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平成２７年度 第２回太田地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２７年６月２４日（水） 午後１時 

 

■会  場：太田支所 ２階 会議室 

 

■出席委員：１２名 

伊 藤 勝 良、 大信田 孝 文、 柏 谷 良 雄、 川 原 猪 利、  

小 松   泉、 鈴 木 栄 子、 髙 橋 文 子、 髙 橋 清一郎、  

髙 橋   洋、 冨 木   勇、 根 本   昇、 水 谷 英 明 

 

■欠席委員： ４名 

石 崎   尚、 小 松 昌 之、 小 柳 真理子、 髙 貝 恵 子 

 

■出席職員：１０名 

安達 成年（太田支所長）       谷口 藤美（市民サービス課長） 

福原 幸二（市民サービス課参事）   佐藤 史也（市民サービス課主事） 

佐藤  朗（農林建設課長）      煤賀 義博（農林建設課参事） 

煤賀 康典（太田公民館長）      藤澤 寿史（地域活性化推進室副主幹） 

菅原 直久（地域活性化推進室主席主査） 

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 支所長あいさつ 

   ４ 会議録署名委員の指名 

   ５ 協  議 

     （１）平成２７年度地域枠予算執行事業について 

   ６ そ の 他 

（１）太田地域公共交通に関する市への提言について 

（２）大仙市消防団の再編について 

   ７ 閉  会 

 

 

 

（午後 １時００分 開会） 
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○安達太田支所長（以下「支所長」と表記） 

  定刻になりましたので、地域協議会を始めさせていただきたいと思います。 

本日の協議会は、委員の２分の１以上が出席しておりますので、本協議会は成立いたし

ますことをご報告いたします。 

なお、会議録作成のため、発言の際はマイクをご使用くださるようお願いいたします。 

それでは、会議の進行につきましては、規定により髙橋会長にお願いいたします。よろ

しくお願いします。 

 

○髙橋太田地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  いつもお忙しい中、ご出席ありがとうございます。また、このように暑い日が続いて畑

作やっている人たちには一雨欲しいなという天候でございます。 

先日、大仙市の地域協議会連絡会議の方に出席いたしまして、もうすぐＦＭはなびが開

局ということで、電波で広報するということでまたその活用を、上手に活用したいものだ

なと思っております。そして、１０年後に向かってこれから大仙市がどのような方向で進

んでいくか、それと同時にこの太田はどのような方向に進んでいくか、どういう特徴を持

っているかということを表していかなきゃいけない。それから、この地域協議会がこれか

らどういう新しい事業を、１０年間やってきてというのを合わせて、これからどうしてい

かなきゃいけないか、お金の使い方はどうなのかということも委員の皆様にご協力をお願

いしたいと。その意見を出していかなければいけないところに来ておりますので、今後よ

ろしくお願いいたします。ということで、私の挨拶にさせていただきます。 

それでは、ただいまから平成２７年度第２回太田地域協議会を開会いたします。 

はじめに、支所長からご挨拶をいただきます。 

 

○支所長 

  皆さん、こんにちは。毎日暑い日が続いておりまして、まだ梅雨に入っていないという

ような話ですけれども、今週末から梅雨に入るということで、本当に梅雨に入るのかなと

いう感じがしますけれども。 

支所の方も４月以降、業務が始まりまして３カ月が経とうとしております。先ほど会長

のお話にありましたように、今後地域協議会についてもいろいろな検討をしていかなけれ

ばいけない時期に入ったかなと思っております。 

いずれ本日もいろいろな案件がございますけれども、ひとついろいろなご意見、ご提言

をいただきながら、この地域がより元気になるための施策をいろいろと検討していきたい

と思いますので、なんとかよろしくお願いしたいと思います。簡単ですけれども、挨拶と

させていただきます。 

 

○会長 

  ありがとうございます。 
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次に、次第４の「会議録署名委員の指名」をさせていただきます。 

  会議録の署名委員は、小松泉委員、髙橋洋委員にお願いいたします。 

それでは、さっそく次第５の「協議」に入ります。 

はじめに「平成２７年度地域枠予算執行事業について」であります。事務局の方から説

明をお願いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【平成２７年度地域枠予算執行事業について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいま２７年度地域枠予算執行事業ということで、４事業の説明がありました。この

