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■日  時：令和元年５月１７日（金曜日）午後２時  ■会  場：中仙支所２階 第２１会議室  ■出席委員：１１名    秋 山 吉 雄、伊 藤  悟 、遠 藤 ま き、熊 谷 壽 男、佐々木登代子 高 橋  泉 、高 橋  強 、玉 井 勝 壽、冨 岡 喜 榮、三 浦 和 則 小 松 京 子 ■欠席委員： ６名    熊 谷  亮 、佐々木 堅 一、伝農 百合子、高 橋 朝 夫、高橋 トモ子 田 口  馨  ■出席職員： ９名    今  和則（中仙支所長兼地域活性化推進室長）   藤澤 真智子（市民サービス課長）    大阪 文博（農林建設課長）       高橋 千秋（中仙公民館長）    藤原 喜文（農林建設課参事）      髙橋 由美子（健康増進センター東部参事）    遠藤 茂太（高齢者包括支援センター東部主幹）     進藤 哲規（地域活性化推進室副主幹）  長谷川 祐城（地域活性化推進室主席主査）     ■次  第：    １ 開  会    ２ 委嘱状交付 ３ 会長あいさつ ４ 支所長あいさつ ５ 職員紹介    ６ 会議録署名委員の指名    ７ 報告      （１）令和元年度中仙支所主要事業の概要について      （２）平成３０年度地域枠予算実績報告について    ８ 協議 （１） 令和元年度地域枠予算執行予定事業について    ９ その他   １０ 閉  会      
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  （午後２時００分 開会） ○事務局○事務局○事務局○事務局（地域活性化推進室）（地域活性化推進室）（地域活性化推進室）（地域活性化推進室）    開会を宣言開会を宣言開会を宣言開会を宣言        ○委嘱状交付○委嘱状交付○委嘱状交付○委嘱状交付            ４月１日付で新たに委員となられた小松京子さんに支所長より委嘱状が渡されました。        ○玉井勝壽中仙地域協議会長（○玉井勝壽中仙地域協議会長（○玉井勝壽中仙地域協議会長（○玉井勝壽中仙地域協議会長（以下「会長」と表記）以下「会長」と表記）以下「会長」と表記）以下「会長」と表記）              お疲れ様です。年度の初め、一年で一番忙しい時期の開催となりましたが、ご出席いただきましてありがとうございます。   先日、平成が終わったわけでございますが、私事ですが、平成の時代に町内で２件の火災がありました。最初は平成５年の１１月３日で、私の家も類焼しまして結構な被害を受けました。２回目はみなさんご存知のとおり先日のひらくま商店の火災ということで、３件・４件が被害を受ける大きな火災でありました。このことについては、地域の方々、行政の方々に色々な面でご尽力いただきました。場違いではございますが、お礼申し上げます。ありがとうございました。  あらためまして、令和元年となり、新しい時代となりましたけれども、以前にも増してお力添えをいただければと思っております。そして、昨年よりも中仙地域が良くなったといわれるようにすることが私たちの役目であると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。  ○○○○今今今今支所長支所長支所長支所長（以下「（以下「（以下「（以下「支所長支所長支所長支所長」と表記）」と表記）」と表記）」と表記）     改めまして、4 月の人事異動によりまして、中仙支所長を仰せつかりました今と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、お忙しい中、「第一回中仙地域協議会」にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 委員の皆様には、日ごろより、当市の地域政策の推進に関し特段のご理解をいただくとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進する中核といたしまして、地域の課題解決に向けた施策の検討や市へのご提言等、多大なるご尽力を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 さて、先月の４月２０日～５月６日まで「なかせん桜まつり」を八乙女公園や「道の駅なかせん」を中心に開催しております。４月２９日には満開の桜の中、「道の駅なかせん」を会場にイベントを開催しましたところ、お陰さまでたくさんの方にご来場いただきました。好天にも恵まれ、賑わいが見られましたが、次回に向けて改善点等を洗い出ししているところであります。皆様からもお気づきの点がございましたら、お知らせ願いたいと思います。 
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また、当日は、「なかせん千本桜プロジェクト事業」の一環として、「八乙女山の桜 100年記念事業」と「天皇即位記念植樹事業」が八乙女公園とドンパン広場で行われ、春爛漫の中、多くの皆様のご臨席のもと、盛大に挙行されました。八乙女山の桜は、これまでテング巣病や野鳥の食害、斜面の崩落など様々な状況がありましたが、八乙女山の保全活動に、献身的に取り組んでこられました中仙地域桜守協議会をはじめ、多くの皆様のご尽力により、今では約二千本の桜が咲きそろい、かつてのような八乙女山の姿を取り戻しつつあります。今後も、地域の皆様のお力を結集し、特色ある素晴らしい活動をさらに展開され、次世代にしっかりと継承されていきますことを、心からご期しております。 
