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■日  時：令和２年１１月２０日（金）午後６時 

 

■会  場：大仙市役所３階大会議室 
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成 田  麗 子、 松 塚  孝 治 

■欠席委員：４名 

 鎌 田  俊、 佐 々 木  浩、 佐 藤  純 也、 三 浦  隆 吾 

■出席職員：４名 

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）地域課題協議について 

   ５ 説  明 

    （１）地域枠予算の活用事業について 

（２）地域公共交通計画の概要について 

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３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、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

  新型コロナウイルスが、また流行ってまいりました。流行りだしてから、企業や個人、

また、行政がいろいろと対策をしてきて、何とか収まってきたなと思ったところに、第３

波が襲来のような形になってきております。まだ、身近なところに感染者がいないという

言い方も変なんですけれども、地方に広まっているという状況でありますので、いつ自分

とか周りの人がなってもおかしくない状況であります。どうか感染防止対策をしっかりや

っていただいて、皆さんも気を付けていただきたいと思います。 

  さて、前回は地域協議会で話し合うテーマについて、グループディスカッションという

形で行っていただきました。自分も不慣れな部分もあり、実際は不安な部分があったわけ

ですけれども、実際にやってみると皆さん本当に活発な意見を出し合って、大変良いグル

ープディスカッションではなかったかなと思います。本日は、前回の続きの協議となって

おりますので、皆さん忌憚のないご意見を出し合って、良い会議にしていただければと思

います。 

本日は、どうかよろしくお願いします。 

 

 

○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） 

  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、皆様お忙しいところをご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

  前回の会議では、ただいま会長がおっしゃったとおり、地域課題の絞り込みということ

で行っていただきました。今回から、その課題解決などについて具体的に協議をしていた
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だきたいと考えております。なお、前回多少強引な決め方になってしまったかもしれませ

ん。事務局といたしましても大変申し訳なく思っているところでございます。ただ、今期

の地域協議会は、この２つの課題の取り組みだけで終わるということではございませんの

で、この後、皆様の任期中のスケジュールなどについて、説明申し上げたいと思っており

ますが、更なる課題の掘り起こしも予定しておりますので、どうかご了承いただきたいと

考えております。また、課題に対する協議会のアプローチ手法などについても、本日はご

協議をお願いしたいというように考えております。 

  委員の皆様におかれましては、様々な問題意識を持たれて、この場に参加していただい

ていると存じております。次回は、任命権者であります老松市長がこの場に参りまして、

市長の思いなどを皆さんにお話しさせていただいて、時間が許せば意見交換などもしてい

ただければと考えております。それも踏まえていただきまして、協議会活動についてお考

えいただければ幸いに存じます。 

  以上、報告方々、ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

本日は、どうか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  

委員名簿・配席図 

資料NO.１ 大曲地域協議会自主審議テーマ 

参考.１ 令和２年度第２回地域協議会会議録抜粋 

参考.２ 大曲地域協議会地域課題審議の流れ（例） 

資料NO.２ 令和２年度地域枠予算活用事業一覧 

資料NO.３ 第４期交通計画の概要（案） 

 

 

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、鎌田俊委員、佐々木浩委員、三浦隆吾委員、佐藤純也委員から欠席の届出がさ
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れまして、本日の出席委員は１０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。 

 

  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、根田朋子委員と生田目マキ子委

員にお願いいたします。 

続きまして、２の地域課題協議についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

〇事務局(山信田参事) 

 

【資料に基づき説明】 

 

１ 協議テーマについて 

①地域住民の地域活動への参加 

②はなび・アムと周辺の取り組み 

 

 ２ 協議の流れについて 

   最終的に「地域住民と協働で取り組んでいくものは何か」という結論を出

す必要があり次を提案。 

  ①テーマの決定 

  ②テーマの審議 

  ③意見集約 

 

 ３ 協議の方法について 

   委員任期３年であること及び今回のテーマ以外にも取り組める課題の協議

をお願いしたいことから、グループ協議を提案。 

  ①２つのグループで１つのテーマを協議 

  ②グループ協議の結果を報告 

  ③全体で意見交換 

  ④意見交換を踏まえて再度グループ協議 

  ⑤意見集約 

 

「課題の洗い出し」「解決策の検討」「実践」が達成されていれば、進め方に

決まりはなく、委員のやりやすい形で行うことが可能となっているためご検討い
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ただきたい。 

