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（午後 ６時００分 開会） 

 

〇事務局(高山副主幹) 

  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。定刻になりました

ので、ただ今から第６回大曲地域協議会を始めさせいただきます。 

  はじめに、藤井会長よりごあいさつをお願いします。 

 

〇藤井隆夫会長（以下「会長」と表記） 

   

【会長あいさつ】 

 

〇事務局(高山副主幹) 

  ありがとうございました。続きまして、五十嵐企画部長があいさつを申し上げます。 

 

〇五十嵐企画部長 

 

 【部長あいさつ】 

 

〇事務局(高山副主幹) 

  会議に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

【資料の確認】 

 ①次第 

 ②委員名簿 

 ③資料№１：地域枠予算申請一覧表【事前配布】 

 ④資料№２：大仙市大曲地域振興計画の進捗管理について【当日配布】 

 ⑤資料№３：ヒカリオまるしぇについて（報告） 

以上でございます。お手元にない場合はお知らせください。このあとの進行については、

大仙市地域自治区の設置等に関する条例第８条第４項の規定により、藤井会長にお願いし

ます。 

  

〇会長 

 それでは、会議をはじめます。 

本日、打川委員、佐々木浩委員、佐々木良悦委員、高畑委員、戸嶋委員から欠席の届け

が出されております。丸谷委員からは遅れるとの連絡がありました。 

  委員の２分の１以上の方が出席されておりますので、会議は成立していることをご報告

いたします。 
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 次に議題に入ります 

会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は、本間委員と 遠田委員にお願いい

たします。 

 

〇会長 

 続きまして、議題の２にうつります。 

 地域予算の申請について事務局より説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 

 【資料に基づき「余目地域活性化事業」について説明】 

 

〇会長 

  ただいま説明をいただきましたが、内容についてご質問ありませんか。 

 

〇本間委員 

  事業の一つに余目そば処とありますが、支出を見るとこの事業にかかっている内容が見

えないのですが、どういった費用がかかっているのか教えていただきたい。 

 

〇事務局 

  はい。余目そば処は、地域のコミュニティ事業と別で運営しており、今回の申請内容で

は産直への集客の部分でそばの振る舞いを担ってもらい、その材料費を計上しているもの

です。普段の営業の部分はこの事業には含まれていません。 

 

〇本間委員 

  事業として実施しているが、費用としてはかかっていないということですか。 

 

〇会長 

補足します。普段余目では産直で野菜を売るようにそばを売っていて、そこから利益を

出しています。今回は、イベント事業として振る舞いの部分の材料費を支出するという考

え方だと思います。よろしいでしょうか。 

 

〇本間委員 

はい。 

 

〇会長 

他にございませんでしょうか。はい、山崎委員。 
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〇山崎委員 

  昨年ホタルの観賞会に参加したが、ホタルが少なかったように感じました。ここよりも

ホタルがたくさん飛んでいるところがあるんですが、予算をかけて看板を作ってもホタル

は増えないので、環境を良くする手入れ等が必要となるので今後の課題だと感じました。 

 

〇事務局 

  ありがとうございます。申請団体へ、その旨伝えます。 

 

〇会長 

  他にございませんか。内容ですので採択に移ります。 

  賛成の方は挙手をお願いします。 

 

では全員賛成ということで採択にしたいと思います。 

  以上で地域枠予算の申請に関する審議を終わります。 

  続きまして、大曲地域振興計画の進捗管理について、事務局より説明願います。 

 

〇事務局 

 【資料に基づき「大曲地域振興計画進捗管理」について説明】 

 

〇会長 

  ただ今説明がありましたが、それぞれの地域から参加されている委員の皆様ですので、

実際に取り組んでいる事例や今後取り組みたいことなどをお一人ずつお話しいただきたい

と思います。それを委員で共有し、これからの活動に参考にさせていただきたいと思いま

す。 

 では齋藤委員からお願いします。 

 

