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■日  時：令和２年９月２５日（金）午後６時 

 

■会  場：大仙市役所３階大会議室 
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 佐 藤  芳 紀 
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福 原  勝 人（企画部長）      田口  美和子（まちづくり課長）    

山信田  恭弘（まちづくり課参事）  高 山  知 洋（まちづくり課主幹）     

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 部長あいさつ 

   ４ 議  題 

   （１）会議録署名委員の指名 

（２）地域協議会の協議テーマについて 

   ５ 説  明 

    （１）地域枠予算の活用事業について 

（２）地域の魅力再発見事業について 

５ そ の 他 

６ 閉  会 
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（午後 ６時 開会） 

 

○事務局(高山主幹) 

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、ただ今から令和２年度第２回大曲地域協議会を始めさせていただ

きます。 

   はじめに、熊谷会長よりごあいさつをお願いします。 

 

 

○熊谷公会長（以下、会長と表記） 

  皆さま、お晩でございます。 

  本日は、雨の天気でありますけれども、皆さんお集まりいただきましてありがとうござ

います。 

  コロナが流行りはじめまして、しばらく経ちますけれども、なかなか終息を見ないまま、

ここ何が月も過ぎている状況であります。体調管理、感染予防対策は勿論ですが、皆さん

の仕事などにも影響が出ていることと思いますが、やはりここは頑張ってと言うしかない

のですが、頭を使って、乗り越えて、また街が発展するように努力していただきたいと思

います。 

  今日の協議内容についても、街を良くするためのものに繋がると思いますので、皆さん

の忌憚のないご意見をお願いしたいと思います。 

  本日は、よろしくお願いいたします 

 

 

○事務局(高山主幹) 

ありがとうございました。 

続きまして、福原企画部長がご挨拶申し上げます。 

 

 

〇福原企画部長（以下、企画部長と表記） 

  改めまして、皆さまお晩でございます。 

  開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

  本日は、天気の荒れているところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。 

  第１回の会議から、約３カ月が経過しております。前回の会議では、地域協議会の役割

について、市の基本的な施政方針ですとか、こういったものにご意見をいただく、あるい

は、地域固有の課題の掘り起し、また、課題に対する地域住民との協働による解決策など

を役割とさせていただきたいということをご説明させていただいております。 
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  本日は、あらかじめ皆さんからいただいた地域課題に対するご提案やご意見を基にしま

して、今年度において取り組むテーマを絞り込んでいただく予定としております。より、

この地域の特化したテーマを、あるいは、この地域がモデルとなって、全市に波及できる

ようなテーマであっていただければありがたいというように考えております。 

  大仙市の全ての地域を隅々まで元気にしたい、また、市民の皆さまが住み良さを実感し

て、将来に希望が持てるより良い街にしたい、というのが老松市長の思いであります。 

  昨今の、想定を超える大雨、あるいは新型コロナウイルス感染症などによりまして、私

共の生活そのもののあり方の変容を求められる中にありましても、地域の元気や住み良さ

を変わらず追求して参りたいと存じておりますので、どうかご協力を賜りますことをお願

いいたしまして、ごあいさつに代えさせていただきます。 

  本日は、よろしくお願いいたします。 

 

 

〇事務局(高山主幹) 

  それでは、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】 

・次第  

・配席図・配席図  

・グループ協議シート 

【事前配布資料】 

・資料NO.１ 地域課題協議テーマ提案まとめ 

・資料NO.２ 令和２年度地域枠予算活用事業一覧 

・資料NO.３ 地域の魅力再発見事業 

 

 

〇事務局(高山主幹) 

 それでは、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、熊谷会長にお願いします。 

 

 

〇会長 

それでは、会議をはじめます。 

先ほど、佐藤芳紀委員から欠席の届出がされまして、本日は出席委員は１３名となってお

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、後藤仁美委員と戸嶋真紀子委員

 にお願いいたします。 

続きまして、議題の２の「地域協議会の協議テーマについて」を議題といたします。 

 事務局から、説明をお願いします。 

 

 

〇事務局(山信田参事) 

  それでは、私の方から説明をさせていただきます。 

 

【資料に基づき説明】 

 

 

〇会長 

ただいま事務局より説明がありました。 

本日は、資料にありますように、提案された課題の中から、協議会で協議するテーマを

決めるというものになります。 

  協議の方法は、事務局提案でよろしいでしょうか。 

 

 まずは、このグループで協議を進めてみたいと思います。グループごとに１・２件選ん

でいただきまして、全体で２件程度に絞り込んでいきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

  協議の方は、今から３０分位時間をとりたいと思いますので６時４０分を目途にお願い

いたします。 

 最後にクループごとに結果を報告していただきたいと思いますので、はじめに、どなた

か進行役と報告していただける方を決めていただきたいと思います。 

 それでは、協議に入っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【グルーブ協議】 

 

 