 

 

〇会長 

はい。ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明にもありましたとおり、前回のテーマを決める際に、

ちょっとあまり議論もせずにシンプルに、自分の性格もあって多数決で決めてし

まったこともありました。やはり重要なことですので、議論が必要だったかとお

もいまして、一旦は２つのテーマ、一つ目が「地域住民の地域活動への参加」、

２つ目が「はなび・アムと周辺の取り組み」、この２つのテーマということで、

皆さんから多数決で決めていただいたんですけれども、本日から、この２つのテ

ーマについて議論していただくことでよろしいか、またはテーマの決め方につい

て議論をしたいなど、何かご意見のある方がおりましたらお願いしたいと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

 

根田委員何かありませんか。 

 

 

〇根田朋子委員 

  このままで大丈夫です。 

 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございます。 

  松塚委員、この２つのテーマでいかがでしょうか。 

 

 

〇松塚孝治委員 

  前回の資料から見まして、他にも課題はあるのですが、この２つでいいと思い

ます。 

 

 

〇会長 

  よろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。 

  前回の反省も踏まえまして、今回からしっかり議論をしていただきながら進め
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ていきたいと思いますので、皆さんもご遠慮なく挙手にてご意見をいただければ

と思いますのでよろしくお願いします。 

  それでは、テーマの確認ができましたので、この２つのテーマを協議すること

とします。協議の方法ですが、事務局からは２つのグループで、それぞれ１つの

テーマを担当して協議を進めては如何かということでありましたが、これについ

て皆さんからご意見やご提案などお願いしたいと思います。 

  

 佐藤芳紀委員はいかがですか。 

 

 

〇佐藤芳紀委員 

  前回欠席したので流れがよく分からなくて、流れは皆さんにお願いします。 

 

 

〇会長 

  分かりました。ありがとうございます。 

   

  柴田委員はいかがですか。 

 

 

〇柴田裕子委員 

  前回は、それぞれのグループで話し合った結果を報告して、皆さんから挙手し

ていただいてテーマを決めたので、議論が無かったというイメージではありませ

んでした。結構活発な議論はされたと思いますので、今回もグループに分かれて

協議してもらって、それを報告してもらい、皆さんから意見を頂戴するという形

でいいのではないかと思います。 

 

 

〇会長 

ありがとうございます。 

実際、前回グループ協議を行ったわけですけれども、大変活発な意見交換がさ

れたと思いますし、今のご意見もありますので、今回もグループにて協議をする

ことといたします。 

次に、進め方になりますけれども、先ほど説明がありましたとおり、まず各グ

ループで審議したものを報告していただいて意見交換を行いまして、これを踏ま

えて再度グループで審議して、全体に報告するということですが、こちらは皆さ
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んいかがでしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

はい。ありがとうございます。 

そのような形で進めて行きたいと思います。 

では、グループを決めたいと思いますが、どのように分けたらよろしいでしょ

うか。 

ご提案などございましたらお願いします。 

 

後藤委員、グループの分け方について意見などありませんか。 

 

 

〇後藤仁美委員 

  この配置でもいいと思います。 

 

 

〇会長 

  他にご意見ありませんか。 

  今回、テーマが２つ決まっています。テーマの趣旨が違いますので、やりたい

テーマで協議してもらうということもできると思いますので、どちらがいいか皆

さんからご意見をいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

  はい、成田委員。 

 

〇成田麗子委員 

自分自身のことを考えれば、自分で提案したテーマということもありますので

希望する方の協議に参加させていただきたいと思います。 

 

 

〇会長 

  はい。 

  皆さんどうでしょうか。 

 

 

〇後藤仁美委員 

  やりたいテーマを挙手して選んでもらった方がいいと思います。 
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〇会長 

  それでは、やりたいテーマの方に挙手をしていただいて、グループ分けをした

いと思います。 

  人数に偏りがあった場合、調整をさせていただくことがあるかもしれませんけ

れども、そこはご了承いただければと思います。 

それでは、一つ目のテーマ「地域住民の地域活動への参加」を希望する方は挙

手をお願いします。 

 

【挙手】 

 

４名ですね。 

ありがとうございます。 

 

つづきまして「はなび・アムと周辺の取り組み」を協議したいという方は挙手

をお願いします。 

 

