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（午後 ６時００分 開会） 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

  みなさん御晩でございます。花火大会が終わって、3 回目の協議会という事で、大変お

忙しい中、また疲れているところご出席していただき、誠にありがとうございました。ま

た今日もちょっと欠席者が何名かおります。今年の花火大会は 2 年続けて雨模様となって

しまいましたが、夜になると雨も上がって、それなりに良い花火大会でなかったかなと思

います。雨が降るといろいろと運営上の問題も出てきますので、そういった問題は来年に

向けて改善していきたいと考えているところであります。今年はそんなに問題はなかった

ですよね。会長も去年から変わって、だいぶ慣れてきたという事もありますでしょうし、

気温もそこまで上がらなかったので救急車の出動回数も去年の半分くらいだという事を聞

いていますので、それなりに良い花火大会でなかったかなと思っておるところです。いず

れ来年 90回大会という事になりますので、100周年に向けて一歩一歩進めていけたらと考

えているところであります。 

  それから、8月 4日から FMはなびという事で開設されています。皆さん聞いていますで

しょうか。やはり身近な情報が入ってくるという事で、聞いていて面白いと思いますので、

まだ聞いていない皆さんは是非聞いていただけたらなと思っております。花火大会が終わ

りますと各地域の運動会が始まりますので、これから忙しくなってくると思いますが、頑

張っていただけたらと思います。今年はだいぶ暑い夏でしたが、最近になって涼しくなっ

てきておりますので、体調管理、皆さん気を付けていただけたらと思っております。今日

も皆さんからご意見を頂戴したいと思っておりますので宜しくお願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

  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。はじめに次第、資料

No.1-1、資料 No.1-2、こちらは事前にお配りさせていただいております。資料 No.1-1 は

NPO法人フラワーデザイン普及協会の事業実績報告書、資料 No.1-2は地域枠予算申請一覧

表となっております。本日お配りいたしました資料 No.2、大仙市地域公共交通計画に係る

意見書について。資料 No.3が地域協議会地域枠予算に関する問題点・課題について。続き

まして参考資料。平成 26年度活動成果報告収支決算書。以上となっております。お手元に

ない場合はどうかお知らせいただけますようお願いします。よろしいでしょうか。ありが

とうございます。 

  それではこれからの進行につきましては、大仙市地域自治区設置条例の第 8 条、第 4 項

の規定により、齋藤会長にお願いします。 

 

 

○会長 

それでは会議を始めさせていただきます。本日は佐藤薫委員、松塚委員、三浦尚委員、

佐藤美智子委員、齋藤健太郎委員の 5 名から欠席の届出が出されております。委員の２分
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の１以上の方が出席されておりますのでこの会議は成立することを報告いたします。 

次に次第３。議題に入らせていただきます。会議録署名委員を指名します。会議録署名

委員は伊藤明子委員と本間委員にお願いします。宜しくお願いします。 

続きまして議題の２に移ります。地域枠予算の申請についてでありますが、前回 NPO法

人フラワーデザイン普及協会より申請がありました。高齢者のための生け花の創造と、そ

れを使っての体験と普及事業について、でございます。この案件につきましては実績報告

書の提出を条件に採択したいというところであります。この報告書につきまして事務局よ

り説明お願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【NPO法人フラワーデザイン普及協会の実績報告について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  ただいまの説明に対し、何かご意見・ご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょう

か。まず実績を出してもらって、それを条件にという事で前回採択したところであります。

なので、実績がこのように出ておりますので、どうでしょうか。よろしいでしょうか。な

いようなので、これを承認したということでお願いしたいと思います。 

  続きまして、今回Ⅲ型の継続事業の 1件の申請がありました。申請事業について事務局

より説明をお願いしたいと思います。 

  

○事務局（高橋主席主査） 

 【Ⅲ型事業、ミュージックサークル大仙の申請について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  以上説明していただきましたので、これより協議して参りたいと思います。ミュージッ

クサークル大仙からの申請については皆さんからのご意見・ご質問等いただきたいと思い

ます。何かありますか。よろしいでしょうか。継続事業という事で実績も出していただい

ていますので。よろしいでしょうか。それではミュージックサークル大仙の申請につきま

して賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

  はい。全員賛成です。以上で地域枠予算の申請に関する協議を終了いたしますが、前回

2つほど差し戻している案件について。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  前回、大曲薬膳の会、大曲農都協議会からの申請がございました。 

