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（午後 ３時１０分 開会） 

○事務局（高橋主席主査） 

  研修会、大変おつかれさまでした。ただ今から平成２８年度第６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いたします。 

 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

  みなさん、こんにちは。改めましてよろしくお願いします。まずは研修会ということで

ご講演をいただきましてありがとうございました。またご紹介いただきました皆さん本当

にありがとうございました。本来であれば半月位前に研修会を行う予定だったんですけど

も、ちょっと出席者が少ないということで今日になりました。ただ、貴重なお話が聴けて

良かったと思っているところです。まずは第６回の地域協議会ということで今日が最後と

いうことになります。 

 皆さんには会長ということで協力いただきまして本当にありがとうございました。引き続

き委員をやる方もおるかと思いますけども、まずは残ってやっていっていただく方ぜひこ

の流れに沿って頑張っていただきたいという風に思っています。本当に４年間という時を

皆さんと一緒にやったわけですけれども、この４年間何があったかとふと考えたんですけ

ど、一番はやっぱり再開発事業、大曲の病院を中心とする再開発事業の工事が行われまし

て完成したということで、できたらあの辺がうまく活用されて賑わってくるんじゃないか

な、と思っていたんですけれども、非常に施設的には良くなったんですけれども、人の賑

わいとかそういうところを考えるとまだまだかなというかなという印象です。今年もフォ

アブルーということで今月末に事業を行うこととなってますけれど、なかなかああいう事

業がまだヒカリオで行われてなくて、今年は国際花火シンポジウムもありますので、いろ

いろイベント的なことももうちょっと頑張っていかなければいけないという風に思ってい

るところでありますけども、ヒカリオの活用方法としてはまだ少しさみしい感じがします

けれども、いずれぜひ委員の皆さんにもあそこの有効活用方法を考えていただいて、街の

賑わいというものをこれからも作っていただきたいな、と思っている所であります。まだ

まだ色々考えている所もあるんですけれども花火産業を中心にまたこの地域を盛り上げて

いくように皆さんと共に頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。

今日は最後の会でありますけども、来年度につなげる事業などもありますので、ぜひ皆さ

んまた貴重な意見を頂戴しながら進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

  

○事務局（高橋主席主査） 

 【資料の確認】 

 

○会長 

それでは会議を始めさせていただきます。本日、佐藤啓子委員、藤井委員は欠席の届け

が出されております。また髙畑委員からは遅れる旨の連絡を受けております。委員の２分



－3－ 

 

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していることを報告いたします。 

次に次第の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藤

久美子委員と本間委員にお願い致します。 

次に議題の２に移ります。議題の２は「四ツ屋地区コミュニティ会議」、「内小友地区コ

ミュニティ会議」、「余目地域活性化対策いきいき会議協議会」から、実施した事業の実績

報告が提出されましたので、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

証をしていきたいと思っています。 

それでは初めに資料№１の１、四ツ屋地区コミュニティ会議について検証してまいりた

いと思います。説明をお願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

  【資料№１、１－１に基づき説明】 

 

○会長 

  はい。それでは検証内容について検討して参りたいと思います。適正検証項目の２番、

地域枠予算を活用して実施している事業か。これはよろしいでしょうか。はい。続きまし

て５番。政治色・宗教色の濃い事業ではないか。ないですね。はい６番。営利を目的とし

た事業ではないか。ないということで良いですか。はい。８番その他不適切と認められる

事業ではないか。よろしいでしょうか。はい。ということで適正結果としては適正である

ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり。） 

はい。それでは総合検証項目１１番多くの地域住民のための事業であるか。よろしいです

か。ある。はい。１２番具体的な成果 が期待できるか。よろしいですか。はい。できる。

１３番この事業の内容や運用を改善する余地があるか。何かありますか。よろしいですか。

はい。続きまして１４番。この事業は必要性のあるものか。あるということでよろしいで

すか。はい。１５番。Ⅲ型として実施する事業であるか。よろしいでしょうか。あるとい

うことで。で今後の方向性ですけれども、現状のまま継続ということでよろしいですか。

はい。何か改善提案、改善の見通し等ないでしょうか。健太郎さん他に何かないですか。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  ないです。 

 

○会長 

ということはこのまま継続ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり。） 

それでは検証の１番ということで四ツ屋地区コミュニティ会議については現状のまま継続

ということでよろしいでしょうか。ということでお願いします。続きまして内小友地区コ

ミュ二ティ会議についてお願いします。 
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○事務局（田口主幹） 

  【資料№４、４－１に基づき説明】 

 

○会長 

  はい。それでは検証内容について皆さんのご意見を頂戴したいと思います。適正検証項

目につきましてまずは２番。地域枠予算を活用して実施している事業か。ということです

けれどもこれはよろしいでしょうか。はい。５番。政治色・宗教色の濃い事業ではないか。

ないですね。はい。続きまして６番。営利を目的とした事業ではないか。ないですね。は

い。８番その他不適切と認められる事業ではないか。よろしいでしょうか。ないというこ

とで。はい。ということで適正結果としては適正であるということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり。） 

