
 

 

 

 

平成３０年度第１回南外地域協議会会議録 
 

 

平成３０年５月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南外地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度第１回南外地域協議会会議録目次 

 

■開催日時････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■開催場所････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■出席委員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■欠席委員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■出席職員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■次第････････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■開会････････････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

■会長あいさつ････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

■支所長あいさつ･･････････････････････････････････････････････････････  ２ 

■会議録署名委員の指名････････････････････････････････････････････････  ２ 

■協議････････････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

１）平成３０年度地域枠予算対象事業の承認について･･････････････････  ２ 

①平成３０年度南外地域枠予算特別号発行事業･･････････････････････  ２ 

②楢岡城を守る会活動費補助事業･･････････････････････････････････  ３ 

③なんがい青空市開催事業････････････････････････････････････････  ４ 

④環境整備活動事業･･････････････････････････････････････････････  ５ 

⑤南外地域活性化支援協議会活動費補助事業････････････････････････  ７ 

⑥第１３回楢岡さなぶり酒花火事業････････････････････････････････  ８ 

２）その他････････････････････････････････････････････････････････  ９ 

■閉会････････････････････････････････････････････････････････････････  ９ 

■署名････････････････････････････････････････････････････････････････ １０ 



－1－ 
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（１８時００分 開会） 

○髙橋地域活性化推進室副主幹（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１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） 

  皆さんこんばんは。大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日の地

域枠予算の案件は６件と多いですがよろしくお願いいたします。簡単ではございますが挨

拶とさせていただきます。 

 

○司会 

  続きまして、新しい年度が始まり、市の職員にも異動がありましたので、紹介させてい

ただきます。 

【名簿により紹介】 

以上であります。よろしくお願いします。次に南外支所長の渡部幸誠があいさつを申し上

げます。 

 

○渡部幸誠南外支所長 

【挨拶】 

 

○司会 

  ありがとうございました。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、

１２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７件であります。その内「地域枠予算対象事業の承認案

件」は６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。また、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。

加藤宏美委員と髙橋浩行委員にお願いいたします。それでは、議事を進めてまいります。 

１）の「３０年度地域枠予算対象事業の承認について」を審議します。始めに、「①平成３

０年度南外地域予算特別号発行事業」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（以下「市民サービス課長」と表記） 

  【資料説明】 
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○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 

  これは他の地域でも行われているものか。 

 

○市民サービス課長 

予算特集号は全地域で行われているものですが、職員の顔写真を載せているのは南外地

域だけだと思います。例年地域枠予算で職員紹介号を発行させてもらっておりましたが、

一般財源への振り替えとなり財政課へ予算の打診を行いましたが、他の地域では行ってい

ない事から南外だけ予算をつけるということはできないと削減されました。そのため予算

特集号へ職員の集合写真を載せる方法へと変えさせていただきました。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  地域枠予算の主旨は、地域の特徴に合わせた事業であると思うが、元々地域枠予算で行

っていたものを、財政課が一般財源へ振り替えた上に予算カットするというのは本末転倒

ではないか。 

 

○市民サービス課長 

財政課の方からは南外だけ特別扱いするわけにはいかないことから予算をカットしたと

のことでした。ただ、以前よりは小さくなったものの、顔写真は掲載する事ができるよう

に紙面を調整いたしました。 

 

○髙見文子委員 

  顔写真を載せるというのは市民にとっては非常にいい事であると思うが、高齢者にも見

えるように文字や顔を大きく掲載してもらいたい。 

 

○会長 

  他にご質問はありませんでしょうか。質問がないようですので、審議の結果「①平成３

０年度南外地域予算特別号発行事業」については、これを承認することに決します。続き

まして、「②楢岡城を守る会活動費補助事業」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（以下「地域活性化推進室主席主査」と表記） 

  【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。 
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○髙橋恵子委員 

  予算の内訳について発掘体験という文言があるが、どのようなものを想定しているか。 

 

○髙橋地域活性化推進室副主幹（以下「地域活性化推進室副主幹」と表記） 

  発掘体験につきましては、昨年台風の際に城址内の杉の木が倒れた際に根元の土がはが

れ、その中から柱跡が多数見つかりました。せっかく見つかった柱跡を何かに活用できな

いかと、これまで様々な監修を行っていただいた県の埋蔵文化財センターの元所長であり

ます大野さんに相談したところ、そういったこともできるのではないかという話を受けま

した。具体的にどのように行うかというのはこれからかと思いますが、今後模索していく

という話を聞いております。 

   

○髙橋浩行委員 

  台風で木が倒れて柱跡が出てきたという説明だったが、埋蔵文化財というのはできるだ

け掘らない、また見つかると事業が停止するとのことを聞いているが、そういった文化財

保護法との抵触は大丈夫なのか。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  柱跡が出土した際には市の文化財保護課立会いの下、表層へ出現した柱跡の周りの土砂

を取り除いております。新たに掘ることは色々と問題がありますが、偶発的に出てきたも

のをきれいに整えるのは問題ないとの説明を受け、今はきれいに整えており誰でも見学す

る事ができるようにしております。 

 