大曲薬膳の会につきましては、前回の地域協議会の後に団体の代表の方をお呼びいたし
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まして、地域協議会ではこのような内容でしたとお話をさせていただきました。実際に事

業を地域にどのような形で広めていくのか、具体的にいつ、どこで、誰を対象に、どれだ

けの人を集めてそのようなセミナーを開催するのかという風な内容を伝えてあります。そ

れから事業を行うことでどのような波及効果を期待するのか、また大曲地域枠予算を使っ

たこの事業が地域にどのように還元されていくのかといった部分についてもお話しており

ます。そのあと、薬膳の会ではそのことをもち帰りまして、団体の方で会議を開いたよう

であります。その結果、この地域協議会の話を加味して、もう一度事業申請をしたいとい

うことでしたが、なかなか団体の方で意見の調整を行うことができなくて、今回は見送り

たいというお話をいただいております。できれば次回の地域協議会、または来年度に入っ

てからの地域協議会で内容を詰めまして、もう一度チャレンジしたいという事をお聞きし

ております。 

  それから大曲農都協議会につきましても、同じように担当の方をお呼びしまして事業の

内容につきまして、どのような波及効果があるのか、継続性、前からの事業との関連性と

いう事でいろいろとお話をさせていただきました。その結果、前回申請した内容をもう少

し拡大して、地域の皆さんを巻き込んでやるのはなかなか難しいという風なお話がありま

した。なので、この事業については申請をしないという事をお伺いしております。以上で

ございます。 

 

○会長 

  この件についてはよろしいでしょうか。それでは地域枠予算の申請に関する協議を終了

したいと思います。 

  続きまして議題の３に移ります。大仙市地域公共交通計画に係る意見書についてであり

ます。事務局より説明お願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

 【大仙市地域公共交通計画に係る意見書について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  ただいま事務局より説明をしていただきました。ここに記載されているご意見の他に委

員の皆様よりご意見等頂戴したいと思います。委員の皆様からご意見を頂戴しましたが、

全員分頂戴しているわけではないので、是非頂戴したいと思います。これをまず分けてい

きますか。それではまず循環バスについて。いかがでしょうか。 

 

○富樫委員 

  循環バスについては、まず今、1路線を周遊するということで、1周するのに 40分くら

いかかります。私も何回か乗ったことありますが。今のバスの大きさを半分くらいにして。

どちらにせよ乗る人はそんなに多いわけではないので。乗る時間帯とかにもよりますが。

大きさを半分くらいにして 2台にして、交互に循環するような形にすれば、もっと利用者
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が多くなるのではないかなと思います。駅前に行きたい人が警察署の方を大きく回ってし

まうと、余計な時間を過ごしていることになってしまうので、そこら辺を考えていただけ

たらなと思うわけです。循環バスに関してはそうした方が利用者にとっては良いと思いま

す。料金に関しては、100円でも 200円でも、利用者はあまり小言を言っておりませんの

で、私は現状維持の 200円でも良いと、体験上感じております。以上です。 

 

○佐々木巌委員 

  これ利用客の客層というか、どういう地域の方々が利用しているのかということ。やは

り旧大曲市内の方が多いのでしょうか。 

 

○富樫委員 

  そうです。圧倒的に旧市内の方が多いようです。 

 

○佐々木巌委員 

  それでだいたい 1台につき、どれぐらいの人が利用しているのですか。 

 

○会長 

  はい。事務局。 

 

○事務局（佐々木主事） 

  公共交通の担当をしております佐々木と申します。循環バスの 1台当たりの 1便の運行

で乗っている方が、だいたい 4名程度となっております。それで年齢ですが、65歳以上の

方が 7割ぐらいとなっております。それでこの間実際にアンケートをしたことがあるので

すが、利用者の方にアンケートを取ったのですが、家から乗降所まで徒歩で何分かという

事を聞いたところ、5分以内の方が非常に多かった印象です。以上です。 

 

○佐々木巌委員 

  やはり循環バスをこれからも有効に利用していただくためには、利用者のアンケートは

非常に大事なものだと思います。利用者が 4、5名では費用対効果が全然得られないと思い

ますが、あくまでも市のサービス事業という事でやられていることだと思いますので、も

う少しアンケートというものを充実して意見をもう少し聞くようにしたら良いのかなと思

います。以上です。 

 

