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平成２７年度 第４回太田地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２７年１１月３０日（月） 午前９時４１分 

 

■会  場：健康福祉会館 ３階 中会議室 

 

■出席委員： ９名 

伊 藤 勝 良、 大信田 孝 文、 柏 谷 良 雄、 鈴 木 栄 子、 

髙 橋 文 子、 髙 橋 清一郎、 髙 橋   洋、 冨 木   勇、 

水 谷 英 明 

 

■欠席委員： ７名 

石 崎   尚、 川 原 猪 利、 小 柳 真理子、 小 松   泉、 

小 松 昌 之、 髙 貝 恵 子、 根 本   昇 

 

■出席職員： ８名 

安達 成年（太田支所長）        佐藤  朗（農林建設課長） 

煤賀 康典（太田公民館長）       福原 幸二（市民サービス課参事） 

黒澤 伸朗（農業振興情報センター主幹） 藤澤 寿史（地域活性化推進室副主幹） 

菅原 直久（地域活性化推進室主席主査） 鈴木 一徳（総合政策課主任） 

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 支所長あいさつ 

   ４ 会議録署名委員の指名 

   ５ 協  議 

     （１）平成２７年度地域枠予算執行事業について 

（２）次期総合計画（素案）について 

   ６ 閉  会 

 

 

 

（午前９時４１分 開会） 

 

○安達太田支所長（以下「支所長」と表記） 
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  皆さん、あらためましておはようございます。 

それでは、第４回太田地域協議会を始めさせていただきますけれども、会議を始めます

前に、本日の協議会は委員の２分の１以上の出席がございますので、本協議会は成立いた

しますことをご報告いたします。 

なお、会議録作成のため、発言の際はマイクをご使用くださるようよろしくお願いした

いと思います。 

進行につきましては、髙橋会長の方からよろしくお願いしたいと思います。 

 

○髙橋太田地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

今日、このように大曲でやるという中で、皆さんとこうやってバスに乗ったと。これも

我々にとっては非常にいい経験になったんじゃないかと。 

それから、昨日火事がありました。多分根本委員が難儀していると思います。こういう

大変なときは、やっぱり地域でそれぞれ助け合って。どんなことがあったって、知ってい

る人が身近にいるということは、これだけ心強いことはない。 

中学校の駅伝大会、全国大会です、またこれも大変うれしいことで、いいことがあった

り、また大変なことがあったりするんだけれども、それでこそ地域だということだろうと

思います。今日は皆さん、ありがとうございます。 

それでは、ただいまから平成２７年度第４回太田地域協議会を開会いたします。 

それでは、支所長さんからご挨拶をいただきます。 

 

○支所長 

  皆さん、バスの乗り心地はいかがだったでしょうか。なかなか、学生時代に乗ってから

今まで乗っていないという方もおられるかと思いますけれども、髙橋委員さんは現地で待

っていたことでしょうけれども、時間どおり到着はいたしました。当然人が乗らないもの

だから停まる所がないものだから時間どおり来たことですけれども、いずれあれを使って

大曲へといいますか、いろいろ来ている方もおりますので、今日も１人２人乗る方もいら

っしゃいまして、足としては大切な公共交通機関なのかなというふうな感じがいたします。

当然もう一本早い時間帯には学生さんも乗っているでしょうから、帰りの部分もございま

すので今後も続けていかなければいけない部分であろうとは思いますけれども、そのあり

方についてもいずれ今後また皆さんの、地域の方々のご意見を聞きながらいい方向に持っ

ていかなければいけないかなと思っておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

それと、年末でもございますけれども、残念ながら先ほど会長が申しましたとおり昨日

夕方、古館の方で火事が発生してしまいました。当然隣あたりに延焼した部分もございま

したけれども、幸いにも人的にといいますか、大きな怪我もなくといいますか、一応救急

車では行きましたけれども、命にあれしたということがなかったのが幸いかなと思います

けれども、いずれ今度は雪が降ってきて閉ざされた世界になりますので、火の取り扱いに

も十分注意していただきたいと思いますし、特に今、大信田委員が先になってやっていま
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す雪まる隊といいますか、そういうふうな雪のことについても今、大仙市の方でもいろい

