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（午前９時５６分 開会） 

 

○煤賀太田支所長（以下「支所長」と表記） 

  それでは、時間前ですけれども皆さんお揃いになりましたので、今年度最初の地域協議

会を始めさせていただきます。 

  この度、支所長を命ぜられました煤賀と言います。なんとか今年１年よろしくお願いい

たします。 

  さて、今年の協議会委員ですけれども、全員で１７名という体制で行っていきたいと思

っております。再任の方が８名、新任の方が９名ということで、約２カ月に１回くらいの

ペースで会議を行っていきたいと思っておるところでございます。協議会委員の皆様には、

地域枠予算で市民と行政の協働のまちづくりを推進していくため、自主的・主体的な市民

活動の支援について審議していただくものでございます。その他、太田地域の課題や問題

等についても協議していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、４月に職員の方も若干代わっておりますので、職員の紹介をはじめにしたい

と思います。 

 

 【 支所長 出席職員紹介 】 

 

○支所長 

そうすれば、次第に沿って会議を進めていきたいと思います。 

はじめに、本日の協議会は委員の２分の１以上が出席しておりますので、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使用くださるようお願いいたします。 

続きまして、次第の３番、委員の皆様に委嘱状を交付いたします。お名前を読み上げま

すので、その場にお立ちくださるようお願いいたします。なお、水谷委員は先日開催され

ました地域協議会委員全体研修会で、太田地域を代表しまして委嘱状を受けられておりま

すので、水谷委員以外の方に交付いたします。 

 

 【 支所長 委嘱状交付 】 

 

○支所長 

次に、次第の４番「会長及び副会長の選任」を行います。 

ここで皆様にお諮りいたしますけれども、会長及び副会長の選任に当たっては、進行役

としまして委員の中の最年長者であります長澤仁十郎委員にお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

○支所長 

ご異議がないようですので、長澤仁十郎委員に進行役をお願いいたします。 

ここで、進行の打ち合わせを行いますので、暫時休憩とさせていただきます。 

 

 

（午前１０時０６分 休憩） 

 

 

（午前１０時０８分 再開） 

 

 

○長澤仁十郎委員（以下「長澤委員」と表記） 

  それでは、会議を再開いたします。申し訳ありませんが、座ったままで進めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

  私は、自己紹介みたいなことを言いますと、中里というところに住んでおりまして、地

域は下中里、中里温泉の近くです。どうかよろしくお願いいたします。 

会長及び副会長については、条例の規定により委員の互選により定めることになってお

ります。はじめに、会長の選任を行います。選任の方法について、どのように取り計れば

よいのかお伺いいたします。ご意見はありませんでしょうか。 

 

○川原猪利委員（以下「川原委員」と表記） 

水谷英明委員を会長さんに推薦します。 

 

○長澤委員 

  ただいま、会長に水谷英明委員を推薦したいというご意見がありましたが、いかがでし

ょうか。 

 

（「賛成」の声あり） 

 

○長澤委員 

  賛成の声がありますので、お諮りいたします。会長に水谷英明委員を選任することにご

異議ありませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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○長澤委員 

  ご異議がないようですので、会長に水谷英明委員を選任することに決しました。 

  次に、副会長の選任を行います。選任の方法について、どのように取り計ればよいのか

お伺いいたします。ご意見はございませんでしょうか。 

 

○川原委員 

新会長さんにお任せすればいいと思います。 

 

○長澤委員 

  ただいま、会長に一任とのご意見がありましたが、副会長の選任については会長に一任

ということでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○長澤委員 

  異議がないようですので、会長から副会長の選任をお願いいたします。 

 

○水谷英明会長（以下「会長」と表記） 

  それでは、清水川絵美さんに副会長をお願いしたいと思います。 

 

○長澤委員 

  ただいま、会長から清水川絵美委員を副会長に選任しますということでございました。 

会長及び副会長がここで決定されましたので、この先の会議の議長は条例の規定により

会長が務めることになっておりますので、私の任はここで解かせていただきます。ご協力

ありがとうございました。 

それでは、このあとの会議の進行の打ち合わせのため、暫時休憩させていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

（午前１０時１３分 休憩） 

 

 

（午前１０時１６分 再開） 

 

 

○支所長 

大変お待たせいたしました。それでは、地域協議会を再開いたします。ここからの進行

につきましては、規定により水谷会長にお願いいたします。次第の５番からよろしくお願
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いします。 

 

