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（様式第４号） 第 4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 27年 7月 29 日（水） 午後 7時 00分から午後 10時 00 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、小林正男委員、小林満子委員、酒井佐吉委員

竹村尚美委員、田中実委員、長崎伊登子委員、長崎理恵子委員、中村泉委員

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】3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

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、

松木産業観光課係長、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 1人 記者 0人

８ 会議概要作成年月日 平成 27年 8月 28 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）

6 月 26 日、27 日、地域内分権の先進地視察を実施したところ、大勢の皆さんにご参加頂きありが

とうございました。三重県松阪市の「 幸
さいわい

まちづくり協議会」で学んだことを、今後の真田地域での

取り組みに活かしたいと思いますのでよろしくお願いします。本日は、わがまち魅力アップ応援事業

の審査、そして松阪市先進地視察の結果を踏まえて、今後の地域内分権の推進等についてご協議いた

だきます。それぞれ、時間を要する事項ですので、分科会協議の時間がとれない可能性もありますが、

御了承いただきますようお願いし、開会のあいさつとさせていただきます。

３ センター長あいさつ（高橋センター長）

夏休みに入り真田地域も県外ナンバーの車も増えてきております。来年の真田丸放送まで 5ヶ月と

なってまいりました。真田地域自治センターでおもてなしの準備としまして、いろいろと事業を実施

しており、年内のうちに様々な手立てが済む予定で進んでおります。

今週末ですが、真田まつりが行われます。今回は姉妹都市の九度山町から町長が初めてお越しにな

ります。九度山町とは長いお付き合いでございますが、昨年に引き続き、今年も市民の皆さんを対象

とした九度山町訪問事業を計画しました。昨日から申込みの受付を実施したところ、半日で 30 人の

定員がいっぱいとなりました。現在、キャンセル待ちが 6名という状況です。今年の真田まつりには

九度山町の皆さんがお見えになりますので、ご家族そろってお越しいただければと思います。

４ 協議事項（小林会長）

（１）わがまち魅力アップ応援事業審査

～事務局から日程と審査方法について説明～

【質疑・意見】

（会長）ご質問ありますか。

・なし

（会長）今回は 3件の審査になります。「真田氏館跡（御屋敷）整備・伝承事業」の審査を行います。

事務局から説明事項がありましたらお願いします。

～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～

（会長）それではプレゼンテーションを始めます。

～応募プレゼンテーション～

【質疑応答】
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（委員）舞台の修繕がありますが、舞台の管理はどこで行っていて、所有はどこになるのでしょうか。