ろな形で地域と連携しながら雪対策に乗り出しているということもありますし、太田でも

今泉集落さんと惣行集落さんでモデル事業ということで今季やる予定ではございますけれ

ども、それを受けながら私たち雪国に暮らすことですので、それを踏まえていろんな形で

皆さんが暮らしやすいような町に、市にしていかなければいけないかなと思っています。

それも皆さんのいろいろなご意見を伺いながら市の事業として今後取り組んでいかなけれ

ばいけないことだなと思っていますので、その際にはひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

それと、本日の協議ですけれども、いろいろまた皆さんからご意見を伺いながら太田の

地域を良くしていきたいと思っておりますので、ひとつご審議の方をよろしくお願いした

いと思います。 

簡単ですけれども、はじめの挨拶にさせていただきます。本日はよろしくお願いします。 

 

○会長 

  ありがとうございました。 

それでは、早速次第に入っていきます。 

次に、次第４の「会議録署名委員の指名」をさせていただきます。 

署名委員は、髙橋文子委員、柏谷良雄委員、お二方にお願いいたします。 

次に、次第５の「協議」に入ります。 

はじめに「平成２７年度地域枠予算執行事業について」であります。事務局の方から説

明をお願いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【平成２７年度地域枠予算執行事業について、配布資料に基づき説明】 

 ・実施類型Ⅰ型 

  １．シンボル花壇整備事業 

    事業目的：花のまちづくりを推進するため、地域のシンボルとなる花壇を整備して

地域活動の強化と連携を深めるもの。 

    申請団体：太田公民館 

    申 請 額：９３，３４０円（消耗品費） 

 

  ２．黄桜並木整備事業 

事業目的：「太田四季の村」の豊富な観光資源の一つである大台スキー場周辺の黄桜

並木が今後も美しい景観を保てるよう、枯損枝やテングス病罹患枝の撤

去等を行い、地域の活性化に結び付けるもの。 

申請団体：太田公民館 

申 請 額：３９６，３６０円（委託料） 
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  ３．大台スキー場イベント用スピーカー整備事業 

事業目的：現在の大台スキー場の放送設備は、場内案内や緊急放送用としての利用

に限られており、広くスキー場全体に声が届かない。スキー場ではシー

ズン以外も「大台そば」や「黄桜まつり」などのイベントが開催される

ことから、スピーカーを整備してより良いスキー場活用を図るもの。 

申請団体：太田公民館 

申 請 額：３７４，５１７円（備品購入費） 

 

 ・実施類型Ⅲ型 

  １．太田中学校全国駅伝大会出場支援事業費補助金 

事業目的：太田中学校が全国中学校駅伝大会へ出場することとなり、駅伝部の支援

を目的に設立された「太田中学校駅伝部を支援する会」に対し、備品や

器具等の購入に係る費用の一部を補助するもの。 

申請団体：太田中学校駅伝部を支援する会 

申 請 額：３００，０００円（補助金） 

 

  ２．太田町野球連盟４０周年記念事業費補助金 

事業目的：太田町野球連盟が設立４０周年を記念した講演会・記念式典の開催及び

記念誌の発行に係る費用の一部を補助するもの。野球を通して健康増進

や生涯スポーツの充実を図り、青少年の健全育成に寄与する。 

申請団体：太田町野球連盟 

申 請 額：３００，０００円（補助金） 

 

  ３．移動式ピザ窯製作事業費補助金 

事業目的：太田地域で開催される各種お祭りイベント等で窯焼きピザの手作り体験

を行うことを目的に、アグリグループとんぼが計画している移動式ピザ

窯の製作に係る費用の一部を補助するもの。 

申請団体：アグリグループとんぼ 

申 請 額：５６，０００円（補助金） 

 

  ４．太田の紙風船継承事業費補助金 

事業目的：太田の伝統文化を伝える会が行う小正月行事（紙風船上げ）の保存継承

に係る費用の一部を補助するもの。紙風船行事が衰退することのないよ

う、地域内の小学校や団体に技術を伝える。 

申請団体：太田の伝統文化を伝える会 

申 請 額：８８，０００円（補助金） 

 

○会長 
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ただいま２７年度の地域枠予算執行事業について、事務局から説明がありました。ここ

に添付書類等たくさんありますので、ちょっとここで目を通してもらって、それから質疑

等々に入ります。よく内容の方を見ていただくようお願いいたします。 

 

 

○会長 

それでは、ただいまより質疑に入ります。７件を一括質疑といたします。皆さんの方か

らご質問、ご意見、お願いいたします。はい、髙橋委員。 

 