○会長 

  他にご質問はありませんでしょうか。質問がないようですので、審議の結果「②楢岡城

を守る会活動費補助事業」については、これを承認することに決します。続きまして、「③

なんがい青空市開催事業」について事務局から説明願います。 

 

○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 

  出店者の数が多い時で８件、少ない時で４件というようになっているが、なぜ違いがあ

ると事務局では考えているのか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 
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  ８件出店があった月は６月ということもあって個人で山菜などを販売するために出店す

る方が多かった事、またパッチワークの手芸品が出店されたということが大きかったと思

います。４件の時は時期が１０月の末であったことから、野菜などがあまり出てこなくな

ったことから出店数が少なくなったのではないかと事務局では考えております。 

 

○髙橋浩行委員 

  昨年この事業が始まる際に「来客者数と来客者が地域内外のどちらから来たか割合を出

すように」とお願いした。来客者数については数えてくれたようだが、交流人口を出す上

で地域内外の割合は必要であると考えるがなぜできなかったのか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  それにつきましては、事務局でも模索しまして、アンケートの実施や各出店者へ聞いて

もらうような取り組みを行おうとしました。しかし、来客者は買ってすぐに帰ることが多

く、うまく計ることができませんでした。しかし、その中で担当者とお客の会話の中で「ど

ちらからこられました？」ということを聞くと、内小友や神宮寺といった近隣の地域から

は来ておりました。まだまだ太田や仙北といった離れた地域からは来客がないように感じ

られましたので、市内の様々な地域から来てもらえるようにＦＭはなびやＳＮＳを通じて

ＰＲを行っていきたいと思います。 

 

○髙橋浩行委員 

  チラシを見ると出店者をメインにした書き方をしているように見える。客目線で見ると

何が売っているのか知りたいと思う。今回は何が売っているのか書いてあれば行こうかな

と思うのではないか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  大変参考になるご意見ありがとうございます。このチラシに関しましては広報に入れ込

む関係で配布日が毎月１５日となっておりまして、青空市開催までに２週間の期間が空い

てしまいます。そのため出店者をこちらで把握できず、どんなものが売り出されるのかわ

からないことからこういったチラシになってしまいました。ただ、昨年１年間やったこと

で前年の青空市でどんなものが売られたのかというデータはありますので、それをチラシ

に掲載したいと思います。 

 

○会長 

  他にご質問はありませんでしょうか。質問がないようですので、審議の結果「③なんが

い青空市開催事業」については、これを承認することに決します。続きまして、「④環境整

備活動事業」について事務局から説明願います。 

 

○地域活性化推進室副主幹 
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  【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。 

 

○伊藤君夫委員 

  これまで環境整備活動を何年にもわたって行ってきたわけだが、どの程度行えばいいの

か悩む部分がある。自分たちが快適に住む程度の自己満足できる程度なのか、外から観光

客が来た時に恥ずかしくない程度まで行えばいいのか悩んでいる。例えば耕作放棄地が増

え始め、草が茂ってしまうのだが他人の土地であるために自治会で草刈を行うわけにもい

かない。そういったこれまでの景観が損なわれてきている地域が増えてきている中で環境

整備活動を行うというのは悩みがあるのではないか。 

 

○会長 

課題が大きくなっているように思えますので、それぞれの自治会で着地点を見つけても

らえればと思います。この事業の主旨は環境整備で汗を流してくれたらお金をあげますと

いったものだと思いますので、どの程度行うか、そのお金の使い道は各自治会にお任せし

たいと思います。 

 

○佐々木久委員 

  環境整備活動を通じてゴミを捨てないような活動をしなければいけないと思う。今の子

どもたちはだいぶ教育がなされたせいか、ポイ捨てするようなことはない。いかにゴミを

出さない、捨てないという当たり前のことを周知するようなことが必要なのでは。 

 

○髙見文子委員 

今の佐々木久委員の意見についてだが、世代の問題もある気がする。若い世代ではあま

りないが、高齢者世代ではゴミを焼いたり、川に捨てたりと未だにやろうとしたりする。

そういうのも含めて環境整備活動を通じてゴミを捨てないような呼びかけを行うというこ

とは大切なのではないだろうか。 

 

○支所長 

  たくさんのご意見ありがとうございました。支所としましてもゴミを捨てないような活

動を行っていきたいと思います。農作業用のビニール等も有料ですが収集を行ったりもし

ておりますが、もっとＰＲし知ってもらえるようにしたいと思います。 

 

○会長 

  他にご質問、ご意見はありませんでしょうか。ないようですので、審議の結果「④環境

整備活動」については、これを承認することに決します。続きまして、「⑤南外地域活性化
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支援協議会活動費補助事業」について事務局から説明願います。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  【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 