【挙手】 

 

４名です。 

ありがとうございます。 

ちょうど４名ずつになりました。 

それでは、こちらに「地域住民の地域活動への参加」を協議するＡグループ、

奥が「はなび・アムと周辺の取り組み」を協議するＢグループとさせていただき

ます。 

すみませんが、席札をお持ちいただいて移動をお願いします。 

 

【席替え】 

 

協議を始める前に、事務局から説明をお願いしたいともいます。 

 

 

〇事務局（山信田参事） 

 

  【物品の配布及び説明】 
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〇会長 

  それでは、これからグループでの協議を開始していただきたいと思います。 

今回もグループ内で、進行役と報告していただく方を決めてから、協議に入っ

てください。 

時間の方は、３０分ほどとりたいと思いますので、７時までお願いしたいと思

います。 

足りない場合は延長しますので、よろしくお願いします。 

 

【グループ協議】 

 

 

〇会長 

  時間となりましたが、よろしいでしょうか。 

では、もう少し延長したいと思います。 

７時１５分ころまでお願いします。 

 

【グループ協議】 

 

 

〇会長 

  時間となりました。 

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。 

 

 

〇佐藤芳紀委員 

  私たちのグループは、「地域住民の地域活動への参加」ということで協議をし

ました。 

  皆さん同じような意見でしたけれども、出されたのが、地域活動はいろいろ行

われていますが、やはり継続することの難しさというのが挙げられました。私は

四ツ屋地区なんですけれども、四ツ屋祭りは今年１１年目で、１回目から携わら

せていただいておりますけれども、自分を含めて、周りもそろそろ若い人たちに
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代わっていかないといけないと思っているのですが、なかなか次を引き継いでく

れる人が居ないとうことがあります。今の子供たちですとか保護者を見ていると

自分もでしたが、ある程度子供が成長すると、スポ少の方に向かってしまって、

地域活動に参加できなくなってくる時期が出てきます。なかなか参加できなくな

り、そこで途絶えてしまいます。そこから子供が中学、高校となるにつれ本当に

分からなくなっていってしまう。ある程度、保育園の時に関わりが生まれている

ので、いろいろと忙しくなるとは思うのですが、続けられたらいいと思っていま

す。 

 打開策としては、小さい子供を巻き込むことで、親の世代やおじいちゃんおば

あちゃんが参加できる活動ができるのではないかという話が出ました。新しく来

た人などへの声かけも必要になるわけですけれども、だれがやるかということに

なると、やはり地区の代表的な立場の人たちの力も必要になりますので、リーダ

ーを作っていけるような環境も大切だと思います。無理せずに、押し付けるよう

なことではなくできればいいのではないかという話になりました。 

  

 

〇会長 

ありがとうございました。 

次に、Ｂグループからお願いします。 

 

 

〇後藤仁美委員 

  それでは、Ｂグループの報告になります。 

テーマは「はなび・アムと周辺の取り組み」なんですが、この課題に書いてあ

る大曲クラブ跡地の利用方法、現在の小売店等のあり方、産業展示館の有効活用､

根本会館の有効活用、これを順番に議題に上げていったんですけれども、まずは

なび・アムがあります。そして産業展示館があります。そして、これを結び付け

る連絡通路というのがこの場では見つからなくて、もっと揉んでいかないといけ

ないという話になったのですが、産業展示館に付随している大曲クラブ跡地は、

今イベント開催や駐車場に利用されているということで、旧根本会館もこの産業

展示館に付随しているということが分かりました。はなび・アムは近代的で今私

たちに知られている場所で、産業展示館というのが過去、大仙市の歴史が詰まっ

ているところ。この産業展示館をもっと活性化するにはどうしたらいいかという

ところを話し合いました。対応策にある大曲の偉人や活躍した人たちとして４名

ほど名前が上がっているのですが、私は名前もどういう人なのかも分からないの

ですが、知っている方の話を聞くとすごく楽しいですし、今聞いただけでももっ
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と知りたいと思いました。それでも詳しく分からないので、これをもっと大人だ

