
 

平成３０年度 第２回白州地域委員会会議録 

 

 

１ 開催日時  平成３０年１１月２２日（木曜日） 

        午後７時３０分開会～午後９時００分閉会 

 

 

２ 開催場所  はくしゅう館 ２階会議室（第２会議室） 

 

 

３ 出席委員  名取 文昭、小野 雅子、山下 昭彦、高木 髙雄 

渡邊 陽一、宮川 典久、白砂 勇、堀内 弘、山田 輝夫 

堀内 美惠子、名取 和子、中山 眞理子、宮澤 護 

 

 

４ 欠席委員  小林 行広、松野 進、小林 栄一 

 

 

５ 事務局員  支所長 宮川雅人 地域市民課市民担当 小澤弘枝 

 

 

６ 議  題  (1) 白州地域委員会各小委員会における経過報告について 

        (2) 平成３０年度白州地域委員会予算使途提案事業執行状況について 

        (3) 平成３１年度白州地域委員会予算使途提案事業について 

        (4) その他 

   

                

７ 公開・非公開の別  公開・非公開（理由：非公開の場合は理由を記入） 

 

 

８ 傍聴人数  ０人 

 

 

 



司会（事務局） 

１ 開会（堀内美惠子副会長） 

２ 会長あいさつ（山田輝夫会長） 

３ 支所長あいさつ（宮川雅人支所長） 

４ 議事録署名人 名取和子委員、中山眞理子委員 

５ 議事 

議 長：第１号議案『白州地域委員会における経過報告について』各小委員会の委員

長に報告を求める。 

広報・防災小委員会委員長 

：広報・防災小委員会の今までの活動報告を行う。 

      6月 11日 19：30～はくしゅう館 2階会議室において広報・防災小委員会

を開催。内容についてはＨ29活動報告及び決算報告、Ｈ30年度事業計画

（案）について検討した。Ｈ30 年度事業計画については①地域委員会だ

より第 16号について②防災講演会について③防災マニュアルの作成につ

いて検討した。 

      7月 11日 19：30～はくしゅう館 2階会議室において、講師に武川町在住

の末木基治様を迎え、防災講演会「～昭和 34年災害の記憶をたどって～」

を開催した。行政区長はじめ赤十字奉仕団、消防団員の参加により 80名

近い参加者があった。講演会の中で地域委員の堀内弘さんの体験談も聞

け、学びの深い講演会であった。堀内さんは 9 月下旬に中学校の防災学

習会において白州町における昭和 34年災害の体験を授業でも話されてい

る。防災について学ぶ良い機会であったと思う。 

      7月 13日 14：00～白州中学校において、中学校防災学習会「救急救命法」

が開催され出席する。 

      8月 6日「はくしゅう地域委員会だより第 16号」、「身近な防災・減災

マニュアル」発行。全戸配布を行う。 

      11 月 13 日 18：30～はくしゅう館 2 階会議室において、赤十字奉仕団主

催「応急手当法講習会」が開催され出席する。 

      11 月 19 日 13：15～白州中学校において中学校防災学習会が開催され、

応急手当法のサポート等に参加する。 

      今後の活動計画として、12月 7日 19：30～はくしゅう館 2階会議室にお

いて広報・防災小委員会の会議を行う。検討内容はＨ31.3 月発行の地域

委員会だよりについてである。また、来年 3 月末には「はくしゅう地域

委員会だより第 17号」を発行し全戸配布を行う。 

議 長：意見・質問については、全ての小委員会の報告が終わったあとで問う。次に

イベント・コミュニティ小委員会の経過報告についてお願いする。 



イベント・コミュティ小委員会委員長 

：イベント・コミュニティの今までの活動報告を行う。 

     6月 7日 19：30～はくしゅう館 2階会議室において「第 30回北杜市甲斐駒

の里名水まつり実行委員会(第一回)」が開催され出席した。役員や日程が

検討された。 

     6 月 12 日 19：30～武川総合支所 2 階会議室において、「第 14 回北杜市甲

斐駒エリアふるさと祭り実行委員会」が開催され出席した。 

     8月 14日 9：30～武川中学校グラウンドにおいて「第 14回北杜市甲斐駒エ

リアふるさと祭り」の準備、15：00～まつりに参加する。役割分担が決ま

っているので、それぞれまつりのお手伝いを行う。 

     8月 15日 9：00～武川中学校グラウンドの会場内、周辺の清掃活動を行う。 

     8 月 31 日 19：30～はくしゅう館 2 階会議室において、「第 30 回北杜市甲

斐駒の里名水まつり実行委員会（第二回）」が開催され出席した。まつり

の方針内容が検討され決定した。 

