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（様式第４号） 第 12 回真田地域協議会 会議概要

１ 審議会名 真田地域協議会

２ 日 時 平成 28年 3月 23 日（水） 午後 2時 00分から午後 6時 30分まで

３ 会 場 真田地域自治センター3階 301 会議室

４ 出 席 者 荒木仁子委員、一之瀬勤委員、神林恵子委員、小林正男委員、小林満子委員、

酒井佐吉委員、竹村尚美委員、田中新平委員、田中実委員、長崎伊登子委員、

長崎理恵子委員、縵沢剛史委員、藤澤累美子委員、松井よし枝委員、宮下俊哉委員、

宮島国彦委員、両角新三郎委員、横林梨恵委員、若林正徳委員【欠席委員】1名

５ 市側出席者 高橋センター長、山宮地域振興課長、大塚市民サービス課長、塚田産業観光課長、

依田建設課長、矢嶋上下水道課長、柳沢教育事務所長、柳沢真田消防署長、

小宮山地域政策係長、西澤主査、伊藤主査

６ 公開・非公開等の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開

７ 傍聴者 3人 記者 0人

８ 会議概要作成年月日 平成 28年 4月 26 日

協 議 事 項 等

１ 開 会（一之瀬副会長）

２ 会長あいさつ（小林会長）

「真田まちづくり準備会設立総会」に引き続き、「真田地域協議会」にご出席いただきありがとう

ございます。本日の地域協議会は、今期最後の協議会となります。今期は、NHK大河ドラマの放送
や、市の総合計画に関係した協議、そして地域内分権の確立に向けた取り組み、そして先月、各分科