 本日、予定されている協議案件は、「令和元年度の中仙支所 主要事業の概要について」と「平成 30年度の地域枠予算の実績報告」及び、「令和元年度の地域枠予算 執行予定事業について」となっておりますので、よろしくご審議お願いいたします。 結びに、中仙地域の活性化と地域振興をより一層推進していくために、今後とも忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 【職員紹介】【職員紹介】【職員紹介】【職員紹介】    支所長が出席職員を紹介（紹介順）   中仙支所市民サービス課長      藤澤 真智子   中仙支所農林建設課長        大阪 文博   中仙支所農林建設課参事       藤原 喜文 中仙公民館長            高橋 千秋   健康増進センター東部参事      髙橋 由美子   高齢者包括支援センター東部主幹   遠藤 茂太 中仙支所地域活性化推進室副主幹   進藤 哲規   中仙支所地域活性化推進室主席主査  長谷川 祐城   中仙支所長兼地域活性化推進室長   今 和則  ○会長○会長○会長○会長  それでは次第６の「会議録署名委員の指名」をいたします。中仙地域協議会運営規定第７条第２項により、議長が指名することとなっております。   今回は秋山吉雄委員、高橋泉委員にお願いいたします。    次に、次第７「報告」になります。はじめに「（１）平成３０年度中仙支所主要事業の概要について」順に説明をお願いいたします。  ○○○○支所長（地域活性化推進室）支所長（地域活性化推進室）支所長（地域活性化推進室）支所長（地域活性化推進室）        藤澤藤澤藤澤藤澤市民サービス課長市民サービス課長市民サービス課長市民サービス課長        大阪大阪大阪大阪農林建設課長農林建設課長農林建設課長農林建設課長    
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    高橋高橋高橋高橋中仙公民館長中仙公民館長中仙公民館長中仙公民館長        髙橋髙橋髙橋髙橋健康増進センター東部参事健康増進センター東部参事健康増進センター東部参事健康増進センター東部参事        遠藤高齢者遠藤高齢者遠藤高齢者遠藤高齢者包括支援センター東部主幹包括支援センター東部主幹包括支援センター東部主幹包括支援センター東部主幹       資料に基づき説明。 
 ○会長○会長○会長○会長  ただいま担当課長より説明がありました。委員の皆さんの質問をお受けします。何かございませんか。 
   私のほうから聞きたいのですが、廃棄物処理管理費ですが、これは毎年かかっていくものなのでしょうか。 
 ○藤澤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記）○藤澤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記）○藤澤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記）○藤澤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記）     一般廃棄物最終処分場の維持管理にかかる経費となっておりますので、現在休止中ではありますが、維持管理の費用は必要となります。 
 ○会長○会長○会長○会長  ほかにございませんか。   （なし）   この場でなくとも疑問な点や質問などありましたら事務局へお問合せいただきたいと思います。 
   次に「（２）平成３０年度地域枠予算実績報告について」事務局より説明をお願いします。 
 ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）      資料にもとづき説明。 
 ○会長○会長○会長○会長  ただいま事務局より説明がありました。皆さんからご質問、ご意見などありましたらお願いします。  ○伊藤悟委員○伊藤悟委員○伊藤悟委員○伊藤悟委員  執行率が７７．１２％ということですが、使わなかった分は戻すことになるのでしょうか。  ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）        平成３０年度については、２９年度に比べ、活用件数で４件、執行額で３５０万円ほど増えておりますが、平成３０年度より予算が増額され、執行額の増よりも予算増が多かったため、執行率としては低下しました。年度内に執行されなかった予算は、市に戻ることになります。   今年度も昨年度と同規模の予算となっておりますので、活用が増えるよう周知していきたいと思います。  