宗教法人でしょうか。

（申込者）旧上原区管理委員会が管理しています。誰が建てたのか明確になっていませんが、今後調

査したいと思っております。

（委員）長野県の史跡であるため、現状を変更する場合は真田地域教育事務所を通じて、県へ現状変

更申請が必要であるとなっていますが、状況はどうでしょうか。

（申込者）事業を進める前から、教育事務所と連携をとり相談しながら進めて参ります。

（委員）観光客に説明員をつけるとありますが、平日もやってくださるのでしょうか。

（申込者）Ｑ&Ａを作って想定される質問には答えられるようにしていきたいと考えています。お宮

や舞台の関係は明確にならない部分があるので、真田町誌なども活用しながら作成します。詳細な

説明はできないかもしれませんが、簡単な説明はできるような体制づくりをしたいと思います。

（委員）ベンチを作るとありますが、4組だけでは少ないように感じます。どうでしょうか。

（申込者）以前に設置したもので、十分使用に耐えるものもあります。新しいベンチはツツジの中に

広場がありますので、そちらへ設置していきたいと考えています。

（委員）できたら、入口の広場にも設置して欲しいなと思います。

（申込者）そちらは管理が違いますので御理解をお願いします。

（委員）三ツ頭獅子のビデオを作るとありますが、歌詞がよくわからないので、解説したものを作成

して欲しいと思います。

（申込者）それも含めて三ツ頭獅子の歴史をパンフレットにまとめて配布したいと考えています。

（委員）ＤＶＤは５枚製作されるとのことですが、どうやったら見ることができるのでしょうか。

(申込者)旧上原区管理委員会、三ツ頭保存会、教育委員会に設置予定です。三ツ頭獅子保存会も高

齢化しており、映像で残しておきたいということで考えました。

（委員）私も拝見したいと思いまして、どちらへ行けば見ることができますか。教育委員会へ行けば

見ることが可能でしょうか。

（申込者）可能です。また、5枚のうち 1枚を貸し出しとするなどの検討をしていきたいと思います。

（委員）文化祭の時に大ホールで映像を写してもらいましたが大変好評でした。

（申込者）ありがとうございます。

（委員）先日、友達が御屋敷を訪れとき、マレットゴルフの方達がたくさんいて、ゆっくりできなか

ったそうです。観光客とマレットゴルフの方達とのすみ分けはどのように考えていますか。

（申込者）恐らくマレットゴルフの方達と一緒になってしまうのは、新しい道ができてしまったため

と考えています。こちらは道を変えたり、土塁も入らないようにするなどの検討をしていきたいと

思います。

（委員）古い松の木があるそうですが、その木には年号を書くのでしょうか。

（申込者）その予定です。

～評価～ 審査調書に記入後回収

（会長）次に「真田氏本城跡の整備事業」の審査を実施します。事務局から説明事項がありましたら

お願いします。

～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～

（会長）それではプレゼンテーションを始めます。

～応募プレゼンテーション～

【質疑応答】

（委員）案内看板とお休み処の整備の計画でありますが、おもてなしの部分については、真田氏本城

管理委員会或いは十林寺地区としてなにか計画はあるのでしょうか。

（申込者）例えば、コーヒーショップをやろうとか、いろいろと考えています。十林寺は果物の生産

者が多いのでＰＲをしながらお客様に買って頂いたり、ジャムなども販売できるかどうか検討して

います。いろいろな制約があるので、行政の皆さんからもいろいろと教えて欲しいと思っています。

売る施設がないので検討していく必要があります。

（委員）テント等もあると思うので活用するなどの検討をお願いします。

（委員）山城は眺望が大事だということで、伐採もしていただけると聞いており楽しみにしておりま
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す。現在、桜を新しく植栽されていますが、切りながら植えたら、また大きくなってしまうので、