会から報告いただきました分科会協議と、これまでにない活発な取り組みがされたと思います。委員

の皆様には、御多忙のところ、協議会活動を通じ真田地域のまちづくりに御尽力いただきましたこと

に、感謝を申し上げます。

本日は、わがまち魅力アップ応援事業の実績報告や審査等をお願いするわけですが、対象団体が多

いため、長時間の会議となります。よろしくお願いいたします。

３ センター長あいさつ（高橋センター長）

先ほど、「真田まちづくり準備会」を設立することができ、ありがとうございました。このメンバ

ーでの協議会は本日をもって最後となります。今年は NHK 大河ドラマ真田丸の放送で、大勢のお客様

がお見えになっております。この連休の日曜日には、真田氏歴史館の入場者が 1 日で 1200 人を超え

ております。前年比の何十倍ものお客様がお見えになっております。今年一年、皆さんにご迷惑をお

かけするかと思いますがご協力をお願いします。市長は常々申しておりますが、まずは笑顔であいさ

つをするだけで大切なおもてなしにつながります。できるところからおもてなしをお願いいたしま

す。

本日は、わがまち魅力アップ応援事業の審査となります。よろしくお願いします。

４ 協議事項（小林会長）

（１）前回決定事項確認

～事務局から説明～

【質疑・意見等】

なし

（２）わがまち魅力アップ応援事業 実績報告及び計画発表・審査

～事務局から日程等について説明～

【質疑・意見等】

なし
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①審査

ア 継続事業（実績報告及び計画発表・審査）

№1「下原区の自然と歴史を活用した区民交流事業」

～事務局から自治センター関係課意見調書及び選考ポイントの説明～

～申請者から実績報告及び計画発表～

【質疑・意見等】

（会長）平成 29 年度まで事業を実施するということですが、現在どこまで進んでいるのでしょう

か。

（申請者）区誌については、最終段階まで進んでおります。今年中には印刷できる見込みです。

（会長）看板の設置については、平成 29 年度に延長したいということでしょうか。

（申請者）今年度は区誌の編さんを重点的に取り組みたいと考えております。看板は、まだ手つか

ずとなっていますので、平成 29 年度で取組みたいと考えております。

～評価～ 審査調書に記入後回収

№2「真田地域ガイドコンテンツ事業」

～事務局から自治センター関係課意見調書及び選考ポイントの説明～

～申請者から実績報告及び計画発表～

【質疑・意見等】

（会長）現在、観光客が大勢見えておりますので、なるべく早く実現して欲しいと思います。

～評価～ 審査調書に記入後回収

№3「真田氏館跡（御屋敷）整備・伝承事業」

～事務局から自治センター関係課意見調書及び選考ポイントの説明～

～申請者から実績報告及び計画発表～

【質疑・意見等】

（委員）三ツ頭獅子のパンフレットを作るとありますが、部数が 350 部となっております。大勢の

お客様が訪れると予想される中で少ないと感じますが、どのように配布する予定でしょうか。

（申請者）昨年の申請では三ツ頭獅子の内容だけで作成する予定でしたが、歴史的財産や Q＆A を

含めたいと考えております。350 部は旧上原区の皆さんに配布し、まず地元の方に知ってもらお

うと考えております。100 部ほど余りますので関係機関に配布する予定です。訪れるお客様に配

布するということは考えておりません。

（委員）三ツ頭獅子のパンフレットの説明の中で信綱と幸隆の部分も書きたいと説明がありました

が、もう少し具体的に説明をお願いします。

（申請者）お屋敷の歴史を調べていくと、昌幸の時代は 7年と短い。お屋敷を作ったのは、幸隆が

長男の信綱のために作ったということのようです。信綱はお屋敷を中心として城下町を作ろうと

したという話もあります。そういったこともわかってきましたので、Q＆A に入れて印刷物に残

したいと考えております。

（委員）Q＆A の配布は旧上原区の関係自治会にしか配布されないのでしょうか。できることなら

地域全体の人にも配布してもらえるとありがたいと思います。

（申請者）欲しいという方には配布しております。

（委員）案内看板を設置するにあたって、独自に歴史を調査されていると思います。歴史は諸説あ

りまして、その調整はどうされていくのでしょうか。教育委員会とも調整していると思いますが

いかがでしょうか。

（申請者）書籍関係を何冊か読んで、同じことが書いてあれば取り入れたりしております。諸説い

ろいろありますから、全部載せてしまおうかと考えております。

（委員）消耗品の「すだれ」がありますが、活用方法を教えてください。

（申請者）お茶のおもてなしについては、現在、紙コップで提供しておりますが、ゴミが出ますの

で、それを見えないようにするための目隠しとして入れさせていただきました。

～評価～ 審査調書に記入後回収
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№4「トップアスリートと生涯スポーツ 講演会 in真田」

～事務局から自治センター関係課意見調書及び選考ポイントの説明～

～申請者から実績報告及び計画発表～

【質疑・意見等】

（委員）3点あります。①菅平ではラグビーワールドカップのキャンプ地の誘致を行っております

が、ラグビーを盛り上げるための内容は検討されたのでしょうか。②5年間の継続事業となって

おりますが、6年目以降も継続されていくのでしょうか。③総事業費の予算が大きいのですが、

自己資金で対応するのか、参加者負担とするのでしょうか。講師の方によって参加者負担を変動

させるのでしょうか。

（申請者）①ラグビーについても、理事会で検討していました。スポーツメーカーに講師を紹介い

ただいておりますが、ラグビーに関係する方を紹介していただけなかったのが現状です。申し訳

なく思っております。②前回実施させていただいた「トップアスリートが教える！チャレンジス

ポーツ塾」も継続して実施しております。今回申請した事業も補助期間が終わっても継続してい

きたいと考えております。③5年目にオリンピックの金メダリストの方を講師にお呼びする予定
になっておりますので、参加費が高くなっております。参加費は 500 円から 2,000 円くらいの
間で調整したいと考えております。