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○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員  執行できなかった予算を、例えば翌年度に繰り越すようなことはできるのでしょうか。  ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）        地域枠予算は、年度ごととなりますので繰り越すことはできません。  ○会長○会長○会長○会長  ここ最近、地域枠予算の制度や類型などが変わり、予算のつき方も変わってきているように思います。それに対応しながら有効に使われるよう我々も努力したいと思います。  ○遠藤まき委員○遠藤まき委員○遠藤まき委員○遠藤まき委員  私自身、新規に一昨年去年と申請したのですが、なかなか手続きが難しくて実現しませんでした。今のお話を聞けば、もっと新規を増やしてもいいとのことなので、もう少し制度や手続きが簡素化にならないものでしょうか。  ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）        地域枠予算を活用できるかできないかという制度上の決まり事については、ガイドラインとして大仙市共通で決まっていますのでそこを中仙だけ緩めるといったことはできませんが、手続きについてはなるべく申請される側の負担にならないよう簡素化してみたいと思います。   また、類型ごとの予算額を見ていただけるとわかりますが、市主体との行政主導型よりも、市民主導型を多く活用していただきたいという制度になっています。  ○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員  決められた制度の中、予算枠の中ということであれば、いかに良い事業であるかをアピールするということも必要だと思います。  ○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員  申請側に、制度の内容がそこまで浸透していないということが不要額がでてしまう原因としてあると思います。もっと制度のＰＲをお願いします。  ○会長○会長○会長○会長  ほかにございませんか。  ○高橋泉委員○高橋泉委員○高橋泉委員○高橋泉委員  希望ですが、審査する際や決算の際でもいいのですが、事業の写真や、例えば「ぼくらの写真絵はがき」のような事業であれば完成品を見せていただくことができれば、もっと内容について話し合うことができると思います。  ○会長○会長○会長○会長  ほかにございませんか。   （なし）   ないようですので、以上で「（２）平成３０年度地域枠予算実績報告について」を終わります。 
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  次に、次第７「協議」に移ります。はじめに「（１）平成３０年度地域枠予算執行予定事業について」を議題とします。資料にもとづきまして、担当課長より説明をお願いします。 
 ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）        市民サービス課長市民サービス課長市民サービス課長市民サービス課長        大阪大阪大阪大阪農林建設課長農林建設課長農林建設課長農林建設課長    高橋高橋高橋高橋中仙公民館長中仙公民館長中仙公民館長中仙公民館長         資料に基づき説明。 
  □実施類型 市民協働型   １．中仙庁舎西側・八乙女荘・桜寿苑環境美化活動事業     申請団体  長野中１６期会（市民サービス課） 事業目的  国道に面した中仙支所庁舎の周りに樹木が植栽されているが、花を植えることでより良い印象を与えたい。そのため、中仙支所、八乙女荘及び桜寿苑に花を植栽し、地域の環境美化を図るとともに、管理活動を通じ協働のまちづくりを目指す。     事業概要  会員による耕起、肥料散布、植栽、管理活動を実施することで公園、施設等を訪れる人を花で迎え、協働のまちづくりの意識高揚を図る。          ○植栽場所 中仙支所西側広場（商工会館西）、八乙女荘・桜寿苑の玄関                前にプランター設置          ○花  苗 マリーゴールド他 １，２００本          ○管  理 長野中１６期生約２０名が管理を実施（耕起、肥料散布、植栽、除草ほか）     申 請 額  １６８，０００円（花苗、肥料等消耗品費） 
   ２．長野地区子供会育成会親子花壇づくり事業     申請団体  長野地区子供会育成会（中仙公民館） 事業目的  長野地区子供会育成会では、家庭、学校、社会教育の連携を図りながら子供会活動を支援している。       親子花壇づくりに取り組むことで、環境美化を図るとともに協働のまちづくりや自然を大切にする心を育成する。また、活動を通じて地域住民との密接なコミュニケーションを築くことができる。     事業概要 １．事業規模及び場所             長野地区全域。             下川原・開地区から袴田地区までの各地区に設置してある花壇並びに子供会などで準備しているプランターに植栽する。          ２．活動計画             長野地区子供会約８子供会の児童約６０名が参加。 
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            ６月初旬、各地区子供会に苗を配布し、各々工夫して花壇づくり作業を実施。             各花壇には立て看板を設置し、子供会の活動を広く周知する。             また、１０月開催の「長野分館まつり」で各子供会の花壇づくりや活動の様子を紹介する写真展示を行う。 申 請 額  ７０，８９４円（花苗、培養土等消耗品費） 
   ３．呑川環境整備事業     申請団体  呑川管理組合（農林建設課） 事業目的  呑川は、栄町から新町までの約１６０戸の防火、農業用水、及び流雪溝などの生活用水として活用されている。管理組合が実施する呑川と流域の環境整備事業において、必要な重機等の借上げに係る経費について支援する。     事業概要  小滝川取水口から鈴木酒造店までの水路環境整備を実施する。            ・実施日 ８月２５日（日）            ・参加者 組合員            ・内 容 堰払い及び草刈り等     申 請 額  ５００，０００円（重機等借上げ料） 