○齋藤委員 

はい、四ツ屋地区コミュニティ会議では、若いＰＴＡ関係者からも参加してもらっていて

老若男女のバランスが取れていると感じています。小学校、ＰＴＡ、地区子供会と連携し、

ゆりの木の集いという名前で三世代交流を行っており、参加者も多い状況です。資料の中で

若者の参画が課題とあるが、どこの地区でもＰＴＡ等保護者会の方を強制的に入れることに

よって若返りが図れると思います。 

 

〇会長 

 はい、ありがとうございました。続きまして山崎委員お願いします。 
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〇山崎委員 

 昨年の大曲の花火大会の時に、大雨で開催が危ぶまれたが、ものの見事に開催できる状況

にみんなで力を合わせてやったことがすごいと思います。これをいろいろな次の展開に活か

していく方法はないのかと感じています。今後の活動の基盤にしていくべきと思います。 

 

〇高橋委員 

 今、山崎委員から花火大会の洪水の時の復旧作業について、話がありましたが、私は消防

団に入っており、消防団、市役所、商工会議所の会員等でとても無理だろうと思いながらも

やるだけやってみようということで、私は桟敷の洗浄を２回経験しました。はじめは消防ポ

ンプ車からの放水で洗浄を試みたが、水圧が高すぎて水は使うし、きれいにはなるけれども

広範囲にはできないということで、２回目からあまり大きくない高圧洗浄機を使って行った

ところ非常にスムーズにできました。これも経験であり、これで終わりではなく、今後も地

球の温暖化のせいで水はつきやすくなっていることから、引き続き対応していきたいと考え

ています。項目にある自主防災組織の設立について、各地域で出来てきており、地区ごとの

防災マップに市の補助金が使えるということで、大曲全域の防災マップはあるが、日の出町

など狭い町内単位で避難所、医療機関等を細かく入れた防災マップを作りたいと思っていま

す。 

 

〇会長 

 はい、ありがとうございました。続きまして本間委員お願いします。 

 

〇本間委員 

 角間川地区コミュニティ会議では、四ツ屋地区の状況とは違いまして、コミュニティ会議

のメンバーは町内会長や地域の偉い方が多いので、年齢層は高くなっており、実際事業をや

っても若い人が集まらないというのが課題です。例えば町内会長が出られなければ若い方を

推薦してもらえるような体制を作っていかなればならないと４月以降本気でみんなで話し合

っていき、役員や地域の方々、特に若い方の参加を増やしていかなければならないと考えて

います。子どもなど家族の都合で地域の活動に参加できないということはあると思うが。角

間川では地主を中心としたまちづくりを市の予算を使って進めているが、この度株式会社角

間川というものを発足したが、実際に何をやるかは決まっておらず、今後観光振興や地域の

交流という面でいろいろ考えてやっていきたいと思っており、そういう面では盛り上がって

来ているように感じます。 

 

〇会長 

  はい、ありがとうございました。続きまして熊谷委員お願いします。 

 

〇熊谷委員 

 今、思いつかないです。 
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〇会長 

 思いついたらお願いします。続きまして佐藤久美子委員お願いします。 

 

〇佐藤委員 

 何をお話ししたよいのか、分からないのですが、気になった点をお話しします。自主防災

組織について、町内に作ろうと熱き思いを持った方々が高齢化しており、引き継ぎがなかな

かうまくいっていないのが現状です。そこをうまく引き継いで立ち上げた事業を次の担当者

につなげていってもらいたいと思っています。作り上げてきた人たちの思いがよく分かるの

で、このまま絵に描いた餅にならないよう調整していきたいと思っています。地域の活動に

若い世代を取り込むのは難しいかもしれないが、例えば花館地区に川を渡る梵天があり、行

事の時に工夫しながら子どもなど若い世代に声をかけて参加してもらう少しずつの努力が実

を結んでまつりが継続していくと思うので地域の活動を続けていきたいと思います。 

 

〇会長 

 はい、ありがとうございました。とりあえず皆さんから意見を出していただいて、その後

に誰々委員の意見について聞きたいなどありましたら、後でお願いしたいと思います。続き

まして成田委員お願いします。 

 