○髙橋文子委員 

資料７のピザ窯のところなんですけれども、これは太田のイベントに出るということな

んですけれども、販売するピザなんでしょうか。だとすれば、衛生面とか何も資格がない

方が調理して販売するということは可能なんでしょうか。 

 

○支所長 

それでは私の方から。皆さんご存知のとおり、今もとんぼさんの代表の広之さんがドラ

ム缶を自分で改造して窯みたいな感じに作っているやつがあって、実際に黄桜まつりのと

きとかで自分で体験して焼いて食べるというやつ。販売といいますか、当然無料で今まで

はやっています。いずれ今後も多分そうなるだろうと。それで、本格的に例えば売りに出

そうとするときには当然保健所の許可が必要なので、それは売るとすればクリアして出す

ことでしょうけれども、基本的には体験的な形でお子さんとか家族連れとかにやってもら

っているという状態なので、継続的にはそのような方向で行くというふうな話になってい

ますけれども。商売としてやるのであれば当然保健所の許可が要るし、そうなるので。 

基本的にはスキー場の周辺でまず１回やると。冬のうちもやるということなので、それ

は土日とかなんですけれども。当然それは無料体験みたいな形で行くことでしょうけれど

も、スキー場のロッジの方はまず営業の許可とかもらっていることですから、それはそれ

として、このピザに関してはまず今のところはお金を取ろうというふうな段階ではないと

いうことでした。以上です。 

 

○会長 

よろしいでしょうか。他にございませんか。はい、大信田委員。 

 

○大信田孝文委員（以下「大信田委員」と表記） 

第１点として、黄桜並木整備事業の部分で、中身を見ますとかなり枯れた部分とか病気

に罹っているとかということで、枯れた枝を払うのが主のようですけれども、状況がちょ

っと私も分かりませんけれども、例えばもう完全に枯れてしまって駄目になっている株と

いうか、木があるとすれば、例えば今後に向けた補植というか、そういう部分もある程度

捉えていかなければ、あちこち歯が欠けたような状態でいるとあまり景観的にも見苦しい
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ような感じがします。ただ、小さいのと大きいのといろいろごちゃごちゃになっていれば、

これも景観があまり良くないかも知れませんけれども、その辺補植もある程度考慮しなが

らやっていただければなと思います。 

それから、太田中学校の駅伝の、本当に素晴らしい、多分太田地域の住民の方々もまさ

か全県で勝って全国大会まで行けるなんていうのは誰も想像もしていないし、夢のような、

そういうことで本当に良かったと思っています。それで、ちょっと１３ページで支援する

会で募金を集めているわけですけれども、ここの予算書の中で１６万６，１２８円が募金

の部分ですけれども、これは途中経過なのか、もう確定的に捉えていいのか。それともこ

れよりももっともっと募金額が増えていくのか、その辺もし分かればお知らせ願いたいと

思います。以上です。 

 

○会長 

ただいまの２つの意見について、事務局から説明をお願いします。 

 

○支所長 

ただいまの大信田委員のご質問にお答えいたします。当然桜並木につきましては、大信

田委員が言うとおりそのような方向でいきたいと思っていますし、現在もあまりにも成長

が良くて隣同士の枝が喧嘩しているような状態で、なおかつ病気の部分もあるということ

なので、その部分を伐採しながら今後また良く花が咲くような形にしていきたいと思って

いますし、当然まるまる駄目な部分については業者さんから見てもらって伐採という形に

なろうかと思いますけれども、今のところは伐採というところまではまだいっていないよ

うですけれども、今後に向けていずれそういうふうなこともあるでしょうから、検討して

いきたいと思っています。 

それと、中学校の駅伝大会の部分については、支援する会の募金と書いていますけれど

も現在進行中のようです。おそらく皆さんの善意があまりにもあるみたいで、１０万円と

いう段階ではないみたいで、もっともっと集まっているようです。思ったより集まってい

るということで、もしかすれば１００万単位の額になりそうだというふうなことで、まだ

ちょっと全体の計算は中学校の方も出来ていないようですけれども。現段階では行かなけ

ればいけない部分で先に買わなければならないのがこの備品の部分で、どうしても用意し

たいと。募金が確定になったときはあとから精算なんだろうけれども、まず先に買う部分

だけということで、まず備品に限定してとりあえず申請してもらったらということで。そ

の他に当然山口まで行くことですし、選手たちと応援団が行かなければならないことでし

ょうから、その部分は募金の方でということで、地域枠の方では急遽必ず用意しなければ

ならない備品部分についてということでしたので、受けたという形で。募金の額はまだ確

定はしていないし、おそらくもっともっと増えているだろうなと思います。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、柏谷委員。 
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○柏谷良雄委員（以下「柏谷委員」と表記） 