件に関して、皆様からご質問、ご意見を伺いたいと思います。事業の方はⅠ型、Ⅱ型とい

うことで、Ⅱ型の方は例年どおりの事業のようでございます。はい、川原委員。 

 

○川原猪利委員 

６ページのふれあい交流花壇整備事業の関係です。大変結構なことだと思います。それ

で、実際に花を植えてそのあとの管理等もあると思いますが、それについては大農太田分

校さんの方でやるのか、生活リゾートの方でやるのか、そういったところはどうなってい

るんでしょうか。 

 

○佐藤太田支所農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記） 

基本的には、専門的な部分については髙橋幸晴さんの方にお願いしております。ただ、

水やりとかそういったものについてはリゾートと分校の生徒がやるようにしております。 

 

○会長 

私の方から質問してもよろしいでしょうか。倉田政嗣さんのパンフレット代で、これ 

５００部印刷して足りなかったりすることはないですか。 

 

○谷口太田支所市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

３月の地域協議会のときに大信田委員から５００部で間に合うかというふうに言われま

した。あのときは最後の最後の予算をかき集めて、実は予算に合わせてまず５００部。あ

のときはこんなに反響があるとは思わなくて２、３年はもつだろうと。この次に出す時は

ふるさと太田の偉人を顕彰する会の活動の一環として、これから尐しずついろんなことを

調査していくでしょうから、その結果、そういったものを含めて次のやつを作らなければ

ならないかなと思っていたんです。そうしたら、新聞に載った途端に、ちょうど我々総合

防災訓練の非常に忙しい時期だったんですけれども、２日間まるっきり本当に電話が鳴り

っぱなしでした。全県各地から来まして、１回来る電話がとても長いんですよ。なぜ長い

かと言えば、私はどれだけ秋田県民歌が好きで、どれだけこういう思いがあるかというこ
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とを滔々とお話しするらしいんですよ。うちの方の女子職員４人、まるっきり何も仕事が

