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 ６．会議録 

   （１）開 会    

 

髙橋市民ｻｰﾋﾞｽ課長   皆様、本日はお忙しいところご出席いただきまして、ありがとう 

          ございます。協議会開催の前にお手元にある資料の確認をさせていた

だきたいと思います。 

【資料確認】 

 ただいまから「平成２６年度第１回单外地域協議会」を開催いたし

ます。はじめに、伊藤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

伊藤 直人 会長  【あいさつ】 

           みなさん、こんにちは。今日は農繁期の大変お忙しい中、出席して

いただきまして、大変ありがとうございます。そしてまた、副市長さ

んを初め、本庁の方からもお見えいただきまして大変ありがとうござ

います。新しい佐々木支所長さんをお迎えしての初めての協議会とな

りますが、今日はこの後５時半頃を目途に懇親会も予定しております

がその前に協議会の方を進めて行きたいと思います。委員の皆様変わ

られまして２年目ということで、若干去年は様子をみておったかと思

いますが、２年目ということでまた新たな気持ちで取り組んでいただ

ければと思います。 

         それでは本日の議事に入りたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

髙橋市民ｻｰﾋﾞｽ課長  ありがとうございます。 

          続きまして、市長あいさつでありますが、市長に代わりまして、老松

副市長が皆様にご挨拶を申し上げます。 

 

老松副市長     【あいさつ】 

           ただいまご紹介いただきました大仙市副市長をしております老松博

行と申します。３期目になります。大曲の川目というところに住んで

おります。よろしくお願いします。本来でありますと、栗林市長が参

りまして皆様方に親しくご挨拶をするところでありますけれども、あ



いにく公務が重なっておりまして出席がかないませんでした。代わっ

て私の方からご挨拶をさせていただきたいと思います。 

 

           本日は、平成２６年度第１回单外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。あたたかな日差しが眩しい季節とな

りました。平成２６年度は大仙市が誕生してから１０周年を迎える節

目の年であります。また時を同じくして８つの地域で地域協議会が設

置されてから１０年目を迎えております。委員の皆様にはこれまで市

民と行政との協働によるまちづくりの推進の確保にて、地域課題を解

決する仕組みづくりや地域枠予算の活用の他、各種計画や各事業に対

する理解や提言の取りまとめなど、地域の特色を活かした活発な活動

を展開していただいております。この場をおかり致しまして厚く御礼

申し上げます。ありがとうございます。本日は地域協議会委員の皆様

にお集まりいただきましたので、市の主要事業や新たな取り組みなど

若干お話をさせていただきたいと思います。１点目につきましては、

市の一大プロジェクトとして大曲駅前で実施されております市街地再

開発事業であります。皆さんご承知のとおりこの４月１４日に旧ジョ

イフルシティ大曲等がありました北街区事業エリアの竣工式が行われ

ました。大曲仙北圏民住民の長年の願いでありました仙北組合総合病

院が新たに大曲厚生医療センターとしてこの５月１日に開院いたして

おります。最新鋭の設備と快適な医療器具が整い地域の中核病院とし

てこれまで以上に大きな役割を担うことが期待されております。今後

は单街区に工事が移りますけれども、单街区におきましても、事業が

円滑に進みますよう引き続き力を入れて参りますので、皆様からもよ

ろしくお願いいたします。 

           ２点目でありますが、最近新聞等でも取り上げられましたけれども

大仙市と大曲商工会議所、それから大仙市商工会、この３団体におき

まして今年度から「花火産業構想」という新たな取り組みをスタート

いたしました。この「花火産業構想」は大仙市が誇る日本最高峰の花

火競技大会であります大曲の花火のブランド力を活用いたしまして、

工業や観光、商業、農業、文化、教育等様々な分野に渡って地域を元

気にしようとする、これまでに無い新たな取組であります。この構想

では４つの柱がありますけれども、１つには花火の文化的価値を高め、

後世へ継承する取組。２つ目としては、花火を発展、花火を支える人

の人材の育成。それから花火工場の建設、そして花火を起源とした観

光、商業、農業、文化、教育等を振興する取組、こういった４つの取

組を中心にいたしまして、様々な事業を展開して、地域経済の活性化

を目指すものであります。この件につきましても、どうぞ皆様方のご

協力をよろしくお願いいたします。 

           最後になりますけれども、今年の大きなイベントといたしまして 

          １０月から１１月までですけれども、第２９回国民文化祭秋田２０１

４が開催されます。大仙市では、市の主催事業といたしまして３つあ
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りますけれども、１つ目として、子供達を通じて囲碁文化の継承を目