〇成田委員 

 花館地区では、いろいろな行事を行っており、私も参加させていただいています。私が一

番盛り上がるのは川を渡る梵天です。また、地域の方と小学生が一緒に作るかしま流しもい

いと思います。私自身悩んでいることがあり、五つの壁があります。期待の壁、役割の壁、

理解の壁、活動の壁、体制構築の壁というを悩んでいます。いろいろな行事をやるにあたっ

て、この壁にあたることがあり、どのようにしたらこの壁を越えられるか皆さんからも教え

ていただけたらと思います。 

 

〇会長 

 はい、それでは柴田委員お願いいたします。 

 

〇柴田委員 

 成田委員の五つの壁は難しいと思います。一朝一夕にできることではなく、答えもすぐに

見つからないと思います。私達、藤木地区コミュニティ会議では、立ち上げるときに各町内

会の代表の方を集め、運動会とか小学校の行事にボランティアで市の職員が参加していたの

で、市の職員を事務局として会計等の協力してもらいました。各団体の長は男性が多いが、

公民館を使っているサークル活動や団体の女性の方にも相談しながら、入っていただきまし

た。しかし、何でも無料というのは続かないので、全戸から会費をもらい、参加してもしな

くてもこういう事業をやっているというのを知ってもらおうとした経緯があります。 
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色々な団体から協力いただいたが、女性が多く、男性からこれまでは協力してくれるのは

男性が多かったが、コミュニティ会議立ち上げた時には男女半々くらいで非常にバランスが

よいという声がありました。また、コミュニティ会議では通学路の環境整備事業というのが

あり、それは小中学校の通学路にプランターを設置し、環境を整備するものであります。地

域の方々からの協力ももらい水かけ作業を行っています。農村部のため地域の保全隊という

のがあり、土を運んだり、苗の準備をお願いし、通学路にプランターを設置する時には老人

クラブからも協力をもらい、軽トラで設置し、非常に喜ばれています。役員だけでやっても

継続できないと思います。その当時は若くても年々年齢を重ねており、若い方がいないとい

うのが現状です。 

 

〇会長 

 はい、つづきまして遠田委員お願いいたします。 

 

〇遠田委員 

 そもそもコミュニティ会議が大曲地区にあるか、どこでやっているのか分からない状況で

す。こういったアンケートは特別いいことも悪いことも書かないことが多く、このまま鵜呑

みにしてはいけないと考えています。地区によって、成果や結果等にばらつきがあると思う

が、コミュニティ会議が大曲地区に対していかほどの役割があるのか不明であり、成果が出

ていると思えないのが現状です。がんばっている四ツ屋地区、内小友地区、これから成果が

出てくる角間川地区などはがんばって続けてほしいと思います。なぜ若者がいなくなるかと

いうと子どもに対してこの土地に戻ってきなさいという教育がなされていないからだと思い

ます。若者がいないといっている方は、子どもを首都圏に出している方が多いような気がし

ます。我々戻ってきた二十代の頃は悔しい思いをしてきました。その意識を変えていかない

と地区の人口減少を止めることはできないと思っていますし、若者が戻ってくるようなまち

づくりというのは無理なので、戻ってこいという教育が必要だと思います。それを声高に訴

える団体が地域協議会でもいいですし、行政でもいいが、いくらコミュニティ会議が頑張っ

ても尻すぼみになってしまうのではないかと感じています。先ほど成田委員が話していた五

つの壁ですが、壁を作ってしまわないのが解決の一つの手法ではないかと思いました。 

 

〇会長 

 はい、それでは丸谷委員お願いいたします。 

 

〇丸谷委員 

 遅れてきて申し訳ありませんでした。この計画には六つの柱があり、その中にこれだけの

行政と協働でやっていることがあるんだなとびっくりしました。大曲地区のコミュニティ会

議があるのを知らなかったのですが、我々商工会議所青年部でも活動をしていて、自分たち

ができることをやっています。具体的には商店街で地域の方々が定期的に集まって、元気か

などの声をかけあえるようなプラットフォームづくりや地域の若い人からお年寄りまで参加
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する土屋舘マーケットを毎月第四土曜日に行っています。また、秋まつりが昨年から商店街

