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（午後 ６時００分 開会） 

 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

  【会長挨拶】 

 

○会長 

  では、会議をはじめます。本日、伊藤明子委員、佐藤久美子委員から欠席の届けが出さ

れております。また、佐藤啓子委員からは遅れる旨の連絡を受けております。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。   

次に次第の３、議題に入ります。議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は、

冨樫俊悦委員と髙畑祐太委員にお願いいたします。 

  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でありますが、今回、Ⅱ

型の事業１件の申請がありました。事務局より説明お願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【地域枠予算の申請について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

はい。ただいま事務局より説明がありました。説明いただきましたので、皆様よりご意

見・ご質問等いただきたいと思います。Ⅱ型の申請でありますので、そういうことでお願

いしたいと思います。何かただいまの申請についてご意見ありませんでしょうか。はい。

それでは、「萬桜・育友会」運営協議会からの申請事業について賛成の方は挙手をお願い致

します。 

 

（全員挙手） 

 

○会長 

はい。全員賛成です。ありがとうございました。 

それでは続きまして議題の 3に移りたいと思います。「大曲ヒカリオイベント広場活用事

業について」であります。事務局より説明をお願い致します。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【大曲ヒカリオイベント広場活用事業について、配布資料に基づき説明】 

 

○髙畑委員 

  【大曲ヒカリオイベント広場活用事業（ボランティアスタッフ）について、配布資料に

基づき説明】 
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○会長 

はい。ただいま、事務局と髙畑委員より説明がありました。皆様からご意見・ご質問・

ご提案等ございましたら承りたいと思います。どうですか。はい、藤井委員。 

 

○藤井委員 

  ボランティアの方は、だいたいどれくらいの人数になりそうですか。 

 

○髙畑委員 

  今ボランティアとして参加していただいている方につきましては、地域協議会やまちづ

くり課の方を抜いて、現在 7名の方に入っていただいておりますが、当日の運営の事を考

えますと、まだまだ足りないと思います。 

 

○藤井委員 

  だいたいどれぐらい必要になりますか。 

 

○髙畑委員 

  できれば、だいたい 20人くらい。 

 

○藤井委員 

  このメンバーも含めて 20人ですか。 

 

○髙畑委員 

  そうですね。このメンバーも含めて、実際まだ皆さんのご出欠も確認しておりませんが、

20名から 30名ほど必要なのではないかと考えております。それでボランティアに関しま

して、「ボランティアを募集しています」というのを市のホームページやＳＮＳに、ツイッ

ターやフェイスブックに情報発信をしているところですが、その中で 3月の 13日の日曜日

までボランティアスタッフの募集を行うということを決めまして、その上で人数を確定さ

せまして、人員の配置等を考えたいと思います。ですので、皆様の回りにこういったこと

に積極的に参加していただけるような方がいらっしゃいましたら、声をかけていただきた

いと思っております。 

それと、最初の方に高校生もボランティアとして募集したいと話をしておりましたが、

ボランティアを含めた会議の方で話し合いまして、最初のイベントということでそういう

若い高校生とかには参加して楽しんでいただくことが一番なのではないかということに

なりまして、一般の方のボランティアの方を中心に募集していきたいとしております。 

 

○藤井委員 

  この立てるテント数は 15くらいですか。前日に立てるということですか。 

 



－4－ 

 

○髙畑委員 

  テントは当日、ステージは業者さんで前日に立てることとなっております。なので、テ

ントとかテーブルとかはすべて当日としております。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  前日に立てたいところですが、立ててしまうと夜中に誰かテントのところに付ていてい

ただかないとセキュリティーの面でちょっと難しいのかなということがありまして、当日

の朝早くにと考えております。 

 

○藤井委員 

  この機材は誰がどのように準備するのですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  私と課長がトラックで金曜日の日に、協和支所から順番に回収しまして、トラックに積

んでおきたいと考えております。そして置く場所がないので、シートとかをかけて役所の

方で保管をする予定で考えております。 

 

○会長 

  2人でやるのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  支所へ行けば、支所の人も手伝ってくれるので、大丈夫だと思います。 

 

○会長 

  ちなみに金曜日は何時からやるのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  一日がかりでやる予定です。実は、隣の総合政策課の方からも、もし手伝いが必要なら

言ってくれと言われているので大丈夫です。 

 

○会長 

  そうすれば事前の準備として、我々は大丈夫なのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  実際、やってみないとわからないところもあると思うので、もしお手伝いいただける方