できなくて朝から晩まで電話取りっぱなしでした。ということで、まず今回原価４００円

くらいなんですけれども、新聞にもタダであげるということで載せたこともありまして非

常に反響が大きくて、まず送料だけはいただきたいということで１冊２０５円、２冊だと

４００円かかりますので、そこまでのサービスはちょっと難しいかなと思って、そういっ

たことをしましたら、ここに持ってきたんですけれども本当に全県から来ています、こう

いった形で。先ほどお昼まで、今日も来ているんですよ、約１週間になったんですけれど

もお昼までの時点で、簡単に、詳しい住所はいらないから、例えば秋田市だとか由利本荘

だとか美郷とか簡単に書いておいてくれと言ったら２２３件。希望部数からすればやっぱ

り２冊、３冊欲しいと。お友達にあげたい、知り合いにあげたい、東京に行っている人に

あげたいということがあって、それも気前よく、ダメだと言わないであげます。それで 

２２３件に対して４７５部の、今の時点で。 

前回５００部印刷しまして、まず約１００部は公民館だとか学校だとか倉田家の方々と

かにお配りして４００部は残っていたんですけれども、今の時点で４７５部ですのでとて

も足りなくて、ここでせっかく盛り上がったところで評判落とすわけにもいかないなと思

いまして、今もう５００部お願いできればいいかなと。もしかすれば、今日ちょっと私午

前中いなかったんですけれども、読売新聞から照会の電話があったようです。もしかすれ

ば読売新聞も載せてくれるのかなと。読売新聞の方にも送っています。あと昨日秋田民報

ということで大曲の、小さいここら辺の新聞社があるんですけれども、そこにも何かあっ

たら載せてくださいということで送っています。もしかすればまた反響があるのかなと思

って。またあとから５００部となればなとちょっと心配なんですけれども、まずその時そ

の時で大変すみませんが。 

今度印刷会社の方では、前回あといいだろうと思って実は版を捨ててしまったそうなん

ですよ。今回はちゃんと版を取っておくと。版を取っておいてもインクが乾いたら使えな

いだろうと言ったら、特殊な加工をしていて５年間は使えるように取っておくというよう

なことでしたので。前回約２０万ですけれども、今回原稿ができていますので、印刷とい

うことでインクと紙代くらいですので半分で１０万。１部２００円ほど。これからさらに

増刷となれば、版がある関係で若干安くなるようなことを言われていますけれども、まず

５００部刷らせていただいて。多分ブームも今日明日で終わるのではないかなと思ってい

るんですけれども。 

秋田県民歌は昭和５年１０月３０日に秋田県で制定しておりますので、去年は倉田政嗣

が生まれて１２０年だったんですけれども、今年は秋田県民歌制定８５年ということで、

そういったこともあって。あと魁新聞の方に、この前大曲支局の記者が書いてくださった

んですけれども、魁本社の方も３回ほど電話をいただいていて、今回いろんな感想とか書

いて送ってくださいということで文書を添えて送っています。反響など状況が分かったら

教えてくださいということで。もう１回魁の方には載せてくれるそうです。今度は北斗星

でしたか、魁新聞の一面の一番下にコラムがあるんですけれども、そこに論説委員の方が

いずれ載せるからと言われています。そうなればまた反響があるかなと思ったりもしてい
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るんですけれども、もしかすれば見込み違いをしてあの時１，０００部印刷すればよかっ

たなというふうになるかも知れませんが、今回まず５００部ほど増刷をお願いできればい

いなと思っております。以上です。 

 

○会長 

うれしいことでよかったなと思います。 

 

○市民サービス課長 

今日皆様に初版本をお配りしております。もしかすればプレミアがつくかも知れません

けれども、冗談ですが。 

 

○会長 

皆さんの方から何かありませんか。はい、大信田委員。 

 

○大信田孝文委員（以下「大信田委員」と表記） 

高等学校親善招待野球大会ということで、今説明を聞きますと３２校の参加ということ

で、かなり前よりは増えてその盛り上がりが分かるような気がしております。それで、 

３２校集まって１校当たり何試合くらいやるのかなと。わざわざ遠くから来ていただいて

１試合くらい試合してパッと帰るような状況だとちょっとかわいそうな部分も感じたもの

で、その辺の配慮とかもあるのかなというようなことでちょっと質問させていただきまし

た。 

 

○農林建設課長 

これ私がなぜ事務局をやっているかと言いますと、平成１３年だったと思うんですけれ

ども太田分校さんに野球部ができたのがきっかけで、当時の髙貝町長が、分校が今できた

てで練習相手がいないだろうということから始めたやつだったんです。当時は気仙沼の東

陵高校にちょっと知り合いがいたものだから、その人の紹介で雫石と角館高校を呼んで交

流試合をやったのがきっかけで。 

それで、この時期というのは各学校では非常に、ほぼ抽選も決まった時期で秋田県も今

週の金曜日に決まりますが、地元同士でやりたくないわけなんですよ、手の内を知られた

くなくて。それで、大体同じレベルの学校が集まるものだから。そしてこの交流試合に来

れば結構、能代松陽も学校が変わってから初めて出たし、一関学院とか、近年で言えば角

館とか大曲も行っているものだから年々加えてくれと断りきれないほど来ているんです、

これでもかなり断っているんですけれども。それで土日で１日２試合ずつ、４試合やって

います。そういう交流試合になっていて、まだまだ増えるのではないかなと。と言っても

ここら周辺のグラウンドと審判がいなくなってしまうものだから、あと限界かなと思って

おりますが。これで全国で一番大きい交流試合は大分県で５０校ほど参加しているのがあ

るそうです。おそらくそれに次ぐ規模になっているのではないかということでした。でき



－6－ 

 

ればそれに近づけたいなと思っておりますけれども。 

 

○大信田委員 

どうもありがとうございました。 

 

○会長 

他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

質問ないようです。 

  それでは、はじめに「倉田政嗣パンフレット増刷事業」について、地域枠予算事業とし

て承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございます。承認いただきました。 

  続いて「ふれあい交流花壇整備事業」についても承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  承認いただきました。 

  「太田の夏まつり開催支援事業」について、これも承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございます。 

最後の「東北地区高等学校親善招待野球大会開催支援事業」について、これも地域枠予

算で行ってよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

  はい。ということで、４事業全て承認いただきました。ありがとうございます。 
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次に、次第の６の「その他」に入ります。 

