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（１５時００分 開会） 

○髙橋地域活性化推進室主席主査（以下「司会」と表記） 

  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。 

 ただいまから、「平成３０年度第５回南外地域協議会」を開会いたします。はじめに、伊藤

会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○伊藤直人南外地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  皆さんこんにちは。２９年度の最後の地域協議会ということで年度末のお忙しい中、お

集まりいただいてありがとうございます。今回で支所長さんと市民サービス課参事さんは

最後の出席となり、残念な気持ちになります。今日は懇親会もこの後に控えておりますの

でよろしくお願いいたします。最近の南外地域では、昨年起こった水害への対応として堤

防の造成が予定され計画が実施されるようになっているようであります。かなり大きな事

業のようでして、少しでも楢岡川の安全が保てるようになってもらいたいと思います。ま

た先日、地域に買い物をするところがないということで、支所長が先になって小さな拠点

作りということで頑張ってもらいまして、ある程度動き出しているように見えます。地域

協議会の委員の皆さまにもぜひ注目して協力をいただきたいと思っております。 

 

○司会 

  それでは議事に入らせていただきます。本日の出席委員数は、１１名で過半数に達して

おりますので、本会議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５件であります。その内「地域枠予算対象事業の承認案件」は１件ありますので、

よろしくご審議願います。なお、会議録作成のため録音させていただくことを、あらかじ

めおことわり申し上げますとともに、ご発言の際は挙手の上、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。 

 

○会長 

それでは、協議会を始めます。議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名します。 

伊藤千秋委員と佐々木久委員にお願いいたします。１）「２９年度地域協議会活動報告につ

いて」を審議します。事務局の説明をお願いします。 

 

○三浦地域活性化推進室主席主査 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  研修についてだが、平成３０年度も研修はあるのか。今年度と同じ日程だとすると、４
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月中の土曜日だと出席することが難しい人が多いと思うので変更してもらえないだろうか。 

 

○三浦地域活性化推進室主席主査 

  今年度は地域協議会委員の改選の年だったことから、委嘱状の交付と地域協議会の役割

等についての説明のために４月に行ったという経緯があります。例年ですと８月や１２月

に行っておりました。現在来年度の研修についてまちづくり課からのアナウンスはないの

で、決定次第お知らせいたします。 

 

○会長 

他にございませんでしょうか。ないようですので、平成２９年度地域協議会活動報告に

ついては、これを承認することに決します。次に、２）平成２９年度地域枠予算執行実績

について事務局から説明願います。 

 

○三浦地域活性化推進室主席主査 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  大向・金屋地域コスモス植栽事業についてだが、今後植栽場所を増やしたいとの説明が

あったが、どのようにＰＲしていくのか。 

 

○髙橋地域活性化推進室主席主査 

  現在大向地域が主体となってこの事業を進めてもらっています。国道１０５号線沿いに

植栽をしており、トンネルから大向地域、金屋地域とコスモスの植栽が伸びてきており、

及位、大和野地域にもやってみてはどうかとお話したこともあります。しかし、ちょっと

難しいということで一度断られた経緯がありますが、今後も話し合いを続けお願いしてい

きたいと思います。 

 

○会長 

  これにつきましては、各自治会で要望があればコスモスだけでなく、花壇の植栽を行う

事ができ、これまでも様々な地域でやってもらっていたことがありました。しかし、なか

なか継続して行えず、やめてしまった地域がほとんどです。こういったことから、大向・

金屋地域には継続してやってもらいたいと思っております。他にご質問はありませんでし

ょうか。それでは、審議の結果平成２９年度地域枠予算執行実績については、これを承認

することに決します。次に、３）平成３０年度地域枠予算執行計画について事務局から説

明願います。 
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○髙橋地域活性化推進室主席主査 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。説明が多かった