がいらっしゃれば非常にありがたいです。その辺の日程等も後程お知らせしたいと思いま

す。 
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○会長 

  他にありませんか。 

 

○山崎委員 

  そうした場合に、先ほどのボランティアの人数が 20人というのは足りないのではないか

と思います。テントを 15立てるにしても人数が必要になると思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  テントですがちょっと前の、脚をみんなで持って立てるタイプのものではないので、わ

りと楽に立てる事が出来ます。 

  張れば普通に見えますが、脚が四角くなっておりまして、それを広げて立てるタイプで

す。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  組み立てるのに 4人は必要です。 

 

○会長 

  土屋館も同じ日にやる予定ですか。 

 

○髙畑委員 

  土屋館は 10時から 14時頃までです。 

 

○会長 

  そうした場合に青年部には要請をかけているのですか。 

 

○髙畑委員 

  青年部は要請をかけておりません。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  今回はボランティアを中心に行いたいということがありましたので、団体に対しての要

請はあまりしたくないというのがあります。 

 

○会長 

  例えば商工会青年部とかにはお願いをしない方向でやるのですね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  まずは今のボランティアの方の知り合いの方とかにお願いをしていければと思っており

ます。 
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○会長 

  はい。他に。 

 

○松塚委員 

  テントの所の出展者ですが、地域協議委員会の枠もありますが、これはこの間話のあっ

た玉コンですか。地域協議会としても何かやるのですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  佐藤久美子委員の方から玉コンの話が来ております。 

 

○松塚委員 

  やはりやるとすれば、我々も手伝わなければと思いますが、その点はいかがですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  佐藤久美子委員の方から玉コンを是非やりたいと来ております。ただ、ただの玉コンで

はなくて、ルーレット玉コンとのことです。ルーレットを準備して、1から 5くらいまで

の数字を準備して、それを回して、5が出れば 5つ。3が出れば 3つ。こういった形でゲー

ム性を持たせた玉コンのブースをやりたいと聞いております。 

 

○松塚委員 

  それを地域協議会でやるとすると、佐藤久美子さん一人でやるわけではないですよね。 

 

○髙畑委員 

  仮に考えていたのが、地域協議会のメンバーにお願いをして、参加いただける男性メン

バーの方には会場をお願いして、女性メンバーには玉コンをお願いしたいと考えておりま

した。 

 

○会長 

  まずは当日に出られるか出られないかを確認して、それで割り振りをして、足りないと

ころをボランティアで埋めてとなると思いますので、まずそこを確認した方が良いと思い

ます。まずはまちづくり課を入れて、出ることが出来る人を確認してください。 

 

○藤井委員 

  何かスタッフとわかるものとかありますか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  今ＩＤカードを作成中です。 
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○佐々木巌委員 

  できればキャップくらい欲しいですよね。青いやつですね。 

 

○山崎委員 

  だいたい来場者数の予想ではどれくらいなものですか。 

 

○松塚委員 

  髙畑さんの目標とかありますか。どれくらい集めたいとか。 

 

○髙畑委員 

  GIGバンド、エリアマップを参考に 500個作ろうとしております。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  その場に 500人という考え方ではなく、人が流れて流れて 500人なのかなと考えており

ます。 

 

○佐々木巌委員 

  秋田市にもチラシを出しているのですよね。 

 

○会長 

  年末のカウントダウン花火でも 300人くらいいますよ。あまり人数がいないように見え

ますが、300人までいかなくても 200何人はいますよ。なので、500人というのは全然足り

ないのではないかと思います。 

 

○藤井委員 

  四ツ屋まつりで 800人くらいですよ。四ツ屋まつりでは、高校の書道部とか神宮寺小学

校のよさこいとか、ペアーレの小学生のダンスとか、大農の郷土芸能とか、マーチングと

か子供たちが出るものは、親やおじいさんおばあさんとかも必ず来るから、ステージに上

がる人数をある程度数えてみれば、その関係者をベースに考えた方が良いと思います。 

 

○山崎委員 

  高橋さん、あそこの駐車場は何台置けますか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  キャパは 219台とのことです。ただ、月極めの方の部分とか、冬期間は屋上の部分を閉

鎖しているとのことです。これらを抜かすと 120台くらいですね。 
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○会長 

  冬期間はいつを指しますか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  3月いっぱいと聞いています。ただ雪の状態次第でしょうけど。 