はい。続きまして総合検証項目１１番多くの地域住民のための事業であるか。よろしい

ですか。あるということでよろしいでしょうか。続きまして１２番具体的な成果が期待で

きるか。よろしいですか。はい。１３番この事業の内容や運用を改善する余地はあるか。

何かありますか。よろしいでしょうか。はい。１４番。この事業は必要性のあるものか。

あるということでよろしいですか。はい。１５番。Ⅲ型として実施する事業であるか。あ

る。はい。ということで。現状のまま継続ということでよろしいですか。 

（「はい」の声あり。） 

はい。それではこの内小友地区コミュ二ティ会議についてはこちらも現状のまま継続と

いうことでお願いしたいと思います。それでは検証事業の３つ目、余目地域活性化対策い

きいき会議協議会について説明よろしくお願いします。 

  

○事務局（田口主幹） 

  【資料№５、５－１に基づき説明】 

 

○会長 

  はい。それでは検証内容につきまして検討していただきたいと思います。それでは適正

検証項目についてまずは２番。地域枠予算を活用して実施している事業か。よろしいでし

ょうか。はい。続きまして５番。政治色・宗教色の濃い事業ではないか。ないですね。は

い。６番。営利を目的とした事業ではないか。ないですね。はい。８番その他不適切と認

められる事業ではないか。ない。で、適正結果としては適正であるということでよろしい

でしょうか。 

（「はい」の声あり。） 

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

あるということでよろしいでしょうか。続きまして１２番具体的な成果が期待できるか。

よろしいですか。はい。１３番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。何かもっとこういうことした方が良いとか。よろしいですか。はい。１４番。こ

の事業は必要性のあるものか。あるということでよろしいですか。はい。１５番。Ⅲ型と
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して実施する事業であるか。よろしいですか。はい。で、今後の方向性。現状のまま継続

ということでよろしいですか。 

（「はい」の声あり。） 

はい。それではこの余目地域活性化対策いきいき会議協議会の検証に関しましては現状

のまま継続ということでよろしくお願いしたいと思います。あの確か、内小友の方同じよ

うなのが３つ位、そこは同じような重なった事業をやっているところがあったのでちょっ

とその辺はそれぞれ申請されたときにきっちりその辺を見ていただければと思いますので

お願いします。 

  はい。三つの事業の検証を行っていただきました。以上で地域枠予算の継続事業の検証

を終わりたいと思います。今回は特別皆さんから意見はでませんでしたので、まずこの３

つの事業については現状のまま継続ということでお願いします。 

  次に議案の３に移らせていただきます。 

 地域枠予算の申請についてですが、来年度事業としてⅢ型２件の申請がありました。来年

度事業の２件につきましては、４月早々に事業に取り組む内容となっていることから、今

回の地域協議会で事前に協議をお願いするところであります。それでは、申請事業につい

て事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局（田口主幹） 

  【資料№３、３－１、３－２に基づき説明】 

 

○会長 

  はい、以上２９年度事業２件の説明をいただきましたので、ただいまより協議してまい

りたいと思います。２件とも先ほど検証した事業でありましたので内容についてはみなさ

んしっかり理解していただいたものと思っております。最初に「内小友地区コミュニティ

会議」からの申請事業についてはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。何かありませんか。 

 

○佐藤美智子委員 

  今年度と来年度を比較してみたのですが、今年度は花火代が入っていなくて２９年度は

余目の桜花火１０万円とあるのですが、これはどういうことでしょうか。 

 

○会長 

  事務局お願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

  ２８年度については後援という形でございました。２９年度に関しましては一緒に企画

して運営に携わっていくということでしたので、今回はその分の予算が入っているという

ことでございます。 
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○会長 

  よろしいですか。今年の方が豪華な花火があがるということでしょうかね。 

 

○佐藤久美子委員 

  どっちがどっちの事業なのかが比べてもわかりずらいです。 

 

○会長 

  要するにですね。「内小友コミュニティ会議」と「余目地域活性化対策いきいき会議協議

会」の事業というのが余目花火に関して言えば両方関わっている形であります。どっちが

どっちなのかがちょっとわからないところがあるので、その辺をきっちりわけていかない

とあやふやな印象があるんですね。今佐藤久美子委員が言った通り、私も毎年見ていて、

批判をするつもりはないのですが、いつも３つか４つ同じような団体があって会長の名前

が違うだけで、やっていること自体をみると違うんだけれども、余目の花火となれば全部

のところから予算が出ているようなところがあって、その辺きっちり線引きしていかない

と、なんかあやふやだなと私も感じているところであります。その辺についてどうですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

余目地域活性化対策いきいき会議協議会の方では観桜会、ご覧になった事のある方はお

分かりと思いますが、舞台が立ちますよね。あちらの方をメインに余目地域活性化対策い

きいき会議協議会が実施しています。余目花火大会については実行委員会が存在しており

ます。実行委員会の中にそれぞれ各団体が関わっていますが、余目地域活性化対策いきい

き会議協議会の方でやっているのはあくまでもステージ関係の方をメインに担当している、

という風に伺っております。 

 

○会長 

  内小友コミュニティ会議の方からも余目に花火代として出しているわけですね。 

 

○松塚委員 

すみません。もう一度確認です。これは自主事業への補助金になるのですか。それとも

余目の桜花火１０万円と入っているのは内小友コミュニティ会議があげる花火ということ

ですか。それとも協賛ということですか。もう一度お願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

協賛という形になります。団体の自主事業に対して皆さんから審議いただいて地域枠予

算を交付しますが、後援となるとあくまでも自主事業ではないという捉え方になっており

ます。主催共催ですと一緒に企画してやりましょう、というスタンスになるので花火玉を

出しても決してダメではない、という捉え方をしております。 
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○松塚委員 