     10月 24日 19：30～はくしゅう館 2階会議室において、「第 30回北杜市甲

斐駒の里名水まつり実行委員会（第三回）」が開催され出席した。事前準

備等の説明があった。 

     10月 27日 8：45～白州総合グラウンドにおいて旗や看板の設置などの事前

準備を行った。 

      10 月 28 日 8：00～「第 30 回北杜市甲斐駒の里名水まつり」開催当日。役

割分担が決まっているので、それぞれまつりの手伝いを行う。 

     今後の活動計画として、12 月 5 日 19：00～武川総合支所において「第 14

回北杜市甲斐駒エリアふるさと祭り実行委員会」が開催され、事業報告が

あるので出席する。また、来年 3月中旬には「第 30回北杜市甲斐駒の里名

水まつり実行委員会」が開催される予定であるため出席する。 

 議 長：次に提案事業小委員会の経過報告についてお願いする。 

 事務局：本日、提案小委員会の委員長と副委員長が欠席のため、事務局が報告する。5

月 22 日 13：30～はくしゅう館 2 階会議室において「第 1 回予算使途提案事業

小委員会」を開催する。既に申請のあった 23事業の事業内容について審査検討

を行い承認した。6月 22日 10：00～はくしゅう館 2階会議室において、「第 2

回予算使途提案事業小委員会」を開催し 2 事業について審査検討を行い承認し

た。 

     今後の活動報告として、昨年度から実施している予算使途提案事業実施に係る

調査については、5月 22日の地域委員会において今年度も継続して実施するこ

とが承認された。5 月 24 日と 8 月 31 日に調査票を送付し調査をお願いしてい

るので、今後は事業が終了次第調査票をまとめ報告をする予定。 



議 長：各小委員会から経過報告があった。意見・質問を問う。 

議 長：11月 29日に白州中学校で開催された防災学習会に参加した。中学生は毎年防

災学習会で応急手当法などを体験しており、準備や応急手当もてきぱきと行

って頼もしさを感じた。こうしたことを継続して行うことが防災意識の向上

にも繋がり必要なことだと思う。応急手当法のあとにＮＰＯ法人の講師を招

き中学校が避難所になった場合の動き方などを学んだ。今回は中学校の防災

学習が一歩進んだことを実感した学習会であった。 

議 長：ほかに意見、質問はあるか。 

委 員：意見、質問なし。 

 

議 長：第２号議案『平成３０年度白州地域委員会予算使途提案事業執行状況につい

て』事務局に説明を求める。 

事務局：「Ｈ３０年度地域委員会予算使途提案事業状況表」の資料に基づき説明。 

地域委員会予算使途提案事業については、25事業が承認され、現在 12,150,000

円の支出負担行為が済んでいる。概算払いで請求のあった事業は 22 事業あり

既に補助金の支払いは終了している。残り 2事業については実績報告書が提出

され次第内容を確認し、補助金を交付する。11月 22日現在の実績報告書の提

出は、白州地域交流の会、大武川区、鳥原区、白須下区、花水区、大坊区、白

須団地会であり、７団体の提出が済んでいる。事業が終了している団体がほと

んどであるため、12月上旬に実績報告書の提出を促す文書を発送する予定。 

次に「平成 30 年度北杜市地域委員会予算使途提案事業一覧表」に基づき説

明。これは 11月 22日現在の、北杜市の事業一覧表である。白州町については、

98.5％の事業の進捗率となっている。 

地域活性化方策調査・研究対策事業について説明する。予算額 376,000円に

ついては、今年度「広報・防災小委員会」が中心となり、防災講演会の開催や、

身近な防災・減災マニュアルの発行と全戸配布（白州町内）の事業を実施した。 

また、地域委員会だより第 16号を 8月 6日付けで発行しており、現在 240,266

円の事業を実施している。残額については来年 3月に発行する地域委員会だよ

り第 17号を発行する予定。 

       次に災害・雪害対策推進事業について説明。今年度も地域における災害や雪

害時の対策として、各行政区に砂利や砂の配布を予定し、106,000 円予算を

計上していた。しかし、年度当初各行政区から防犯灯が切れたことによる、

取替えの要望が集中してあったことから、防犯灯の調査を行い、購入を検討

した。行政区の砂や砂利等がまだあることを確認したので、防犯灯を購入し、

要望のあった区へ配布し対応している。 

議 長：意見・質問等を問う。 



委 員：防犯灯は区で管理している防犯灯か？ 

事務局：区で管理している防犯灯である。 

委 員：配布している防犯灯はＬＥＤか？ 

事務局：ＬＥＤのものを配布している。 

委 員：了承。 

 