ことから、地域枠予算の変更点、ひとづくりものづくり応援事業、地域枠予算の来年度の

計画と３つに分けて質問をお願いします。地域枠予算の変更点についてなにか質問あるで

しょうか。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  地域イベント応援事業についてだが、観光交流課から予算が移管されてきたようだがど

ういった理由があるのか。 

 

○髙橋地域活性化推進室主席主査 

  我々もはっきりと説明を受けたわけではなく、あくまで推測ではありますが、地域のイ

ベントへの補助金を地域枠予算へ移管する事により、現在行われているイベントを地域の

方々や地域協議会の委員の皆さまの意見を取り入れて、より良いものへとグレードアップ

することができるからではないかと考えております。 

   

○会長 

新たに地域枠予算の一つとしてイベント応援事業が増えたように見えますが、これまで

もⅢ型の補助金を交付していたことから、金額が増えたものと考えております。また、地

域枠予算が３００万円アップした事から、他の事業も金額を増やしてイベントを活性化す

ることができるのではないかと考えております。 

 

○伊藤君夫委員 

  地域枠予算に関しては例年継続事業がほとんどで、新規事業が出づらい状況が続いてい

るように感じる。南外地域の地域枠予算の用途で桜まつりや運動会、秋祭り、被災地交流、

クリスマスパーティや盆踊りにはもっと予算を増額できないものか。地域枠予算は増額し

ても、せっかく続けている既存のイベントへ増額できなければ、何の意味もないのではな

いだろうか。小さい新規のイベントを増やすよりも既存のイベントへの補助を拡大して欲

しい。 

 

○三浦地域活性化推進室主席主査 

ご指摘のあったイベントにつきまして、市民協働型である桜祭り、運動会、秋祭りにつ

いては上限額がないことから、支所でも実行委員会と話し合って、予算の増額やイベント

の活性化につなげていきたいと考えております。しかし、被災地交流やクリスマスパーテ
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ィの市民主導型のイベントにつきましては、あくまで補助金という形で応援することとな

るため、限度額３０万円というのは決められており、これ以上支出する事は困難です。今

回地域枠予算のガイドラインを改正する際に我々支所でも上限額を５０万円まで上げてほ

しいという要望を出させていただきましたが、今回はこれまでどおり３０万円の限度額で

決定したという経緯があります。 

 

○伊藤君夫委員 

地域枠予算を増額して地域をすみずみまで元気にするという市長の方針だとは思うが、

予算はつけるが、使いづらいというのは本末転倒ではないか。支所でも市長、副市長、担

当部長へよりアピールをして地域枠予算のガイドライン変更を求めていって欲しい。 

 

○佐藤喜八郎委員 

南外地域活性化支援協議会は様々なイベントのお手伝いや中心になっている団体である。

私も属しているが、動ける人が少なくなってきており、とても大変である。予算が５０万

円まで増額しているようだが、予算が増えるとやることが増える。そのへんについて市の

ほうで何か助けてもらえるようなことはできないか。人材不足で予算が増えると事業がで

きるか心配である。例えば南外運動会は公民館が主導でやってもらえるとかできないか。 

 

○佐藤公民館長 

以前は行政主導で行っていた運動会ですが、できなくなって一度やめた経緯があります。

それが住民の方々、小中学校と地域が主体となって復活し、続けてもらっているものをま

た行政主導で行うというのは、せっかく築きあげてきたものが崩れ、前に戻ってしまうと

思います。やはりこれまで通り地域が主体となり、行政がお手伝いをするという形でやら

せてもらいたいと思います。活性化支援協議会が苦労をしている状況は理解しております

し、公民館でも運動会の細かいところには関わらせてもらっておりますので、一緒に頑張

っていければと思います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

地域活性化支援協議会では一部の人だけが頑張っているというのが内情だ。また、いく

つも事業を持っている上、人材が不足しており、その上で新たなイベントや楢岡城のこと

が増え予算も増額するとなると大変である。 

 