  □実施類型 市民主導型 
   １．栗沢コミュニティー活性化事業     申請団体  栗沢コミュニティー活性化実行委員会 事業目的  地域コミュニティーの維持・活性化を目的に、栗沢八幡神社祭典（９月１４，１５日）に合わせて開催するコミュニティ活性化事業に係る経費の一部を補助する。     事業概要 ○開催日  ９月１４日（土） 午後１時３０分～４時          ○場 所  栗沢総合会館          ○内 容  餅つき大会     申 請 額  ５０，０００円（餅米、臼杵借上げ料など） 
   ２．中仙地域（幼保・小学校・中学校合同）花いっぱい運動事業費補助金     申請団体  中仙地域小中学校校長会 事業目的  中仙地域の小中学校では６校が連携を図りながら実践研究が進められている。この一環として、小中学校の児童・生徒が連携して「花いっぱい運動」に取り組み、花の水やりや除草などをとおして、学校や周辺環境を整える意識と、地域への誇りや愛着を持つ心を育てることを目的とする。 



－8－ 
 

      また、児童・生徒による環境美化に努め、住民運動会、訪問視察団及び学習発表会などで学校を訪れる方々に感謝の気持ちを込めて、沢山の花で歓迎することができる。     事業概要  地域内小中学校の児童・生徒による花苗移植及び水やり等の管理。認定保育園には中学生がプランター設置。          ○実施時期 ５月～１０月          ○対象者  小学校５・６年（４校）１９０名                中学校全生徒（２校）  ２３５名   計４２５名                 ※人数は教員含     申 請 額  ２７７，０００円（花苗・土等消耗品費） 
   ３．ぼくらのふるさと写真絵はがき発信事業費補助金     申請団体  豊岡小学校・豊岡小学校ふるさと応援隊 事業目的  豊川小学校と豊岡小学校の６年生児童を対象に、豊成地区の良さを知り、地区内外に発信する活動を推進することで、ふるさとの良さを再認識し、郷土を愛する心を育て、地域の活性化に貢献することができる。       また、両校が連携した取り組みを進めることで、中学進学に向けて児童の交流を深めることができる。     事業概要  豊川小学校・豊岡小学校の６年生児童が、地区の名所や見どころを撮影し、写真絵はがきを作成。両地区の分館まつり、ドンパルや道の駅に設置して豊成地区外にも地区の良さを発信していく。          ○実施期間 ５月～２月          ○対象者  豊川・豊岡小６年生児童及び教員 ３０名          ○作成枚数 １０００枚     申 請 額  ５７，０００円（インク・はがき等 消耗品費） 
   ４．「ふるさと豊岡」発信キャンペーン推進事業費補助金     申請団体  豊岡小学校ＰＴＡ 事業目的  豊岡小学校では児童の地域を学ぶ「ふるさと学習」において、学習成果を発信するなど、児童のふるさとを愛する心を育てるとともに、活気あふれる地域づくりを目指している。       この一連の活動をとおして、ＰＴＡでは児童の側から積極的に地域に関わることが出来るよう支援するため、学習環境の整備をするとともに地区全体の活性化を推進する。     事業概要  ＰＴＡが児童の地域に関わる活動支援の一環として地区内に設置している看板の盤面補修を実施する。              「ふるさと豊岡」発信キャンペーン 
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            児童の学習成果を「豊岡見どころマップ」としてまとめ、見どころや要所に旗を設置しキャンペーン事業を展開。             ○時期 ５月～１１月               ※さらに学校行事、地区分館行事に合わせて開催。     申 請 額  ８１，０００円（看板盤面フィルム作成等印刷製本費・消耗品費） 
   ５．中仙地域「あいさつげんき運動」推進事業費補助金     申請団体  中仙地域ＰＴＡ連合会 事業目的  大仙市では、あいさつの輪を地域に広めることを目的に、全市的な取り組みとして「あいさつ運動」を共通実践事項としている。       中仙地域においては、ＰＴＡ連合会との連携により、地域内の児童・生徒と住民が主体的・積極的にあいさつを交わし、活気あふれる地域づくりを目指す。     事業概要  通学路等にのぼり旗を設置し、児童、生徒及び住民が意識的にあいさつ運動に取り組んでいる。           本年度は運動５年目をむかえ、古くなったオリジナルの桃太郎旗を更新し心機一転、事業の発展を目指す。          ○実施期間 ５月～１０月          ○対  象 中仙地域内小中学校児童生徒、保育園児及び地域住民     申 請 額  １２３，０００円（のぼり旗等 消耗品費） 
   ６．中仙地域（幼保小中学校合同）秋桜プロジェクト支援事業費補助金     申請団体  秋桜の里なかせん広め隊 事業目的  中仙中学校区では「小・中連携活動」「地域貢献活動」を核として、なかせんワイワイらんど、中仙小学校、清水小学校及び中仙中学校が連携した「秋桜プロジェクト」が実施されている。       家庭・地域が一体となって子供たちの郷土愛を育む活動を支援していく。     事業概要  小・中学校の連携した活動を地域に周知するとともに意識向上と活動の充実に繋げるため、のぼり旗等の整備を行う。          ＜参考＞          秋桜プロジェクトの取り組み（６月～２月） １ 秋桜あいさつ運動  ２ 秋桜種苗植活動  ３ 資源回収リサイクルボランティア活動  ４ 地域環境美化プロジェクト  ５ 伝承芸能ドンパンプロジェクト  ７ 秋桜雪まる隊     申 請 額  １６１，０００円（のぼり旗・秋桜種苗等 消耗品費） 