○会長 

  時間となりましたが、よろしいでしょうか。 

  決まったところだけでも結構ですので、各グループから報告をしていただきます。 

  はじめにＡグループからお願いします。 
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〇根田朋子委員 

私たちＡグループは、沢山の意見が出たのですが、多かった意見として２つ挙げてみま

した。 

まず１つが、施策②の３、はなび・アムと周辺の取り組みについて、それから③の２番、

大仙市民増大の一考察ということで２つ挙げられたのですが、いろいろ話していく中で、

やはり大仙市民増大の一考察というのが、話題が尽きなかったです。 

何故かと言いますと、大仙市民を増やすのは今がチャンスなのではないかという話にな

りました。それは、現在のコロナ禍の中で、都会で暮らす意味を考えた時に、秋田、その

中の大仙市を選んでもらうチャンスになってくるのではないかというのがあります。また、

それだけではなく、増やすためには、他の提案にあった婚活だったり、世代間交流だった

りですとか、そういったところに繋がっていくのではないかという意見が多かったです。 

もう一つの意見が、はなび・アムと周辺の取り組みだったのですが、こちらも、せっか

く良い建物ですし素晴らしい建物ではあるのですが、なんとなく勿体ないのではないかと。

今後ここが大仙市の拠点として、何かひとつ大きなポイントになってくるのではないかと

思いました。これもまた、世代間交流に繋がっていくのではないかということで、いろい

ろな意見が紐付けされているのですが、この中でテーマを選ぶとすると、私たちのグルー

プでは、この２つが挙げられました。 

以上です。 

 

 

○会長 

  はい。ありがとうございました。 

  続きまして、Ｂグループからお願いします。 

 

 

○後藤仁美委員 

  私たちのグループの中では、まず施策の①の１の生活弱者への救済で、高齢者の方の意

見を聞く場だったり、気軽にお付き合いのできる環境というのが、今、減ってきていると

いう現状がありまして、近所付き合いだったり、病院に入院するときに身元引受人が居な

かったりとか、そういったときに、秋田市では身元引受の仕事があったりするそうで、大

仙市でも、地域のつながりが出来ることで、気軽にそういったことも頼めるような、頼れ

る人材づくりということが、もう少し必要なのではないかという意見が出ました。 

  あと、施策の柱⑤の１ですが、最近は災害が多いです。秋田は災害が少ないように感じ

ますけれども、今はいつ災害が起きてもおかしくないという現状があります。町内毎に、

災害に備える対策をとられているところもあるそうなんですけれども、もう少し強化した

いということで選びました。ちょっとづつ掻い摘んで繋げるとすると、高齢の方は一人暮

らしが多いんですけれども、私も家族と暮らしていると、大雨が降ると心配だったりする

ので、一人暮らしの方は、もっと不安が大きいのかなと思います。災害が起きた時に、ど
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うしたらいいのかという不安を少しでも取り除くために、例えば、はなび・アムとか周辺

で、災害に備えるイベントを開催したりして、地域の人達の繋がりを創ったりすることも

良いのではないかという話が出ました。 

  ただ、いつもイベントをやると、一番の悩みどころが何時も来る人が同じというのがあ

りまして、絶対に足を運んでいないであろう、外に気軽に足を運ぶことができない人を、

どう巻き込んで、地域の人達との繋がりを作って行くのかということが問題として挙げら

れるという意見が出ました。災害というのは、皆さん一人ひとりが気にかけていることだ

と思うので、そういうことをテーマに何かできれば良いという意見が出ました。 

  以上です。 

 

 

○会長 

  はい。ありがとうございます。 

  続きまして、Ｃグループの方からお願いします。 

 

 

○生田目マキ子委員 

  Ｃグループは、施策①の３番の、地区住民の地域活動への参加と、③の１、観光資源を

活用したバスの運行についてというテーマについて話し合いました。 

  地域住民の活動への参加では、ここに例がありますが、内小友地区で認知症カフェとい

うものを立ち上げました。これは地域住民のボランティアで行っているものですが、立ち

上げにあたっては、東北福祉大学の方から色々と勉強させていただきまして、仙台と内小

友とは違いますので、そこに合ったやり方ということを考えながら、地域住民が集えると

ころということで、始めたところです。私たちの住んでいるのは田舎ですので、ここから

出かけるということが大変難しいので、地域内に１ヶ月に１回でも集まるところがあれば

良いなということで、もし私たちが上手くいけば、他でもこのようなカフェを立ち上げた

ら、もっと楽しくなるのではないかと思います。カフェのこだわりとして、１００円でお

いしいコーヒーとお菓子が食べられることと、認知症の不安なども解決できるような相談

を受けていただく人達も居て、誰でも参加できると思います。 

  観光資源を活用したバスの運行については、なかなか市の方とタイアップしないと進ん

でいかないのですが、もう少し皆が活用しやすいように進めば良いなという話し合いがさ

れました。 

 

 