（委員）講師はこのメンバーでということで期待していいのでしょうか。

（申請者）先の話でありますので決定ではありません。もしもの時であっても、この方達と同等な

方を紹介していただける確約はいただいております。

～評価～ 審査調書に記入後回収

イ 平成 28 年度 新規事業（計画発表・審査）

№5「RUN＆トレッキング IN 真田」

～事務局から自治センター関係課意見調書及び選考ポイントの説明～

～申請者から計画発表～

【質疑・意見等】

（委員）私はジョギングが趣味でいろいろな大会に出ているのですが、沿道の応援が多いのが嬉し

く思っております。今回、実施するにあたり、地元の皆さんが沿道で応援していただけるような

働きかけをお願いしたいと思います。大会の参加費については、他の大会でも年々高くなってい

て参加しにくくなっています。できるだけ参加しやすい参加費でお願いしたいと思います。

（申込者）わかりました。

（委員）真田特産のおはぎやおやきなどをゴール後におもてなしするとありますが、わがまち魅力

アップ応援事業は食糧費が禁じられています。これは、経費に入っていませんが、これはどこの

お金を使うのでしょうか。

（申込者）参加費から支出する予定です。

（委員）おやきはどこに依頼するのですか。

（申込者）おはぎとおやきは真田地域で協力していただける方がいるので、そちらにお願いしてい

ます。費用についてはすべて参加費で賄います。

（委員）参加費が 3,000 円となっていて 300人を集めるとなっていますが、それだけの人が集まる

かどうか心配です。おやきなどもいらない人もいると思いますが、それはどのように考えていま

すか。

（申込者）特産品をなにか提供したいということで、おはぎとおやきがどうかと検討しています。

参加費については、3,000 円で 300 人の設定で考えていますが、大会を実施するには計測にお金

がかかります。正確な距離と正確なタイムが欲しい人が多くおります。計測費が 30 万以上かか

りますので、ある程度の参加費を集めないと実施ができない状況であります。

（委員）ゴールした後に食べるものがあると、走る側からみると張り合いがいいです。

（委員）バナナなどを食べると思いますが、おやきはどうでしょうか。

（申込者）走っている最中はバナナなどでいいのですが、走り終わると、お腹に貯まるものが欲し

いという人が多いということで考えてみました。

（委員）ゴールしてすぐに食べてしまえばいいと思いますが、家に持ち帰って食べる人がいると問

題だと思います。いつまでに食べてくださいなどの注意喚起が必要であると思います。
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（申込者）検討します。