   ７．第３回八乙女よさこい祭開催事業費補助金 
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    申請団体  八乙女よさこい祭実行委員会 事業目的  平成２９年度に「八乙女よさこい祭」を開催。大仙市内初のよさこい祭りの開催となった。       県内外のよさこい団体のほか、地元のドンパン娘、東今泉八幡太鼓などの郷土芸能団体も参加し、発表・交流の場の創出など、地域を元気にするイベントとして定着することを目的とする。     事業概要  第３回八乙女よさこい祭開催及びイベント周知ＰＲ活動を実施。           ＜参考＞            第３回八乙女よさこい祭            ○日 時 令和元年７月２８日（日）１１：００～１５：００            ○場 所 道の駅なかせん 特設ステージ            ○出 演 ・ドンパン娘 ・東今泉八幡太鼓 ・よさこい団体            ○その他 道の駅なかせん特産品販売     申 請 額  ３００，０００円（広告費、出演者謝礼等） 
 

 ○会長○会長○会長○会長  ただいま「（１）令和元年度地域枠予算執行予定事業について」説明がありました。件数が多いのではじめに市民協働型３件について、委員の皆さんの質問をお受けしたいと思います。 
 ○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員  事業費について、先ほど説明のありました平成３０年度の実績と比べて上がっているものがあります。特に呑川の事業は４０万円ほど上がっていますが、これはどのような理由によるものでしょうか。 
 ○大阪農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記）○大阪農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記）○大阪農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記）○大阪農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記）  呑川環境整備事業については、例年であれば、バックホーなどを借り上げて川底の清掃を行いますが、今回は汚泥の堆積が多いため汚泥吸水機などを使用するため、事業費が上がっています。 
 ○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員  できれば継続事業の場合は、前年度に比べての増減理由なども教えていただければと思います。 
 ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）  承知しました。今回審査いただいている事業について、事業費が上がっているものについては、購入物品、花苗などの単価が上がっているのではなく、申請者側での事業規模が大きくなったことによるものです。事業費が下がっているものについては、内容の変更、例えば昨年はブルゾンを購入しましたが、今年度はのぼり旗を整備しますといった形で内容が変わったことによる事業費の減となっています。 
 ○会長○会長○会長○会長  ほかにございませんか。 
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  （なし）   ないようですので、事業の承認をいただきたいと思います。 
   それでは１件目の「中仙庁舎西側・八乙女荘・桜寿苑環境美化活動事業」について、承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）   ご承認いただきました。 
   それでは次に「長野地区子供会育成会親子花壇づくり事業」について、承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）   ご承認いただきました。 
 それでは次に「呑川環境整備事業」について、承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）   ご承認いただきました。 
   続いて市民主導型、７件ほどございます。１件ずつ確認してまいります。  はじめに「栗沢コミュニティー活性化事業費補助金」について、ご意見・ご質問ありませんか。  （なし）   それでは承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）   ご承認いただきました。 
   次に「中仙地域（幼保・小学校・中学校合同）花いっぱい運動事業費補助金」についてご意見・ご質問ございませんか。  （なし）   それでは承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）   ご承認いただきました。 
   次に「ぼくらのふるさと写真絵はがき発信事業費補助金」について、ご意見・ご質問ございませんか。  （なし）   それでは承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）   ご承認いただきました。 