共催であっても応募していいのでしょうか。理解が難しいのですが他の方のご意見もお

伺いしたいと思います。 

 

○齋藤健太郎委員 

意見というか四ツ屋の例を挙げてさせてもらってもいいでしょうか。四ツ屋祭りも地域

枠予算を使わせていただいてやっておりますけれども、実際いろんな団体が実行委員会、

コミュ二ティ会議をやっていますが、実行委員会を立ち上げて開催しております。その団

体の中で四ツ屋祭りでももちろん花火もやっておりますし、色々な経費の部分で他の団体

を使って予算を地域協議会にあげてもらうことできないかな、という話が出たこともあり

ます。しかし結局自分達の地域の一つの祭りの中でやることだからということで四ツ屋地

域ではまず申請しないことにしました。ですので、私も聞いていておかしいと思います。 

 

○松塚委員 

もし例外的に良いとすれば、例えば私が別の団体を作れば次のフォアブルーに協賛する

形で資金を出せるな、と思いました。そういう方法もあるかと思いました。 

 

○齋藤健太郎委員 

多分これを許していると、例えば他の団体で、四ツ屋地区ももしかすると他の団体を使

ってここにかかるということも出てくることなので・・・。 

 

○松塚委員 

  一概に悪いとはいえない 

 

○齋藤健太郎委員 

ええ、一概に悪いとはいえないのですが  

 

○会長 

先ほど私が言った通り、被っている所が違うんですよ。そのために会長の名前を変えて

違う団体を作って、でも同じ事業に支出しているような形になっています。先程も言いま

したが、共催は分かりますが、例えば去年はこの１０万円は使わないでやっていたんじゃ

ないですかね。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうです。 

 

○佐藤久美子委員 

花火代としては上がってないです。 
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○会長 

去年はそうすれば１０万円少なかったということですか 

 

○佐藤美智子委員 

去年は協賛もらってということですよね。 

 

○会長 

今年も協賛は取られていますが。 

 

○事務局（田口主幹） 

取られたかはわからないですけど、去年も実際やるときには実行委員会の経費としては 

１０万円不足だったかもしれないですけど、大会の後援としていろいろな役割を担っては

いました。内小友地区コミュニティ会議からこの花火大会へは支出はございませんでした。 

けれども、通常に花火大会は行われました。２８年度はありませんでしたが、２７年度・

２６年度はこういった形で支出をしているんです。去年たまたまお話を聞いた段階であま

り企画の実行委員会の方にあまり携わっている部分がありませんでしたし、後援という形

でありましたので、少し検討されてはいかがですかという話を担当の方とさせていただい

たところ、今回は後援なので支出はいたしません、ということでしたので、申請は他の分

野で申請いただいております。ただ２９年度につきましては企画の段階から実行委員会の

中に内小友地区コミュニティ会議のメンバーも入って企画運営に携わっております。そし

て、あくまでも１つのイベントを開催するにあたってすみ分けはきっちりとされていまし

た。そのため事務局としては申請を収受した。というところでございます。 

 

○三浦委員 

観桜会は次の団体がやってますよね。その他に花火大会があるというイメージですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうです。 

 

○三浦委員 

それ全体の実行委員会はないのですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

あります。 

 

○三浦委員 

それはどこなんですか。ここには関係ないですか。 
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○事務局（田口主幹） 

ここには関係ないです。 

 

○三浦委員 

だとするとおそらく余目の賑わいを復活するための実行委員会があってそこに２つの団

体が住み分けして参加しているということでよろしいですね。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうです。 

 

○三浦委員 

私の方の川を渡るぼんでんもそうなのですが、実行委員会があって私もその役員をやっ

ているのですが、どっちと話をすればいいのかという立場なるんです。ぼんでんの方はぼ

んでんの方で会場の方に人が多く集まるようになったので、コミュ二ティ会議の人達が手

伝って会場の整備をしましょう、ということで整備する方に支出してもらっているという

ことがあります。大きな実行委員会があってその中に２つの団体が住み分けして参加して

いるというそういうことですよね。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうですね。 

 

○三浦委員 

それでしたら、いいような気がします。 

団体で同じことをしている訳ではなくて、もともとやっているものを立場を変えて事業を

行っているのであれば。 

 

○会長 

住み分けがなっているなら問題はないし、例えば去年だけちょっと支出の項目が異なっ

ていた、２７年度とは違っていたということですよね。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうですよね。ここ２～３年の間だけを見ると２８年度だけについては組織の中のあり

方も不明確だったというところがございましたので、２８年度の支出はございませんでし

た。２９年度は、改めてそういった所を踏まえて一定期間に開催する観桜会の部分、その

期間中に開催する花火大会といった形で住み分けはされているものと、こちらの方では了

承したところでございます。 
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○佐藤美智子委員 

これは構成メンバーがダブっている人達はいないのですか。 

 

○会長 

いますね。 

でも、それはどこでもあることですよね。今言ったようにぼんでんの中心だけども   

コミュニティの副会長だとかということはあることですよね。 

 

○佐藤美智子委員 

でもそれはトップですよね。尚さんみたいにトップでたまたまダブっている。例えばこ

ういう地域活性化と地区コミュニティとあって本来こっちも３０万ほしいこっちも３０

万欲しい、でもすごくいいことやってるからでもどっちも緑のカーテン、ていう感じで内

容も似たり寄ったりだったらそれを一個の構成してるメンバーと事業内容を取り上げ方

がかわってればまたちょっと違うんだろうけど、その上げ方、例えばその共通している部

分はここに書かないでおこうとか自分達の独自の部分でこれだけは特色あるからここは

３０万ずつ申請しようだったらいいんだけど、同じようなところであげてるから 

 