○会長 

  はい、佐藤委員。 

 

○佐藤久美子委員 

  高校生にも利用させたいという意見が出ていますが、電車を降りた高校生は朝早くて、7
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時 20分くらいから第１班、第２班と。だから循環バスに乗るような時間帯ではないです。

なので、循環バスを学生に合わせて早めると、何十人と乗るのでしょうが、天気が悪けれ

ば。しかし、高校生たちは結構歩いておりますので、もしかしたらバスには乗らないので

はないかなと思います。 

 

○佐々木巌委員 

  それはあくまでも意見だと思います。それからやはり学生からすれば、駅から歩いたり

自転車で来るときのコミュニケーションで大事な時間だとも思いますが。無理やり学生を

乗せるような体制となると、やはりクエスチョンマークになると思います。 

 

○会長 

  ４つの高校は苦にもならない距離だからね。冬場でも歩いてもそんなに。駅からだとす

るとそんなに苦にならない距離だと思います。それでも高校生をどうのこうのというのは

難しいと思います。 

 

○山崎委員 

  ちょっと確認したいのですが、今お話しがあったように、旧大曲市内だけの話ですよね。

これを廃止したらどのような問題が生じますか。 

 

○事務局（佐々木主事） 

市の公共交通に対する考え方として、公共交通空白地域というのを解決しようという考

え方があります。路線が廃止、例えば大曲地域で言えば路線バスの中山線という路線があ

ったのですが、そこが廃止になりました。そうなるとその地域で車の運転ができない人に

対して市でサービスをする必要があるのではないのかという考えから、代替交通という事

で乗合タクシーの中山線というのを走らせています。なので、基本的には廃止したままと

いう事はなくて、むしろ廃止になる前の藤木や角間川において空白地域はありますが、そ

こも解決に向けて取り組んでいるところです。循環バスも廃止になってしまうと、停留所

から何百メートルと空白地域と定義しておりますので、空白地域ができてしまいます。な

ので、市としては基本的に廃止をしないとしています。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  単純に考えますと、今利用している人が困るという事に直接的には繋がってくると思い

ます。 

 

○山崎委員 

  人口と利用者の比率からしたら、必ずしも平等でないという問題が生じますよね。他の

中仙や仙北といった地域がありますよね。その地域からしたらどうだろうかと。それから

もう１つ。この目的は買い物ですか。 
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○事務局（高橋まちづくり課長） 

  利用者の目的としては、病院、買い物というのが主流になると思いますが、循環バスは

目的別に使ってくださいというのではなくて、自由に乗っていただいてかまわないと考え

ております。たまに、観光というか、ちょっと乗ってみるという方もおられるようで。ま

た外から来た人にも問合せを受けることがあります。利用者がいる以上、簡単にやめると

いう事は難しいのかなと考えます。これが１日１人しか乗らないというのであれば、また

不用説というのも出てくると思いますが。現在はご利用くださいという形で進めていると

ころであります。 

 

○山崎委員 

  利用するバスというのは羽後交通ですよね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  車両そのものは羽後交通です。 

 

○山崎委員 

  沢山そういった業者さんがいる中で、画期的な意見をもっている業者さんもいると思う

ので、その辺調査してもらった方が良いのではないですか。羽後交通だけ、羽後交通の言

いなりというわけではないと思いますが。その辺ちょっと検討した方が良いと思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  まず基本的には、バスを所有している羽後交通の方に委託と。市の方で運行するバスに

ついては委託という形でお願いしています。さっさ山崎さんがおっしゃったように、ほか

の業者というのも０ではないので、話題に上がることもあります。なので、そのことにつ

いてはこれから調査・協議という形になっていくのかなと思います。 

 

○山崎委員 

  路線の権利というのが、ここでいうと羽後交通さんですけれど。完全にあるという事で。

むやみやたらに作ってはいけないという大義名分があります。相当厳しいらしいです。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  そうですね。厳しいです。並行して走ることもできませんし、停留所のところに他の乗

合タクシーの停留所を作るという事もできませんし。 

 

○山崎委員 

  その辺が矛盾しているわけですよ。私の方は営利企業だから、赤字でやめますと。それ

で誰かが走ろうとするとダメですと。矛盾している話で、私はいつもそう思います。それ
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は陸運局の関係で、法律でそうなっています。それが昔からある話です。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  なので、仮に乗合タクシーをやるにしても、例えばここにバス路線があって、こう走っ