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   次に「「ふるさと豊岡」発信キャンペーン推進事業費補助金」について、ご意見・ご質問ございませんか。  （なし）   それでは承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）  ご承認いただきました。 
   次、「中仙地域「あいさつげんき運動」推進事業費補助金」について、ご意見・ご質問ございませんか。 
 ○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員  補助金検証の説明の際、結果が継続となるのはいいですが、意見として説明された文言が、少し強すぎる、マイナスな印象になるのではないかと思います。市民活動として今後も行っていただきたい事業ですので、もう少し前向きな表現でお願いしたいと思います。 
 ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）  わかりました。地域づくり補助金の検証については３年経過後に継続する場合に行うもので、事業内容に加えて、市の補助金としての適正な取り扱いをしているかを検証しますので、修正いただきたい点についてあげさせていただきました。事業内容は委員の言われるとおりすばらしいものですので、文言等修正したいと思います。 
 ○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員  かなり細かい検証内容なのでしょうか。 
 ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）  補助金としての適性を検証する内容となっています。例えば、あいさつげんき運動は非常にすばらしい事業ですが、検証されるのは地域枠申請されているもの、ＰＴＡ連合会があいさつげんき運動を支援する事業がどうかということになります。そうなりますと、事業内容としては運動をするための物品の購入が主なものとなります。これを踏まえますと、事業効果を上げるためにはもう少しＰＴＡとしても運動に関わってほしい、となります。これが今回の検証結果案でございました。 
 ○会長○会長○会長○会長  事業主体を育てることも我々の大事な仕事ですので、この文言について精査をお願いします。   ほかにございませんか。 
 ○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員  別件になりますが、この事業で整備するのぼり旗のデザインは昨年と同じでしょうか。 
 



－13－ 
 

○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）  申請書の内容では同じだと思います。 
 ○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員  青系であまり目立たないなあと思って見ております。もう少し黄色や蛍光色のようなものにすればいいのではないでしょうか。まだ決定していなければでよいので、伝えていただければと思います。 
 ○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）○事務局（地域活性化推進室）  わかりました。 
 ○会長○会長○会長○会長  ほかにございませんか。  （なし）   それでは承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）  ご承認いただきました。 
 

   続きまして、「中仙地域（幼小中学校合同）秋桜プロジェクト支援事業費補助金」についてご意見・ご質問お願いします。  （なし）   それでは承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）  ご承認いただきました。 
   最後に、「第３回八乙女よさこい祭開催事業費補助金」についてご意見・ご質問ございませんか。  （なし）   それでは承認してよろしいでしょうか。  （異議なし）  ご承認いただきました。 
   これで、今回提案された事業につきましては、全てご承認いただきました。以上で「（１）令和元年度地域枠予算執行予定事業について」の審議を終わります。 
   次に次第９「その他」に移ります。委員のみなさんからなにかございませんか。 
 ○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員  防災関係ですが、昨年来取り組まれている地区ごとの防災ＭＡＰというものは現在どうなっているものでしょうか。 
 ○市民サービス課長○市民サービス課長○市民サービス課長○市民サービス課長  現在作成中です。印刷予算がありませんが、カラーコピーで各自主
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防災組織に配布できるよう進めております。 
 ○会長○会長○会長○会長  防災に関しては、実際火事になると水が足りないようですし、上水道についてもやらなければいけない箇所が相当あります。これからの課題がたくさんあるように思います。   ほかにございませんか。 
