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（午後 ４時００分 開会） 

○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、ただ今から平成３０年度第３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。 

 

○藤井会長 

  【会長あいさつ】 

 

○事務局（高山副主幹） 

  続きまして、五十嵐企画部長からあいさつ申し上げます。 

 

○五十嵐企画部長 

  【企画部長あいさつ】 

 

○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。 

① 次第 

② 委員名簿 

③ 資料№１：地域枠予算申請一覧 

④ 資料№２：ヒカリオまるしぇについて 

⑤ 資料№３：地域公共交通の再構築について 

⑥ 資料№４：地域予算枠の変更について 

 

以上でございます。 

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、藤井会長にお願いいたします。 

 

○藤井会長 

  それでは、会議を始めます。 

 本日、齋藤委員、佐々木浩委員、高橋委員、遠田委員、戸嶋委員、丸谷委員から欠席の届

けが出されております。 

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

させていただきます。 

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、佐藤久美子委員と、佐々木良悦

委員にお願いいたします。 
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○藤井会長 

  続きまして、議題の２に移ります。 

地域予算の申請についてでありますが、今回、市民主導型の事業２件の申請があり、委員

の皆様には事前に資料を郵送させていただいております。応募番号第１番の大曲農都協議

会は昨年に引き続き２回目の申請になっておりますが、昨年の申請事業と内容が異なって

いるため、申請団体より事業内容の説明をいただくこととしております。また、応募番号

２番の角間川ラバーズは新規申請のため、申請団体より説明をいただきます。 

それでは応募番号１番の「大曲農都協議会」より説明お願いします。 

 

○大曲農都協議会判田会長・事務局照井さん 

 

【資料№１－１に基づき事業内容について説明】 

 

○藤井会長 

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。 

 

○佐藤委員 

参加するのが東北学院大学の学生が１０人と国際教養大学の学生が１５人なのですけれ

ども、東北学院大学の学生さんは、菅江真澄を研究しているゼミの方なのですか。 

 

○大曲農都協議会（照井さん） 

ゼミは、地域の活性化・まちづくりを勉強されている学生です。 

 

○佐藤委員 

そうなのですね。その学生たちは５，０００円の参加料金で秋田までの交通費と宿泊費

と花火観賞がついてくるわけですよね。 

 

○大曲農都協議会（照井さん） 

そうですね。交通費といたしましては、２０歳の学生の方ですので、自家用車で来てい

ただいて、こちらのほうで負担するのは宿泊費と花火の観賞です。 

 

○佐藤委員 

でも、旅行会社がはいって委託料がかかりますよね。 

 

○大曲農都協議会（照井さん） 

それに関しましては、国際教養大学で９月から新しい留学生が入ってくるのですけれど

も、そういう学生を１５人程度募集する予定です。留学生で日本語が通じないので、英語

で募集しなければならないというところもあります。以前から使わせていただいているト



－4－ 

  

ラベル・デザインという会社なのですけれども、そちらにお願いしながら、募集をかけて

いただいて、当日来たときには、日本語通訳もしていただくというふうに考えております。 

 

○佐藤委員 

トラベル・デザインというのは秋田の須田さんがやっているところですか。 

 

○大曲農都協議会（照井さん） 

須崎さん、ですね。はい。 

 

○佐藤委員 

わかりました。 

 

○藤井会長 

ほかにございませんか。 

 

○柴田委員 

はい。この事業に異議があるわけではないのですが、ここに、東北学院大と国際教養大

の学生さんを募集するっていうのは、なにか地元としてゆかりがあるのでしょうか。 

 

○大曲農都協議会（照井さん） 

今も申し上げたのですが、以前からこういうような活動をしてきまして、そのなかで東

北学院大学ではゼミの教授と１０年ほどの付き合いがあります。また、国際教養大学では、

須崎社長とも３、４年前からインバウンドということでお付き合いがありまして、ぜひ若

い学生に、ちょうど東北学院大学では２０歳の学生を予定しています。国際教養大の方で

は募集をかけるので２０歳から３０歳くらいの主にヨーロッパの方からの学生の方が主な

のですけれども、そういう人たちを対象に考えております。 

 

○藤井会長 

ほかにございませんか。はい。山崎委員。 

 

○山崎委員 

やることに関しては、非常によろしいかと思うのですが、２点だけお願いがございます。

直接的に関係ないかもしれませんが、この時期、マムシと蜂は前もって下調べをしてから

実施した方が良いのじゃないかなと思います。蜂が非常に多くいて巣を組んでいます。花

火を見せるにしても、軒下に巣を組んでおりますので、そこらへんは大きい蜂が土の中に

もぐっているというのもありますので、そこの２点だけは前もって気を遣っていただいて、

事故のないようにやっていただけばよろしいのじゃないかな、と思います。 
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○大曲農都協議会（照井さん） 