てもいいけどここの近くは通らないようにという事なのですね。だからわりと不便といっ

たら言葉が悪いですが。 

 

○山崎委員 

  なので、よくある乗合タクシーの旅とかというやつは、ここでいう公共交通の乗合バス

があります。それは完全に路線から外れたところを走っています。 

 

○佐藤久美子委員 

  運賃は適正に考えられていると思います。循環バスだって乗合タクシーだって、まず予

算がありますでしょ。補助する予算というものが。それがふさわしいかですよね。その奥

にいる１人のためにそこまで走らせなければならないというのが市であるとすれば、それ

はどうしても仕方ないことで、それをどう工夫していくかだと思うので、とても難しいお

話だと思います。 

 

○藤井委員 

  確かに路線バスは営利企業なのである程度利益を出さなければいけないという事がある

と思いますが、路線の認可をもらっているバス会社としても、公共の役割を果たしている

という意味合いもあるので国もある程度の補助をしていると思います。それで、ここは全

然乗る人がいないのでやめてしまうという事になれば、地域にとってマイナスなので。こ

この循環バスだけで考えるのはやはり問題があるのかなと思います。 

 

○佐藤久美子委員 

  確か、国から補助をもらっているのですよね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  国から補助をもらっている路線もありますし、県からもらっている路線もあります。 

 

○佐藤久美子委員 

  そことうまく折り合いをつけているのかなと思います。 

 

○本間委員 

  ちょっといいですか。26年度の運行回数が 3580回。それから今も運行回数が増えてい

るようですが、それは利用者利便性に対して改善したということですか。 
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○事務局（佐々木主事） 

  回数を多くしたのは、26年の 5月に、はなちゃんルートという逆回りのルートを追加し

たので、前 8便だったのが 5便と 5便で、10便になったので。それで回数が増えています。

それで 1便当たり乗る人というのは若干減ってしまっていますが、全体的な利用者は増え

ているという状態です。 

 

○会長 

  あと全体的な話になってきたので、乗合タクシーについてはいかがですか。富樫さんど

うですか。 

 

○富樫委員 

  私は毎朝 7時から見守り隊をやっています。それで羽後交通で、かつてはドル箱路線と

言われた、大曲長信田線というのが続けて 2本返って来るのです。だって 3人くらいしか

乗ってないのですよ、雨降っても 5人くらい。それが、本当に利用者が利用する気がある

のかどうか。乗っている人を見ると毎回同じ人なのです。学生がそのうちの 3人くらい、

あとはご老人の方。たぶんこれは病院に行かれる方だと思います。困っていると言っても、

本当に困っているのかという事が疑問です。 

 

○会長 

  全体的な話で結構です。 

 

○佐藤久美子委員 

  アンケートを取った話の中で、今後乗合タクシーを使いたいかという項目があったと思

いますが、これからいずれ利用したいと考えている地域住民は多いと思うので、どんどん

歳をとって不便になっていく身なので、なくさないでこういうのは残していった方が良い

と思うのですが、やはり利用の仕方がわからないというのが。 

 

○佐々木巌委員 

  公共のものということで皆さんに平等な環境という事で提供したいという事があると思

います。ただ予算との絡みで難しいことだなと思いますが。私の意見としては、循環バス

と乗合タクシーを一緒にしたようなものはできないのかなと思います。今やっている乗合

タクシーを循環バスのような形で運行するということはどうなのかなと思いますが。そう

なればある程度は不公平感というのは解消されてくるのかなと思います。先ほどから言っ

ている今の循環バスの路線が旧大曲市内だけだということであれば、旧市内の方は非常に

便利だと思っているでしょうけど、ほかの地域の方にしたらほとんどメリットがないわけ

で。そういう事を参考意見として。 

 

○会長 
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  それは同じ路線ではなくて、寄せ合ったところにはそこにも回っていくという形ですか。 

 

○佐々木巌委員 

  そうですね。 

 

○会長 

  今、乗合タクシーの路線はいくつありますか。 

 

○事務局（佐々木主事） 

  大曲地域ですと、四ツ屋、松倉、高関上郷、内小友、中山線の５つです。 

 