指す囲碁サミット２０１４ｉｎ大仙、２つ目として和の心によるおも

てなしの空間を作る国指定名勝旧池田氏庭園での秋の園遊会、３つ目

として秋田の美×写真の力、この３つの事業を主催事業として開催す

ることとなっております。更に県の補助事業として、花火の「過去」「現

在」「未来」を解説付きで４０分間打ち上げ、伝統、日本の花火、大曲

の花火、そして、民謡大会の優勝者の皆さんが若い世代へ時代を継承

する場となる「民謡継承・再生～民謡を次世代へ伝えるものにする」

の２つの事業が、県の補助事業として開催され、現在、主催する各団

体におきまして、準備をすすめておるところであります。国民文化祭

を機会にふるさと大仙市の魅力ある自然、伝統、文化を県内外に発信 

          できるよう、準備をすすめて参りたいと考えておりますので、どうか

よろしくお願いいたします。本日はこの後、ここ单外地域におきます 

市の主な事業につきましてもご説明申し上げる予定となっております。

事業推進に対しまして、皆様からのご意見をよろしくお願いいたしま

す。大仙市誕生から１０年というこの記念すべき年を契機に、市民と

の協働のまちづくりに一層努めて参りますので、どうぞ委員の皆様方

からはこれまで以上のご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申

し上げます。結びになりますが、本日の協議会が実りあるものとなり

一層地域発展の契機となります事をご期待申し上げますと共に、委員

の皆様のますますのご活躍、ご健勝を心からご祈念申し上げまして挨

拶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。 

 

髙橋市民ｻｰﾋﾞｽ課長  ありがとうございました。次に本日出席しています大仙市職員をご紹

介したいと思います。 

            

【職員紹介】①企画部総合政策課職員紹介 ②单外支所職員紹介 

 

それでは、議事に入らせていただきますが、本日の出席委員数は現

在１２名となっておりますが、佐藤副会長がこの後、もうじきいらっ

しゃると思います。１３名ですので、過半数に達しておりますので、

今回は成立することをご報告いたします。本日は議題としてその他を

含めて３件でありますが、その内地域枠予算対象事業の承認案件は６

つありますので、よろしくご審議願いたいと思います。なお、会議録

の作成のため、録音させていただくことをあらかじめお断り申し上げ

ると共に、ご発言の際は、挙手のうえ、会長の指名を受けてからお願

いいたします。それでは、伊藤会長よろしくお願いいたします。 

 

伊藤 直人 会長   それでは、早速協議を始めさせていただきます。議題に入る前に本

日の議事録署名委員を指名いたします。まだお見えになっておりませ

んが、佐藤正行委員、それと髙橋元司委員にお願いいたします。よろ

しくお願いします。それでは１）の平成２６年度地域枠予算対象事業
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の承認についてを審議いたします。始めに①東日本大震災被災地（单

三陸町）支援事業につきまして事務局から説明お願いいたします。 

 

佐藤单外公民館長    【資料説明】 

          実は今日、单外中学校の冨樫校長先生が控えております。昨年度の実

績の報告等もあるという事で会長さんにお伺いしますけれども、この

場へ冨樫校長先生から来ていただいて、説明をしてもよろしいでしょ

うか。お伺いします。 

 

伊藤 直人 会長   以前にも他の案件で説明していただいた時もありましたし、説明い

ただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

佐藤单外公民館長   尐々お待ちください。 

           

【单外中学校冨樫校長入室】 

           

单外中学校の冨樫校長先生です。 

 

冨樫单外中学校長   单外中学校冨樫です。どうかよろしくお願いいたします。 

 

佐藤单外公民館長   そうすれば校長先生の方から説明していただきますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

 

冨樫单外中学校長   【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長   詳しくご説明をいただいたわけでありますけれども、何か委員の皆

様からご質問等ございましたら、伺いたいと思いますが、どなたか何

かございませんでしょうか。 

 

高見 健一 委員   今回、良い企画だなと思いますが、２点教えてもらいたいのは、ソ

ーラン用のハッピが、１６２，０００円とありますけれども、これは 

          どのくらいの枚数を予定していますか。 

 