 

○山崎委員 

  そこに入りきらなければどこかに誘導するという事ですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  そうですね。駐車場係をつけて、病院の方の駐車場に案内するしかないのかなと思いま

す。 

 

○佐藤美智子委員 

  例えば、天気が良ければ 3月 27日の日曜日だけ解放という事はできないのですか。例外

でできませんか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  屋上の部分ですか。それはまだ聞いておりません。管理者の方に確認をしておきます。 

 

○会長 

  他に何かありますか。 

 

○佐藤美智子委員 

  このチラシとかポスターとかは別にして、例えば FMはなびで流すとか、そういうのはあ

りますか。 

 

○髙畑委員 

  そうですね。FMはなびさんとはイベント情報とか、ボランティアスタッフが伺ったりだ

とかを調整中ですね。その他のラジオ等に関しても、ボランティアスタッフの方から出演

できると聞いております。また、雑誌とかフリーペーパーとかに関しても載せられるとい

う話が何件か来ておりますので、そういった形でも情報発信をしていきたいと考えており

ます。 

 

○佐藤美智子委員 

  例えば、主催する人はもちろん、主催者側からどんどん皆さん参加してくださいと声が

かかると思いますが、今藤井さんの話を聞いてなるほどなと思ったのが、例えばここに出

てくる書道部の子たちとかにターゲットを絞って、私たちが来るから是非来てくださいと
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いうのはどうかなと思いました。ラジオとかでやるなら、若者にターゲットを絞ってやっ

た方が良いのかなと思いました。あとは、この日に出るゲストの方のコメントの録音した

ものとかを流すとか。この人たち本人の生の声を流す。こっちサイドのだけではなくて、

出演者の人の情報発信も大事なのかなと思いました。 

 

○髙畑委員 

  その点も含めて調整をしたいと思います。 

 

○会長 

  他によろしいでしょうか。 

 

○藤井委員 

  あと、ヒカリオの駐車場がもういっぱいですとかいうのは、FMラジオがすぐそばにある

ので、タイミングをみて、「もう駐車場はいっぱいなので、他の駐車場をご利用ください」

とかアナウンスするのも良いのではないかと思います。 

 

○会長 

  この日は生放送でやるのですよね。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  そうです。なので、車で聞いていらっしゃる方とかもですね。 

 

○佐藤美智子委員 

  この日は、「次は何をやります」とか、タイムスケジュールを話すことが出来るのですか。 

 

○髙畑委員 

  何時までかはわかりませんが、この日は生放送でやるという事を聞いております。なの

で、その出演前後に実際に出てもらってという事も出来ると思います。 

 

○佐藤美智子委員 

  あとでやっては意味ないと思うので、前にやってもらう必要があると思います。 

 

○会長 

  はい。よろしいでしょうか。それでは真司さんに相談してください。他に。何か準備と

かで足りないものとかないですか。 

 

○松塚委員 

  一応確認ですが、それでは我々は当日に軽く行くだけで大丈夫ですか。 
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○会長 

  いいですか。たぶん出欠をとると思うので、それでどの時間帯で手伝えば良いのかくる

と思います。それを髙畑君に落としてやれば割振りしてくれるんですよね。 

 

○髙畑委員 

  ボランティアスタッフに向けた説明会というのを事前に予定しておりまして、 

 

○藤井委員 

  係ごとにやることを書いたものを作っておいて、それを渡しておくのが良いと思います。

口で言っただけではやはり難しいと思うので。 

 

○会長 

  はい。それでいいですか。 

 

○松塚委員 

  はい。いずれ説明会があるのであれば。 

 

○会長 

  いろいろと説明が書いたものを準備してもらって。 

 

○松塚委員 

  やはり今準備している人は大丈夫ですが、パッと当日に手伝う人とかわからないと思う

ので、それは説明があった方が良いと思います。 

 

○山崎委員 

  このボランティアはいつ頃に集まる予定ですか。 

 

○髙畑委員 

  先ほど言った 13日が終わって、人数が確定して、やることを割振りして、3月の 3週目

もしくは 4週目のあたりで検討中です。 

 

○山崎委員 

  協議会もその時に集まった方がいいですよね。行ける人は。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  そうですね。 
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○会長 

  店もボランティアと聞きましたが、全部タダではないですよね。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  いえ。ボランティア募集をした中から、出店者の方がボランティアの中にいたので、そ