○会長 

これ共通の部分は余目の観桜会と花火のところなんですよ。 

 

○佐藤美智子委員 

もしかしたら共通のこの部分のところを実行委員会で３０万とるとか。両方とるという

のでなくて。もしお金がほしかったとしたら。 

 

○会長 

けれども、お互いにやっていることは観桜会の花火のところは一緒だけど、違うこと 

やってるんですよ。 

 

○佐藤美智子委員 

だから３０万３０万でない。だから上げ方。観桜会で共通したことやってるんだったら

ここじゃなくてここから申請すればいい。実行委員から。 

 

○会長 

要は両方から余目の事業は除いて、実行委員会として申請してということで。 

 

○佐藤美智子委員 

なので３０万じゃなくても、１０万円でもなんとかしたいですっていう申請もありえま

すよね。知恵をだすと。なので申請の出し方とやっている内容とがひっかかります。 
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○三浦委員 

たとえば花火玉だけじゃなく人も行ってる可能性もあるの。 

 

○佐藤美智子委員 

人って、メンバーってこと。 

 

○三浦委員 

会場整備とか駐車場係とか。 

当然ありますよね。 

 

○佐藤美智子委員 

ダブってると思うよ。今の話聞けばだってだぶってるもん。 

 

○三浦委員 

ダブっていても人かかれば出てもらえればありがたいです。 

 

○佐藤美智子委員 

そうだよね。なので出さないと言っているわけでなくて、申請の出し方を言いたいのです。 

事業内容としての出し方と申請の仕方・書き方をもうちょっと考えれないのでしょうか。 

 

○三浦委員 

やはり実際は難しいんですよね。 

 

○佐藤美智子委員 

だよな。こんなに少なくてダブってるはずないもんな。 

 

○佐々木委員 

これは毎年今言われたようなことを取り上げられているわけです。そういう中で事務局

としては適正だということで採択している訳でありますけれども、やはり説明を聞いてい

ると違和感はあるんですね。やはり佐藤委員が言った通り実行委員を頭にしてそれを申請

するという形の方があまりもめごとのない申請の仕方かと思いますが。 

 

○会長 

これはコミュニティ会議というのがあれなんだよな。コミュニティ会議を地区で作って 

ここで事業をやろうとするからその地区にある事業の中の３つかそれくらいの事業に対し

てコミュニティ会議を作っているからやっぱり補助金をもらおうとすれば重なってくる部

分は出てきてしまうと思います。 
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○佐々木委員 

この内容でいくと観桜会をやるために 申請を２団体から集めて観桜会なり花火なりを実

施している内容になっているんですよね。やはりそこは我々委員からすれば違和感がある

感じがするのでもう少し・・・。 

 

○会長 

内小友地区もう一つ何かなかったですかね。 

 

○佐々木委員 

何かもうひとつある。決してダメだっていうのではないのですが申請の仕方をちょっ

と・・・。 

 

○松塚委員 

提案なんですが、申請者の住所が同じっていうのは気を付けた方がいいのかな、と。 

 

○佐藤久美子委員 

公民館の住所ですか。内小友公民館の住所。 

 

○松塚委員 

あ、そういうことか。 

 

○事務局（田口主幹） 

  申請の住所は違うと思うんですけれども・・。 

 

○松塚委員 

今回は違うんだけれども、去年の報告書の住所が一緒でした。 

 

○佐藤久美子委員 

  事務担当者が一緒なんでしょうか。 

 

○会長 

今、公民館もわりと地域事業から離れようとしていまして、代表者住所を会長の住所に

してほしいと言われているんです。私花館で今まで住所は公民館の所在地だったんだけど、

公民館で事務局はやるんですけど、市との手前といっては悪いけど、離せ離せと言ってい

る状況があるから、住所は会長の家にしてほしいと言われています。けれどもそう言われ

ても、色々な団体の郵便物が自宅に来ると思うといやなんですよね。なので、それは困る、

と言っているのが現状なんです。けれどもそれは地域によって違っていて、四ツ屋地域は

完璧に住所を会長のところにしているみたいだし、内小友はまた特殊で名前は会長のとこ
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ろになっているんだけど事務局はほとんど公民館に残っているんですよ。ですので、地域

によって違っていて非常に今私も困っていることなんです。今ここで話す事ではありませ

んけれど、今年度最後の機会だから発言します。 

 

○松塚委員 

あの、こういうことが負担なって誰も手伝いたくないってなると、やっぱり事務局は地

元のコミュニティセンターが受けてやってもいいのかなって、わからないで書類だけ見て

ればえって思っちゃうんですよね。 

 

○会長 

今公民館と地域の関わり方が非常に中途半端になってきて、どこまで関わってどこまで

お願いしたらいいかわからないところが出てきているんです。ですよね。三浦さん違う？ 

 