○藤井委員 

  実際、私も登録調査員で今度国勢調査がありまして回っていると、お年寄りの 1人暮ら

しや 2人暮らしが増えています。その予備軍の人たちも見えてきます。この方々が車の運

転ができなくて、乗せてくれる子供がいない人たちというのが見えてきます。やはりその

ための公共交通機関というのは、将来を見越して、採算に合わないから即廃止とかという

事ではなくて、やはり利便性とコストの両方合わせたことを、さっき佐々木さんが言った

ようにこれから考えていかないと。絶対必要な問題であるので。 

 

○会長 

他に。何か、全体として。乗合タクシーって、全体として乗り方がわからない人が多い

と思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  実際に乗合タクシーをやるときは、沿線の町内会・自治会に直接出向いて、その計画を

立てる段階から説明会をやって、要望を聞いて、路線や乗降所を決めて。それから乗るた

めの登録の仕方を細かく説明会を開催しております。ただ、乗合タクシーが走っていない

地域の方々に関しては、密な連絡は取れていないので、どのような方法で乗るのかという

疑問は残ると思います。ピンポイントで説明を行っているという現状です。 

 

○佐藤久美子委員 

  本当に安いと思いますよ。500円なんて。中山からなんて 3000円とか 4000円とかかか

るでしょう普通なら。 

 

○佐々木巌委員 

  乗合いで何か割引とかあります。2人乗ったら割引とか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 
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  2人乗って 100円割引になります。500円が 400円になります。それは申し合わせをしな

くても、次の停留所でもう 1人乗って 2人になったとしても、乗合割引が該当します。そ

の他には、免許返納の方が半額になったりだとかあるので。 

 

○本間委員 

  やはり家まで迎えに行くというのは難しいのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  それはやはり難しいと思います。それだと普通のタクシーになってしまうので。時間と

乗降場所を決めて運行するようにしないと。そういう事が出来れば一番良いのでしょうけ

ど。そういった要望もあります。 

 

○山崎委員 

  実際我々の年代が一気にそうなると、市で対応できるかというと、できないと思います。

収入源がなにもなくなってしまうので。なので、補う、補うという考え方はもうできない

かと思います。病院だけが目的なのであればマイドクターをするだとか、検診の回数を増

やすとか、そういう方向に向けていかないとますます人数が増えますよ。 

 

○佐々木巌委員 

  やはりサービスの質というものを落とすのは大変なことだと思いますので。一度上げて

しまったサービスを下げるのは抵抗があると思います。そこらへんも考える必要があると

思います。 

 

○山崎委員 

  買い物なんて今、スーパーや農協で配達していますよ。郵便局も配達してくれますし。

定期的に。 

 

○佐藤久美子委員 

  グランマートあたりだと 100円で配達してくれますね。 

 

○藤井委員 

  なので、何も公共交通だけでなく、そういったサービス全体を向上させていけばという

事です。 

 

○会長 

  はい。他に。よろしいでしょうか。皆様から出た意見を送ってもらって確認してもらう

という事ですね。 
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○事務局（高橋主席主査） 

  今この場でいただいた意見をこちらにもう一度入れまして、もう一度皆さんに送付して

確認していただきたいと思います。 

 

○会長 

  そこでまた付け足すことはできるのですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  できます。電話でも。 

 

○会長 

  あとちょっと今日話をしたところで、循環バスとか乗合タクシーとか注目していただけ

ればと思います。 

 

○佐藤久美子委員 

  このあと公共交通の会議があるのですよね。 

 

○会長 

  あります。 

 

○佐藤久美子委員 

  その会議で話すより皆さんよく話をしてくれて。 

 

○会長 

  それで確認した後にその委員会に掛けるのですよね。大仙市地域公共交通活性化再生協

議会、に出してやるという事ですよね。こちらの意見を。ということですので、皆さんの

所にまた意見をいただくためのものが行くと思いますので、確認してもらうのと、付け足

すなら付け足してもらうという事でお願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  今日使用したこの資料に関しては削除したりとかは。 

 

○会長 

  このまま出してよろしいでしょうか。これはいらないだろうとか、ここは違うだろうと

か。 

 

○齋藤誠吾委員 

  今回の件に関しては非常に難しい問題なので何も回答していません。ですが、これから



－13－ 

 