わかりました。十分気を付けて取り組んで行きたいと思います。 

 

○藤井会長 

皆さん、ほかにございませんか。なければ私から１点。昨年の９月の地域枠予算の申請

で、農都協議会さんと角間川の中町賑わい創設協議会の予算の申請が出て、採択されてい

るのですけれども、中町賑わい創設協議会さんが、本郷家を見ていただきながら、余目で

ピザ体験をした学生さんも東北学院大学の学生さんでしたよね。その時に農都協議会さん

は同じ時の申請で、月の出羽路の三十三間堂をヒカリオでやるということで申請なさって

いますよね。今回それが一緒になっての内容の申請で、それから、今日もう一件の角間川

ラバーズさんは角間川の最上家を使って、油谷のコレクションの展示という形で申請がで

ています。内容が似たようなことが農都協議会さんの方で今回が一緒になって、中町賑わ

い創設協議会の申請がなくなって、角間川ラバーズという形で最上家の公開という形で出

ているんですけれども、こういう３つの団体の内容が重なったり離れたりしているような

形なのですけれども、実は私、去年余目で中町にぎわいの方と偶然余目で出会いまして、

ちょうど東北学院大学の先生とも名刺交換させていただきましたんですよ。それが中町か

ら農都協議会さんということは、どういった繋がりなのでしょうか。 

 

○大曲農都協議会（照井さん） 

団体といたしましては別々ですが、去年中町のほうで申請したものは、本郷家の改修が

本格的になりまして、ちょうど特別公開が始まった時だったのですね。角間川の方で、本

郷家を中心とした中町を、角間川の新しいスポットとして売り出したい、と。つきまして

は、やはり次の世代のことを考えまして、若い人たちに見てもらって情報発信してもらう

のがいいのではないか、ということでやらせていただきました。 

 

○藤井会長 

それも、東北学院大学の学生さんは本郷家をご覧になられたのですよね。 

 

○大曲農都協議会（照井さん） 

東北学院大の同じ教授から１年先輩の学生の方と台湾やベトナムからきている留学生の

方からご見学していただきました。 

 

○藤井会長 

実は去年の申請はどちらも照井さんが事務担当でいらっしゃいましたよね。 

東北学院大学の方のツアーが今回は農都協議会のほうに移ったという・・・。 
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○大曲農都協議会（判田会長） 

移ったといいますか、農都協議会では、設立当時から都市との交流で、活性化したいと

いうことで活動しています。その中で、２０年から活動を始めていますけれども、東北学

院大の教授とはその当時から交流がありまして、正直な話、予算の関係もありまして、と

いうのは、東北学院大学からある程度人数をまとめて呼ぶとなりますと、費用負担がかな

り伴うわけですよ。実際に留学生と学生の方２０人くらいでバスを貸し切るとなりますと、

バス代で３０万をこえる費用が掛かるわけです。去年は羽後交通のライナー号、仙台から

のバスを使わせていただいて、それで往復７，０００円ほどの旅費がかかりました。今回

は、自己負担する能力がないので、東北学院大学の学生さんには自家用車で来ていただい

て、国際教養大学の学生さんには、マイクロバスで来ていただきます。それである程度は

地域枠の予算内で消化できるのではないか、ということで、今回、農都協議会のほうで申

請させていただいた次第です。 

 

○藤井会長 

改めて考えて、大仙市を広く発信するためには、例えば、いい企画でしたら参加者を公

募するとか、毎年同じところではなく、いろんなところから公募するほうが目標達成のた

めには必要なんじゃないかなと感じたのですが、どうお考えですか。 

 

○大曲農都協議会（判田会長） 

実はこちらでそれも考えておりました。ただ、予算の中でやるとすれば、どうしても人

数は限定しなければならないということ、それから新聞なり公募するとすれば、たくさん

の方が応募すると思います。ただ、我々は今の若い人たちに秋田や大曲のことを知ってい

ただく、仙台のほうから来ていただくというのが、情報発信していただくというのが有利

ではないか、地元の方に地元のことを PRするよりも外国の交流人口を多くして、できるだ

け大曲に交流人口を増やしたいというのが今回の活動目的で、地元の方たちはある程度の

ＰＲはできますけれども、外からの売り込み、外から来てもらうということが交流の一番

の原点だと思いますので、今回は限られた予算ということもありまして、こういうことに

なりました。 

 

○藤井会長 

継続するとすれば、たとえば、東北各県の大学と協力するとか秋田県以外でも公募する

という方法があるのではないかなという感じがしました。もし、今後継続するのであれば

考えていただければなあと思います。 

 

○大曲農都協議会（照井さん） 

はい。わかりました。 
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○藤井会長 

ほかにありますか。ないようなので説明は以上になります。お疲れ様でした。 

 

○農都協議会（判田会長・照井さん） 

  はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

○藤井会長 

次に応募番号２番、「角間川ラバーズ」より説明をお願いいたします。 

 