 ○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員  桜まつりについてですが、長野町内に花飾りが飾られますが、昔は紐できれいに飾られていましたが、最近は束ねて電柱に括られているところが目立ちます。昔ながらの飾り方がきれいなだと思うのですが、あの花飾りは毎年配られているものでしょうか。 
 ○会長○会長○会長○会長  今年から町内２０本に減らされています。私の考えとしては、花飾りというような形でもなんでもいいので、桜まつりに参加する、という気持ちとして各町内で行ってくれればなと思っております。現在は、見た目が疎らに見えて寂しい感じがします。 
 ○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員  以前、１０年計画で桜を盛り上げていくということに聞いていましたので、もっと盛り上げていってほしいなと思います。 
 ○会長○会長○会長○会長  個人的には、今、商店街に元気がないように思います。商店街が元気だったころは桜まつりでも色々やっていましたが、現在は道の駅から八乙女を結ぶ道路沿いが祭りとして盛り上がっています。これに加えて、長野駅から八乙女までを長野という町そのものに関連付けて飾る方法がないものかなと思います。 
 ○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員  私自身、なにか盛り上げる方法がないものか考えながら話しているのですが。 
 ○市民サービス課長○市民サービス課長○市民サービス課長○市民サービス課長  花飾りに関しては、各町内にお願いして取り付けも、取り外しもやっていただいております。その関係で、飾り方についてはおまかせしているという状況です。 
 ○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員  やはり本当は昔ながらの飾り方がきれいだなと思います。 
 ○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員○熊谷壽男委員  時代の変化といいますか、高齢化が進んだためかわかりませんが、角館の桜も飾りや演出などが少なくなってきたように感じます。 
 ○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員  高齢化と言ってしまうとどうにもならないので、すべて市職員とはいいませんが、うまく盛り上げて言っていただきたいと思います。 
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 ○会長○会長○会長○会長  八乙女の桜のボランティアのように、桜まつりに対しても盛り上げて行ってくれるような仕組みがあればなと思います。花飾りについてはやはり主体は商店街ということになりますので、大変だとは思いますが、市が支援しながら、ここだけはちゃんとやってほしいという部分を作らないと見た目は良くなっていかないと思います。 
 ○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員○三浦和則委員  先ほども言いましたが、今せっかく桜を大々的に売り出そうとする計画が進んでいるのであれば、こういったことも進めてほしいなと思います。 
 ○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員  このような活動を担っていく人の若返りも必要かなと思います。 
 ○会長○会長○会長○会長  今取り組んでいる桜の再生に合わせて、桜まつりを盛り上げる別の組織体があってもいいのではないかと思います。 
 ○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員○高橋強委員  そのような団体があればいいなと思います高齢化の進む町内の力だけでは難しいと思いますので。 
 ○遠藤まき委員○遠藤まき委員○遠藤まき委員○遠藤まき委員  やはり桜の時期に花飾りが少ないと寂しい感じがします。今回の桜を売りこむという企画にぜひ入れていただきたいと思います。 
 ○高橋泉委員○高橋泉委員○高橋泉委員○高橋泉委員  道の駅から八乙女公園に向かう道路沿いの桜がすごくきれいに咲いています。そこは現在ライトアップしていないようでしたので、ここも照らせればもっと良いのではないかと思います。 
 ○遠藤まき委員○遠藤まき委員○遠藤まき委員○遠藤まき委員  あの道路沿いの桜は、八乙女山よりもすばらしいとみなさん言っています。 
 ○市民サービス課長○市民サービス課長○市民サービス課長○市民サービス課長  今年の桜まつりに関しては、４月２９日の来場者数が１７００名あまり、イベントに参加してくれたお子さんの数が９３４名でございました。 
 ○会長○会長○会長○会長  現在取り組んでいるとのことでしたので、将来的にはこの数がもっと増えるようにお願いします。そのために地域枠予算も活用いただきたいと思います。 
  ほかにございませんか。  （なし）   ないようですので、次第９「その他」を終わります。   以上で、本日予定された協議等は全て終了となります。    
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  本日は長時間にわたりご協議いただきまして、誠にありがとうございました。これをもちまして令和元年度第１回中仙地域協議会を終了いたします。お疲れ様でした。 
      （午後３時５０分 閉会）  中仙地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。  会議録署名委員       