環境が変わっていく中で、どこまでお金を出すのか、市としての考えを持つ必要があると

思います。なので、さっき誰かが言ったように、廃止してほしいというのを１つ入れてお

いてほしいと思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  ただいまの意見に関しましては、齋藤委員からの意見という形でこの中に載せて、廃止

することも 1つの方法だということで載せさせていただけたらと思います。それで反論す

るように聞こえてしまうかもしれませんが、今の段階で皆さんの様々な思いのある意見だ

と思うので、削るという事は必要ないのかなと思います。最終的にこちらから意見書とい

う形で出る際に、相反する内容がある場合には削除する必要も出てくると思いますが。今

日皆さんから出た内容を調整しながら、またご確認いただけたらと思います。 

 

○会長 

  はい。それではよろしいでしょうか。それでは議題３についてはそういう事でお願いし

たいと思います。 

  それでは続きまして議題の４に移りたいと思います。地域協議会の運営及び地域枠予算

に関する問題点・課題についてで、ございます。こちらも事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【地域協議会の運営及び地域枠予算に関する問題点・課題について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  これについても事務局より説明がありました。ここについているご意見の他に、何かご

意見・ご質問等、委員の皆様から何かありますでしょうか。何でも良いですから、何か地

域協議会に関すること、地域枠予算に関すること、もちろんここで出されていた事に似て

いることでも良いですので、皆さんから意見を頂戴したいと思います。地域協議会に関す

ること。 
 

○山崎委員 

  この 1ページ目の FMはなびの関係で、関係者を地域協議会委員に選任したらどうかとい

う問題について、自分は地域協議会について違うものだと思いますので。これはやってい

ること自体必要ですよね。これは会長さんが出て行って説明するものですよね。こういう

事をやっていますとアピールするわけですよね。 

 

○会長 

  我々が FMはなびに出れば良いですね。 

 

○佐々木巌委員 
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  地域協議会の存在というものがなんなのか、やはりわかりにくいと思います。なので、

市民にわかりやすいように工夫するという事が必要だと思います。 

 

○佐藤久美子委員 

  これは広報に載りますよね。 

 

○佐々木巌委員 

  小さく載ります。ただ、載った所でこれがなんなのかという事ですよね。どういう組織

なのかなと。 

 

○佐藤久美子委員 

  何か事業を計画していて、予算がほしいことに関してはチェックするだろうし。やりた

い事がある人とない人との関心の違いかなと。 

 

○佐々木巌委員 

  やはり、地域枠予算に対する審議の場として捉えられていることが多いので。それ以外

の問題点、市の問題点や課題についても話し合っている場だという事の周知がまだ不足し

ているのではないかと思います。 

 

○佐藤久美子委員 

  Facebook等による発信についてですが、この中でのやり取りについて、市のホームペー

ジを見たという人が具体的になんでそのようなことを言ったのかと電話を掛けたという話

を聞いたことがあります。なので、あまり具体的にこの人が述べた意見という事を書いて

しまうのはまずいと思います。 

 

○佐々木巌委員 

  それはちょっと賛成するところがあります。横手の地域協議会は地域協議会と言わない

ですね。なんて言ったかな。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  横手はまちづくり協議会と言います。 

 

○佐々木巌委員 

  そこでは ABCDで載っています。 

 

○会長 

  人の意見が。 
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○佐々木巌委員 

  そうそう。 委員の名前を出さないで。そういったところもあります。 

 

○佐藤久美子委員 

  とても責められて辛い思いをしたと言っていたので。活動を挙げることは良いのですが。 

 

○会長 

  ここにもあるような、他の地域と同じようなことをできないだろうかと、連絡協議会の

時に必ずそういう事が出ます。でもだいたいその時だけなのですよね。だから、他の地域

ではⅠ型が多くてここではⅢ型が多いというのは、合併した時にいろいろな絡みがあるか

らですよね。絡みと言いますか、他の地域では合併した時に市が細かいところまで対応で

きていないというか。そういうところをカバーしているというところがあるようなので、

Ⅰ型が多くなってしまっていると。それでここの地域ではだいぶ使われるようになってき

ました。今までは予算 1,000万円あるけど、半分の 500万円ぐらいしか使われてなかった

です。他のところはどこもギリギリまで使っている状態でした。他の地域の人たちの地域

枠予算に対する考え方と、この地域では少し違うと思います。 

 