冨樫单外中学校長   子どもたち合計今年ちょっと人数増えまして７０名の全校生徒で行

きます。昨年度は全校生徒で６０名行きましたけれども、若干破れて

いるものがあったりしまして、なんとか３０人分のハッピをお願い出

来ればありがたいなと思います。 

 

高見 健一 委員  （２）の⑤番の交通手段のバスについて教えてください。それから（２）

番⑤番のバス３台、トラック１台とありますけれども、予算の方はバ

ス２台分ですよね。この関係は。 

伊藤 直人 会長 



 

冨樫单外中学校長  先程お話しましたように、大仙市の方から子供達の活動に関する分に

ついては、市の方の予算をいただく事が出来るような事になりました

ので、子どもたちが乗っていく分の交通費については、市の方から出

していただくことで。それから、担任、副担についても大仙市の方か

ら出るということです。 

 

高見 健一 委員  １０月の分はバス１台を見込んでいるのか。 

 

冨樫单外中学校長    はい。 

 

伊藤 直人 会長  他にご質問等ありましたら、伺いたいと思いますが。ございませんか。 

          单外中学校長さん、難儀かけました。 

 

冨樫单外中学校長   なんとか認めていただいて、更に活動を充実させて頑張っていきま

すのでよろしくどうかお願いします。 

 

高見 健一 委員  志津川中学校は何人くらいいるんですか。 

 

冨樫单外中学校長  志津川中学校は学級数が、各学年３、４クラスあります。３００人く

らいいます。 

 

佐々木单外支所長   支援の活動、ボランティア活動については、是非、地元の地域の人

方も参加していただくような機会を実施したいと私も思っていたとこ

ろ、たまたま保護者の方々も参加してくれる事になったという企画、

お話を聴いたものですから、保護者の部分と、それから地域の方々の

部分と合わせて発展したいという部分で、やれる範囲で実施いただき

たいなという話になったわけです。具体的にこれから日程等について

は保護者の訪問が優先される話になろうかと思いますし、バスに出る

部分の範囲内で保護者以外の方々もという余裕があれば、是非地域の

方々にこういった話をしながら、募集をかけて、参加していただくと

いうふうな対応をしたいというふうに考えております。また、出来れ

ば中学生の方からもバザーの収益金とかそういった形で現地の方にお

礼や義援金を送る事になっているようですので、我々が地域と一体と

なって１０月の予定されている地域祭なんかを利用しまして、農産物

を使っていただくなど、色んな形で地域の方々から協力をいただきな

がら、こういった収益を、こういった機会に義援金という形をとって

お渡ししたいなというふうな事も考えておりますので、どうか中学生

だけでは無くて、单外地域というふうな部分についても、特段のご理

解ご協力をお願いいたします。 

 

伊藤 直人 会長  というところで、みなさんいかがでしょうか。満場一致で可決して頂



けたらなと思いますが、みなさんいかがでしょうか。 

 

          【賛成】 

 

 「賛成」ということで、ありがとうございました。 

 

冨樫单外中学校長  ありがとうございました。 

 

佐藤单外公民館長  それでは、校長先生はここで退席しますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

伊藤 直人 会長  校長先生、どうもありがとうございました。 

 

冨樫单外中学校長  どうもありがとうございました。失礼します。 

 

伊藤 直人 会長  続きまして②の環境整備活動事業につきまして事務局から説明お願い

します。 

 

今田主査      私の方から説明させていただきます。８ページになります。大変申し

訳ありませんが、座って説明させていただきます。 

           

          【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長  環境整備活動事業について説明を終わりましたが、只今の説明におき

まして、御意見、御質問等ございましたら伺いたいと思いますが。 

          どなたかありませんでしょうか。 

 

今野 幸蔵 委員  はい。 

 

伊藤 直人 会長  はい、今野幸蔵委員。 

 

今野 幸蔵 委員  環境整備活動の見直しとして、連携加算金制度は中止する。というふ

うにありますけれども、私も会議に出られなくてこの経緯ちょっと分

からないんだけれども、どのような経緯で中止になったのか。 

 