○角間川ラバーズ 鎌田会長・齊藤実行委員長 

【資料№１－２に基づき事業内容について説明】 

 

○藤井会長 

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。 

 

○佐藤委員 

おもてなしなのですが、初めからふるまいとお考えだったのでしょうか。１人３００円

でお茶とお菓子のセットですよね。なにかお代をもらうということは考えなかったので 

しょうか。 

 

○齋藤実行委員長 

もちろん考えましたが、今回はまず家を知っていただくのが目的ですので、ふるまいに

いたしました。来ていただいてふるまってその場所を楽しんでもらう。今後後々の検討と

してはありますが、今回はふるまいとして考えました。 

 

○佐藤委員 

今回はふるまうけども、続けていくとおっしゃいましたよね。２回目はどうしますか。 

 

○齋藤実行委員長 

今回いろいろな種類のお茶をふるまうのですけれども、これは試験的に行いたいと思っ

ております。お客さんの反応を見て、どういった飲食が合うのか、そういったものも確か

めていくため、ふるまいたいと思っております。それを踏まえて、次はどうしていくかを

決めていきたいと思っております。 

 

○佐藤委員 

わかりました。 
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○藤井会長 

ほかにございませんか。 

 

○山崎委員 

すみません。自分は中にはいったことはないのですが、今こう回覧されている写真を見

ますと、壊れているっていうか汚いっていうか、人を呼べるようなところではないと思う

のですよね。これは自分の認識不足ですけれども、市の指定の建物か何かですか。 

 

○鎌田会長 

市の指定は受けておりません。ただ。三年後に国指定を受ける予定で動いております。

そのために、民間が動かないとうまくないというようなことで、我々も一念発起して、最

上家というものを認識してもらうために、今回こういう風にして動いております。たまた

ま、昨年までおばあ様が１人暮らしだったんですが、息子さんが神奈川県におります。私

と学年が２つ後輩の人間だったので、彼と春先から協議して文化財保護課等との折衝もあ

るようですが、相談に乗られましたので、こういった形で今回実施の運びになりました。 

 

○山崎委員 

計画は結構ですが、あまりにもみすぼらしいという風に目に移りました。自分も角間川

地域は詳しいのでよくわかるのですけれども、中にまったく入ったことがないのですよ。  

そういう計画があるほど、小奇麗にしたほうがいいと思います。そこら辺は市の窓口なり、

お金出してくれるかは別として。 

 

○鎌田会長 

おっしゃる通りだと思います。実際は入ってみますと、老人の一人暮らしだったもので

すから、１階はそれなりになっていますけれども、２階はかなり老朽化して古い感じを受

けましたが、掃除をすれば、それなりの形になる、というか、我々ラバーズとしては、北

島家等、２年前からいろいろやった経緯を考えますと、北島家に比べれば、人がつい最近

まで住んでいた家庭ですので、そういう心配は人間の手でなんとかなると思います。だん

だん、人が住まなくなってしまうと、かえって老朽化が激しくなるので、ひとが頻繁に出

入りする環境を早く作るためにこの活動があると私は認識しております。 

十分な回答になってないですけれど、なかはそれほど汚くないです。ここのお屋敷のす

ばらしさは、外から見た景観と、後ろから見た景観が、私の言葉で行きますと本郷家は別

格として、北島家・荒川家に劣らず素晴らしい景観を持っていますので、見るだけでも価

値があります。そういうことです。 

だから人に来ていただき、見ていただきたいのです。 
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○藤井会長 

ほかにありませんか。 

私も、昨年の本郷家の御三家公開の時に見せていただきまして。実はそのとき去年の本

郷家の時は中町賑わい創出協議会の鈴木正俊商店さんの方から申請いただいてあるのです

が、そこの団体と、角間川ラバーズさんの関係はありますか。関係なくはないと思うので

すが、別の団体ですか。 

 

○鎌田会長 

はい。中町という角間川の一つの町内の人たちが、地主の屋敷の町内が中町なので、そ

ういう意味でのそういう活動を始めたのだと思います。 

 

○藤井会長 

なるほど。申請の一覧を見ますと、平成二八年に申請されましたので、ちょうど二年目

ですね。 

 

○鎌田会長 

ラバーズは二年前ですね。 

 

○本間委員 

中町協議会はどちらかというと商店街の方々が作った団体ですので、活性化協議会とは

少し離れていると思いますけれども、ラバーズさんは商店街とは関係なくって、個人の意

思で、角間川を活性化しようという方々の集まりなので、中町協議会さんとは別の団体で

すね。 

２年前に北島家を使って落語会をしました。その時は一切費用がなかったので、１人 

あたり１５００円集めて活動費に。 

 