○佐々木巌委員 

  そこがやはり問題だと思います。同じ予算なわけなので、考え方が違うというのが根本

的に間違いだと思います。そこを統一してもらわないと。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  いわゆる、これを判断するという基準についてはガイドラインというものしかないです。 

 

○佐々木巌委員 

  例えば、大曲地域協議会で協議して、さっき 2つ程差し戻ししたことがありますよね。

そういうものに対して、他の地域では全然 OKだよというものがあると思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  なので、いわゆるガイドラインというものが物差しになるわけですが。ある程度の自由

度を持たせるものだという風に考えているわけですが、わりと抽象的な表現が多くなって

います。なので、解釈の仕方でいろいろなパターンが出てきています。なので、ここ 9年、

10年とやってきている中で、昔では考え付かなかった事業等が出てきていたり、いろいろ

なパターンが出てきている中で、解釈の仕方というのが出てきているというのが現状です。

なので、こういう場で皆さんからご意見を頂戴して、地域枠予算の使い道等明確にしてい

きたいと思っているところです。 

 

○山崎委員 
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  でも、今各支所に元の組織の人が 2人ぐらいずつ派遣されたから、だいたい課長の思う

通りではないのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  今 2人、地域活性化推進室の方に行って、新たな目でこの地域枠予算の使い方について

見てもらっているところです。やはり、どうなんだろうと疑問を感じる部分もあるようで、

そういった意味では今ちょうど良いタイミングで、皆さんの意見も聞きながら、見直しを

できるタイミングかなと捉えております。 

 

○藤井委員 

  この頃、仙北町の菅江真澄のやつとか、太田の秋田県民歌を作った人のやつとか、地域

枠予算を使ってやってきているというのは、やはり変わってきているという事だよな。 

 

○会長 

  私も連絡協議会に出て、変わってきていると感じています。前に比べて、各地域で独自

性を持ってきていると思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  独自の文化や歴史を継承していくというのは地域枠のところに入ると思いますが、それ

がだんだん違う方向に広がっていくという事も考えられますので。 

 

○会長 

  考えなければならないのが、他の地域と合同でやっていくという事だと思います。そう

いう事も出てくると思います。個別とか、昔の町村単位とかばかりでなくて。 

 

○佐藤久美子委員 

  重点的に予算を使いたい、そこにお金を使いたいというのがあれば。 

 

○会長 

  大曲地区だけでなく、神岡地区と一緒にやっていくという事が出てくると思います。今

は地域別に分かれてしまっているので。 

  あと、独自の市の問題点について、この協議会から出すのは問題ないことなのですよ。

ただ、昔からあまりそういうのが出てこないと。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  そうですね。以前はそういう時間を取っていたこともありました。ただ、皆さんが委員

になってからは、市からお願いすることが多くて、ネタが多くて、自分たちから問題を挙

げてという事がなかったと思います。お願いが少なかった頃は、逆に市からネタを振って
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もらった方がやりやすいという意見をいただいたりもしていました。今の委員の皆さんに

はこちらからお願いしたり、協議してもらったりするという事が非常に多くなってしまっ

ていたので、申し訳なく思っています。なので、そういったことが地域協議会の本質でな

いかなと思っておりますので、そのような時間も取っていきたいと考えております。 

 

○会長 

  だいぶ意見を出さない期間が続いてきていますので、そろそろそういった意見を出す時

期かなと考えております。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  大曲に限らずどこの地域協議会の委員の皆さんも、地域枠予算に対する審議だけが地域

協議会ではないという考えをお持ちなので、そういったところは皆さんが考えられている

部分です。そういったところを大事に、そういったところが主になるようにしていきたい

と考えています。 

 

○山崎委員 

  課長に対して質問です。まちづくり課というものができましたよね。皆さんいろいろな

考え方をお持ちだと思いますが、どういう考え方でまちを作っていくという方向でこの課

ができたのですか。どういう事が一番の主なのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  こちら 1回目の地域協議会でもお答えしたのですが、まずは総合政策課の中に政策調整