どうなのかなと思います。それから、絵葉書はお配りするものなのか販売するものでしょうか。そ

れから、委託費ですが一つの見積りの中に原材料も入れ込んであるようですが、設置の工事費も入

っているのでしょうか。

（申込者）この事業の委託費は１/３の制限もありますので、原材料の部分は別にして予算を組み立

てております。設置については真田氏本城管理委員会が現場に出て設置します。桜については真田

教育事務所で実施していただいております。桜の木が大きくなるかどうかについては、本城の上の

方にある桜は、人の頭の上に伸びるだけだと思われますますので、眺望には関係ないと思っており

ますが、いろいろと配慮していきたいと思います。桜の苗木については、市から各自治会へ配布す

る苗木を利用しております。

（委員）花壇を作るとなっていますが、予算が計上されておりません。いかがでしょうか。

（申込者）荒廃地をお借りして、自分達で耕して、苗は市から配布されたものを植えますので、お金

はかかりません。

～評価～ 審査調書に記入後回収

（会長）次に「トップアスリートと生涯スポーツ 講演会 in 真田」の審査を実施します。事務局から

説明事項がありましたらお願いします。

～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～

（会長）それではプレゼンテーションを始めます。

～応募プレゼンテーション～

【質疑応答】

（委員）今年度は塩沢選手ということですが、2 年目以降の講師出演料が 42 万円となっています。

トップアスリートなのでこのような金額ということですが、どんな選手がお見えになるのか、司会

者もプロの方をお願いしているようですが、今後、どのように計画されているのでしょうか。

（申込者）今年度の塩沢選手については、一人での講演会は無理だということで、松本山雅から言わ

れておりまして、一人司会者もつけさせていただきました。2年目以降の計画というのはないです。

いろいろ案はあるのですが、交渉がまだ済んでいないので、どんな方に来ていただけるか、出演料

がいくらかということがわからないので、計画書には暫定でいれさせていただきました。

（委員）50 万円の人もいれば 10万円でもいいという方がいらっしゃると思います。

（申込者）塩沢選手の場合はすごく安くしていただいたので助かっております。10 万円だと有名な

選手はきてくれないのかなと思っております。デサントさんとも協力をいただいているので、そち

らの方とも話をさせていただいて、予算内に収まるようにしていきたいと思っております。

（委員）さなだスポーツクラブは、平成 23 年度からトップアスリートの事業を実施されたと思いま

す。今度は、講演会ということで名前を変えて申請され、5年間の計画がでているのですが、これ

をみますと、次年度の計画では司会が 5 万円で出演料が 42 万円になっています。司会については

スポーツクラブのメンバーで司会ができないのかお聞きしたいと思います。それから、さなだスポ

ーツクラブは年会費を取っていると思います。その中で、補助金を使わないでこのような事業はで

きないのでしょうか。

（申込者）司会に関しましては、今年度については、松本山雅から塩沢選手一人では講演会をやった

ことがないので、講演会はできないと言われました。対話形式で実施したいと申出がありましたの

で、どうしても司会の方をつけて欲しいという話になりました。司会の方も我々のような素人では

なくて、ある程度サッカーを知っていて、松本山雅も知っていて、塩沢選手のことも知らなければ

ならないとなると、ある程度プロの方でないと、うまくいかないのではないかということで、松本

山雅にお願いをしまして、来ていただくようにしました。年会費については会員から 2,000 円から

6,000 円ほどの間で会費を頂いております。常勤の事務員さんが二人おりまして、会費は事務員さ

んなどのお給料となってしまっております。こういった事業も自分たちで賄いたいと思っているの

ですが、教室事業などの事業収益のある事業も実施しているものの、なかなか全部を賄うわけには

いかない状況です。わがまち魅力アップ応援事業のような補助事業を活用して事業をお願いしてい

きたいと考えております。いままで実施してきたわがまち魅力アップ応援事業としましては、トッ

プアスリートの方にきていただきまして、実技的なものを教えていただきました。その時にもトッ
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プアスリートの方には講演もしてみたいと言われてはいたのですが、実技的なものをという趣旨で

計画しておりましたので、実施はしておりません。今回、講演会ということでトップアスリートの

方の気持ちや考え方、いままでやってきた実績などを講演してもらえれば、聞いている人たちも今

後の活動に役に立つと思ってこのような事業を企画しました。

（委員）例えば 1時間半か 2時間くらいだと思いますが、この中でかなりの金額を支出することにな

ります。5年間、講演会とサイン会だけで計画しているのでしょうか。

（申込者）今回は講演会とサイン会だけですが、トップアスリートの方の時間が許せば、午前中に講

演してもらって、午後に実技的なものを実施してもらえばいいと考えております。

（委員）2年目からは変わるということでしょうか。

（申込書）計画は変わることもあります。

（委員）5年間単純にやってもどうかと思います。人気歌手が歌を歌ってサイン会をしていると同じ

ような感じがします。もう少し計画を考えていただきたいと思っております。

（申込者）今回は塩沢選手が午前中は練習があり、2時以降でないと時間がとれないということで、

このような計画で出させていただきました。

～評価～ 審査調書に記入後回収

（２）地域内分権先進地視察の結果について

～事務局から説明～

【感想・意見等】

（委員）まちづくり協議会のメンバー自体がいろいろな面から活躍されている方を選んで、参加され

ているなと感じました。その中で高齢者といえども働く人が増えてくるかと思いますので、その点

を検討していただきまして、進めていただけたらと思っております。

（委員）自治会での活動と重なってくるのではないかと思っていましたが、うまく調整をかけながら

やっていて参考になりました。

（委員）硬く考えて望んだのですが、そうではなくて、ダメもとでもいいから、まずは始めてみよう

という会長からの話があり、もっと気楽に考えればいいことがわかり、肩の荷が降りたような気が

しました。高齢者がボランティア活動を熱心にやっておられ、高齢の方もまちづくりのために真剣

になって取り組まれているのを見まして、歳だからとは言ってはいけないなと思いました。

（委員）一番は母体づくりだと思います。町で役員を募集して何人くらい集まるのかなと思いました。

どんな人が集まるのかなと。そういう募集もいいのではないかと思います。

（委員）みなさんボランティアを一生懸命やられて、その積み重ねであのような活動につながってい

ると思います。

（委員）一つの大きい単位で交付金というものを市から受けて、住民の人たちが一人一人考えて、用

途を決めていることに、すばらしいと感じました。

（委員）まちづくり協議会の役員の方が、思っていた以上に年配の方で、とてもしっかりしていて、

ダメもとでも、まずはやろうという皆さんの心意気をすごく感じました。真田地域もこんなように

参加していただければ、いいまちづくりになるのかなと感じました。

（会長）菅平ではこのまちづくり協議会と同じようなことを進めているそうです。

（委員）菅平は、内容をみると、全部ではないですが、やっていることは多いかと感じております。

自治会の他にまちづくり協議会を作るとなると、どうなのかと思います。

（委員）これを真田地域にあてはめると、どういう感じになるのかなと思いました。

（３）今後の地域内分権推進の日程等について

～事務局から説明～

【質疑・意見等】

・なし

（４）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
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５ その他

（１）次回協議会開催日時の確認（副会長）

次回は 8月 19日（水）午後 6時 30 分から「自治会長・地域協議会委員合同会議」がございます。

会場も講堂となります。この会議が終了した後、地域協議会を開催しますので、時間は、午後 8時開

会の予定とさせていただきます。

（２）その他

なし

６ 閉会（副会長）


