い方をすればですが。なので、そこの割合をち

ょっと把握しているのかなと思いました。 

 

○佐藤久美子委員 

 地域の行事と言うよりは、施設との交流の意味合いが大きいみたいでちょっと違うのかな

と思いました。施設の入所者の方もプラスですよね。 

 

○事務局（田口主幹） 

 実は施設の入所者というのは、動ける方があまりいらっしゃらなくて、動ける範囲の方が

参加されている事業ですので、この 200名のうちのほんの少しが入所者という風に伺ってお

ります。この「すこやかセミナー」とありますが、今回のテーマといいますか、行った内容

が先程佐藤委員からありましたが、南中の生徒さん達が盆踊りの継承のために、伝統文化の

継承のために半纏を作りました。そのお披露目という事で、その生徒さんや入所者の方も交
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えて、角間川の盆踊りの歴史を学ぶという意味合いからも子供さん達も参加しておりますが、

先ほどご質問にあったように、学校に入る前のお子さんが何人いたかとか、中学生が何人い

たかというところは、申し訳ありませんが今回は確認していないというところであります。 

 

○佐藤美智子委員 

 地域のこれからという質問になった時に、果たしてそれが妥当なのかということにかかっ

てくると思います。質問によってですが。それを踏まえた上での質問形式にした方が良いの

かなというのが一つです。もう一つは単純な質問で、なんで種飛ばしなのだろうと思いまし

た。例えば 3年やったら次は盆踊りの継承と何かをやって、3年毎に検証するとか。いつ資

料を見ても種飛ばしばかりなので、他に何かないのかなと思いました。 

 

○佐々木巌委員 

 それで地域の人たちが盛り上がっていっているのであれば良いのではないかと思います。 

 

○本間委員 

 子供さんからお年寄りまで参加して、ちょっと高いところから種を吹きます。その距離に

応じて優勝とか準優勝とか決めます。 

 

○藤井委員 

 山形のさくらんぼと同じような感じですよね。種飛ばしのやつで有名ですからね。 

 

○会長 

 はい。よろしいでしょうか。先ほど佐藤委員から意見が出ましたように、小学生とか中学

生、高校生に参加してもらう場合にその内訳を出してもらえたらと思います。 

 

○事務局（田口主幹） 

 はい。わかりました。 

 

○会長 

 はい。それでは現状のまま継続という形でよろしいですよね。種飛ばしでずっとやってき

たわけですので。以上で検証の方を終わらせていただきます。それでは皆さんからいただい

た意見を、事務局を通じて申請団体の方にお伝えいただきたいと思います。 

 それでは次に議題の４に移ります。ヒカリオ LIVEイベント フォアブルーについてですが、

前回の協議会で、今年も同じような形で実施するという事を確認しております。内容につい

ては髙畑委員に一任したところでありますが、今日欠席なので、事務局より説明をお願い致

します。 

 

○事務局（田口主幹） 
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  【ヒカリオ LIVEイベント フォアブルーについて、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

 はい。前回の協議会の時に、このイベントは今年度も行うという事で皆さんから承諾いた

だいたところであります。内容については髙畑委員に一任するという事ですが、私の方でも

出てきた意見を聞かせていただいて考えているところであります。 

中学生・高校生をターゲットにする場合に、日程が 3月の上旬が良いのではないかという

事ですが、こちらはやはり天候的に厳しいです。またヒカリオのイベントと言いながら屋内

を使って、大曲商工会議所の会議室の中を使ってという意見もありましたが、これだと意味

がないのではないかということで、3月の上旬にやったからといって本当に中学生・高校生

に来てもらえるのかというと、ちょっと厳しいのではないかという意見も出させていただい

ております。なので、3月上旬というのは却下させていただきます。3月の 18日に冬の章 新

作花火コレクションが行われます。それで集客を見込んで、お昼にフォアブルーを見てもら

って、それで花火にいってもらえばという意見も出ておりましたが、実際スキー場でやる冬

の章はだいたいの人が車で来るので、なかなかそれもちょっと厳しいです。スタッフも重な

っているところがあって、それもどうなのかなと思うところもあって、やはり去年と同様に

3月下旬の日曜日という事を、これからも続けていく上で定番としていけば良いのかなとい

う事で、髙畑委員にも話をしてもらったところであります。それで日にちに関して皆さんか

ら意見を頂戴したいのですが、まず基本的に年度を越すのは難しいのですよね。 

 