  活性化支援協議会は様々なイベントの支援を行っているが、他の補助金であれば一つの

事業に対して一つの補助金を行っている。活性化支援協議会は様々なイベントへ協力して

いる関係から会計がわかりづらく補助金が足りなくなったりする事もあった。精査して補

助金を交付して欲しい。私も活性化支援協議会へ在籍しているが実際にお金がたりないと

いうことがあった。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

私も申請の際には足りなくならないように精査して欲しいと思います。活性化支援協議

会は様々なイベントの後方支援ということで活動していると思います。活性化支援協議会

は地域コミュニティに近い存在ということで５０万円まで補助する事ができることから

我々も予算額としては５０万円確保していたのですが、事務局の方から南外小唄祭り前日

の冬祭り分だけでいいと言われた経緯があります。 

 

○伊藤君夫委員 

  昨年度はどのくらいの予算だったか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  昨年度は３０万円の補助金を交付しました。これまで活性化支援協議会は南外地域のほ

ぼすべてのイベントに携わってもらっておりました。例えばさくら祭り、夏は盆踊り、運

動会や秋祭り、冬は今回申請のあった冬祭りと多岐に渡っておりました。しかし、さくら

祭りや盆踊り、運動会は実行委員会ができ、これまで主催していたものがそれぞれの団体

の立ち上がりまで起きるようになったことから、事業としては減っているように見えます

が、活性化支援協議会の支援がないと行えないのも事実です。我々も上限の５０万円まで

補助したいと思っておりますので今後も活性化支援協議会の事務局と話し合いを続けてい

きたいと思います。 

 

○木村ふみ子委員 

  私も毎年さくら祭りや盆踊りにスコップ三味線で出させてもらっているが、年々来場者

数が減ってきているように思う。もっと外からメインを任せられるようなゲストを呼んで
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イベントの目玉にして欲しい。自分たちが楽しむ事だけでなく、来場者の方も楽しめるよ

うなイベントにして欲しい。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  事務局へお伝えしておきます。 

 

○会長 

  他にご質問、ご意見はありませんでしょうか。ないようですので、審議の結果「⑤南外

地域活性化支援協議会活動費補助事業」については、これを承認することに決します。続

きまして、「⑥第１３回楢岡さなぶり酒花火事業」について事務局から説明願います。 

 

○市民サービス課長 

  【資料説明】 

 

○伊藤君夫委員 

  チラシはどの程度まで配布するのか。大仙市全域に配布して市の有名な花火の一つとし 

て認識されるようになって欲しいと思う。ＦＭはなびだけでなくＦＭ秋田など秋田県全域

にアピールすればいいのではないか。 

 

○市民サービス課長 

  手元の資料には記載がないので、明日（１６日）に開催される実行委員会で聞いてみた

いと思います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  私も係員として駐車場についた事があったが、客にどこから来たか聞いたところ、市外

から周りの人に教えてもらって来たということであった。今ならスマートフォンで様々な

情報を受けられると思うし、宣伝も行えるのではないか。 

   

○地域活性化推進室副主幹 

  地域内には広報を通じて発信できますが、地域外へはＦＭはなびや市のホームページや

ＳＮＳを通じて発信しております。 

 

○相馬静華委員 

  昨年、県外からの観光ツアーがあったと思うが今年はないのか。 

 

○市民サービス課長 

  昨年は補助金があり、県外の旅行会社に企画してもらいましたが、今年は補助金がない

ということでやってもらえないようです。 
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○髙橋浩行委員 

  あまりけちを付けたいわけではないが、補助金というのは交付決定してから事業着手が

始まると思うが、ポスターやのぼり旗などすでに掲載されているように思える。地域協議

会の日付が遅い事もあるかもしれないが、補助金が交付される事が当たり前のようになっ

ては我々が議論する意味がなくなるので、実行委員会へはその旨伝えて欲しい。 

 

○市民サービス課長 

  申し伝えておきます。また、地域協議会の日程や持ち回りでの事前協議など他の方法を

考えたいと思います。 

 

○会長 

他にご質問・意見等ありましたらご発言願います。質問がないようですので審議の結果、

第１３回楢岡さなぶり酒花火事業」については、これを承認することに決します。本日の

承認案件は以上となります。次に２）「その他」に入ります。市の方からなにかありません

でしょうか。 

 

○市民サービス課長 

【地域公共交通の見直しについて説明】 

 

○伊藤君夫委員 

  私も大仙市地域公共交通活性化再生協議会に出席しているが、個人の意見として言うこ

とはできるが、地域の問題や苦情等については私自身全くわからない。地域協議会として

も意見を言うとは思うが、現状利用していない人たちの意見ではないか。 

 

○会長 

  以前に地域協議会で提言書として地域公共交通の改善を求めた事があったと思います。

当時は南外地域だけ特別扱いできないということで既存の地域公共交通の維持となったと

思います。その時に作成した提言書に意見を付け加えて再度提出することも一つの方法で

はないでしょうか。 

次回の開催日については、７月頃に計画したいと思います。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３０年度第１回南外地域協議会を閉会いたしま

す。お疲れ様でした。 

 

（２０時１０分 閉会） 
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