今田主査       これまで、連携についての実施状況を写真に撮って、提出していた

だいて実績報告という形で、写真判定をさせていただいていたわけな

んですけれども、なかなか作業をしながらの写真撮影となりますと人

手等も大変なようでして、集合写真を撮っている自治会さんもあれば、 

          作業風景だけが写真であるところもありまして、撮影が複雑に見受け

られました。地域枠予算の使い道といたしましても、各事業が多様化

しているところもありまして、こういった事業の方へ、地域枠予算を

伊藤 直人 会長 
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回すという面を考えまして、この連携を実施する自治会さんには大変

申し訳ないところはあったんですけれども、予算的な面も考慮したう

えでの中止となりました。 

 

今野 幸蔵 委員  今、集落は、卖独では出来なくなってきている。お互いに協力してや

るという、これが一つの土台だったと思う。将来的に考えればすごい

良い支援計画だと思っていた。ただ今の説明を聞いて、判定が難しい

とか他の事業に回さないといけないとか分からない訳でもないが、ち

ょっと私は納得できないという感じだ。 

 

伊藤 直人 会長  事務局どうですか。他の地域はどうなんですか。单外地域以外の地域

の連携の部分はどうなっているんですか。 

 

今野 幸蔵 委員   他の地域も無くしてきているのならば、仕方がないという部分で分

かるが、ただ、具体的には将来的にそういう事を考えた場合、連携と

いうのも将来的に必要となってくるだろうというのを予測したうえで

の加算金だったと思うんです。だから、そこを考えるとちょっと・・・ 

 

佐々木单外支所長   今野委員のおっしゃることはもっともであります。私、合併した時

のこの地域枠予算を担当しておりまして、まさにこの環境整備事業と

いう事業を地域枠予算の中にいれて出してきたという経緯があります。 

          やはりこれの最大の要因というのは、やっぱり今の自治会の財源とい

うのが非常になかなか確保するのが難しいというふうな事もありまし

て、各自治会の活動給付を活かすために、地域枠予算を捻出するため

にはなんらかのこういった取組も必要であった。というふうなところ

でこのような形で環境整備事業というものを立ち上げたというふうな

経緯がございます。その点、单外の地域は自治会もあって、昔ながら

の部落というものの自治会組織があったわけで、これからの事を考え

るとどうしても連携をすることによって、大きな「くくり」という部

分が必要だと、そういう意識をもったうえで、こういった連携加算と

いうふうな１つの手法を取り入れた経緯がありました。今回予算的な

事をあえて言うふうな事になると、非常にお叱りを受けるかもしれま

せんが、こういった自治会の連携の部分については、ご承知のとおり、

单外地域の運動会の中にもこういった要素を取り込んで、活動してい

る、展開している状況もございまして、そういったブロック、单外地

域を１２のブロックですか、そうやって各連携を高めていくというふ

うな取組も現在行っておりますので、そちらの方で地域連携という風

な部分で調整していただきたいと思っているところでございまして、

非常に申し訳ないですが、どうかご理解していただきたいと思います。 

 

今野 幸蔵 委員   分かりました。 

 

今田主査 



伊藤 直人 会長  今野委員の意見を踏まえながら、今後検討していただければと思いま

す。それではこの件に関して、他に御意見ございませんでしょうか。 

 

高橋 元司 委員  はい。 

 

伊藤 直人 会長  はい、高橋元司委員。 

 

高橋 元司 委員  確認ですけれども、変更箇所がみられるということでしたが、例えば 

          何らかの形で、１回目は実施したが、２回目は出来なかった、そうい

うような場合は、１回目もバツなのか。 

 

今田主査      今まではクリーンアップも含めて２回～３回という中で実施をしてい

ただいていたところでして、クリーンアップを除いて１回だけとなる

という節もあるので、まず２回以上は実施をお願いしたいという事で

あります。２回計画して、２回目の参加人数が尐なくても、実施して

いただければ交付とします。 

 

伊藤 直人 会長  内容が変わったということで周知していただければ、実施がスムーズ

に行くと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。ということ

で、ただいまの環境整備活動事業につきましては承認ということでよ

ろしいでしょうか。 

 

        （はい） 

 

伊藤 直人 会長  ありがとうございます。 

          続きまして、③の第９回楢岡さなぶり酒花火事業につきまして事務局

から説明お願いします。 

 

今田主査      はい。１３ページの方をご覧いただきたいと思います。 

      【資料説明】 

  