○三浦委員 

おそらく、先ほど言った実行委員会があって、うちの方だと各地区の部落の何班かに分

かれています。メンバーがいてメンバーの長が集まるんです。そうすると毎年変わるので

実行委員の人たちは引継ぎされてなくて大変になっています。しかし当番なので、やらな

ければいけない。そうすると手伝う人達がコミュニティ会議の人達だったり、別の団体の

人だったりという風になっている気がします。自分たちの方に置き換えてみると。実際は

その人たちがいないとみんな同じようなメンバーなのですが、最後は何人か固定されてい

て、それに何人かが手伝っているという形で回っているような気がします。実際はそうや

らないとなかなかうまく回っていかないという現状があると思います。それで何年か前か

ら地域枠予算ができて、申請できるなら申請しましょうという流れだと思います。そして

地域枠予算がなかった時は、その地域で予算が無いなりにやっていると思うんです。この

花火も毎回協賛募ったり、おそらく外部からも集めてそれなりのものにしていると思うん

です。 

 

○会長 

さっきのぼんでんの例でいくと実行委員会があって、それにコミュニティ会議から１０

万円支出されて、それにこの例で行くともう一つほかのステージ作る団体を作って、そこ

にぼんでん以外の他の団体、例えば松山協議会とか作って、そこからまたぼんでんに１０

万円とか予算がいっているという構図なんですよね。 

 

○佐藤美智子委員 

そうだと思う。だから尚さん全部その統括してるからここの部分とここの部分と一回一

グループごとに 30万 30万 30万という今の内小友のを見るとですけどそういう風な感じに

見えるから統括の部分ってないの？って。 
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○会長 

そうですね。だから余目の花火・観桜会の実行委員会はある。だからおっしゃる通りそ

こでも申請すれば、別に内小友コミュニティと余目いきいき協議会から観桜会の予算を支

出する必要はなくて、別のことができると言いますか。今後今みなさんが言った通り決し

て悪い事業ではないので、少し申請の仕方とか事業の住み分けを整理していかないと悪い

考えで行くと団体をたくさん作って、みんなそれぞれ申請していけばいつの間にか重なっ

ている所だけですごい事業ができてしまうという話ですよね。事務局どうでしょうか。 

 

○佐藤久美子委員 

市から色んな団体への予算が毎年削られてて、実は来年度も減るんですけれども、そう

すればこういう地域枠予算の中で、今までやっていたものができないかという話が色々な

所から出ている。だけど、申請ができないところは申請できないわけだから、もっと周知

されないとだめなんじゃないかなと思うんですよ。 

 

 

○三浦委員 

この議論は実は単純で、こういう実行委員会があってある団体はここ協力します。もう

一方の団体はここ協力しますってわかりやすく整理して出せばいいのではないかと思いま

す。 

 

○佐藤美智子委員 

そうですね。 

 

○三浦委員 

ただそれだけかと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

ここは共有の部分だから一個もらって分けましょうとか。ここは自立の部分だからだと

か 

 

○三浦委員 

こうやって一つ一つ見るから合わせたときに違和感を感じると思うんですが。 

 

○齋藤誠吾委員 

それもそうだけれども、やっぱり四ツ屋みたいにいろいろな団体を一つにしてまとめた

形でやるのが本当なのか、ただ予算の面でも各家家から 200円から 300円などからもらい

ながら地域でやるというこっちの方が地域で地区ごとでしょ。そのへんを市としてどっち

の方向でもっていくのかきっちりしないと、地域ごとにあまりにも平等でない不平等なこ
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とになってしまうのではないのでしょうか。 

 

○三浦委員 

逆にそういう意味でぽんと出した方がいい。 

 

○会長 

四ツ屋祭りでその実行委員会をどんとやっててコミュニティ会議のところから予算が 

出てるだけなんですか。他の団体がからんでるわけではないんですね。 

 

○齋藤健太郎委員 

  何もからんでいません。 

 

○齋藤健太郎委員 

四ツ屋地域では水辺の学校祭と四ツ屋祭りというイベントがありまして、実行委員会は

だいたい同じなんですけど、水辺の学校祭は年配の方が主軸となってやるイベントで四ツ

屋祭りが若手という風に住み分けているんですよ。お互いに協力をしているという感じな

んですけれども、本来は水辺の学校祭も実行委員会はありますので申請したかったんです。

そして四ツ屋祭りは四ツ屋祭りで申請したかったんですけど、市の方に確認したところ地

区コミュニティ会議で申請しているのでそれは難しいという話だったので、うちはまず地

区コミュニティのみの３０万でやらせてもらってたんですけど、今のこの話を聞いている

と内小友はいいんでしょうか。という話になるのですよね。 

 

○三浦委員 

うちの花館は３つやっていることになっているんですが、実際ぼんでんにはお金がでて

ないんですよ。前は全然なくてほんとゼロ。ほっぺちゃんにだけ当初８万円で来てもらっ

てたんですけど、全然出てないんですよ。ですので、別の枠で申請を出した方がいいとい

う話も出ましたが、そうなった時に誰がその団体を作るかという話になりまして、やっぱ

りその地区その地区で色々な問題があって、花館は場合は幸町という色々なもののところ

に一つ大きな街ができたような感じになって、若い人はそこにしかいないという状態で、

けれども寄せ集めのものだから、昔からの地域の集まりが無いわけなんですよ。どっちか

というと我々としてはそれはあきらめたんですけれど・・・。 

 