今の大信田委員のに加えてちょっと質問なんですけれども、駅伝の部分に関してトラン

シーバー等結構額の張る備品等がございますけれども、この規約を見ると今回の駅伝に対

する備品の購入ということになっていますけれども、その後の備品の扱い等はどのような

形に。例えば中学校の部活に使うとか、そういうことなんでしょうか。 

 

○支所長 

柏谷委員の質問にお答えいたします。当然このあとも陸上部は、元々陸上部という部は

名前としては残っていますけれども、現実は皆さんご存知のとおり全員が野球部員と兼務

というふうな形ですけれども、いずれその物については今後も引き続き陸上部といいます

か。今柏谷委員のおっしゃるトランシーバーであれば、もしかすれば他の部活にも、同じ

学校ですので貸し出しはできるし、今後も引き続き使っていきたいなということで。ただ、

スパイクにつきましてはその時々のサイズもあるでしょうし、当然古くなれば更新してい

かないといけないというふうなことで、それはまたいずれ古くなれば別に買い換えていく

ということですけれども。なかなかスパイクも、実を言いますと全国大会ではスパイクを

使いますけれども、県大会・東北大会は路上の部分を走るのでスパイクではなく普通のラ

ンニングシューズと。全国大会は土の部分、山の部分といいますか、そういうふうな部分

が、平坦なところを走るのではないみたいなのでスパイクが必要だということのようです。

以上です。 

 

○会長 

よろしいでしょうか。他にございませんか。はい、水谷委員。 

 

○水谷英明委員（以下「水谷委員」と表記） 

１６ページの太田町野球連盟４０周年記念の事業費で、講演会への出席の対象者といい

ますか、それと記念誌発行ということで２００部となっていますけれども、それの配る先

といいますか、それについて教えてください。 

 

○支所長 

ただいまの水谷委員のご質問にお答えいたします。記念講演関係は連盟の方で、関係者

だけの部分でございます。記念誌については、連盟と関係者に配ったあとに、当然多めに

注文しています、希望者等にも配布したいなと思っています。野球に興味のある方、歴史

に興味のある方に。言っていただければ欲しいという方には無料で差し上げるつもりとい

うことのようでした。 

 

○会長 

よろしいですか。はい、大信田委員。 
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○大信田委員 

ちょっと関連するんですけれども、４０周年の事業というふうなことで講演会がありま

すよね。これは一般の方というか、関係者以外の方でも聞きに行っていいものか、それと

もある程度人数が限定されていて、本当に関係者のみの講演会なのか、ちょっとその辺教

えて下さい。 

 

○支所長 

ただいまの大信田委員のご質問にお答えします。会場がたまたま中里温泉の２階の部分

でやる予定でして、連盟の方でも招待者の方々を集めての講演会ということで、どうも関

係者限定のようです。 

 

○佐藤農林建設課長 

７０人くらいの人数になりそうなので、あそこの２階がいっぱいになってしまうと思う

んですよ。本当はみんなから聞いてもらいたいと思うんですけれども。日本高野連の監督

たちのコーチをやっているんですね、元ですが、いい話をしていただけるかなと思ってお

願いしたんですけれども、本当は聞いていただきたいなという部分は多々あります。 

 

○会長 

よろしいでしょうか。他にございませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤勝良委員 

８ページの大台スキー場イベント用スピーカーのことなんですけれども、６カ所付ける

とあるんですが、具体的にどこら辺に６個なのかというのと、あと「大台そば」と「黄桜

まつり」などということですけれども、大台そばの方は初年度、最初の年はやったという

のは分かるんですけれども、その後行われたかどうかというのがちょっと私分からなくて、

年間何回くらいの利用が見込まれているのかと、この事業以外にも使われることがあるの

かというところを教えて欲しいと思います。 

 