はじめに「太田地域公共交通に関する市への提言」について、事務局の方からお願いい

たします。 

 

○事務局（市民サービス課参事） 

 【太田地域公共交通に関する市への提言について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいま、太田地域公共交通に関する市への提言ということで説明がありました。これ

は地域協議会で次回協議し、それまでいろいろ意見、提言をしていただきたいということ

のようでございます。特にこの件に関して皆様の方から質問がありましたらお願いいたし

ます。はい、髙橋委員。 

 

○髙橋文子委員 

この乗合タクシーなんですけれども、どなたでも利用できますということと、事前に登

録してくださいということが書いてありますけれども、道一本で中仙と太田の境の人が「太

田の診療所に通っているんだけれども、車に乗れなくなった場合にこの乗合タクシーを俺

も利用することができないだろうか」ということを話されました。これは太田の地域の人

たちでないとこの乗合タクシーというものは利用できないということなんでしょうか。そ

こら辺ちょっと分からなくて。いかがですか。 

 

○福原太田支所市民サービス課参事（以下「市民サービス課参事」と表記） 

乗合タクシーにつきましては、どなたでも利用できるということです。それで、太田地

域だけでなく、隣の中仙地域とかそういう方でも登録して。ただ、乗る場所はここに示さ

れた場所になりますけれども、そこで乗るというようなことであれば太田地域以外の方で

も登録していただければ利用できます。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、大信田委員。 

 

○大信田委員 

今年度から乗合タクシーがスタートしたわけですよね。そういう中で、導入して間もな

い状況で利用者とか登録者とかという部分はあるんでしょうけれども、我々協議会の委員

としてもまだ現状把握ができない状態で、じゃあ来年度からどういう計画を策定しましょ

うかというふうに言われているような感じで。何年か経過してからの話だとこういう点を

改善したらいいのではないかとか、いろんな部分が浮かんでくるんだけれども、まだ４月

にスタートした段階で、路線バスにしても同じ状況の中で２８年度からの５年間をどうし

ましょうみたいな部分を言われてもなんかピンと来ないというか、こういう意見を出しま
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しょうというふうにちょっと行きにくい部分があるんですけれども、それはそれで仕方が

ないということなんでしょうけれども、ちょっとその辺の部分ありましたらよろしくお願

いします。 

 

○市民サービス課参事 

第３期の計画が来年度からということで、今年の４月から変わったばかりで意見をどう

したらいいかということで事務局の方へ話しましたけれども、やはり２８年度からの計画

ですので、これからどのようにするかというようなことを提言していただきたいというよ

うなことでした。委員の方もやっぱり２カ月といっても状況がどのようなことか分からな

いというふうに思いますので、それで現状と課題ということで担当が考えていることを書

いてありますけれども、ここの課題のところを参考にしていただいて提言書を出していた

だければと思っています。委員の方から提出していただいた提言書ということですので、

何とかその辺りを理解していただきたいと思いますけれども。 

 

○大信田委員 

そういうことなんでしょうけれども、そうすればまず自分のイメージとして将来はこう

あった方がいいと。スタートはしたものの、もっとこういう改善点があるかも知れないよ

というふうな感じで捉えていいんですね。 

 

○市民サービス課参事 

そうですね、お願いします。 

 

○大信田委員 

はい、分かりました。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、水谷委員。 

 

○水谷英明委員（以下「水谷委員」と表記） 

もし乗る場所のところまで行けないという人がいた場合にどうするかということと、車

椅子が乗れるかどうかということが一つと、車椅子とか介護が必要な人が乗った場合に一

緒に乗った付き添いの人の料金はどうなるかというようなこと、現状ですね、それをちょ

っと教えてもらいたいと思います。 

 

○市民サービス課参事 

まず公共交通ですので、乗れなくて自宅まで来てほしいと言われても、そうなってしま

いますと普通のタクシーになってしまいますので、乗降場所につきましてはその場所まで

来ていただくというようなことです。それから、付き添いで乗られた場合は２人の乗合と
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なりますので、１人３００円になりますけれども２人以上乗った場合は１人２００円の利