○藤井会長 

それがラバーズさんですね。 

自己資金が５９,０００円の負担であれば、協賛もなく、会員の皆さんで出されるのです

ね。 

 

○鎌田会長 

会則では、会費と寄付という言葉を使っております。 

 

○藤井会長 

自己資金１万円の団体もあるのですが、自分達の中で自己資金を持ってまで地域おこし

をやられるのはすばらしいですね。ぜひとも、五日間のうちにお邪魔させていただきたい

です。 
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ほかにありませんか。なければ説明の方以上で終了させていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

○角間川ラバーズ 

  どうもありがとうございました。 

 

○藤井会長 

以上、合わせて２件の説明をいただきましたので、ただ今より協議してまいりたいと思

います。最初に応募番号１番、「大曲農都協議会」からの申請についてはいかがでしょうか。 

なければ、承認の可否を確認します。 

 

【全員挙手】 

全員と認めます。承認にします 

 

○藤井会長 

続きまして、「角間川ラバーズ」さんからの申請事業についてはいかがでしょうか。 

なければ承認の可否を確認します。 

 

【全員挙手】 

それでは全員承認ということで。ありがとうございました。 

以上で、地域枠予算の申請事業に関する協議を終了します。 

続きまして、議題の３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。 

 

○事務局（村上主席主査） 

【資料２に基づきヒカリオまるしぇについて説明】 

 

○藤井会長 

ただいま事務局より説明がありました。皆様より、質問、ご意見等ありましたらご発言

お願いします。 

 

○本間委員 

今回のヒカリオまるしぇですけども、すごく沢山の人がきて、大成功だったと思います。

出店数も増えて、実際、店を出す方々もだんだん積極的になってきていると思います。 

方向性としては、あくまでも、地域協議会が関わっていくのか、それとも徐々に実行委員

会から我々が抜けていくのか、将来的にどういう方向にしていくべきか、という所なので

すが、どういう風な考えでしょうか。 
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○五十嵐企画部長 

本来であれば、民間の方で、先ほど実績の話もありましたが、実行委員会の方で、やれ

る方がやっていかなければいけない、地域活性とか、交流という面では、やはり民間の方

や実行委員でしていくべきなのかなと思います。個人的な話、こういったイベントをやっ

ていただくのはやはり、民間、個人いわゆる実行委員の集合体でやって行ければなあ、と

いう思いがございます。それで、地域協議会との役割を考えてみますと、地域枠予算を使

っていくというところでは、お願いしていかなければというところで、地域協議会の予算

があるからどうというところではなくて、実行委員そのものは自らがやって、出店料なん

かいただいて、やっていかなければできない事業なのではないかなと思います。なんでも

市の予算があるからやるのではなくて、地域の方で賄いながらボランティア的にやってい

って、みなさんが面白く楽しく集まれるし参加できるというスタイルを望んでやっていか

なければできないのかなと、役所としても、そういった姿を求めていかなければできない

のかなと、まぁきれいごとになってしまうんですけれども、私も個人的にはだいぶ好きな

イベントなので、私なら自分が出店して、ある程度利益にもつながって皆さんを楽しませ

ていけたらなと思っているイベントであります。これが今後どう進むかは別として、理想

は理想で追っていかなければ、できないところもあろうかと思いますので、いつかのタイ

ミングで皆さんに渡しながらやっていかなければいけないイベントの一つだと思っており

ます。 

 

○藤井会長 

実は今回昨年と変わって、実行委員には一般の人にも入ってもらったねらいはそこでも

ございまして、ずっと去年からヒカリオでのイベントに行ってみて、どういった形で運営

しているのか見ているのですが、ヒカリオまるしぇの二週間後にわかじぇファーマーズで

やったのですが、ブースが二つ位しかなくて、わかじぇファーマーズの人も出店者に入っ

ている人も今回の出店者に入っているのですが、中仙のトマトジュース、南外の恋ベリー

をやっている方とか、ほかのイベントに出ている方も反省会に来てくださった。わかじぇ

ファーマーズに出ている方も、仲間があまり多くないので、今回出店し、色々な人と交流

して、反省会に来て輪になって話をしていましたけれど、お互いにものをきっかけにして

交流して、そういう人達でイベントを起こしてもらう方向を作りたいなと思い、今回は途

中から実行委員を増やしていったのですよ。できる限り多くの人を巻き込んでいって、そ

の人たちで輪ができて、今度は自主的に運営するようになってもらいたいな、というひと

つのねらいで、今回は実行委員会を運営していきました。そういう人たちも交流があって、

とくにほっぺの人達もあちこちに出していて、いろんなイベントに積極的に出ていきたい

という話をしていましたので、人の輪ができていくと、わかじぇファーマーズでテント２

つ位でやっている人たちにも、さらに声をかけていけば、もっと増やした規模でできるの

かもしれないし、その手助けをするということと、呼び水にしていくということがこの地

域協議会と市で共催しているひとつのねらいだと思うんです。だからそういう方向でいろ

いろなものをやっていくべきではないかと考えています。 
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委員の皆さんもそれについて、意見がありましたら。なければヒカリオまるしぇじゃなく、