○支所長 

ただいまの伊藤委員のご質問にお答えします。まずスピーカーの設置箇所ですけれども、

メインはスキー大会の部分についてです。一番頂上まで行った方がおられるかなとは思い

ますけれども、ナイター照明がありますよね、所々に。大体あの箇所箇所に今までスピー

カーを、外用の大きいスピーカーを付けながら大会をやってまいりましたけれども、その

スピーカーも今で何十年もなったら経年劣化で壊れてきたりしている部分もあって、とい

う部分と、下の方にも２カ所、ちょうど前にもやりましたけれどもロッジの前の松の木の

あたりとか、あそこにある照明のあたりとか設置したりしてやってきていました。それは

大会が終われば一回取り外して、やるときに付けて終われば外して、というふうなことを
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していましたけれども、長年の使用により劣化して。今度新しくする場合もそれだけでは

なく、いずれあそこで黄桜まつりとか、そういうふうなイベントもやるので、その際にも

周りに、今公民館で使っているのって小さいスピーカーで、なかなか広く声が届かないよ

うな状態ですので、このスピーカーを整備した段階でそういうイベントについても、その

イベントのときに設置して、配線して線をつなげば使えるので、それで全体に聞こえるよ

うに使いたいということのようです。 

それから、大台そばについては、ここに柏谷委員もおりますけれども、毎年５月の連休

あたりから１１月初めくらいまで毎週日曜日に、それは生活リゾートさんの方でやられて

います、スキー場のロッジを使って。結構な人が、通な方々が来ています。年間６０万か

７０万くらいの売り上げ。 

 

○柏谷委員 

売り上げにすれば、もうちょっとあります。 

 

○支所長 

すみません、もうちょっとあるようです。そういったときにも利用しながら、せっかく

地元にある会社ですし、スピーカーを使ってもらう分には。当然あそこにもいずれは水仙

の球根とか植えたりして、花も楽しめるような形にしていきたいなと思っていますし、お

客さんが入ってきても花とかで楽しめるような形にしていきたいときに、というふうな部

分についても使いたいなと思っているようですので、なんとかよろしくお願いします。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、髙橋委員。 

 

○髙橋 洋委員 

太田の紙風船継承事業、太田の火まつりの日にちなんですけれども、他の地域で行って

いる冬の行事とかぶらないように調整はしているんでしょうか。 

 

○支所長 

髙橋委員のご質問にお答えします。他の地域とかぶらないようにしています。したがた

めに太田の方がちょっと先の下旬側の方になるというふうな形で。去年もそうでしたけれ

ども、条件が悪くなるような方向に回っているといいますか、去年も風が吹いて逆に西側

に風船が飛んでいったりして迷惑をかけたということもありましたけれども。本来はもう

１週間か２週間早くやっていたんですけれども、それが他の方との調整で太田はちょっと

まず、大仙市ばかりでなく他の地域のお祭りも、横手のかまくらとか西木の紙風船上げと

かいろいろあるものだから、あまりかぶらないような条件で行こうとしたときのセッティ

ングがたまたま下旬側の方ということと、あとスキー大会と重なったりする部分もあった

りして下旬側の方に回っているというふうなことですけれども。それはそれでお客さんは
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来てくれますけれども、気象条件が悪くなる部分の方に行ってしまっているというのがち

ょっと残念な部分です。 

それと、一つの情報としてといいますか、去年ちょっとボヤ騒ぎがあった関係で消防署

の方からはきつく言われています。風向き一つで風船は飛ばせないというふうなことにな

りつつありますけれども、風の条件が良ければそれはいいと。ただ、紙風船も今は火玉を

付けて上げていますけれども、それについてもちょっと消防署の方からクレームが来てい

る状態ですので、その部分は今後協議をしながら進めていきたいと思っていますけれども、

なんとか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。他にございませんか。はい、大信田委員。 

 

○大信田委員 

ちょっと関連して。昨年はそういうふうなことでかなり、私の家のすぐ、５０ｍも行か

ないところに落ちたんですけれども、いずれそういうふうな注意点は当然必要ですけれど

も、今の説明ですと風向きによってはその日やらないという、飛ばせないというのか、そ

ういう状況になる可能性があるということですよね。すると、日を改めてやるのか、そう

ではなくせっかく作成したやつを次の年に回すのか、どういう考え方なんでしょうか。そ

こをちょっとお聞きします。 

 