伊藤 直人 会長  はい。ありがとうございます。このさなぶり酒花火事業については、

私が実行委員長やっています関係で、若干補足説明をさせていただき

ますが、皆様ご承知のとおり、大仙市は花火の街という事で、毎月ど

こかの地域で花火が打ち上がる街作りをしようという大仙市の一大イ

ベントに基づいて、６月は单外担当という事で、やっておるわけです

が、何せ单外地域は大きい事業所が尐ないものですから、その関係で

難儀しているのが現実でございまして、補助金は今まで３０万円お願

いしておったんですが、今年も３０万円お願いしたいという申請であ

ります。花火は、花火代として１１０万円ですが、だいたい１，００

０発くらい上がっておる状況でございます。このことにより、ただ花

火をあげるだけではなくて、地域の皆様の芸能発表の場に寄与してい



ただいたり、子供さん達が遊べるような状況にしておりますので是非 

          賛成いただければ、大変ありがたいと思いますが、いかがでしょうか。

質問等ございましたら、伺いたいと思います。何かございませんでし

ょうか。 

 

伊藤 直人 会長   無ければ、８回まで承認していただいておるので、継続承認という

事でよろしいでしょうか。 

 

       （はい） 

 

伊藤 直人 会長  ありがとうございます。高橋元司委員何か。 

 

高橋 元司 委員  賛成です。東京单外会という秋の行事がありますけれども、こちらか

ら向こうに行って、交流を深めている。この花火大会を、その方々が

こちらを訪問するというきっかけづくりとしてみてはどうか。 

 

伊藤 直人 会長  東京单外会の皆様にＰＲをしていただければ、大変ありがたいという

意見でございましたので、どうかそのようによろしくお願いします。 

           他に、この件に関して御意見等ございませんでしょうか。  

          無いようでしたので、承認という事でよろしくお願いいたします。 

                     次に④番の单外ふれあいパークグラウンド・ゴルフ場整備事業につ

きまして、事務局から説明お願いいたします。 

 

佐藤单外公民館長  はい。資料の方は、１６ページ、１７ページになります。 

           

          【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長  はい、ただいまご説明をいただきましたけれども、この事に関しまし 

  て、皆様から御意見を伺いたいと思いますが、どなたかありませんで

しょうか。 

 

今野 幸蔵 委員  賛成ですけれども、ちなみに大仙市グランドゴルフ大会はいつ頃予定

しているのですか。 

 

佐藤单外公民館長  はい。いわゆる公民館主催の大会はないです。グランドゴルフ大会に

つきましては、グランドゴルフ愛好会の方で主催しておりまして日付

は今のところ把握しておりません。申し訳ありません。後で愛好会の

方へ問い合わせして、お知らせしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

伊藤 直人 会長  芝生は砂を入れて、維持管理していかないと芝生が絶えてしまう事も

あるようですので、承認という形でよろしいでしょうか。皆さん。 

伊藤 直人 会長 



       （はい） 

 

伊藤 直人 会長  では、承認ということで、よろしくお願いします。 

          ⑤番、スポーツサークル活動普及・健康づくり推進事業につきまして

事務局から説明をお願いします。 

 

佐藤单外公民館長  はい。 

          【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長  ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、委員の皆様か

らご意見、ご質問ありましたら伺いたいと思いますが。 

 

高見 健一 委員  いいですか。 

 

伊藤 直人 会長  はい、高見委員どうぞ。 

 

高見 健一 委員  单小学区コミュニティセンターと旧西小学校には卓球台がありますが、

現在何台ずつありますか。 

 

佐藤单外公民館長  单小学区コミュニティセンターでは、実は平成２１年度の地域枠予算

で５台買っておりまして、单小学区コミュニティセンターに設置して

おります。旧西小学校にはかなり老朽化した卓球台２台あって、それ

で楽しんでおりますけれども、先程申し上げたとおり老朽化してしま

って、新しく２台をそこに備え付けたいという事であります。なかな

か卓球台重い備品でございまして、５台ある单小学区コミュニティセ

ンターから持ち運びすればいいと思われる方もおられるかもしれませ

んけれども、なかなか高齢者の方々、そういう事も出来ないものです

から、是非老朽化した２台を新しい台に代えまして、環境を整えてい

ただきたいという事でございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

          ラージボール卓球大会というのを、実は、大仙市地域持ち回りで行っ

ております。今年も６月２８日单外体育館でラージボール卓球单外大

会を予定しております。 

 

高見 健一 委員  現在、卓球愛好会の人方は、主はラージボールが主なのか。普通の卓

球が主なのか。 

 