に移ってきましたが、商店街と市の協働で移ってきた経緯もあり、商店街としてもいい形に

なったと思っています。アンケートの中の地域の伝統文化の内容もあるが、今回から地域枠

予算を活用している大曲の綱引きも小学校と連携しながら実施しております。 

 

〇会長 

 はい、皆さんから意見を述べていただきましたが、他の委員の意見に対して聞きたいこと

などありましたらお願いいたします。ないようですので、私から。 

花館の川を渡る梵天や大曲の綱引き行事など、前は日にち決まっていましたが、今回から

出やすい日にちに変わりましたが、参加者の状況はどのように変わったかを教えていただき

たいと思います。特に若い方の参加が増えたのかお聞きしたいです。 

 

〇佐藤委員 

 川を渡る梵天は、１７日で平日の時が多く、会社を休んでまで参加できないという方が多

くて、梵天を奉納する町内会は苦労していました。１１日の祭日に移行してからは休みなの

で若い方も行事に参加したり、事前の町内披露の時も参加してくれたりと日にちを変更した

ことによって参加人数が増えたと思う。川を渡る前のイベントも地区コミュニティ会議がふ

るまいとしてお蕎麦や甘酒を準備してくれたり、梵天唄を唄うステージを準備してくれたり

と梵天を見に来た人たちが喜んでいっていただける場所づくりをしてくれているので、お客

さんも梵天の数も減らずにいいことだと思います。 

 

〇丸谷委員 

 今年から第３土曜日ということで開催しました。参加された方はあきらかに増えました。

日にち変えただけでなく、小学校の子どもたちとお菓子まきを行ったことと、スケジュール

をなるべく参加しやすいように前倒しに実施しました。花館の地区コミュニティ会議の予算

でふるまいをやったとの話がありましたので参考にさせていただきたいと思います。 

 

〇会長 

 皆さんのお話を聞いて、地域コミュニティは共通したものを進めていくという目的で動い

ていると思う。これが農業の方だけとか商店の方だけとかではなく、地域全体が交流できる

ということが目的であると思う。設立の状態、例えば町内会長だけ集めれば済むということ

ではないと思います。やはり、地域として動ける方を委員として入れるかだと思います。四

ツ屋も藤木と一緒で各家庭から２００円ずつ集めています。コミュニティに参加していると

いう意識づけということもあるし、保育園の保護者会長は歴代変わるが入っているし、ＰＴ

Ａも交通安全母の会も入っている。公民館のサークルの方などいわゆる地域の動いている方

は必ず入ってもらう。市役所の四ツ屋会の若いメンバーも入っている。やはり動ける人に入

ってもらって動かしてもらわないと進んでいかないと思う。構成自体を見直していくことが

必要だと思います。特に街部では町内会長も決まっていないということもあるらしいので、
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町内会長を集めてはたして行動力があるのかなと思います。 

 

〇齋藤委員 

 実際に四ツ屋でも充て職で出席できないＰＴＡ会長さんもいました。でもこの中で動いて

くれるのが、四ツ屋でいうと青年塾という会があり、ゆるい会で誰でも入れるものなんです

が、このような会をコミュニティ会議の中に残すことが大事だと思う。 

 

〇会長 

 ＰＴＡの会長は一年交代なのですが、これは見込みがあるという人がいれば、コミュニテ

ィ会議の役員に残している状況です。現在も歴代の保護者会長が３人位いて、動ける人は残

している。 

 