○会長 

これさっき健太郎さんが言ったように一つのイベントに関しては、どっかの１団体申請

が行かないとおかしいってことじゃないかな。うん、だからコミュニティ会議が各地にあ

るのでコミュニティ会議からそのイベントに対して１０万円とかいったのであれば別の組

織を作ってまたそこのイベントに１０万をやるのはその申請はダメだということじゃない

かな。そう言われたんですよね。 
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○齋藤健太郎委員 

言われましたよね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

ちょっとすみません。整理をさせていただきたいのですが、まずここで内小友地区コミ

ュニティ会議の事業と余目地域活性化事業がダブってはいないと事務局は考えているとい

うことは、そこはご承知おきいただきたいと思います。というのは余目いきいき会議協議

会がやっているのはあくまでも４月２０日～５月５日の観桜会であるということ。もう一

つは内小友コミュニティ会議が行うこの桜花火鑑賞会は４月２２日に行われる花火大会で

あること。ここはダブっていはいない、と考えていることはご承知おきいただきたいと思

います。そこでもう一つ、桜花火鑑賞会の内小友地区コミュニティ会議の立ち位置として

は、花火鑑賞会の共催の団体であるということ、もう一つは実行委員会という名前だと思

いますが、そちらは地域枠予算の申請はしていないということはご理解いただきたいと思

います。ということでこの内小友コミュニティ会議は自分達の事業ということでこの花火

鑑賞会を実施したいと、共催ではありますけれども自分たちの事業として取り組みたいと

いう申請があってそれにこの１０万円という地域枠予算を使いたいという申請があったと

いうことから事務局段階としてはだぶってもいないし、例えば他の団体が同じ事業でこの

地域枠予算をもっていっているかというとそうではないというところで一つ収受させてい

ただいたということそこはご理解いただきたいなと思います。 

 

○会長 

ということですね。要するに余目の方は観桜会、内小友地区コミュニティ会議のほうは

花火大会ということですよね。 

 

○佐々木委員 

これは認識の違いかもしれませんが、花見のなかの花火大会ということですよね。この 

なかでやっぱり花見をしながら、一日だけ花火をやるということであれば、両方こらこれ

は事業申請がでてきていることではありませんか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

あくまでも花見と花火は違うという認識です。同じ場所であるし、日にちもダブるとい 

うことからそういう風に感じられるかと思いますが、あくまでも観桜会というのは一定の

期間の間に花見をするための電気とかトイレの設置をされている。花火大会は確かにその

場所を借りますしトイレも使いますし電気も使いますけれどもあくまでも花火大会だとい

う位置づけで考えております。観桜会の中の花火大会ではないと事務局は捉えております。 

 

○冨樫委員 

  それでは四ツ屋地域 の例は全く例にならないということですか 
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○事務局（高橋まちづくり課長） 

四ツ屋のところもいろいろな協議の中で話されたところだと思いますが、1つの事業を

２つの団体で地域枠予算を申請するということは、ちょっと注意が必要なのかな、と思い

ますが例えば同じ日に違う事業が出るとなるとそれはまた別かと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

会長は別々の名前？ 

 

○冨樫委員 

だってこれ文見れば同じ人書いているんだもの 

 

○山崎委員 

ちょっと話題変えてすみません。質問です。ちょっとこの余目の今回の予算、そして前

年度の決算比べたときに数字的におかしいと思いませんか。何違うかってば記念史の２万

円の問題なんですね。１０万が今年は４５万５千円。あとは全部一緒ですよ。去年の予算

と。自分心配したのは決算でオーバーしているのに同じ金額を下げていいのかと心配です。

まあ、記念史が何でまっとうできなかったのかわかりませんけれども。そこらへんはちょ

っと気になったところです。 

 

○佐藤美智子委員 

足すんじゃないですか。去年の 8万円は蔵の中にいれておいて今年 10万円申請してその

10万と 8万円を足して来年度またいくらか申請して 22万て。 

 

○山崎委員 

自分は、例えばこの電気等のやつで２５万かかっているわけなんですよ。去年の予算は

２２万なんですよ。オーバーしたんですね。今年は２２万の予算なんですよ。本当にいい

のかな、っていう。ちょっと心配ですね。数字をあまりにも並べすぎるっていうか。

  

○会長 

まあ、事務局としては自己資金があるから自己資金を足してその金額の中でやっている

ことなのでということですよね。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうですね。実際に計算額を見ると確かに２９年度の予算額よりも増えている部分もあ

りますし、記念史の部分については８万円の申請だったものに対して１０万というところ

もありますけれども、自己資金が１５万５千円ありますので、特段、そこの部分について

は深いお話は申し訳ございませんけれどしていませんが、この予算の範囲内で事業を実施

する３０万以上は出ませんし出た部分については自己資金で活動されるという風な捉え方



－18－ 

 

をしておりますのでそこの部分は実際あまり大きくは捉えなかったところでございます。 

 

○山崎委員 

特に問題がなくてもですよ。あまりにも第三者が見たときにあれというふうに自分だっ

たら数字の中で生きてきた人間だからあらっと思っただけです。 

 

○会長 

これまた来年も記念史出てきたらおかしいですよね。そこはちょっと注目してください。 

 

○事務局（田口主幹） 

はい。資料等は手元にあって印刷する段階と聞いておりまして、たぶんそれが年度内に

は少し厳しかったことと、他の部分に少しかかった部分があったということで２９年度で

改めてというような話で伺っております。 

 