ほかの事でも結構ですので。ゆかたの着付けをなさった成田さんどうですか。 

 

○成田さん 

浴衣の着付けは、もう少し人数が少なくても成功でないかな、と思いました。でも意外

に多く来てくださって、そしてこれを機会にタンスの肥やしにしていたのを、出してきて

一家で親子で楽しむのも聞いていましたので、これでわたしたちが皆さんとこうやって、

やっているのが伝わってきたのかな、うれしいなと思いました。私は二階から下を見てい

ましたけれども、結構人数が行き交うのを見て、大曲にもこのくらい人が集まる場所があ

るのかなと思って、こういうのは何回もありましたが、年に１回ではなあ…と思いました

けれども、私たちからすれば負担でしたけれども、片づけとか準備が大変でしたので、市

民の皆さんがこうやって集まって楽しくやれるところがあるっていうのが、私たちが一番

うれしかったことではないかなと思います。 

 

○藤井会長 

今回のやった中で、人気があったのはやはり浴衣のあれっていうのはヒカリオでやるイ

ベントのなかで趣を変えたという効果があったと思うのですよ。昔の夏のお盆の各地のお

祭りだと、ああいう姿で歩いたのが今はほとんど見ることのない。ああいう姿を見てなつ

かしいとおっしゃる方が今回非常に多かったのですね。だからそういう形でひとつの地域

おこしみたいな感じで、あの浴衣の体験も佐藤副会長が藤間先生との話し合いの中で途中

から出てきたのですよ。最初の計画ではなかったし。それからヒカリオの氷のオブジェも、

実行委員の話の中からでてきた話で。色んな人が入ってもらって実行委員会を作っていろ

んな意見から出たものを取り入れたものが成功するんですね。固定観念から離れたところ

で。割と好評だった。やっぱりそういうことが大事なんだと思います。今回そう感じまし

た。 

 

続きまして、議題の４にうつります。 

地域公共交通の再構築について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局（川原主任） 

【資料№３に基づき地域公共交通の再構築について説明】 

 

○藤井会長 

ただいま事務局よりご説明がありました。 

皆様より、質問、ご意見等ありましたらご発言お願いします。 

 

○打川委員 

こちらに書いてある通りなのですけれども、路線バスがなくなったっていうことで、今
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は乗合タクシーを利用する高齢者の方たちが多いのですが、乗降する場所が決まっていて、

基本的にはそこからの乗り降りで、そこに行くまでは自宅から決められた場所まで手押し

車や杖をつきながらいかなければいけないという状態です。いずれできたら、みなさん高

齢になってくると事故があるときに思うのはある程度の年齢になったら運転は控えてもら

ったほうがいいという思いが多々あるので、そういう方たちのために過疎地域は色々考え

ていただければありがたいと思いました。 

 

○藤井会長 

乗り合いタクシーでなく、普通のタクシーも各利用者宅まで送迎してもらいたいという

ことですか。 

 

○打川委員 

そうですね。乗り合いタクシーっていう形もいいのですけど、場所が決まっているので

すよ。だんだん顔見知りになってくると、自分の家の前で下してくれることもあるかもし

れませんけど、基本的にはそこの場所で乗ってそこの場所で降りるバスの停留所的な感覚

であるんですけれども、やはりほんとの一人暮らしの高齢者ってなったら、病院には行か

なきゃいけない、でもそこまで歩いていくのも大変だ、雨が降ったらどうしよう、雪がす

ごかったらやっぱりいけないよなってなると思うので、今思っているのは、申し込んだ方

たちが自分のうちまで来ていただいて、そこまで送っていただければいいんじゃないかな

と思っています。 

 

○熊谷委員 

自分の家族に、大正生まれの祖父と祖母がおりまして、両方９０後半なのですけれども、

祖父のほうは昨年まで車の運転をしていて、家族としてはやめてもらいたくて、ずっと 

言っていたのですが、昨年病気とけがを機に車を運転するのをやめたのですけれども、こ

の地域に循環バスとか乗り合いタクシーとか素晴らしいシステムで、回ってはいるのです

けれども、自分が車を運転しなくなった途端に、外に出なくなってしまったのですね。現

状のシステムは大変すばらしいと思うのですけれども、そこでおばあさんが外に出てタク

シーやらバスやら使わなくなったかと考えてみたのです。自分自身の体が弱くなって、外

に出れないのもあるのですが、単純にこのシステムを知らない人は知らなかったり、使い

やすいシステムになりきれているのかどうか、言及してしまえばきりがない部分ではある

と思うんですが、少しでもそういう方々に知っていただくような仕組み、使いやすい仕組

みを行ってすすめていただきたいというのが今現状での希望です。 

 