○事務局（田口主幹） 

 時期的については前回もちょっと話がありまして、来年やる時はもっと暖かい時にという

話も出ていたと思いますが、なんとなくこの季節になってしまっております。もし 29年度に

7月とか 9月とか、もう少し天候の良い時にという話であれば特段経費的にも問題があるわ

けでもありませんので、皆さんで協議していただければと思います。 

 

○会長 

 確かに去年は天気がすごく良かったですよね。それでも 15時過ぎになると寒くなってきま

したよね。日中は恵まれていましたが。実際にヒカリオもこの前、稔りフェアで使われてお

りましたが、このイベントと稔りフェアぐらいで、非常にヒカリオの活用状況が悪いです。

なので、このイベントも去年はすごくインパクトのある事業だったと思うので、続けていっ

ていただきたいと思います。そういう意味では、今年度はこの日でいかがですか。よろしい

でしょうか。それでは日にちとしてはこの日でお願いします。あと、去年はフォアブルーと

いう名前でありましたので若い県内のバンドを呼んでやったわけですが、髙畑君からも、も

う 1人くらいネームバリューのある大物を呼んでこないとちょっと集客にならないのではな

いかという話がありました。そうした時に、大物と言われてもどういった意味で大物になっ

てくるか難しいところもありまして、皆さんからこういった人がいれば良いという人がいれ

ば推薦していただけたらと思いまして、今日の話に出させていただきました。何かあります
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か。事務局の方で出たのはお笑いですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

打合せの中で出ましたのが、住みます芸人ですとか、ブラボー中谷とか、ネイガーとか、

pramoとか。皆さんが一度は聞いたことのある人を呼びたいと思いますが、それが誰なのか

というのがちょっと出てこなくて。皆さんに出していただければと思います。 

 

○会長 

 どなたか推薦する人いませんか。 

 

○藤井委員 

 予算もあるのではないですか。 

 

○会長 

 そうですね。大物といえば、お金をいくらでも出せればすごい大物を呼ぶことはできると

思います。ですが、そうはいかないので、限られた予算の中で、地元の人を集客できるちょ

っと有名な方という事になると思うので、この人という人がいれば。 

 

○齋藤誠吾委員 

 この間の秋祭りの時、すごく人が多くいましたが、どういう人を呼びましたか。 

 

○会長 

 秋の稔りフェアの時ですね。誰を呼びましたか。 

 

○事務局（田口主幹） 

 秋の稔りフェアで人が集まったのは、大曲農業高校さんの仮装行列と Jingujiキャンで～

ずさんと、支援学校さんのよさこいですとか太鼓ですとか。そういったところでお客さんが

集まってくださいましたね。 

 

○齋藤誠吾委員 

 大曲出身の歌手とかいないのですか。 

 

○藤井委員 

 います。YUKAさんですね。 

 

○事務局（田口主幹） 

午後から地元アーティストということで、初日に 2人です。仙北地域の鏡元もとじさんと

いう方と、美郷町の栗林聡子さんです。2日目は毛利大介さんという方と、YUKAさんと。フ
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ァンの方もいらっしゃいましたが、午前中の地元の方々ほどの盛り上がりはなかったのかな

と思っております。 

 

○会長 

はい。そういうところのようですが。青谷明日香さんは産休に入りましたしね。どうです

か。たぶん出てこないと思いますので、考えてもらうという事と、事務局でも周りに聞いて

もらったりして。 

 

○松塚委員 

これはやはり若い人がステージに立たなければいけないですか。若い人限定なのか、それ

ともジャンルを音楽としていくのか。フォアブルーということで若い人でないとダメなのか。

運営していく人が若ければ良いのか、それとも出る人も若くなければいけないのか。大曲の

人口構成を考えた時に、若い人が少ないのに若い人に来てほしいというのは限界があるのか

なと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

結構みなさん、ペアーレとかはぴねすとかで、ダンスとかヒップホップとかよさこいとか

いろいろやっているじゃないですか。カラオケとかハーモニカの人たちとか。そういう地元

の方で集まったりしたときは、お孫さんとか近所の人とかが集まります。大物アーティスト

はお金ばかりかかりますし、その時は人が来ても、興味がない人は結局その後来ないので。

そういうのも必要だと思いますが、やはり芸能発表の場みたいなのも必要なのかなと思いま

す。地元の人たちの、身近な人たちがステージに出るという感覚が良いのかなと思います。 

 