○会長 

はい。予算については、来年には記念史というようなのはなくなると思うんでちょっと 

そこ当たり見ていけば予算とのバランスわかると思うのでそういうことでちょっと見てい

ただきたいと思います。 

  あとさっきの事業に関して、事務局の捉え方としては、余目の方はあくまで観桜会、 

コミュニティ会議の方は花火ということで、事業的には違うと判断して申請を受け付けた

し、まずここ何年間はそういう形でやってきたということでそういう形で皆さんご了承い

ただけますか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

はい。ということでよろしくお願いします。 

 

○会長 

はい。それではよろしいでしょうか。それでは余目地域協議会の方もいいですか。もう

両方聞いたような形になっています。それでは採決・承認の可否を確認したいと思います。

まずは内小友地区コミュニティ会議からの申請事業についてはよろしいでしょうか。承認

される方は挙手をお願いします。はい。全員賛成です。続きまして余目地域活性化対策い

きいき会議協議会からの申請についてはいかがでしょうか。はい。よろしいですか。挙手

をお願いします。はい。全員賛成です。はい。以上で地域枠予算の申請に関する協議を終

了します。次に「大仙市総合計画における地域編（地域振興計画）」の進捗状況についての

協議を行います。事前に委員各位から意見をいただいておりますので、事務局から説明を

お願いします。 
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○事務局（田口主幹） 

   【資料№２、２－１に基づき説明】 

 

○会長 

ただいまの説明に対し、皆さんからご意見を頂戴したいと思います。 

     

○本間委員 

私角間川のコミュニティ会議の方に入っていますけれども、ほかの各コミュニティ会議

でもそれぞれ活動していると思います。私はその他の分野の最初のところに書きましたが、

コミュニティ会議同士の情報交換とかみんなが集まってやれるようなものがないかなとい

う風に思って、市役所が中心となって動くんですけれども研修とかあるいは各コミュニテ

ィ会議が取り組んでいる事業を発表するような機会、そういったものを設けてもらって交

流するような場があればいいなとそういう風に思っています。 

  

○会長 

はい。これについては事務局からありますか。 

 

○事務局（田口主幹） 

そうですね。これまでそういった機会は全くなかったと思いますのでただいまいただき 

ました意見を参考にして大曲地域のコミュニティ会議それぞれの地区にございますので

全体研修のような形で開催できればと思います。その際にまたご相談をさせていただきた

いと思います。 

 

○会長 

   はい。よろしいですか。（はい） 

ほかに何かありませんか。 

 

○松塚委員 

地域振興計画で具体的な話どこまで触れられるかわからないですけれども、若い人の意 

見を取り込むとか、若い人若い人と良く話がでるものの具体的にそれがなされてきている

ことの実例が少ないのではと感じています。日中のミーティングには会社員は来れないの

で、夜やった方が良いという意見が色んな場面であるんですけど、実際夜実施した若者向

けのミーティングというのはどのくらいあったのだろう、と思うところもあります。そん

な中、今フォアブルーがすごく面白い状況になっているな、と感じています。一つのモデ

ルになると思うので若い人が参加しやすい時間や曜日などをゼロリセットに大胆に考えて

いただいて、今後さらに若い人が参加できる仕組みをぜひまちづくり課に頑張っていただ

きたいな、というリクエストでございます。 
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○会長 

はい。課長。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

今、松塚委員におっしゃっていただいた通り、やっぱりフォアブルーということで若 

 い方々がいろんなアイデアをだして、ＳＮＳということになっている時点で私は入れない

のですが、思ったより若者らしい良い意見が出てきているなということは感じております。

また別の対策と考えていましたけれども次世代クリエーターの研修とういうものもこれま

で開催しました。この後も開催して行きたいと考えているのですが、そういう方々との意

見交換なり連携してできるのかな、と思っておりますのでそういう形で移住定住も絡めな

がらいろんな意見を交換できる場所を考えていきたいと思います。 

 

○会長 

はい。よろしいですか。ほかに。 

 

○高畑委員 

フォアブルーに関してこの後も話をするのですが、今回高校生のボランティアに関わっ 

ていただきながら話を進めた部分がありました。最初高校生も巻き込むことがこの地域協

議会で話題になった時に結構ハードル高いのでは、という意見がでたんですけど、実際進

めて行くと高校の方へまちづくり課から伺ってもらったりしてボランティアを出したい 

と高校からも話が出たりしまして、結構高校生も話をしていて色んな意見をしっかり伝え

てくれるところがありました。ですので、さらに若い高校生とのまちづくりに対しての関

わりというものにもっと踏み込んでいけるのではないかなと感じているところです。中学

生議会があるので高校生議会があっても面白いのではないかなと思いますし、さらに深い

ところまで高校生も考えているので面白いのではないかなと思っております。 

 

○事務局（田口主幹） 

今フォアブルーの方で高校生が積極的に参加して意見を出してくださっておりますので 

これを機会にそういった方々とのつながりを大切にしていきたいと思っております。また、 

さきほど次世代育成クリエーターセミナーですがこちら各地域の方々が出席してくださっ

ております。これもそうですけれども、松塚委員が日頃やられているような活動もあるか

と思いますのでそういった知識も私達に教えていただいて一緒にやって行けたらと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

○会長 

ほかによろしいでしょうか。これは次期の地域の地域協議会へ引継ぎ事項として残って

行くことですよね。 
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○事務局（田口主幹） 

はい。今回皆様から意見をいただきましてどのような感想をお持ちかということをお聞

かせいただきました。今日いただきましたご意見を率先して先に対応させていただいて、

取り組めていないのではないかという部分に力を入れていきたいと思います。4月からの

地域協議会委員の皆様に引継ぎをさせていただきたいと考えております。 

 