（委員）計測器はどのように使うのでしょうか。

（申込者）計測は、チップを靴につけて、スタートとゴールで自動検知し計測します。

（委員）計測費の金額が高いと思います。完走だけを目標に実施するというのはどうでしょうか。

（申込者）今回は距離が短いので完走だけでは参加者が集まらないと考えます。

（委員）参加者の呼びかけは市外も行うのでしょうか。

（申込者）市内だけでは難しいので、全国的に参加を呼び掛けるインターネットのホームページが

あるので、それを活用しようと考えております。

（委員）5年計画でやるわけですが、コースは毎年同じでしょうか。

（申込者）同じコースで実施します。

（委員）旅費・交通費に 2人計上されておりますが、有名な方を招待されるということでしょうか。

（申込者）計測をしてくださる方の交通費と宿泊費となります。

（委員）交通誘導員が 21 人ということですが、この人数で足りるのでしょうか。

（申込者）足りると思っています。

（委員）先ほど、おはぎやおやきを出されるということですが、衛生面で心配な部分もあります。

今年は真田丸が放送されていますので、その記念になるようなものを記念品として配布したらど

うでしょうか。県外の方も喜ぶと思います。食べるものよりも、その方がいいと思います。

（申込者）検討してみます。

（委員）亡くなった主人が町議会議員を務めさせていただいた時に、町おこしのために、傍陽地区

に「ふるさと公園」はどうかと提案させていただき出来上がった公園です。こういった事業を実

施していただけると、ふるさと公園が活かされ大変嬉しく思っております。

（申込者）ありがとうございます。

～評価～ 審査調書に記入後回収

№6「真田おもてなし事業」

～事務局から自治センター関係課意見調書及び選考ポイントの説明～

～申請者から計画発表～

【質疑・意見等】

（委員）要望ですが、茶菓の提供で不特定多数の方がお見えになると思いますが、食も含まれると

すれば、食物アレルギー等など、特にお蕎麦やクルミなどですが、細心の注意を払っていただき

たいと思います。

（申込者）わかりました。

～評価～ 審査調書に記入後回収

②実績報告及び計画発表

ア 終了事業（実勢報告のみ）

№1「お屋敷つつじ祭り」

～申請者から実績報告～

【質疑・意見等】

（委員）補助事業は終了しましたが、今年はどのように進めていかれるのでしょうか。

（申込者）心配していましたが、実施の目途がついております。内容的には昨年と同じように実施

していきたいと考えています。今年度に限り産業観光課で支援していただけることになっており

ます。

（塚田産業観光課長）今年は真田丸の放送もあり多くの方がお見えになるということで、今年度に

限りということではありますが、支援をさせていただきたいと考えております。駐車場がないと

いうことで、シャトルバスの運行も含めて支援をさせていただきたいと考えております。



5/6

№2「真田氏本城跡の整備事業」

～申請者から実績報告～

【質疑・意見等】

・なし

№3「スノーボールバトル IN 菅平高原＆戦国雪合戦」

～申請者から実績報告～

【質疑・意見等】

（委員）今年で補助は終了しますが、来年の実施は検討中ということでしょうか。

（申込者）一番ネックになっているのは財源です。来年度以降の実施について知恵を出していきた

いと思っています。

イ 継続事業（実勢報告及び計画発表）

№4「雪上ハイキングコース維持管理宣伝とスノーシューイベント」

～申請者から実績報告及び計画発表～

【質疑・意見等】

（委員）コースは自由に出入りできるのでしょうか。

（申込者）できます。

（委員）事故が起きたらどうなるのでしょうか。

（申込者）入口に看板があり、緊急連絡先の電話番号が記載されています。電話をもらえればいつ

でも助けに行けるようになっています。

（委員）入場料は払わなくていいのでしょうか。

（申込者）無料となります。

（委員）スノーシューは借りられるのでしょうか。

（申込者）レンタルができます。最近流行っているので自分で持っている方も多くいます。今回の

申請で補助金が終了してしまいますが、観光協会などに協力をいただくなどして、継続させたい

と思っています。

（委員）ガイドさんをつけて案内するような事業としたらどうでしょうか。

（申込者）ガイド付きでも案内できるようになっていますが、希望者がいないのが現状です。

（委員）せっかくコースを作ったので、自然消滅とならないようにして欲しいと思います。

（委員）携帯のＧＰＳ機能を活用したアプリを作ったらどうでしょうか。ビューポイントが来たら

わかるようなアプリにすればお客様も楽しめるのではないかと思います。自分の位置情報もわか

ります。それを販売していけばお金が生み出せるのではないかと思います。

（申込者）検討してみたいと思います。

№5「景観整備と地域住民の交流事業」

～申請者から実績報告及び計画発表～

【質疑・意見等】

・なし

№6「青色回転等パトロール車による自主防犯パトロール活動、こども見守り活動」

～申請者から実績報告及び計画発表～

【質疑・意見等】

（委員）現在、子供達にもいろいろと問題がある中で、パトロールしていてどう感じていますか。

（申込者）未然防止が一番大事だと思っていますし、地域の関心を高めるということが大事だと思

っております。子供達が事件事故なく安心して暮らしていける地域を目指していきたいと思って

います。
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№7「真田三代新年祝賀祭」

～申請者から実績報告～

【質疑・意見等】

・なし

（３）わがまち魅力アップ応援事業の審査 評価結果報告、選考

非公開

５ その他

（事務局）

・地域協議会委員アンケート調査について

（宮下委員）

・真田○ミーティングについて

６ 閉会（一之瀬副会長）