○佐々木良悦委員 

この表にも書いてある通りですけれども、まったく不勉強なもので、地域公共交通を利

用したこともなければ聞いたこともないということですが、絶対必要なことだとは考えて

おります。ただ、おそらく予算の増額はないと思いますけど、割振りの仕方で利用状況を
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変えていくとか考える必要があるとは思っています。うちの家族の実態を申しますと、杖

をついて歩いているおばあちゃんがいます。現在、うちの家内がいて、一生懸命送り迎え

をして病院に行っているわけですけれども、実際は、よたよたになれば地域公共交通を利

用するのは非常に難しい、その場所にも行けないのは確かなことです。かと言ってそれを

全部拾いあげるのは到底不可能ですので、やはり最大公約数をどこに置くのかということ

も考えながら、やっていかないと大変なこととは思います。あとは、小さい子供たちが守

るべき大人にいたずらされたり、危害を加えられたりしていますので、スクールバスを運

行しているところでも、それまでの通学路があるわけですので、その目配りなどもする雰

囲気などももっと協働していかなければいけないなと思います。以上です。 

 

○藤井会長 

ありがとうございます。それでは、佐藤委員。 

 

○佐藤委員 

ここに書いてある通りなのですが、一生懸命頑張って細かいところまでやっているなあ

という印象ですので、これからは予算を使わないような方法を考えていけたらいいと思い

ます。すごいお金がかかりますでしょ？隅々まで車を走らせるってことは。そういうこと

をもう少し考えていったらいいと思うのと、私の住んでいる大花町では、公共交通がなく

て、できれば駅東のほうに循環バスも何か別のルートがあればいいんじゃないかと思いま

す。 

 

○藤井会長 

はい。それでは、柴田議員。 

 

○柴田議員 

わたしの住んでいるところは藤木地区なのですが、乗り合いタクシーが利用できる場所

とできない場所があります。それで、乗り合いタクシーを利用できる場所であっても路線

が大曲の方にだけ利用できるということで、主治医が角間川のお医者さんであるという高

齢者の方が結構います。その場合、大曲のお医者さんにかかっているわけではないので、

角間川の方に行きます。家族構成やらいろんな状況をわかっていただいて、高齢者になっ

ているとすれば、認知症もかかってきていますし、いろんな相談にも乗っていただけるの

で、今までかかっているお医者さんに行きたいとすれば、乗り合いタクシーは利用できま

せん。それで、個人でタクシーを呼ぶか、家族が休んで時間調整しながらお医者さんに連

れて行っているという状態だったので、できればお医者さんに行く場合であれば、乗り合

いタクシーを利用できればいいなあという利用者からのお話がありましたので、ここに載

せてみました。それから、同じバス停があっても、乗り合いタクシーが利用できるのでは

ないかという場所もあります。というのは、バス停すごく遠くて、乗り合いタクシーを利

用できる集落の方がそのバス停に近いという実情がありますので、例えば、バス停から何
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キロ離れているとかは乗り合いタクシーを利用できる区間に入れてもらえないでしょうか

という要望がありましたので、ここに書かせていただきました。以上です。 

 

○藤井会長 

続きまして、成田さん。 

 

○成田さん 

駅から発車する循環バスについてなのですが、高校生に話したら、夏は降りて自転車で

行くことはできるけども、冬が１電車早く来て歩いていくという話をしていました。循環

バスが今、時間的に奥羽線の上り、下りに合わないという話をしておりまして、歩けばい

いんだけれども、吹雪の時は乗りたいなあという話をしていました。それから、乗り合い

タクシーで来て病院に来るとき厚生医療センターで降りて、またそこから駅東のところに

ある個人の病院に来て、そこで診察してもらってみんなと集まる厚生医療センターまでは

自分でタクシーを個人で払って、そこで集合して、帰るという話をしておりましたので、

一人暮らしだと年金、国民年金は大体決まっていますよね、医者に行くためにタクシーを

利用するそうです。そのタクシー代が食費より多いということで大変困って、何人か集ま

って、乗り合いタクシーみたいなのがあれば、厚生医療センターに行くにも病院方面に行

くにもいいんじゃないかなという話もしていました。というのは、循環バスにも乗れない、

一人暮らしで体が弱いとどうしてもタクシーが必要なので、それでタクシー会社の社長さ

んと話す機会があって、何十歳以上だと１％ほど安くしてくださるそうですけれども、そ

れを利用しても、お金が大変だという話もしていました。それから、ですけども冬場、循

環バスを利用したことがあるのですけれども、どこの停留所でも雪がいっぱいで、どこに

立って待っていればいいかということで、聞きましたら、いつもバスが来る道路のところ

に出て待っていると言われました。除雪はどこと契約しているのでしょうか。それがわか

らないので書かせていただきました。 

 