議 長：第３号議案『平成 31年度白州地域委員会予算使途提案事業』について、事務

局に説明を求める。 

事務局：地域課からの資料「平成 31年地域委員会予算使途提案事業額内示について」

並びに「平成 31年度地域員会予算使途提案事業算出積算根拠」に基づき説明。 

平成 31 年度は財政課からの当初予算編成方針を受け、歳出の見直しが行われ

る中、平成 30年度に対し人口減少分（－219人分）を勘案した額に決定した。

来年度の事業額については、北杜市全体で 108,245,000円。白州については、

12,607,000 円の予定となっている。これを受け、平成 31 年度の事業予算につ

いては、「白州地域委員会予算使途（案）」の総括表のとおり配分した。 

    まず、来年度の補助金の新規事業については、8月 6日発行の地域委員会だよ

り第 16 号において、10 月末までに事業の提案を申し出ていただくよう周知し

ているが、現在において特に新規事業の申し出はない。また、既存の事業団体

からも補助金等の相談はない状況である。ただ、白州地域交流の会の事業につ

いては、白州交流の会事務局から、来年度は補助金を申請しての事業はしない

ことが総会で決定したとの連絡があった。地域委員会の事務局で内容を確認し

たところ、親睦団体としての団体は継続していくが、補助金を使用しての事業

はしないことを確認したので、資料 7の地域づくり推進事業の予算額は今年度

より 300,000円減の 700,000円の予算額となっている。 

     次に 1 の「北杜市甲斐駒の里名水まつり」についてである。昨年度までは

11月中に開催していた日程を変更し、今年度は 10月 28日に開催した。当初は

開催日の変更や、同日に市内、県内のイベントが多数開催される中、集客につ

いての心配もあったが、当日は天候にも恵まれ多くの方に来場していただい

た。 

     今回は名水をアピールする地元企業の出店ブース「名水通り」や、2020 東

京オリンピックパラリンピックのフランス共和国のホストタウンとして、「フ

ランス食文化の交流コーナー」を開催、またステージアトラクションでは白州

小学校、白州中学校にも出演していただき、たくさんの方に喜びの声をいただ

いている。 

    まつり終了後には実行委員会委員にアンケートをお願いしているので、来年

度の「名水まつり」にさまざまな形で生かしていけるよう 3月に開催する実行



委員会の会議において報告をする予定。 

    今年度から新しい企画がスタートし、更に来年度は 2020 東京オリンピック・

パラリンピックを翌年に控える年となるので、予算枠を 200,000 円増やし

8,200,000 円の予算としたい。これによりオリンピックムードを更に高め、地

元のＰＲにも繋げていきたいと考えている。 

    次に 10の地域活性化方策調査、研究対策事業についてである。今年度は防災

講演会の実施や、「身近な防災・減災マニュアル」の作成、全戸配布など、広

報・防災小委員会が中心となり実施している。平成 30 年度は防災マニュアル

の作成を踏まえ、全体で 376,000円を計上していたが、来年度は作成の予定が

ないため、印刷製本費を 75,000円減額し、248,000円を計上した。全体の内訳

については、講師謝礼 20,000 円、消耗品 21,000 円、食糧費 12,000 円、印刷

製本費 248,000円の合計 301,000円の予算計上とした。 

    次に 11の災害・防犯等対策推進事業についてである。今年度、災害・雪害対

策推進事業として、地域においての災害や雪害時の対策として、各行政区に砂

利や砂の配布を予定し、106,000 円を計上していた。先程説明したとおり、年

度当初防犯灯の取替えの要望が集中したことから、防犯灯を購入し要望のあっ

た区に配布し対応している。これらの実態を踏まえ、平成 31 年度は事業名を

「災害・防犯等対策推進事業」として、行政区への砂利や砂の支給と新たに防

犯灯の購入を含めた、昨年度より 10 万円増の 206,000 円の事業費を計上した

いと考えている。 

     その他の事業費については、引き続き地域の活性化を目的として事業を継続

し推進していくこととして、新規事業枠 50,000 円を残し、今年度と同額の予

算計上とした。地域委員会の予算使途（案）についてはこの内容でよろしいか

お諮りしたい。 

議 長：意見・質問等を問う。 

委 員：名水まつりの予算であるが、他地区のまつりの予算と比べると多いと思う。

今年度の決算もわからないので、仮に 8,000,000円の事業で 7,500,000円の支

出しかなければ、増額する必要があるのか。 

事務局：補助金であるので、決定額より事業費が少なければ補助金を返還することに