佐藤单外公民館長  ラージボール卓球が主。実は、公式の卓球というと中学校に部活でも

あれば、盛んに行われるかと思うんですけれども、今、单外中学校に

卓球の部活はございません。今卓球をやっているのは、やっぱり往年

の選手。昔卓球をやっていた人方で、今やっぱり高齢者になって、ラ

ージボール卓球の方が親しみやすいという事で、昔卓球をやった方々、



新しく始めた方々、高齢者の方々に親しまれています。 

 

高見 健一 委員  大きさは、どちらも同じですか。 

 

佐藤单外公民館長  卓球台は、公式もラージボールも同じ。ただ、ネットの高さとボール

の大きさが違います。あと、ラケットもちょっと違います。公式のよ

うに回転がかからないようにイボイボのついているラケットになって

います。これがラージボール卓球になっています。 

 

伊藤 直人 会長  他に御質問、御意見ございませんでしょうか。 

 

今野 幸蔵 委員  大賛成。私もそろそろ高齢者になります。 

 

伊藤 直人 会長  大賛成という意見も出たところで、承認という事でよろしいでしょう

か。 

 

        （はい） 

 

伊藤 直人 会長  承認という事にさせていただきます。ありがとうございます。 

          ⑥番、楢岡城・ふるさと森林公園散策道支線刈り払い事業につきまし

て説明をお願いいたします。 

 

今田主査      はい。私の方から説明させていただきます。１９ページになります。 

 

          【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長  ただいま、説明いただきましたが、委員の皆様から御意見等をお伺い

したいと思います。どなたかご意見、ご質問ございませんでしょうか。       

          無いですか。支線の刈り払いというのは今までもありましたか。 

 

今田主査      ２１ページのところにありますけれども、２４年度にも実は申請をい

ただいております。同じ支線の刈り払いを申請していただいて刈り払

いをしております。 

 

高見 健一 委員  この青色の部分だけを刈り払いするのですか。 

 

伊藤市民ｻｰﾋﾞｽ課参事   はい。本線の方は公園管理ということで、市の予算で対応しています。 

 

伊藤 直人 会長  他にご質問、ご意見ございませんでしょうか。なければ承認という事

でよろしいでしょうか。 

 

         （はい） 

佐藤单外公民館長 



 では、承認という事で。ありがとうございます。 

           

次に２）番の小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に係る意見書

の提出につきまして、事務局からご説明お願いいたします。 

 

伊藤 市民ｻｰﾋﾞｽ課 参事   それでは私の方から説明させていただきます。資料はＡ４版１枚もの 

          の資料となります。 

            

【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長  はい、ありがとうございました。一通り説明をいただきました。皆様

方からこういう意見書という事で、何か補足するような事がありまし

たら伺いたいと思いますが、皆さんありますでしょうか。私も、皆様

から提出していただきました対策案に目を通させていただきましたが、

皆さんそれぞれ対応策を出していただきましたが、大変難儀したので

はないかなという気がいたしました。事務局も皆さんの意見を拾って 

          吸い上げして、簡潔にまとめてくださったなという感じがいたしてお

りますけれども。特に無ければこのまま提出という事でよろしいでし

ょうか。 

 

今野 幸蔵 委員  はい、いいですか。 

 

伊藤 直人 会長  はい、今野委員どうぞ。 

 

今野 幸蔵 委員  先程、公民館長さんが地域のコミュニティは公民館からというお話が 

  あったんですけれども、大仙市小規模・集落等コミュニティ対策会議

で、公民館の位置づけはものすごく大事だと思う。公民館機能を活用

するという文言を付け加えてみてはどうか。公民館長どうですか。 

 

佐藤单外公民館長  はい。職員も削減されている中で、特にコミュニティづくりというも

のに関しては公民館が主導になって動いていかなければならない状況

かなと思っております。 

 

伊藤市民ｻｰﾋﾞｽ課参事   流れとしては、①のコミュニティ機能の低下についてというのに当て

はまると思うのですが、対策案の中で、公民館機能を活用するという

文言を含めた内容をこちらで盛り込むという事でよろしいでしょうか。

よろしければこちらで相談させていただいて、この文言を盛り込みた

いと思いますが。 

 