○会長 

それは内容的なところで、さっき松塚君が言ったように、どこをターゲットとするか。集

客するために芸能から地元アーティストからいろいろ呼ぶのか。そういう流れで良いのか。

まず去年の流れとしては、フォアブルーという事で若いところをターゲットとしていこうと

やったので、その辺は髙畑君を交えて相談しないと。 

 

○事務局（田口主幹） 

打合せの時に髙畑委員もどこまで若い人にこだわるのかというところを考えているようで、

あまり若者にこだわらなくてもという気持ちもあるようでしたが、やはり他のイベントと違

う雰囲気でやるために、ボランティアスタッフの方々は若い人を中心に、皆さんでそこを支

援していくような形で考えているようでした。出演される方に関してはそんなにこだわって

いないようで、前回のバンドの方とかよりも、佐藤委員がおっしゃられたように地元の発表

の場として捉えても良い感じの意見も出ておりましたので、出演者に関して、こういった人

はダメとかは髙畑委員は考えていないようでした。 
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○藤井委員 

実際に西根のウエスト祭の時は西根小学校の人が出ているのですよね。 

 

○佐々木巌委員 

今回は保育園の方々から協力してもらって、やはりお孫さんという事でおじいちゃんやお

ばあちゃんが集客力というところで結構ウエイトがあります。 

 

○藤井委員 

四ツ屋小学校も 12月 23日にドンパルでやります。小学校が中心になると、やはり良いな

と思うものをやりますので、そういった各地域にどういったものがあるか。どういったもの

をやるのかと気になる地元の人が結構いると思います。あと、四ツ屋の公民館でも子供たち

のヒップホップとかよさこいとかずっとやっています。よさこいは 2グループとか練習して

います。 

 

○佐藤美智子委員 

 やはり発表の場というのは１つの目標になるのかもしれません。 

 

○会長 

ただ小学校の出し物のタイミングとしては難しいですよね。学年が変わるタイミングで、

先生たちも変わるタイミングですので。 

 

○藤井委員 

 ただその頃と言えばさよならコンサートとかもありますよね。 

 

○会長 

 もう終わっているころじゃないですかね。 

 

○松塚委員 

中学校に残っている子たちの 1年生とか 2年生とか、子どもたちだけでは来られないので

すかね。湯沢の中学校の子どもたちは、子どもたちだけでいろいろなところに出たりしてお

りますので。 

 

○佐々木巌委員 

 それはもう学校との調整次第ですね。 

 

○会長 

 確かに小学校の子どもたちが出れば親たちやおじいちゃん、おばあちゃんも、集客はなる

と思います。 
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○佐々木巌委員 

 あとさっき佐藤美智子委員が言われたペアーレも集客になると思います。 

 

○松塚委員 

今の話でいけば、ステージに上がる人はある程度若い人だけど、様々なジャンルがあると

いう事で良いですか。 

 

○会長 

 うん。そうですね。 

 

○佐藤美智子委員 

 え、若い人ですか。 

 

○会長 

 そういう事だと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

 それだと自称二十歳という人が出てくるかもしれませんね。 

 

○松塚委員 

内容として自称若い人のコーナーとかあっても良いと思います。そういう時間帯があって

も良いと思います。昔若い人のコーナーとか。そうすれば懐かしい曲も出来ますので、人も

集まるかなと。 

 

○佐藤美智子委員 

 そうですね。そういうコーナーがあっても良いと思います。 

 

○松塚委員 

 でも、「若い」というのがキーワードであれば良いのではないかと思います。 

 

○藤井委員 

 親父バンドだってそんな感じですよね。 

 