〇田口課長 

 大曲地区コミュニティ会議は、ほかの地区コミュニティ会議と少し違っていて、山崎委員

は大曲地区コミュニティ会議の委員として出てもらってますが、ほかのところは昔からの地

域のつながりがベースになっていて、町内会長のほか、学校のＰＴＡなど若い人を取り込ん

でいる状況です。大曲地区コミュニティ会議は、そもそもそのような集まりが全くない広い

エリアでして、学校を中心としたつながりは薄い地域です。平成２４年に大曲地区コミュニ

ティ会議を立ち上げたんですが、隣人もわからない、隣の町内の会長もわからないという状

況がある中で、自分たちの町内のメンバーをわかりましょう、隣の町内会との関わりを持ち

ましょう、何か災害があった時にお互いに助け合えるような仕組みを作りたくて立ち上げた

経緯がありますので、他の地区コミュニティ会議とは少し違っている状況になっています。

将来的には他の地区コミュニティ会議のような体制を目指していきたいと考えています。 

花館地区コミュニティ会議から川を渡る梵天の時に助成があるという話がありましたが、大

曲地区コミュニティ会議にも同じように補助金はでてきるが、綱引き自体にも同じ補助金が

出ているので、活用は難しいです。川を渡る梵天は市の補助金が出ておらず、地区コミュニ

ティ会議が賄っている状況であるので、大曲とは違っています。大曲地区コミュニティ会議

もこれから頑張っていきますので、そこのところはご理解いただきたいと思います。 

 

〇山崎委員 

 大曲は町内が６０あります。これをまとめていくのは非常に難しい。役員が同じ気持ちに

なって一緒に考えていかないといけないと思っています。動く人というふうにしていきたい

と思います。私、大曲という街について何で盛り上がらないのかと考えた時に、自分の個人

的な意見ですが、駅前のロータリー、街を走る駅からの一方通行の道、これが問題だと思い

ます。夏祭り、秋祭りをやるときに橋の近くまで大々的に人が集まってくれるような環境作

りをするべきと考えていて一方通行はやめた方がいいと思います。２点目としては、前回の

会議で市長が出席してバスの問題を意見を出させていただきましたが、自分今福祉の方に関

わっていまして、大曲と、角間川方面とは全く違うと思います。街部はタクシーで 1,000円
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かからず医療機関にも買い物にもいけるのに、ちょっと大曲の街中に行くのも何千円てかか

るんです。なので一律にはいかず、現場をしっかり把握して考えて行かなくてはいけない。

福祉的な目線でいくと、医者に通っている老人は薬漬けになっている。どれを飲めばいいか

理解できていない。それくらい薬が多くて、家の中一杯になっています。市としても余計な

お金が出ているのではないかと感じています。薬剤師に聞くと６種類以上の薬は同時に飲ん

では駄目と一般的に言われている話している。そこらへんも今後の課題だなと感じています。 

それから仙北市、美郷町、大仙市で大きなプロジェクトを組んで１０年とか２０年とか長期

的なプロジェクトを３年くらいで組み、他県から大仙市に来る、海外から大仙市に来るとい

った誘客を実施するべきだと思う。玉川をもっと活かす必要があると思います。春のサクラ

マス、夏の鮎、秋の鮭などを利用して、施設を作り、歩道も変え、年に２回咲く桜を植える。

四ツ屋周辺の農地が空いているので、特産物の野菜を作ってもらい、川の駅を作って対応し

ていくべきではないだろうかと考えていました。１０５号線に農協の施設があるが、先行き

が危ないというほど、人がいない。商品が高い。コンビニも撤退し、なおさら、鮭やサクラ

マス、あとどじょうですね。どじょうをやって失敗した人が角館方面にいるんですが。玉川

の水は刈和野まで、雄物川の水、玉川の水の二本立てで流れている。そこで採れる魚は泥臭

いものと泥臭くないものがあります。玉川の水は泥臭くない。どじょうが泥臭くない。土地

がすばらしいので、環境を整えてバトンタッチし、そこに誘致企業がくれば良いのではない

かという希望を持っています。それを若い世代にバトンタッチしていけるような体制づくり

をしていく必要があると思う。なぜこだわるかというと、前に丸子川を全部蓋をして無料の

駐車場を作る話をして市も含めてプロジェクトを作り、毎朝月曜日に朝ご飯を食べながら打

合せを行ったんですが、一言でボツになった。これ以上、市民に迷惑をかけられないからや

めましょうという一言で駄目になったなんです。それが３年経ったらあの時の資料、議事録

ありませんか、と来たから憤りを感じて怒鳴って断ったんですが。今のままではどんどん衰

退していくと想像されるんです。今のイベントを中心になってやっている若者が燃えるよう

なまちづくりに取り組んでいけるような環境づくりを行っていきたいと思っています。 

 