○支所長 

大信田委員のご質問にお答えします。それも今、火まつりの実行委員会の方で詰めてい

ますけれども、豆電球を付けるとかなんとかして火を使わない方向で上がるのであれば上

げると。どうしても大きくて、年々大きくなっているものですから、大きくて火を着けな

ければどうしても上がっていかないという部分については諦めてもらうしかないのかなと。

次の年に回すというふうなこともやっぱりのんでもらって作製に入ってもらうということ。

火事とか出したりすれば何もならないので、そういう部分は踏まえながらやるというふう

なことで今、協議の最中ですので。結論はまだ出ていません。 

 

○会長 

よろしいですか。他にございませんか。はい、水谷委員。 

 

○水谷委員 

黄桜並木の件についてなんですけれども、事業自体というよりは。桜って結構時期がず

れると行っても何もないような状態になってしまったりするんですけれども、今ここの開

花の状況とかを情報提供するようなことというのは、どういうことがありますでしょうか。 

 

○支所長 
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水谷委員の質問にお答えします。毎年大仙市のホームページの方には、黄桜というわけ

ではなくて市内の桜の状況といいますか、直前にならないと載せないようなんですけれど

も、なるべく載せてもらうようにはしています。それくらいですね。あとは今、ＦＭはな

びができた関係でものすごく細かく地域の情報を発信しています。うちの方ばかりではな

く各地域を取材してもらったり、だからそういうので宣伝してもらうという方向にあるの

で、今までよりはかなり広く皆さんの目や耳に届くかなと思っていますので、なんとかよ

ろしくお願いしたいと思います。もしも自分でホームページとかを持っている方がいれば、

何か載せたりしていただければ大変ありがたいなと思います。 

 

○水谷委員 

おそらく桜、私もすぐ近いんですけれども、やはり見に行くとなるとなかなか手間にな

ってしまって、そのうち終わってしまうというような状態になったりするので、良くして

多くのお客さんに来ていただければいいと思いますので、「もうすぐ盛りだ」なんていうの

が広く分かりやすくなっていれば、もしかしてそのときに行ってみようかなという人も増

えると思いますので、是非そういうのに力を入れていただければありがたいと思います。 

 

○会長 

という意見です。他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

質問がないようです。 

  それでは、今のこの７事業の採決に入ります。最初に「シンボル花壇整備事業」につい

て、地域枠予算事業として承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ご承認いただきました。ありがとうございます。 

  次に「黄桜並木整備事業」についてでございます。これについても地域枠予算事業とし

て承認していただけますでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  承認いただきました。 

  次に「大台スキー場イベント用スピーカー整備事業」についてでございます。これにつ
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いても地域枠予算事業として承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  承認いただきました。 

次に「太田中学校全国駅伝大会出場支援事業費補助金」についてでございます。これに

ついても地域枠予算事業として承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  承認いただきました。 

  次に「太田町野球連盟４０周年記念事業費補助金」について、地域枠予算事業として承

認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  承認いただきました。 

  次に「移動式ピザ窯製作事業費補助金」についてでございます。これも地域枠予算事業

として承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  承認いただきました。 

  最後に「太田の紙風船継承事業費補助金」についてでございます。地域枠予算事業とし

て承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  承認いただきました。今回提出された７件の事業については、全て承認いただきました。 

  以上で、地域枠予算執行事業の協議については終わります。 

次の総合計画案の説明に入りますが、その前に１０分間休憩いたします。１０時５０分

より再開いたします。 
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（午前１０時３８分 休憩） 

 

 

（午前１０時４８分 再開） 

 

 

○会長 

  それでは、地域協議会を再開いたします。 

  「次期総合計画（素案）」についてですが、事務局の方から説明をお願いします。 

 

○鈴木総合政策課主任（以下「鈴木主任」と表記） 

 【次期総合計画（素案）について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいま次期総合計画、案ですが説明がありました。本件について、皆さんの方からご

意見、ご質問ございましたらお願いいたします。 

 

○支所長 

すみません、私から。今素案ができていますよね。次に、例えば定期的に地域協議会と

かに出していく段階というのは、どこどこで３月に完成させるのですか。 

 