けではなく子供たちにも分かるようにキャラクター化したりとか、案内人を立て

て説明をするツアーを組んだりすれば、話を聞いているだけでも面白いので、た

だ文章だけではなく、歩いて楽しい場所にするともっと良くなるのではないかと

いう話になりました。旧根本会館の中に最上源之助さんの旧家があるそうです。

その他にも鳥居も江戸時代に作られた素晴らしいものだったり、産業展示館に行

くことで、そういったことをもっと知ることができる、そういった仕組みが出来

れば、行ってみたいと思うのではないか。そして、行った後にはお土産が欲しく

なると思うのですが、今お土産には大仙市の特産物とか置いてあると思うんです

けれども、せっかく歴史を回った後には、榊田清兵衛さんとか最上源之助さんの

ことを知ったわけじゃないですか。そしたら、それに付随したもの、例えば榊田

せんべいを売ってみたり、最上源之助の最中を売ってみたりですとか、そういう

ものをお土産に使うといいますか、商品化すれば、今あるお土産屋さんや小売店

も売り上げがアップするのかなと思います。お土産も今は期間限定で置いている

んですけれども人件費などの問題もあるので、自動販売機にしてもいいのではな

いかという案も出ました。 

  大曲クラブの跡地の砂利部分について、行政ではどういう活用方法を検討して

いるかということが、私たちには分からなかったので、そこを知りたいという意

見も出ました。 

  以上です。 

 

 

〇会長 

  はい。 

  ありがとうございました。 

本来ですと、次はこの報告を受けまして、皆さんから、質疑や意見交換を行っ

ていただくわけですけれども、次の案件もありますので、本日の課題協議は、こ

こまでにしたいと思います。 

次回は、お互いに意見交換をしていただきまして、それを踏まえて再度グルー

プでの協議をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

以上で、議第２の「地域課題協議について」を終了します。 

 

次に、次第５の報告に移ります。 

初めに「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。 
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〇事務局（山信田参事） 

 

【資料に基づき説明】 

 

  ・申請状況 （件数）１５ （申請額）４，８５６，０９４円 

 

 

〇会長 

ただいま事務局より、報告がありましたが、皆さんの方から何かございません

か。 

 

 

〇松塚孝治委員 

これと違うかもしれませんけれども、大曲駅にピアノが置いてあるんですけれ

ども、この地域枠予算の中に入っているものではないのですか。 

 

 

〇田口まちづくり課長 

ピアノは地域枠予算とは別でして、廃校となった学校にあったピアノを活用す

るためのもので、市の事業として駅に置かせていただいたものになります。 

 

 

〇会長 

他にありませんか。 

なければ次に、「地域公共交通計画の概要について」事務局より、説明をお願

いします。 

 

 

〇事務局（高山主管） 

 

【資料に基づき説明】 

  

 （仮称）大仙市地域公共交通計画 

 ・目指すべき公共交通 

   市民の「利用しやすさ」「暮らしやすさ」を軸とした公共交通ネットワーク 
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 ・基本目標 ①他市町村との移動並びに拠点間の移動確保 

    ②自宅、最寄りの停留所から地域拠点への移動確保 

  ③交通システムの組み合わせによる移動確保 

  ④交通弱者が安心して利用できる制度構築 

 ・施策 ①地域拠点間の連携維持 

  ②地域拠点を核とした地域内支線交通の維持・導入 

  ③乗り継ぎ環境の向上 

  ④公共交通の魅力向上 

 ・年次計画  

実証運行を踏まえた年次計画の策定及び各交通システムの実施状況に応じた

見直しを実施 

 ・ＰＤＣＡ  

   目標値の達成状況を検証 

 

 

 

 

〇会長 

 事務局より報告がありました。 

皆さんから何かございませんか。 

 

なければ、次第５の報告を終了します。 

 

 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） 

事務局から、次回の協議会についてご連絡いたします。 

第４回目の大曲地域協議会ですが、現時点で来年の２月１２日、金曜日の開催

を予定しております。 

次回は、本日の続きの協議をお願いする訳ですけれども、本日のグループ報告

の内容がわかるように、会議録抜粋などの資料を事前に送付させていただきたい

と考えております。少し時間が空いてしまいますが、ご検討いただきたいと思い

ます。 
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〇会長 

事務局から次回開催日について話がありましたが、皆さんいかがでしょうか。 

この日程でよろしいですか。 

 

意見等ないようですので予定どおりの開催といたします。 

 

他に委員の皆さんから何かありませんか。 

 

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 ３５分 閉会） 

 

大曲地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。 
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