○会長 

楢岡城の整備については活性化支援協議会が市へ要望して進めてきた事業であるので、

楢岡城については問題ないと思うのが個人的な考えです。続いてひとづくりものづくり応

援事業に関して何か質問はあるでしょうか。 

 

○今野幸蔵委員 
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ひとづくりものづくり応援事業に関してだが、新規の団体でなくてはならないのか。今

現在活動している団体はだめなのか。 

 

○支所長 

基本は新規の団体であるとまちづくり課から説明を受けております。 

 

○今野幸蔵委員 

もう一つ質問だが、ひとづくりものづくりのそれぞれの事業は１年度ですべて終わらせ

なければいけないのか。 

 

○支所長 

ひとづくり・ものづくりそれぞれの事業は単年度事業だと説明を受けております。しか

し、ひとづくり事業を１年かけ、次の年度にものづくり事業を行う事は可能であると聞い

ております。 

 

○会長 

ひとづくりものづくり事業は事業のスタートアップを応援するものと思っております。

継続した事業であってもその後の補助はないということだと思います。続いて来年度の地

域枠予算の計画について何か質問はありませんでしょうか。 

 

○佐々木久委員 

予算額が３００万円ほど増額しているが、イベントへの補助金の上限が３０万円では使

いきれないと思う。ひとつひとつのイベントへ増額してイベントそのものを活性化するこ

とはできないだろうか。 

 

○支所長 

地域のすみずみまでを元気にという思いを地域枠予算へ反映した結果３００万円の増額

になったと聞いております。しかし、３０万円の限度をなくしてしまうと、市が逸脱した

補助金の使われ方をした際に疑義が生まれるのではないかということから、補助金はあく

まで３０万円ということになったようです。 

 

○伊藤君夫委員 

市長が予算を拡大したにもかかわらず、予算執行に対して足かせをつけては全く意味が

ないのではないか。小さいイベントをさらに増やすよりは、継続され体制ができあがって

いるイベントへ補助金を増額した方がいいのではないか。使えないのに予算を増額する意

味がわからない。 

 

○支所長 



－7－ 

 

我々支所長会でも要望を行いましたが、結果として３０万円の限度額はそのままと言う

結果でした。 

 

○会長 

他にありませんでしょうか。それでは、審議の結果、平成３０年度地域枠予算執行計画

については、これを承認することに決します。次に、４）の 平成３０年度地域枠予算対

象事業の承認について審議します。①「第６回南外おらほの桜まつり」開催事業について、

事務局から説明願います。 

 

○髙橋恵子市民サービス課長 

  【資料説明】 

 

○会長 

  ただ今の説明について、ご質問やご意見等ありましたらご発言願います。特に質問もな

いようですので、審議の結果、「第６回南外おらほの桜まつり」開催事業については、これ

を承認することに決します。次に、５）のその他「南外地域を考える」について、事務局

から説明をお願いします。 

 

○髙橋地域活性化推進室主席主査 

  【資料説明】 

 

○会長 

  ありがとうございました。今後、この内容を踏まえまして地域の新しい事業への参考と

させていただきたいと思います。つづいて、その他としまして他に何かあるでしょうか。 

 

○三浦地域活性化推進室主席主査 

  次第の方にはありませんが、先日、今野幸蔵委員より移住定住に関して大仙市ではどん

な事を行っているのか、また近隣市町村ではどんな取り組みをしているのか教えて欲しい

という要望があったことから、まちづくり課より資料を取り寄せましたのでご説明いたし

ます。 

【資料説明】 

 

○会長 

  今野委員よろしいでしょうか。委員の皆さま他に何かありますでしょうか。他にないよ

うですので、最後に１年を締めくくって支所長からごあいさつをお願いいたします。 

 

○支所長 

  【あいさつ】 



－8－ 

 

 

○会長 

  以上で、本日の議題はすべて終了いたしました。これをもちまして、平成２９年度第５

回南外地域協議会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

（１７時１０分 閉会） 
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