○鈴木主任 

今の予定としては、出来た段階で例えば、方法等そこら辺はきちんと決まってはいない

んですが、案としては例えば連絡協議会の場でお諮りさせていただくというパターンもあ

りますし、各地域協議会の委員の方々に資料を配布させていただきまして、ご意見をいた

だくと。様式を添えてご意見をいただくというようなことを考えております。本来であれ

ばきちんと段階を踏んでお示しする場を設ければよかったところではあるんですが、事務

局の方での策定スケジュールの進行状況が大変遅くなっておりまして、なかなか段階を踏

んで、ステップを踏んで説明することができず大変申し訳ありません。今のところはそう

いった２つの方法を考えております。 

 

○支所長 

逆算してくれば、２８年３月ですよね、そうすればやっぱり正月明けくらいには、これ

は素案だろうけれども、地域編も含めたやつを皆さんにお示しできますか。 

 

○鈴木主任 

したいと考えております。ちょっとそこは課の方とも調整をした上でご連絡というか、
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ご回答させていただきたいと思います。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、水谷委員。 

 

○水谷委員 

先ほど休憩時間に伺って、かなり難儀してらっしゃるようで、一人で大仙市の１０万人

を全部引き受けているようなすごい感じだなと思ったんですけれども、かなり大変だと思

います。 

今すぐではないんですけれども、あとでもし分かれば聞きたいと思うんですけれども、

この総合計画とか地方創生の計画とか大仙市自治基本条例の案が策定されていまして、こ

れは市民の方にも公表になると思うんですけれども、そのときにそれぞれがどういったふ

うにリンクしているかというのが分かりやすいようにして記載していただければ。この総

合計画のこの部分のここが地方創生とか自治基本条例に関係するところだというふうな、

そういったことが書かれてあると読みやすいかなと思いますので、考えていただければな

と。 

あともう一つなんですけれども、人口減というのは全国的に言われていますけれども、

そのためにいろんな施策をしていくということなんですけれども、仮に自然に任せた場合

どういうふうな社会になるのかという、そういう像というか、それもよければあとで聞き

たいなと思うんですけれども。おそらくこういうことになるのでこうやらなければ駄目だ

というようなことだと思うんですよ。私たちだとそういうのがすぐ頭に浮かんでこないの

で、どういうことを想定していらっしゃるのかなというのをあとで教えてもらいたいと思

います。 

 

○鈴木主任 

  分かりました。ありがとうございます。 

 

○会長 

他に。はい、大信田委員。 

 

○大信田委員 

前の総合計画のときもそうなんですけれども、実際に分厚い冊子を作成しても、本当に

興味のある人とか関心を持っている人はページをめくって理解しようとすると思いますけ

れども、ほとんどの方はその冊子が届いたとしてもその場限りで終わっているケースが多

いのではないかと推測するわけですけれども。それを回避するために、例えば本当にここ

をやりたいんだという部分の要約を、ポイントを記した数ページ程度のパンフレット的な

部分で、ここだけは見逃してほしくないよと、ここだけは理解してほしいよと、ここだけ

は一緒にやっていきましょうよという部分を書いた、そういうものを作成して配布してい
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ただいて。ここだけは見逃してほしくないよという部分を市民の方に理解してもらうため

の一つの方策として、冊子一本だけではなく、理解してもらうための補助的な資料も作成

していただければと、そういうふうに思いますが。以上です。 

 

○鈴木主任 

補助的な資料ということに関してですけれども、今のところ概要版という形で作成する

ことを予定はしております。あわせて、やはり計画の内容の、委員がおっしゃるとおりど

こが重要かということを市民の方に知っていただかないことには、全く作った意味がない

ことになってしまうので、そういったことがないように、やはり周知というものは非常に

大切なところかなと考えております。今、私の方で想定しているところとして、まず概要

版を作成するということと、あわせて広報等でポイントとなるところを、ここの節はここ

がポイントですよとかというところを分かりやすくした見開きページ程度のものを、ちょ

っと収められるかどうかはあれなんですけれども、広報等でよりコンパクトに内容が把握

できるという形で周知の仕方というものを工夫していきたいと考えております。ありがと

うございました。 

 

○会長 

他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

  質問がないようです。それでは、本件につきましてはただいまの説明のとおりといたし

ます。 

以上で、本日の議題の方は全て終了いたしました。 

皆さんの方から何かお伝えしたいことなどありましたら、お願いいたします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

  ないようです。それでは、本日の協議会はこれで閉じさせていただきます。長時間あり

がとうございました。 

 

（午前１１時２９分 閉会） 
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