班、統計班、広報班、地域政策班というのがありました。私たちはその地域政策班が独立

した形の課という風になっています。こちら 1回目の地域協議会で部長がお答えしたもの

を使わせていただきますが。総合政策課の中では、計画作りの政策調整班、小規模集落や

自治会支援だとかの実働部隊が混在していたという事です。そういった政策をこれからし

っかりやっていくという形で、それらを分けたという形でお答えさせていただいておりま

す。 

  今回まちづくり課と一緒に雪対策推進室、花火産業推進室という新しいものが出来まし

て、それらを推進していくと。そこで我々まちづくり課、以前は地域政策班でしたが、独

立させるべきであるという声が内部でありまして。今の段階では、地域枠予算についての

こと、地域協議会についてのこと、交通のこと、自治会支援のこと、より地域政策という

部分を引き継いだ形でやっております。まちづくりというと、ハード面だったり、ソフト

面だったりしますが、現状では今までの業務を引き継いだ形でやっているという形です。 

 

○山崎委員 

  前向きな形で、これからまちをこういう風にしていくとかというのは。 
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○事務局（高橋まちづくり課長） 

  もちろんそういう事はこれからの仕事の１つであると考えています。今、具体的にこう

いう事をします等は言えませんが。今、地域活性化推進室というのが大曲地域以外にでき

ました。そこでは大曲地域以外で、例えばイベントだったり、賑わいの創出だったり、そ

ういったものを企画するためにできた部署ですので、大曲地域においては我々がそういっ

た部分を担っていかなければならないと思っております。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。地域枠予算と地域協議会に関することで他にありませんか。 

 

○髙畑委員 

  SNSの活用について、私が地域協議会に入ったころからずっと言っているのですが、誰

がこういった発言をしたとかまで書く必要はないと思うのですが、こういった会議をして

いますだとか、地域枠予算あります等ということを、カチッとした形でなくもっとフラッ

トな感じで市から発信していく。大仙市 Facebookがせっかくあるので、使わないのはもっ

たいないと思います。なのに、なかなか使わないのは、市として何か壁とかがあるからで

すか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  そういった壁というものはないと思います。お役所仕事みたいになってしまいますが、

やはり全地域統一してやったりですとか、どのように発信するとか、どこで発信するとか、

そういったことも今回の見直しの材料となっています。使われている方はすぐできると思

ったりするかもしれませんが。公的な発信というところでやはり統一性を図っていかなけ

ればならない部分もあるので、その点はご理解いただけたらと思います。地域枠予算や地

域協議会について、どういった内容なのかわからないという意見もすでに出ていますので、

そういったツールも活用して、市民の皆さんに周知していけるようにしていきたいと考え

ております。 

 

○会長 

  よろしいでしょうか。 

 

○佐藤久美子委員 

  個人的にいろいろ発信していますが、その中に、今日協議会行ってきました等と、入れ

るのはダメなのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  個人的に出していただくのは差支えないです。 
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○会長 

  よろしいでしょうか。それではこの件について皆さんから頂いたご意見を地域協議会の

連絡会と、地域協議会の担当者合同会議の中で、大曲ではこういった意見が出ましたと話

をして参りますのでよろしくお願いしたいと思います。 

それでは本日の議題は以上で終わりです。その他に移ります。事務局から何かあります

か。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  次回の地域協議会ですが、昨年度の第 4回目が 12月という事でしたが、定例通り 2か月

ごとですと 10月末か 11月のはじめとなりますので、そのあたりを予定しております。宜

しくお願い致します。以上です。 

 

○会長 

  次はどういう事をやるの。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  薬膳の会が出てくるのと、継続的なものはないです。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  今日意見出たものを集約したものの最終的な確認といった形になると思います。そして

意見書という形として出せるようにするところまでもっていけたらと思います。 

 

○会長 

  あとさっき言ったように、一般的な市の問題点といったものも随時、意見を頂戴するよ

うにしてください。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  市全体の課題、大曲地域全体の課題、あとは皆さん地域の代表のような形でいらっしゃ

ってる方もおられると思うので、細かな課題として出していただいても結構ですので、そ

ういったものも出していただけたらと思っております。 

 

○会長 

  それでは次回は 10月末か 11月のはじめ。あと、例年のように研修、視察研修も 12月の

11、12に忘年会を兼ねて。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  そのように考えています。 
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○会長 

  それで年をまたいで、1月、3月と。そういう予定になっていますので、どうか宜しくお

願いします。委員の皆様から他に何かありませんでしょうか。ないようでしたらこれにて

会を閉じさせていただきます。ご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

 

（午後 ７時３０分 閉会） 
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