○会長 

  ただいま会長に選任いただきました水谷と申します。斉内の方で介護事業をしておりま

す。前会長の髙橋さんのようにうまくこの会を運営できるか分かりませんが、私も５０年

くらい太田で育てていただいたので、これから３年間その貢献をしたいと思いますので、

何卒皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、次第５の「会議録署名委員の指名」をいたします。会議録署名委員は、川原

猪利委員、倉田満法委員にお願いいたします。 

次に、次第６の「報告」に入ります。案件の（１）と（２）は関連がありますので、一

括して事務局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２８年度地域枠予算実績及び平成２９年度地域枠予算概要について説明】 

 

○会長 

ただいま、平成２８年度地域枠予算実績報告及び平成２９年度地域枠予算概要について

事務局から説明がありました。いずれも報告ということですけれども、委員の皆さんから

ご質問等がありましたらお願いいたします。はい、川原委員。 

 

○川原委員 

２８年度の事業の関係ですけれども、６３０万の予算に対して５２０万使ったと、８２．

６％ということでしたけれども、これ単純に見れば１１０万残ったというか使わなかった

ということだと思いますが、そうすればそれはなんとなるというか、使い切れば大したい

いことというか、有効的に活用できたと思うんだけれども、使い切れなかったことだと思

いますが、なんかもったいないような気がするということが一つと、他の地域でも大体そ

ういうものなのか、他も目一杯使っているのかというところをもし分かれば教えていただ

きたいと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

余ったお金、予算につきましてはまず不用額ということで、５２４万２，９７７円で確

定ということになります。他の地域、やっている事業がそれぞれ異なりますので一概には

言えませんが、大体ほとんど使っている形です。２７年度仙北地域で同じくらい余ったこ

とがあったんですけれども、その他の地域では８０％から９０％後半くらいで使っている

状況となっております。 

 

○支所長 

予算については、市の予算の性質上繰り越しということはなかなかできなくて、今年の
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不用額１００万ありますけれども。 

 

○会長 

他にご意見等ございませんでしょうか。はい、水谷委員。 

 

○水谷仁光委員（以下「水谷委員」と表記） 

水谷と言います。初めて参加して何を質問すればいいかちょっと分からなくて。もし的

が外れていましたら許してください。２９年度の地域枠予算概要、資料２の中のⅡ型の６

ですか、太田を元気にするイベント開催とあります。黄桜まつり、夏まつりは分かりまし

た。冬まつりというのはどこら辺に入っているんでしょうか。 

 

○谷口市民サービス課長（以下「谷口課長」と表記） 

火まつりのことをおっしゃっているかと思いますけれども、火まつりにつきましてはこ

れとは全く別の予算で、市の方の補助金ということで観光予算の中で９０万円、別枠で付

けていただいております。ただし、９０万円のお金を使うために協賛金を９０万円以上集

めなければならないという、非常に苦しいお金です。地域枠であれば協賛金も何もなくて

ある程度１００％、地域枠予算が使えない部分もあるんですけれどもほぼ１００％イベン

トに充当できますが、火まつりの方は市の補助金ということで９０万円です。で、９０万

円を使うためにその対応額を９０万円以上集めなければなりませんので、いつも１１月末

頃に実行委員会を開いて何とか協賛金を集めてくださいということで実行委員の人たちに

一生懸命回ってもらっているような状態であります。火まつりにつきましては冬のイベン

トということもありますので、会場設営だけでほぼ１００万近いお金、除雪したり重機で

会場を均したり、天筆を作ったりということでまず約１００万ほど。それ以外の部分でい

ろいろお金がかかりますので、トータルで火まつり全体で１７０万ないし１８０万くらい

のお金がかかっているような状況であります。従いまして、ここの中には挙がってきませ

んけれどもキチンと私どもの予算でケアはなっております。 

 

○水谷委員 

了解しました。冬まつりも近年状況が一変しておりますので、例年の枠に縛られないと

いうか、の方法で何とか盛り上げてもらえば助かると思います。以上です。 

 

○会長 

他にございませんでしょうか。 

 

○谷口課長 

すみません、付け加えさせていただきますけれども、なぜ火まつりは別枠で予算措置さ

れているかと言いますと、やっぱり歴史があるからです。今年２月で３６回目だったんで

すけれども、合併するずっと前からやっていたということでキチンとした予算でケアされ
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ております。黄桜まつり、夏まつり等々は要は合併以後開催するような格好ですので、元