〇佐藤委員 

地域振興計画の中に社会福祉協議会が市立病院等のエリアに入っていてとなっているが、

今は違うと思ったのと、大曲新人音楽祭の記載があるのでうまくないのではと思い発言しま

した。 

 

〇田口課長 

２７年度に作成したもので、３１年度の総合計画の見直しとともに、直すことになってい

ます。 

 

〇会長 

続きまして、議題の４にうつります。 

 ヒカリオまるしぇについて事務局より説明をお願いいたします。 
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〇事務局 

 【資料に基づき「ヒカリオまるしぇ」について説明】 

 

〇会長 

  実は、２回目の実行委員会で余目の三浦会長が全会一致で会長に決まったのですが、そ

の後に体調のことで病院に行ったらドクターストップがかかり、急遽第３回目に選び直し

て私がなったところです。去年の地域協議会と大仙市でやっていた内容ですが、いつまで

も市が主導してやるべきではないということから、今年から民間の方を入れて実行委員会

でやってきました。今回は予算的なところは市だが、内容については実行委員会で考えて、

予算的に足りない部分は出店料をどうするか、といったように実行委員が考えてやってい

くという考えのもとでやっています。去年やった人、今年から新しい人が役割をもってや

ってくれているので、去年の内容との摺り合わせがまだできていない状況であり、そこら

辺が課題だと思っています。いずれ実行委員会に入ってくれた方々は出店者だけではなく、

副会長が床屋さん、保育士さんがいたり、地域のことをやりたいという強い意識を持って

いる方々が入っていて、独特の考え方が入っています。その方々の熱意といったものを束

ねていき、物事を進めていくのが、我々とまちづくり課の二人がたがの引き締めを毎回や

っている状況です。第３回目から会長に引っ張り出されてしまったところです。 

 民間主導に切り替えていく産みの苦しみは今回は在ると思う。この後当日に至るため、い 

ろんなものを輸送する手段だとか、ボランティアでできるのかなど、どのような方から協

力を得ていくかなどこれから煮詰めて行く必要があります。先ほど部長からも話がありま

したが、もしからすると地域協議会委員からも協力をもらう可能性があります。もし可能

であれば民間移行の年としてご協力をお願いします。民間の人たちの良い意見をまとめて

いきたいと思っています。 

 

〇佐藤委員 

  私は、広報制作班にかかわっていて、まちづくり課から離れたやり方をしていると感じ

ています。今時の若い人たちのものの進め方、ネット等で夜中もやりとりしているようで

その熱さが伝わってきています。余計な口出しをせず、見守っていきたいと思っています。

もしかすると、地域協議会で今のやり方を説明したときは全員一致で賛成するかはわかり

ませんが、面白いやり方でやろうとしているのを応援していきたいと考えています。昨年

度のようにそれぞれにお手伝いをお願いしなければいけない場面もあると思いますが、そ

の際はよろしくお願いいたします。 

 

〇会長 

  今、ブレーンストーミングでいろいろなやりたいことが出てきたところで、それをもと

に何をやっていくかこれから決めていくことになります。 
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〇佐藤委員 

  実行委員会としてフェイスブックを立ち上げ、実行委員会の様子を上げていると思うの

でぜひ見ていただきたいと思います。 

 

〇事務局 

  三浦さん、柴田さんが個人のフェイスブックで上げている状況です。 

 

〇佐藤委員 

  これからどんどん更新するようなので、ぜひ見てみてください。 

 

〇会長 

そういうことでよろしくお願いします。 

その他に移ります。事務局よりお願いします。 

 

〇事務局 

  ４月の地域協議会の日程ですが、４月１８日（火）午後６時から市役所３階大会議室で

開催します。４月の第一回目は地域枠予算の申請が多いと思います。資料がぎりぎりにな

る可能性がありますので、ご了承くださるようお願いいたします。  

 

〇会長 

ほかにございませんか。ないようですので、本日は会議はこれで閉じたいと思います。 

大変長時間お疲れ様でした。 

 

 

（午後 ８時 ００分 閉会） 
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