伊藤 直人 会長   以前地域公共交通を検討した際にも、公民館というのは重要だとい 

          う事をお話させていただいて、冬場バスの時間、待つところが無いと

いう事で、冬場公民館で寒さをしのげるという話もあったので、やは

伊藤 直人 会長 



り公民館は地域に密着した施設であるという事を事務局から考えてい

ただいて、この場で再度検討するという事も大変でしょうから、事務

局にお任せして、文言を加えるという事でいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 

        （はい） 

 

伊藤 直人 会長  それでは、そういう事でよろしくお願いしたいと思います。 

          それでは、その文言を加えたうえで、单外地域協議会の意見書として 

          提出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

           次に３）のその他に入りたいと思いますが、２つ程あるようですけ

れども、事務局から説明お願いいたします。 

 

佐々木单外支所長  はい。会長。 

          それでは私の方から説明させていただきます。 

单外地域の予算特集号として差し上げております。これについては各

世帯の方に配布しているものでありますけれども、いくつかご紹介い

たしたいと思います。 

 

【平成２６年度单外地域版 予算特集号の説明】 

・地域枠予算 ・自治会育成支援事業費補助金 

・児童館管理費ですが、湯ノ又児童館、今回水洗トイレにするという 

           事で改修工事、屋根補修の部分を予算として盛り込んであります。 

  ・学校給食センターの解体事業  

・小規模集落元気な地域づくり基盤整備事業 ・公園維持管理費 

・公共下水道事業 

・公民館事業について予算は尐ないんですけれども、役割として大変

大きい役割をもっています。 

 

【仕事着の説明】 

 

もう１点ございます。 

 

【買い物支援事業について説明】 

 

今後の单外地域の買い物支援対策について協議をする場を持とうと考

えています。これから動きが出てくるという事をご承知していただき

たいという事と、合わせて、例えば燃料費についても、市としても地

域としても応援していかなければならない部分もございますので、全

額とは言わないまでも、半額程度移動販売に係る燃料費の経費につい

て、地域枠予算で活用してみたいと考えていますので、今後について

もご理解をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

伊藤 直人 会長 



します。 

   

伊藤 直人 会長   ただ今の支所長の説明に関しまして、わからない点、確認しておき

たい点等ございますでしょうか。 

 

老松副市長     買い物支援対策事業について单外地域独自で、大仙市内では早い取り

組みだと思っていますけれども、実は全市的に今どういった対策が必

要なのか。決して街部では、比較的買い物支援が必要としないのでは

ないかという意見もありましたけれども、実は街部でも高齢者世帯、 

          どちらかというと近所との付き合いもないという事もあってですね、 

          実は街部でも買い物支援を必要としている方々が予想以上よりも多い

というのも分かって来ましたので、全市をあげて買い物支援について

検討していかなければならないと思っています。 

 

伊藤 直人 会長  この件に関しましては、これから必要になってくる事業、大事な事業

になってくると思いますので、皆さんのご指導、ご協力をよろしくお

願いしたいと思います。その他の２つ目、「がんばる集落」活性化支援

事業につきまして、説明お願いいたします。 

 

伊藤市民ｻｰﾋﾞｽ課参事  ４月２３日の自治会連絡協議会の総会の時にもチラシを配布して説明 

          してございますが、がんばる集落募集中というチラシの方をご覧にな

っていただきたいと思います。 

           

【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長  はい、ありがとうございました。最後に参事さんから話しましたとお

り、自治会連絡協議会の場で自治会の方に説明してくださっているよ

うですので、地域協議会の委員の皆様にはこの件をご承知していただ

きながら、自治会連絡協議会と連絡を取りながら、進めていただきた

いと思います。皆さんこの事に関しまして、ご意見等ございましたら

伺いたいと思いますが、皆さんご意見等ございませんでしょうか。 

          無ければ、これも承認という事でよろしくお願いしたいと思います。 

          この他で委員の皆様から、この地域協議会の場で是非お話しておきた

い事、知ってもらいたい事ありましたら、伺いたいと思いますが、ど

なたか、いらっしゃいますでしょうか。特に無いようですので、時間

も時間ですので、本日の協議はこれで終了させていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

       （はい） 

 

伊藤 直人 会長  それでは、これで本日の審議は終了させていただきたいと思います。 

          どうもありがとうございました。 



  これをもちまして、平成２６年度第１回单外地域協議会を閉会いたし 

          ます。ご苦労さまでした。 
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