からあるお祭りではなかった関係で地域枠予算の方を充当させていただいている、そうい

う違いがありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○会長 

他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

ないようですので、本２件についてはただいまの説明のとおりといたします。 

次に、次第７の「協議」に入ります。はじめに「平成２９年度地域枠予算執行事業」に

ついて、事務局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２９年度地域枠予算執行事業について説明】 

 ・実施類型Ⅰ型  

  １．菅江真澄の道標柱整備事業 

    事業目的：江戸時代の紀行家である菅江真澄が立ち寄ったとされる場所に設置して

ある標柱だが、経年劣化により腐食や風化が著しくなっていることから

耐久性のある標柱に建て替えして、地域の歴史を知る文化資料を保存す

るもの（平成２７年度、平成２８年度各４本ずつ整備済）。 

    申請団体：太田公民館 

    申 請 額：３２４，０００円（委託料） 

 

  ２．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：２０２，９００円（消耗品費） 

 

  ３．シンボル花壇看板改修事業 

   事業目的： シンボル花壇に設置している看板が４月１７日夜の暴風雨により割れて

倒壊してしまった。花壇を広く周知させるための看板であり、「花のまち

太田」をＰＲするための看板でもあることから、早急に改修するもの。 

    申請団体：太田公民館 

    申 請 額：１１６，６４０円（委託料） 
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・実施類型Ⅱ型 

  １．太田黄桜まつり開催支援事業 

    事業目的：太田四季の村周辺の豊富な観光資源、自然資源を活かし、地域に新たな

賑わいを創出することを目的とした「第４回太田黄桜まつり」の開催を

支援するもの。 

    申請団体：太田黄桜まつり実行委員会 

    申 請 額：３５８，０００円（印刷製本費、消耗品費、保険料、使用料及び賃借料） 

 

  ２．尐年尐女野球教室 inおおた開催支援事業 

    事業目的：元プロ野球選手を講師に招き、太田地域内のスポーツ尐年団野球チーム

を対象に、野球技術の向上や指導者の指導力向上、世代間交流などを目

的とした野球教室の開催を支援するもの。 

    申請団体：尐年尐女野球教室実行委員会 

    申 請 額：１４１，０９６円（報償費、消耗品費） 

 

○会長 

ただいま、平成２９年度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。 

委員の皆さんからご質問・ご意見などがございましたら、お願いいたします。冨木委員

から何かございますでしょうか。 

 

○冨木勇委員（以下「冨木委員」と表記） 

菅江真澄の標柱の関係ですけれども、今回４本ということですけれども、私こういうも

のがあるのをあまり認識しておらないんですけれども、こういうのを建てたときにまたあ

とで太田の広報等々に載せたりすることはあるでしょうか。 

 

○支所長 

今年４本やりますと３年目ということで１２本全部取り換え終わりますので、機会があ

りましたら広報でお知らせしたいと思います。 

 

○冨木委員 

その方が町民の方々も、私もものを知らないであれなんですけれども、広報等でお知ら

せいただければ気が付く人もいるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○会長 

他にございませんでしょうか。はい、川原委員お願いします。 

 

○川原委員 

資料５のシンボル花壇整備事業というところですが、これだけの予算で大変きれいな花
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壇になるということで素晴らしいと思います。本当に素晴らしいんですけれども、他の事

業とも関連するかも知れませんが、花のまち太田推進事業とかというのもあろうかと思い

ます。で、太田には花の会という組織があって、そこで大変活発と言いますか、活動をさ

れているようです。聞くところによると前は会の基金と言いますか、があって、今それを

取り崩してやりくりしているというような話を聞きました。せっかくこういった予算があ

る中で、できるだけそういった方にもっとたくさん資金を投入できないのかなという。実

際そうすればどの程度どうなっているのかというのはよく分かりませんけれども、せっか

く花のまちということでやっていることですので、いくらかでもそっちの方に予算を付け

ることはできないでしょうかということです。 

 