○本間委員 

公共交通というのは、行政の関係者の方がいろいろ考え、努力してくださった結果だと

思います。最善だとは思いますけれど、やはり費用の負担には限界があるもので、そこを

解決していかなければならないとは思いますが、もし現状で利用者が増えれば増えるほど

赤字も増えていくという状況だとすれば、やはりバランスを考えていかなければならない

と思います。それと、経費の面で限界があるとすれば、発想を変えて、公共交通だけに頼

っているのはあまりうまくないのではと思いますけれども、じゃあどうすればいいかなと

いうことになりますけれども、白タク行為が禁止されていますから、一般の方が地域の方

を病院に連れて行くというのはなかなか難しいこととは思いますが、なんとかしてそのよ

うに地域の人たちで協力して、公共交通に近いものにしていくことはできないのかなと、

ほかの県や地域でそういったことをやっている地域がないのかなと思うのですが、一般の

方を巻き込んでやるというのは絶対無理なのかと考えているのですが、もしそういったと
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ころがクリアできるのであれば、そういった方法も考えていければいいのかなと思ってい

ます。 

 

○山崎委員 

皆さんとは離れているような意見を出しますけれども、まず、１番大事なことは交通網、

乗る車種は別にして、交通の道路に致命的なものが、自分は大曲に住んでいますけれど、

駅前から一方通行なのですよ。逆行ができないのですよね。だから、お金はかかるかもし

れませんが、道幅を広げて、駅前のロータリーをバスが通れるようにしてやれば根本的に

大きく違ってくるはずなのですね。それから、国交省の指針を見たり色々調べたりしたの

だけれども、一番の問題は人がいない、人口が減っているというところです。じゃあ人口

を減らさないためにはどうすればいいのかっていうことを考えていかなければならないと

思います。正直、役所の人たちだけでやろうとしても絶対できないし、その逆の民間だけ

でやろうとしてもできない。でもそういう動きがあまりない。私が今ここで提案したいの

は、協議会をより徹底してやるべきだということです。私が調べた範囲では、ご意見いた

だいた話の中で、全国各地でやっているのですが、事例を見ますと、大仙でもできるもの

があるのではないかという感じで読み取りました。私の意見としては、まずは協議会を設

置した方がいいのではないかという意見です。今までの流れとはまた別にして、各方面の

いろいろな人たちを集わせながらやるべきではないかと思います。私たちは団塊の頭の人

間ですので、私たちが免許証を戻さなければならないときは大変な世の中になるのではな

いかというような心配をしています。だから、ただ手続きとか、既存の体系の手段にとら

われずに、議論と協議をしていくのが１番望ましいのではないかと。それで最終的に検討

していただける機関があれば、できるのではないかと思います。やはり１番の根本的な問

題は企業が少ない。これを何とかして、４００人なり５００人なり雇用するような企業を

誘致する必要性があるのではないかと思います。これをすべて市の方で対応すべきだとい

う投げかけではなくて、民間も含め対応すればいいのではないかと考えます。 

 

○藤井会長 

はい、ありがとうございました。 

わたしも９０代と８０代後半の両親がまだ生きているので、車も福祉カーで助手席が下が

ってそこに車いすでくればすぐ乗れるという車で医者に行くときは送り迎えしていますけ

れども、やはり色々な福祉関係の集まりでも、乗り合いタクシーでも停留所までいけない

という人が多くなってきているのですから、循環バスその他も必要なことではありますが、

やはり循環タクシーをもっと柔軟に活用するというのが手短にできる改善だと思います。

あと当然、今の公共交通自体も、東口のほうの人口が増えてきたので、考えていったらよ

いと思います。あとやはり農村部、私も乗り合いタクシーが走っている中央路線から離れ

た地域なのでわかりますが、田舎であればあるほど車に頼って生活をしているので、自分

の免許証があるうちは、乗り合いタクシーにはどのような手続きがあって、どこに停留所

があって、というのを意識していないお年寄りが多いので、いざとなって利用しなければ
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いけなくなった時、わからない人がいるのではないかなと。確かに色々なシステムを考え

るけれども、その告知が大事ではないかなと。それも合わせて乗り合いタクシーを活用し

ていけば、確かに費用は乗れば乗るほどかかるけれど、利用しなくてもかかる公共交通機

関もあるし、それよりだったら、利用されて初めて費用が掛かるものを利用してもらった

ほうが今の段階では方向性としては身近と考えます。 

 

○事務局（川原主任） 

今質問がありましたので答えさせていただくと、成田委員からの除雪の関係なのですが

循環バスは、今はシルバー人材センターに委託しておりまして、冬期間の停留所のところ

から、すぐ乗れるようにそこの部分だけの間口除雪という感じになっています。だから今

後豪雪になるようでしたら、さらに除雪できないかというところも含めて検討していきた

いです。 

 