○松塚委員 

そこでなんでもありという事にするのではなくて、ある程度テーマを絞って、「若い」とい

うのをテーマにするのは良いですが、そこでハーモニカを吹かれたりすると雰囲気も変わっ

てしまうと思うので。 
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○佐々木巌委員 

先ほどの人口構成の話でもあるように、若い人を集めるのは難しいと思います。若い人は

忙しいとも思いますし。行動範囲も広いので。 

 

○佐藤美智子委員 

 私が若いと思うのは、40代ぐらいは若いと思う。 

 

○会長 

その出演者に関しては事務局を交えてもう一度髙畑君にも。次の協議会はいつか決まって

いますか。 

 

○事務局（田口主幹） 

最後に言う予定ですが、1月の下旬を予定しておりまして、その時点ではある程度決まっ

ていないといけないかなと思います。 

 

○会長 

 ではそれまで決めれば大丈夫ですね。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうですね。今日皆さんからいろいろとご意見を出していただいて、今日出していただい

た方はメモしておりますが、他にどなたかいれば教えていただきたいと思います。今出た話

に関しては順番とかメニューを考えたいと思いますので。 

 

○佐藤啓子委員 

 予算とかはどうですか。目安で構いませんが。 

 

○事務局（田口主幹） 

 実は前回出演者にそれほどお金がかかっていませんでした。10何万とかでした。 

 

○会長 

 4団体とかでしたよね。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうです。地元の団体では、出る機会をいただければということで、無償でお願いした団

体がございました。午後からのバンドの方に関しては交通費という事もありまして、若干お

支払いをしておりまして、全部で 10万円くらいです。 
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○佐藤美智子委員 

髙畑君にちょっと確認してほしいのですが、例えば私がさっき言った、ペアーレとかの方々

に出てもらうのは、集客としてはすごく良いと思います。ただ、それだと芸能発表会みたい

な形になってしまいます。音楽ライブと書いてあるので、あくまでも彼はライブというのが

頭にあると思います。それとも芸能発表会のような形になっても良いのか、それともあくま

でもライブという路線を行くのかという事を一応確認して、その上で人選に入った方が良い

のかなと思います。 

 

○会長 

 はい。それではどこまで詰めれば良いですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

今日はこの辺までで大丈夫です。先ほど佐藤啓子委員より予算についてのお話がありまし

て、去年の出演者はそれほどでしたが、総事業費はステージとかに結構かかっておりまして、

90万円くらいかかっております。呼ぶ方によって機材の金額とかも変わってくると思います

が。全体の予算としては 100万円くらいの予算で考えております。 

 

○会長 

髙畑君と齋藤健太郎君とを交えて 1 回その辺を進めていただきたいと思いますので宜しく

お願いします。あと、飲食とか物販に関してはどうですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

飲食・物販に関しましては、前回に出店をお願いしたところにお声掛けをしたいと考えて

おりますが、もう少し広く募集をかけまして、地元の商店とかにもお声掛けをできたらと考

えております。スペースにも限りがございますので、そのあたりも考えながら進めていきた

いと思います。あとは、女性部で「チーム玉コン」を結成しましたので、その辺はまたご意

見を聞きたいなと思います。 

 

○会長 

はい。そのようなことでお願いします。お店とかはもっとあっても良いかなと思います。

時間的なところではこの時間で良いのですよね。 

 

○事務局（田口主幹） 

 はい。 

 

○会長 

この時間は去年と一緒でしたか。 
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○事務局（田口主幹） 

終わりの時間を去年より 1時間早くしております。去年は終わりの方の時間になると寒く

なってきていたという事もありまして、お客さんもなかなかいらっしゃらなくて、まだ 3月

といいましてもこれくらいで終わって、片付けをしたら良いのかなと思います。 

 

○会長 

午後になって、何か目玉がないと、お昼を食べて帰ってしまうので、その辺は時間配分が

大事だと思います。はい。それではよろしいでしょうか。それではヒカリオイベントフォア

ブルーに関しては、髙畑委員と齋藤健太郎委員を交えて、次の協議会までに詰めていきたい

と思いますので、何か皆さんの方でも出てもらいたい人とか案がありましたら事務局の方に

お話をしていただきたいと思いますので宜しくお願いします。 

それでは続きまして５番に移ります。今年度で現在の地域協議会委員の任期が終わります。

これからの委員の選任について、事務局から説明をお願い致します。 

 