○藤澤太田公民館長 

  貴重な意見ありがとうございました。この前の４月１６日、花の会の総会がありました。

私、太田公民館長ということで顧問となっておりますのでお話しさせていただきます。確

かに花の会の会員は高齢化と減尐してきておりまして、運営は大変厳しいものがあるよう

です。大体６０名ほどで年会費が１，０００円ということで、一般的な予算としては６万

円となっておりまして、使い道は総会、あとは事務費、郵送料や事務用品となっているよ

うです。この予算では到底花の推進の事業はできないわけでありまして、川原委員の話し

ましたとおり花の里推進基金というものがございまして、これを活用して花づくりの研修

会、または花壇フェア等を行っているようであります。１００万円ほど残っておりまして、

今年度も４０万ほどそれを利用して事業を行う予定となってございます。ただし、このま

まで行きますと２年か３年ほどで無くなってしまいます。ある程度基金は今後の事業や何

かのために残しておく必要があると思いますので、これからは会員で知恵を出し合って創

意工夫しながら事業等もある程度考えながらやって行き、また今川原委員のお話ししまし

たとおり地域枠予算等も活用しながら行っていかなければならないのかなと思っておりま

す。いずれにしましても、地域枠予算の活用の際や花の会の事業に地域協議会委員の皆様

からのご理解とご協力をお願いしたいと思います。以上です。 

 

○会長 

倉田委員お願いします。 

 

○倉田吹紀子委員 

今の川原委員のお話と本当に同じ考えでおります。今回私は初めてここに参加させてい

ただいて、この会の趣旨とか活動とか、それから予算の配分等々を聞いて、こういうふう

にして町を支えてくださっていたんだなと。今までは支えてもらっている側で働かせてい

ただいておりました。今の花の件ですけれども、本当に保育園、幼稚園から中学生、高校

生、ましてお爺ちゃん、お婆ちゃんまで花と関わっている町と言えば県内そうですし、い

ろんな場面でやっぱり太田町というところでは花につながっているんだなということを本

当に思って、その話題になると幸せに思います。で、歴史の面でも本当に掘り下げるとた
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くさんのことが出てくる町ではあるんですけれども、やはり歴史になると興味関心が気持

ちに余裕があるとそこに向くんですけれども、花は出たら目に入る、話題は花に尽きると

いう、そういうところであれば、私たちはそういう環境で育ってきましたけれども、よそ

の方がお仕事やらこっちに足を向けられたときに太田がどこの場所にも、それから各家庭

にも花があるというのはとても感心してくださいます。なので、花に関しては先ほど言わ

れたようにいろんな頑張ってくださっている団体さんおられますけれども、最後まで予算

の面では工面されていると思いますので、そこら辺をこう、今お話しくださっている町中

央にシンボルの花壇を設置してくださっていますし、是非是非もっと身近になれるように

その部分のところに力を注いでいただければこの地域が毎日潤うのではないかなというふ

うに思いました。本当に川原委員と同じ思いで、初めて来たのに意見を述べて、自分の町

を誇らしげに思っている自身として言わせていただきました。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

 

○支所長 

ありがとうございました。花の会の基金につきましては、当初１千万の基金額がありま

した。それを毎年と言うか、ちょっと言葉があれですけれども取り崩して事業を行ってき

て、もう残り数十万というところまできたと認識しております。最初の基金１千万あった

というのは、花の会のイベントの際に使用してくださいとか記念事業をやってくださいと

かといった形で基金を積み上げたものと認識しております。ただ、花の会の会員も減尐し

ているし、毎年の事業に苦慮しているということで、取り崩してきたのではないかなと思

っております。会の運営につきましては、公民館の方も事務局として関わっておりますの

で、これからの花の会の運営方法について検討していきたいと思っております。で、花の

会の予算だけで足りないとすれば地域枠予算の方から支出することも可能かと思いますの

で、それともあわせて今後花の会と検討していきたいと思います。 

 

○会長 

他にございませんか。佐藤委員から何かございませんでしょうか。 

 

○佐藤田鶴子委員 

  今年度初めて委員にさせていただいたので、よろしくどうかお願いいたします。ちょっ

と何も分からないので、これから尐しずつ皆さんと一緒に勉強させていただきたいと思い

ますので、よろしくどうかお願いします。 

 

○会長 

他にご意見・ご質問ございますでしょうか。 

私から１つよろしいですか。黄桜まつりなんですけれども、 太田町は大仙市の中でも
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一番端っこということで、こういう祭りとか行事があるときにバスとか交通機関の特別便

を出すとか無料バスを出すとか、そういうふうな案というか実現できそうな雰囲気という

のはあるのでしょうか。 

 