の方々に出店をお願いしたということです。あと、そのブースでの儲けはそのブースでの

儲けということです。 

 

○松塚委員 

  あと玉コンはどうしますか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

  玉コンもやはり 100円とかもらってルーレットを回してもらってという形になるのでは

ないかなと思います。 

 

○会長 

  お昼にこういったお店が結構あれば、人も結構来るのではないかと思います。はい。他

によろしいですか。では説明会があると思うので、まずは出ることができるかできないか、

出欠を確認してください。他にありますか。はい。なければ次にうつりたいと思います。 

次に議題の４、大曲地域振興計画についてであります。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【大曲地域振興計画について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいま大曲地域振興計画について説明してもらいましたが、皆様からご意見・ご質問 

等承りたいと思います。何かありますか。よろしいですか。 

 

○髙畑委員 

  一つよろしいですか。18ページの目標指標のところで、今回ヒカリオの活用イベントに

ついて出たという事で、ここに Anbeeもありますが、ヒカリオの活用イベントという部分

で入れるというのもいかがかなと思いますが、どうでしょうか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  ありがとうございます。施策の柱もしくは推進方針等につきましては、総合計画との整

合性もございますので、どうかこれでお願いしたいという部分がございますが、この目標

指標等については皆さんのご意見をいただいて、追加することもできます。また、10年間

の計画でございますが、途中で情報を修正するなどもできますので、今いただいたヒカリ
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オ活用イベントについて、載せることも可能といいますか、是非載せた方が良いと思いま

した。数値的には 26年度末はゼロという事になると思いますが、まずは現段階では月 1回

程度のイベントにもっていければと思っておりますので、31年度末からは年 12回という

記載でよろしいでしょうか。 

 

○会長 

  どうですか。それくらいではないかと思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  そうすればこの部分にヒカリオ活用イベント年 12回という目標値で追加をさせていた

だきたいと思います。 

 

○会長 

  はい。松塚委員。 

 

○松塚委員 

  ちょっとわからなくて基本的な質問ですが、この地域振興計画を立てまして、実行され

ました。そして年度毎の終わりに評価とかするような形でしょうか。そういった流れとい

うのはあるのでしょうか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  その点につきましては以前地域協議会の運営、また地域枠予算の執行について皆様にお

示しした中で、この各地域協議会において各地域振興計画の進行状況を確認していただく

という部分を皆様にお願いする部分ではございますが、そういう点で盛り込んでおります

ので、どうか毎年になると思いますが、進捗状況について確認していただきたいと思いま

す。 

 

○松塚委員 

  承知しました。 

 

○会長 

  はい。他にありませんか。齋藤誠吾委員。 

 

○齋藤誠吾委員 

  小さいことですが、３ページ。大曲新人音楽祭コンクールです。２、３日前に、今まで

は全国的な新人コンクールでしたが、それをやめて、地域に特化した形でやっていくとい

う記事が新聞に載っておりました。それと、もう１つ細かい話ですが、１ページ。中間あ

たりに、太平山（姫神山）と書かれてありますが、これは姫神山（太平山）ではないので
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すか。逆ではないかと思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  この部分については様々な計画や構想から抜き出したものでございますので、正しい正

しくないは別にして、全てこのような表記がされておりましたので、そこから抜き書きし

ております。この点についてもう一度確認をさせていただきたいと思います。 

 

○齋藤誠吾委員 

  正式には姫神山ですよね。 

 

○会長 

  そうですね。そして略称が太平山です。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  大変失礼しました。もう一度確認をして訂正をさせていただきたいと思います。 

 

○山崎委員 

  山の高さからするとこれで正しいと思います。 

 

○会長 

  いえ。山の名称の話です。同じ山の話をしております。一度確認をしてください。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  はい。間違いなく確認して直すところは直します。先ほど音楽祭コンクールの話があり

ましたので、こちらについても確認をして直すところは直したいと思います。 

 

○会長 

  この間、市長とか副市長も音楽祭の見直しをすると話をしておりましたよ。今までのや

り方ではお客さんがなかなか集まらないので。知名度が高まってきていると思っておりま

したが、そうでもないのではないかと。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  全体の総合計画との関係もございますので、確認をして、的確な表現に直したいと思い

ます。 

 

○会長 

  他にありませんか。はい。佐々木委員。 
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○佐々木巌委員 

  乗合タクシーの乗合率が載っておりますが、１５ページです。２６年度末には１．７０

人となっておりますが、これは１日ですか。それとも１台につきという話ですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  あくまでも乗合率なので、１回運行する度に、その車に何人乗るかということなので、