○会長 

  はい。ありがとうございました。 

  ただいま、それぞれのグループの方から報告をしていただきました。 
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【グループ報告】 

   Ａグループ：施策②－３ はなび・アムと周辺の取り組みについて 

施策③－２ 大仙市民増大の一考察 

Ｂグループ：施策①－１ 生活弱者への救済施策 

施策⑤－１ 災害に備える防災対策 

Ｃグループ：施策①－３ 地区住民の地域活動への参加 

施策③－１ 観光資源を活用したバスの運行について 

 

  以上６つのテーマが出されました。 

  ご報告いただいた６つの課題から、次回以降協議するテーマを２件くらいに絞りたいと

思いますので、皆さんにお伺いしたいと思います。 

  各グループのプレゼンを聞きまして、改めて我々地域協議会が協議したいとするテーマ

をお聞きしたいと思いますので、１人１回づつ挙手をお願いしたいと思います。 

 

  【テーマごとに挙手を求める】 

施策①－１ 生活弱者への救済施策    ０人 

施策①－３ 地区住民の地域活動への参加   ６人 

  施策②－３ はなび・アムと周辺の取り組みについて ５人 

施策③－１ 観光資源を活用したバスの運行について ０人 

施策③－２ 大仙市民増大の一考察    １人 

施策⑤－１ 災害に備える防災対策    ０人 

 

  ありがとうございました。 

  それでは、施策①の３の地区住民の地域活動への参加、並びに、施策②の３、はなび・

アムと周辺の取り組みについて、この２つを地域協議会の協議テーマとしたいのですが、

皆さまよろしいでしょうか。 

 

【全会一致】 

 

  ありがとうございました。 

 ただいまご承認をいただきましたので、次回は、これをテーマに大曲地域にとって効率

的な解決策などについて、皆さんに協議をお願いしたいと思います。 

以上で、議題２の地域協議会の協議テーマについてを終了します。 

 

次に次第５の報告にうつります。 

はじめに、１の地域枠予算の活用状況について、事務局より説明をお願いします。 

 



－8－ 

 

〇事務局(山信田参事) 

事務局からご説明いたします。 

 

【資料に基づき説明】 

○佐々木浩委員 

  ちょっといいですか。 

１２番のＷＥＳＴフェスタはやるんですか。 

 

 

〇事務局(山信田参事) 

こちらの事業は、大川西根地区コミュニティ会議から６月１２日に申請された事業であ

りまして１０月１１日の開催を予定している事業になります。 

 

 

○佐々木浩委員 

  これは中止になりました。 

 

 

〇事務局(山信田参事) 

分かりました。 

こちらでは、まだ中止の連絡は受けておりませんので、確認させていただきます。 

本日の会議資料は、申請の基づいた内容となっております。特に今年は新型コロナウイ

ルスの影響で、主催者の方でも色々と実施に向けた対策をとっていただいております。最

終的には、実績に応じた補助金額、支援額となりますので、ご了承いただきたいと思いま

す。 

 

  【説明つづき】 

 

 

○会長 

  ただいま事務局より、地域枠予算の活用状況について報告がありましたが、他に、何か

ございませんか。 

 

 なければ、２の地域の魅力再発見事業についてにうつります。事務局より説明をお願いし

ます。 
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〇事務局(高山主幹) 

  まちづくり課の高山です。よろしくお願いします。 

  それでは資料ＮＯ．３をご覧いただきたいと思います。 

 

  【資料に基づき説明】 

 

 

○会長 

  ただいま事務局より、報告がありましたが、何かございませんか。 

 

  ないようですので、次第５の報告を終了いたします。 

 本日の議題等については以上であります。 

  続きまして、次第の６番の「その他」にうつります。事務局からお願いします。 

 

 

〇事務局(山信田参事) 

はい。 

私の方から事務連絡になります。次回、第３回地域協議会の開催予定日になります。 

１１月２０日（金）午後６時からの開催を予定しております。正式には開催通知を送付

させていただきますが、日程調整をお願いしたいと思います。 

案件は、本日承認されたテーマについての協議を予定しておりますので、よろしくお願

いします。 

以上です。 

 

 

○会長 

他に委員の皆さんから何かありませんか。 

 

 

○戸嶋真紀子委員 

  先ほど、協議のテーマのところで、はなび・アムと周辺の取り組みについてというこ

とで決まりましたけれども、人数の割合から決まってしまったようで、大変申し訳ない気

持ちでいるのですが、はなび・アムを拠点として大仙市全域にＰＲが出来るようなことを

皆で話をしていけたらいいと思いました。 
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○会長 

  はい。ありがとうございます。 

  そうですね。今回ちょっと人数の関係もありまして、意見の割れ方が不平等な部

分もありましたので、まず今回このように決まりましたので、ただ今の意見も含め

ました形で協議していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

  他に何かありますでしょうか。 

 

 

  なければ、これを持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 ７時 ４分 閉会） 
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