○谷口課長 

ちょっと今時点でそこまで考えておりませんけれども、今回４回目ということで大分大

台スキー場にこういう黄色い桜があるということが認知されてきたようです。メインイベ

ントは３日に開催しますが、約１０日ほど祭り期間ということで幟旗を立てております。

去年の花の間、私もちょくちょく行ってみました。例えば介護施設の方々とかがバスに乗

って見に来てくださっており、けっこういろんな方々がたくさんいらっしゃいました。こ

れからますますそういう方々が増えてくるということであれば、無料バスを出すこともち

ょっと考えていきたいなと思っております。ただ、今の時点ではこの前ＦＭはなびの方で

流していただきましたし、今チラシも配布しましたし、マスコミの方にいろいろＰＲ活動

をしているところですけれども、もっともっとＰＲして広めていきたいということで、も

っと認知されたらそういったことも考えていきたいというふうに思っております。あのと

おり車でずっと奥の方まで行ける状態ですし、歩いている方もたくさんおりますけれども、

これからそういう高齢化社会で車の運転ができない方々がいると思いますので。ただし、

来ている方々と言えば地元の人たちよりはやっぱり他の地域の人たちが多いんですよね。

要は私個人的にはまず最初に太田の人たちから認知してもらいたいなという思いはありま

す。だから、まず最初に太田のシャトルバスみたいなものを出して、やがて例えば大曲の

駅だとか角館の駅だとか、そういったことの検討の余地はあるのかなというふうに思いま

す。貴重な意見ありがとうございます。 

 

○会長 

他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

他にないようですので、これで質疑を終わりたいと思います。 

それでは、お諮りいたします。はじめに、「菅江真澄の道標柱整備事業」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 

ご異議がないようですので、地域枠予算事業として承認いただいたものとします。 

次に、「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
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ょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ご承認いただいたものといたします。 

次に、「太田黄桜まつり開催支援事業」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 

それでは、地域枠予算事業として承認いただいたものといたします。 

次に、「尐年尐女野球教室 in おおた開催支援事業」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 

ご異議がないようですので、地域枠予算事業として承認いただいたものとします。 

最後に、追加案件の「シンボル花壇看板改修事業」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 

  それでは、地域枠予算事業として承認いただいたものといたします。 

  今回申請のありました５件の事業につきましては、全てご承認いただきました。以上で

地域枠予算執行事業の協議を終わります。 

  次に、（２）の「大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦」について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦について説明】 

 

○会長 

ただいま、「大仙市地域公共交通活性化再生協議会委員の推薦」について、事務局から説

明がありました。 
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前回は副会長を推薦したという説明がありましたが、推薦の方法について委員の皆さん

からご意見などございましたら、お願いいたします。 

 

○川原委員 

会長さんにお任せしたいと思います。 

 

○会長 

今、会長の推薦ということでお話がありましたけれども、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  それでは、前回同様副会長の清水川さんにお願いしたいと思いますけれども、皆さんど

うでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ご異議がないようですので、清水川副会長を推薦することといたします。 

  以上で、本日議題となりました案件の協議は、全て終了いたしました。 

  次に、次第８の「その他」に入りますが、委員の皆様から何かありましたらお願いいた

します。 

  今日は１回目ということで、今回初めて出席された方もいらっしゃると思いますけれど

も、私こちらの委員になったときには、地域協議会委員というのが何をやるかというのが

よく分からなくて、今回４月１５日に大曲で全体研修会というのがありましたけれども、

その際に資料をいただいて、委員の役割とかそういったことについても詳しく説明してい

ただいて、初めてこういうことをするんだったのかというようなことを感じたところでし

た。欠席された方にもこの資料が届けられていると思いますので、この中に地域協議会委

員の役割とかそういうものが書かれておりますので、忙しいでしょうけれども時間がある

ときに中の方を見ていただければと思います。今日のような協議の他にも書かれてあった

のが、先進地の視察とかそういうのも意見が出ればできるようなことも書かれておりまし

たので、まちづくりのことで皆さんが興味あるようなことがあれば、そういうことについ

て先進的に取り組んでいる町とか、そういうところの視察もできるようですので、いろい

ろな案を出していただければと思います。今日はいろいろとたくさんのご意見をいただき

ましてありがとうございます。できるだけいっぱいいただけるとありがたいので、今後も

よろしくお願いしたいと思います。 

  今日は最初ですので、尐し委員の方からも自己紹介をしていただきたいと思うんですけ

れども、よろしいでしょうか。 
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 【 太田地域協議会委員 自己紹介 】 

 

○会長 

  どうもありがとうございました。委員の皆さんには、これから３年間本当にご難儀をお

かけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 

本日の協議会は、これをもちまして閉会いたします。長時間にわたりありがとうござい

ました。 

 

（午前１１時１５分 閉会） 
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