その車に常に２人以上は乗っていないという数字でございます。この乗合率が高くなりま

すと、料金も入りますので、市の負担も小さくなるという事でございます。 

 

○佐々木巌委員 

  この数字が多いとか少ないとかいうのは私にはわかりませんが、まず９年１０年かけて

２人というのは、果たしてこれで良いのかなと思います。乗合タクシーや循環バスを見直

す必要があるのではないかと思います。定期路線バスについても市の方で助成していると

思いますが、これはちょっとわからないと思いますが。 

 

○会長 

  わかりますか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  路線バスに対しては、７千万。その他、乗合タクシーも含めて、市の方では交通に対し

て１億７千万円ほど支出がございます。 

 

○佐々木巌委員 

  個人的な考え方で申し訳ありませんが、路線バスに関しては羽後交通さんで路線を決め

て、はじめたものだと思います。その沿線の方々からは沢山乗られて、利益も出ていたと

思います。今人が少なくなって、赤字になったからといってその路線の一部の人のために

市からそれほどまで負担をするのはいかがかと思います。皆さんはどう思いますか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  そもそも地域公共交通というのは皆様の足の確保、最低限の生活保障といった部分で動

いております。バスが満車で動いている時代ではないということで、当然企業なので赤字

になれば路線廃止ということもあります。それで典型的なのが中山線です。乗合者がまだ

いるという事で乗合タクシーを設置したところであります。バス時代よりも利用者は断然

増えております。そういったことから効果があるものだと思っております。ただやはり、

乗る人が１回に１人だったり２人だったりということで、乗合率が２人に達していないと

いう現状であります。やはり何度も申し上げますが、足の確保、最低限の生活保障という

考え方からやっているものであります。なお、路線バスについても市内完結の３路線に関

しましては市営化に移しておりまして、その点については利用者が増えている路線もござ
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います。時間なりバス停なり運行経路等も市の方である程度指定できるという事もござい

ますので、そういった切替え等も行っているところでございます。 

 

○佐々木巌委員 

  路線バスが走っているところを見ると、ほとんど空気を運んでいるような状況です。確

かに足の確保というところでは必要なところだと思いますが、費用対効果というところを

考えれば、今の車社会で年を取れば不便なところも出てくると思いますが、路線バスはあ

くまでも路線を走ることなので、停留所の近くの人が利用することが多いと思います。な

ので、市のそれだけの予算を出してやるのはどうなのかなと思うところがあります。これ

は個人的意見です。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  ここまでくればご意見として伺うとしかお答えできませんが、いずれ交通に関してもこ

れから５年間の計画を策定したところであります。その中でも様々な検討をしていくとし

ておりますので、また地域協議会の皆様のご意見をいただくという形になると思いますが、

様々な検討をしていく予定であります。貴重なご意見として伺わせていただきます。 

 

○会長 

  はい。他に。何かありますか。松塚委員。 

 

○松塚委員 

  今のお話に、私もあくまでも意見です。人口が減っていく中で同じ政策を行っていくこ

とは確かに難しいことだと思います。そうなった時に、足の確保も大事だと思いますが、

同時に住み替え支援といいますか、厳しい限界集落に住みたいという気持ちもあると思い

ますが、そこに公金を投入できないというところがあれば、街の便利なところに住み替え

る時の支援を作るとか、支援を検討するとか、いずれ検討することは必要ではないかと思

います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

  松塚さんから出た今の意見も様々なところで出てくる意見ですが、やはり住民の方の気

持ちがございますので一気にという事は難しいと思いますが、このあと都市計画マスター

プランの見直し等もあるようなので、そのあたりも検討されるのではないかと思います。

ご意見として頂戴させていただきます。 

 

○会長 

  他にありますか。これに関しては承認をもらうという事になっておりますので、大曲地

域振興計画について賛成の方は挙手をお願いします。 
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（全員挙手） 

 

○会長 

  それでは賛成という事でお願いします。 

最後に次第の４のその他に移ります。事務局から何かありませんか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【大曲青年会議所からの講座の案内】 

【大曲地区コミュニティ会議全体研修会・総会の案内】 

  【次回地域協議会について連絡】 

 

○会長 

ただいま事務局より連絡がありましたが、他に委員の皆様から何かございませんでしょ

うか。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 ８時００分 閉会） 
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