○会長 

ということで引継ぎ事項となります、次に議題の５にうつります。 

「ヒカリオフェス フォアブルー」についてですが、これまでボランティアによる実行委

員会を開催しております。その内容について説明を髙畑委員からお願いします。 

 

○高畑委員 

 【資料№６、６－１により説明】 

 

○会長 

 はい、今の説明について皆さんから質問等ありますでしょうか。 

 

○会長 

 結局これバンドは何組出演するのでしょうか。 

 

○高畑委員 

  バンドは 7組で、地球儀愛好会というのが角館高校のバンドになります。それ以外は秋

田市を中心に活動しているバンドになります。 

 

○会長 

まったく去年の人はこないのですか 

 

○高畑委員 

ＳＣＢが去年来てくれたところで、そのほかにＴＨＥＷＹＹＹというバンドに去年別の

バンドで参加してくれたドラムの人がいるので去年関わったのはそこの２つですね。 

 

○会長 

 これでいくと去年は少し間がありましたが、今年はほとんどないのですね。 

 

○高畑委員 

そうですね。基本ステージに集中して、今年は大声選手権とかパフォーマンスコーナー

など特にバンドの機材等には影響がないパフォーマンスはマイクがあればいいような形で

す。大声選手権も測定器を用意していただいてそれを使ってという形ですので基本的に全
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部１０分位でずっと進んでいくような形になります。 

 

○会長 

  書道部は無し。 

 

○高畑委員 

書道部に関してはパフォーマンスはないんですけれども、今年はステージの後ろに書い

ていただけるということで今依頼をしております。去年は大会に向けて取り組んでいる書

をかいてもらったんですけど今年は「ヒカリオフェスフォアブルー」というタイトルで書

いていただけるようですのでタイトルと細工というか色を付けていだたいた作品がステー

ジ背景に出るということになると思います。 

 

○会長 

今年は地域協議会のブースはないのですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

あります。今年の地域協議会ブースは昨年と同様に玉こんちゃんなんですけれども、去年

は小さい子供さんも含めてルーレットを回してもらって、出た数だけおあげしてたんですが

さきほど髙畑委員おっしゃったように今年はフレームで写真をとって拡散してくれた高校生

をターゲットに玉こんをプレゼントするという形にしております。こういう風に拡散した、

というのをブースの担当に見せてもらえればおあげする形にしております。 

 

○会長 

はい。久美子さんいいんですか。それで。 

 

○佐藤久美子委員 

やっぱり玉こんでした。なかなか保健所さんから、許可のない厨房で作るものはだめだ

ということだったので。本当はシフォンケーキが作りたかったんですけど。誰か協議会の

スタッフさんの中にパン屋さんやお菓子屋さんがいればなぁ、と思いました。ちゃんとし

たお菓子屋さん。オーブンがなかなかななくて。玉こんは 200人分だと伺っています。一

人３個で 200人以上来たらどうしましょというときはうまい棒を配ると。 

 

○会長 

はい。ということでまたこの打合せがあるのですよね。それでは事務局から当日の日程、 

役割等について説明をお願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

  【資料№６－２、６－３、６－４により説明】 
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○会長 

  ちなみに高校生ボランティアは何人くらいですか？ 

 

○事務局（田口主幹） 

  はい。高校生ボランティアは角館高校のバンドのメンバーと、いつも参加してくれる大

曲高校の 3人の女子、あとは大曲工業の 4人、あとは大曲高校の商業科が出店するんです

けれどもその合間にボランティアスタッフとしてお手伝いさせていただきたいとういうお

話いただきまして実際に１０人前後ですかね。 

 

○会長 

はい。わかりました。ぜひ皆さんで盛り上げていきたいと思いますので２４日の準備か

ら２５日の集合時間が早い時間となっていますけれども、皆さんの方で手伝っていいただ

ける時間で来ていただければと思います。昨年やっているのでだいたい内容はわかってい

るか思いますけどいずれ寒いのでかなり厚着してこないと夕方までもちませんので厚着で

来ていただければ、去年最高の天気でも日が暮れると大変寒かったのでそういうことでお

願いします。 

 

○会長 

次に議題の５その他に移らさせていただきたいと思います。委員の皆さんから何かない

でしょうか。（なし）それでは事務局から何かありませんか。 

  

○事務局（田口主幹） 

ヒカリオフェスフォアブルーの参加者名簿を確認のためにお配りさせていただいており 

ます。24日金曜日午後１時から昨年同様、テントを各支所から運びますのでそちらの方の

お手伝い、また当日の朝お手伝いをいただける方、そしてイベントに参加お手伝いをいた

だける方という形で確認の名簿をあげさせていただいております。ご都合が悪くなった方、

参加できるようになった方、まだご報告をいただいていない方、色々あるかと思いますの

で今日お帰りまでに確実な所をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

はい。ということでよろしくお願いします。ほかによろしいですか。 

 

○髙畑委員 

すみません。打ち上げについて今この場で聞いてもよろしいでしょうか。 

（打ち上げの出欠について確認） 

 

○会長 

それでは本日の議題については以上であります。委員の皆さんから何かありませんか。
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なければこれをもちまして本日の会議をとじさせていただきます。お疲れ様でした。あり

がとうございました。 

    

  

    

（午後 ４時５５分 閉会） 
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