なる。毎年 8,000,000円以上の事業を展開している。今回増額するのは、2020

東京オリンピックパラリンピックフランスビーチバレーの事前合宿地として

白州体育館が練習場所となっていることから、ホストタウンとしてオリンピッ

クの機運を醸成し、地元のＰＲにも繋げるため事業費を増額としたい。継続し

ての増額ではなく、あくまで 2020 東京オリンピックパラリンピックのＰＲの

ための臨時的な増額である。 

事務局：事業費の決算については、まとまり次第 3月の会議で報告をさせていただく。 



委 員：臨時的経費であれば補助金の説明はつくと思う。 

委 員：名水まつりは武川の米米まつりと日程が重なり、観光協会の事業とも重なっ

た。役員が重なると両方出なければならない。日程の調整はできないか？ 

事務局：今年度の実行委員会で開催日の固定が決定され、名水まつりについては 10月

の最終日曜日に開催が決定した。今後委員のアンケートでも意見が出てくると

思うので、アンケートの内容を確認し実行委員会に諮ることになると思う。 

委 員：武川の「米米まつり」は市が関わっているのか？以前に白州の夏祭りを止め

て甲斐駒地域の夏祭りを「甲斐駒エリアふるさとまつり」として武川と合同で

開催することになり、「白州名水まつり」を武川と合同で開催することとして

「甲斐駒の里名水まつり」とした経過がある。 

事務局：現在の「米米まつり」は市の主催ではない。武川町の有志の方が主体となり、

まつりを開催している。おっしゃるように、白州・武川地域委員会の中で検討

していただき、平成 24 年から白州の夏祭りを止めて武川町で開催される「甲

斐駒エリアふるさとまつり」を白州・武川合同のお祭りとして武川地域で開催

し、白州からも地域委員の皆様にお手伝いに行っていただいている。 

また秋祭りは「米・米まつり」を止めて「甲斐駒の里名水まつり」として白

州で合同開催としていたが、「米・米まつり」を武川町の有志の方が実行委員

となり再開している状況である。市の事業ではないため日程の調整は難しいと

考える。 

 委 員：名水まつりのアンケートは開催前に配布できないか？ 

 事務局：検討して対応する。 

 議 長：補助金については決算額をまとめてもらい、事務局から 3 月に報告してもらう

ことでよろしいか。  

 委 員：了承する。 

 議 長：ほかに何か意見や質問はあるか。 

 委 員：防災に関係して、市のハザードマップもあると思うが、身近なところの危険箇

所の確認をした方が良いのではないか？区等で危険箇所を確認し把握すること

が必要であると思う。 

 議 長：防災に関係することは広報・防災小委員会が主に行っている。区長会において

も防災の意識を喚起するという意味で、来年度の事業検討のなかで、こういっ

た意見を参考に事業計画をしてもらいたい。 

 委 員：了承する。 

 議 長：ほかに意見、質問はあるか。 

 委 員：以前の地域委員会でも提案したが、武川地域委員さんと顔を合わせる機会はな

いか。顔を合わせる機会がないので武川地域委員の皆さんの顔を知らず、面識

がない。合同の研修や会議などを行う予定はないか。 



 議 長：イベント・コミュニティ小委員会ではそれぞれのまつりのお手伝いをするとき

に顔を合わせており、面識もあるが、全体として武川地域委員会との合同での

研修や会議などの予定はない。武川地域委員会の会長と相談して検討したいと

思う。 

  議 長：ほかに意見、質問はあるか。 

  委 員：先程のあいさつの中で「白州甲斐駒団地」の竣工式の話があったが、入居者は

どのような人が多いのか？県外から来る人か。 

  事務局：入居者については住宅課で把握しているが、支所では情報を掴んでいない。 

      確認して把握したいと思う。 

  委 員：「平成 31年度地域委員会予算使途提案事業算出積算根拠」の中で平成 30年度

の合計額が上と下の欄で違っているので確認をしてもらいたい。 

  事務局：平成 31 年度の合計額は合っているので、積算根拠に間違いはないと思うが、

平成 30年度については違っているので、地域課に確認しておく。 

  委 員：事業の調査票はいつまでに提出すればよいか。 

  議 長：とりまとめの時期もあるので、早い方が良いのではないか。 

  事務局：それでは調査票については 1月末までに提出ということでお願いしたい。 

  議 長：ほかに意見、質問はあるか。 

  委 員：なし。 

    

 

７ その他：事務局より、事業調査票について再度期限を連絡する。 

 

８ 閉会 

 

平成   年   月   日 

 

議事録署名人              印 

 

議事録署名人              印 