○事務局（田口主幹） 

  【第４期（平成２９年度～平成３１年度）地域協議会の選任について】 

 

○会長 

ただいまの説明に対しまして、何かご質問等ありませんか。ちなみに任期を３年にしたと

いうのは何か経緯があるのですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

3年という任期に関しまして、大曲地域は別として、他の地域では任期が４年目になると

お忙しいようで、出席率がよろしくないという現状がございます。1年目に地域協議会につ

いて知るため、勉強するための 1年といたしまして、2年目に地域の施策を考えていただく

期間といたしまして、3年目にはそれを市に提案していただいて、見届けていただくといい

ますか、そういった 3年のスパンが良いのではないかということになりました。2年という

意見もございましたが、2年ですと慣れてきたころに皆さん交代という事になりますので、

なかなか協議会の運営として好ましくないのではないかという協議の結果、3年というとこ

ろに落ち着いたところであります。 

 

○会長 

はい。わかりました。それではよろしいですか。原則というところが少し気になりますが。

2期やった人は交代という事ですね。それでは委員選任については大丈夫ですね。 

本日の議題は以上でありますが、その他で研修会についてです。今の進み具合についてお

願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 
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 先ほど少し触れましたが、次の地域協議会は 1月 30日を予定しております。そのあとの 2

月になりますが、大曲地域協議会においてヒカリオのイベントをやるということもありまし

て、他の地域のそういった活動を視察しに行きたいと思っております。それで 2月に太田の

火まつりがございますので、そちらの方に行きまして、イベントの運営の仕方ですとか、様々

なところを研修したいと考えているところでございますが、2月の火まつりの日程が、未定

ですので、近いうちにお知らせをしたいと思っております。 

 

○会長 

 実は私の方からも少し意見を出させていただいて、他の地域のイベントとかを見て勉強す

ることは委員の皆さんにとっても良いのではないかと思いまして。時期的には太田の火まつ

りがちょうどなのかなと思いました。その時期は他の地域でも正月行事が多くありますがな

かなか行くこともないと思いますので、皆さん綱引きとか梵天とかは見たことあると思いま

すのでどうかと思い、提案させていただきました。ただ日程がはっきりしていないので、花

館の梵天とぶつかる可能性があります。そうなればどうしようかと考えているところであり

ます。なので、2月の 4日か 11日ですよね。 

 

○事務局（田口主幹） 

 4日の線が強いのですが、市の観光ガイドを見ていただきますと、2月の第 3土曜日という

記載がございまして、ちょっとそこについて市の方で担当が協議中という事です。2月の第 3

とかになりますと、天候が悪いようで、紙風船が揚げられないということが今まで多かった

ようです。なので、その時期を少し前倒しにして開催したいというところですが、広く周知

しているところが第 3土曜日ということがございまして、今はちょっと検討中ということを

伺っております。 

 

○会長 

 そういうことですので、そこを中心に考えていきたいと思いますのでお願いします。あと

今事務局から説明がありました通り、次回は 1月 30日を予定しております。そして、我々地

域協議会の最後の協議会として 3月 14日を予定しております。 

 

○事務局（田口主幹） 

 その日が最後ということで、その日は 15時か 15時半頃に集まっていただきまして、協議

会を開催して、老松副市長と企画部長も出席して懇親会の方も開催したいと考えております。 

 

○会長 

 なので、3月 14日が本当に最後という事になりますので、懇親会も併せて行いたいと思い

ます。いつもは研修会を行った後に忘年会を兼ねて懇親会を行っておりましたが、今回は研

修会でイベントを見るという事なので、最後の協議会をやってから懇親会を行って終わりに

しようという流れになっております。皆さん宜しくお願いします。他に何かありませんか。 
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○佐藤美智子委員 

 3月 26日のフォアブルーが終わってからは何か反省会とかやりますか。 

 

○会長 

 やります。去年は若いバンドの所に私が入れられました。一緒に歌わせられたりしました。

それでは他に委員の皆様から特別になければこれをもちましてこの会議を閉じさせていただ

きたいと思います。長時間にわたりご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

 

 

（午後 ７時２０分 閉会） 
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