○成田委員 

停留所から。 

 

○事務局（川原主任） 

そうですね、道路に出るところの通路を設けるというか。 

 

○成田委員 

一番ひどいのはテクノスクールの近くの屋根つきの停留所ありますよね、山になって絶

対入れないようになっています。 

 

○事務局（高山副主幹） 

あそこは除雪した雪がたまっていって、道路が狭くなると、奥まっているので、そこま

で入れない状態になってしまいます。停留所はその手前にあるので、その部分だけ除雪を

して人がいられる部分だけ確保してもらっているという。 

 

○成田委員 

人が入れるように、意外と年寄りの人がいるみたいなので。 

 

○事務局（高山副主幹） 

わかりました。雪の状況もありますが、お願いしてみたいと思います。 

 

○事務局（川原主任） 

本間委員からもありました、地域の住民の方々による運送ができないかというご意見 

だったのですが、横手市狙半内地域の例がよく取り上げられるのですが、普通バスなどを 

走らせる際には免許が必要になるのですが、免許は市で取得して運転手だけ地域に委託す
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るという形をとっています。また、ほかの自治体では、住民同士で運送をやるということで、

許可を得れば、それに対する助成をするなどの取り組みもあるようですので、検討できない

かというのも含めて、再構築の中で協議していければと思っています。ほかにも駅東の循環

バスや、角間川から藤木など町中へ出てくるだけでなく、地域内の移動ですとか、自宅まで

迎えに行けないか、玄関から玄関まで、という移動ができないかというのも考えましたので、

お聞きした内容も含めまして、地域協議会の意見書としてとりまとめていきますので、改め

て皆さんのほうに内容をご確認いただきまして、再度協議していただければと思います。そ

の際はどうかよろしくお願いします。 

 

○藤井会長 

ありがとうございました。続きまして、議題の５にうつります。地域枠予算の変更につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（高山副主幹） 

【資料４に基づき地域予算枠の変更について説明】 

 

○藤井会長 

ただ今事務局より説明がありました。皆様より、質問、ご意見等ありましたらご発言お

願いします。 

 

○打川委員 

支出科目の食糧費が対象外という食糧費は、先ほど角間川ラバーズさんの申請で、食糧

費・スタッフへのお弁当となっているのですが、これはどのようなことですか。 

 

○事務局（高山副主幹） 

今の角間川ラバーズさんの申請に関しては、地域緊急型とは別の内容となっていますの

で、そのルールで行くと食糧費は申請額の十分の一まで可能、となっておりますので、そ

の範囲内で申請をいただいたということですが、よろしいですか。 

 

○藤井会長 

  あの、地域緊急型に関してですよね。食糧費が対象外というのは。 

 

○事務局（高山副主幹） 

食糧費のこの規定は、地域緊急型の支出科目として、食糧費は対象外です、という決め

方をした、と。 

 

○藤井会長 

  いわゆる行政主導型に通じるものという、その地域緊急型は。 
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○事務局（高山副主幹） 

この地域緊急型は新たにできた類型ということで、そのルールが食糧費は対象外と定め

たということです。今までの類型について、特段変更はございませんので、よろしくお願

いいたします。 

   

○藤井会長 

ほかにございませんか。今はまだなくてもこの次に気が付かれたことがありましたら、

次回のその他の時でもおっしゃっていただければ、と思います。 

 

○山崎委員 

赤字で作られている箇所は変更になったと。 

 

○事務局（高山副主幹） 

そうですね。赤字の部分は変更になったということです。 

 

○藤井会長 

これはあくまでも行政サイドのほうから提案があるものですね。 

 

○事務局（高山副主幹） 

そうですね。どちらかというとそういう内容です。 

 

○藤井会長 

地域枠予算を使って行政主導で緊急にやるというものについての規定を設けた、という

ことですね。 

 

○事務局（高山副主幹） 

そうですね。はい。 

 

○藤井会長 

ご協議いただきありがとうございました。 

本日の議題については以上です。続きまして、次第の５番のその他にうつります。事務

局からお願いいたします。 

 

○事務局（村上主席主査） 

次回の地域協議会の開催についてですが、日程といたしましては、１１月２０日火曜日

を予定しております。時間と場所はいつもの通りに戻しまして、午後６時から、大仙市役

所３階大会議室で行います。前回の地域協議会でご提案いただきまして、２週間ほど前に、

資料と通知を送るという形を次回からとらせていただきます。今回は研修が一緒にありま
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したので、１か月前に通知させていただいて、資料は直前という形になりましたが、次回

からは通知と資料を２週間前に送らせていただきたいと思います。事務局からは以上です。 

 

○藤井会長 

ほかに委員の皆さんからなにかありませんか。 

なければ、これをもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。長時間にわたり

ご苦労様でした。 

 

 

（午後 ５時 ５０分 閉会） 
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