用料金になります。あと現在のタクシーには車椅子は乗れない状態です。 

 

○水谷委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、小松さん。 

 

○小松泉委員（以下「小松委員」と表記） 

ちょっと気になったというかあれなんですけれども、例えばこの地図のやつを見ると、

地域タクシー乗降場というのがあるんですけれども、地図全体を見るとうまく散らばって

いるようには見えるんですけれども、高橋だと３つあるのに他のところは１つしかないよ

うなところとか、こういうのが見受けられるんですけれども、こういうのはどのような感

じで決めているのかなとちょっと思いましたので、説明をお願いいたします。 

 

○市民サービス課参事 

乗合タクシーの乗降所につきましては、今までのコミュニティバスの乗降場所と同じと

ころです。そのところまで来て乗るということが定着しておりますので、同じ場所を乗合

タクシーの乗降所というようにしております。これから実際利用して、ここにもあった方

がいいとか、ここの場所は誰も乗らないからいらないというふうなことがあれば、今その

ことで実証運行しているということですので、そういう意見があれば教えていただきたい

というふうに思います。 

 

○小松委員 

分かりました。それともう一つなんですけれども、私たちもみんなもなんだろうけれど

も、まだこれを実際に使ったことがないと思うんですよ。協議会委員の皆さんもそうだと

思いますけれども、みんな免許があるので。我々の意見で上げてやるというのもすごく大

事だと思うんですけれども、これ登録皆さんなさっているんですよね。登録なさっている

方が利用しているということですよね。ということは、その方々になんかアンケート的な

ものを送ってやれるということも可能性としてはあると思うんですけれども、実際に利用

している人たちから意見を聞いた方がいい提言書ができると思うんですけれども、その辺

どうでしょう。 

 

○市民サービス課参事 

地域全体の意見ということですので、それはやはり地域協議会の中で意見を出していた

だきたいというようなことです。利用者については、停留所はどうかとかそういうことに

ついては利用者の方から意見をいただくような計画で、そのための実証運行をしておりま
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すので、そういう面については利用者の意見を聞くということはしますけれども、まず太

田地域全体の公共交通をどうしたらいいかというふうなことの意見ですので、やはり地域

協議会の方から提出していただきたいというふうに思います。 

 

○小松委員 

はい、分かりました。 

 

○会長 

他にございませんか。はい、伊藤さん。 

 

○伊藤勝良委員（以下「伊藤委員」と表記） 

コミュニティバスについてですけれども、２６年度までは赤字分を市が負担していたと

いうことで、今度利用料金が下がるということは今まで以上に負担を多くしているという

ことなんですか。 

 

○市民サービス課参事 

コミュニティバスの場合は１日の定額で支払っておりましたので、１日３万７千円でし

たか、それで年間８００万程度の市の負担でしたけれども、乗合タクシーでは予約になっ

た時だけ走るというふうなことです。 

 

○伊藤委員 

バスが２６年度までは市が赤字分を補てんということで、今年度からコミュニティバス

ということで始めたということで、料金も安くなるということで、安くなった分をどうい

う形で安くできているのかなということを教えて欲しくてでした。 

 

○市民サービス課参事 

今ちょっと資料がありませんので金額については、詳しい金額は分かりませんけれども

今まで県の生活バス路線維持費等補助金というのが、それが２６年度で廃止されましたの

で、廃止された補助金分全部今度は市で負担して羽後交通の方へ出さなければ、羽後交通

の方ではあとやめるというふうなことでしたので、路線を存続するためには市が今度は運

営主体となって行うというようなことで、そうなれば市が委託して運営する場合、マイタ

ウンバス補助といって別の補助金が出ます。それを見ますと利用料金を下げることができ

るということで、ちょっと今数字的な部分は持っていないですけれども、そういうような

状況です。別の助成が来るということなんです。 

 

○伊藤委員 

分かりました、ありがとうございます。もう一点いいでしょうか。今これ大曲との間で

すけれども。 
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○市民サービス課参事 

長信田線といいましても、長信田と南外でしたか、３つの路線があるんです。それに対

して市営でやるということです。長信田線だけではないです。 

 

○伊藤委員 

というか、角館とか六郷とか他市町との関係となるからというのもあるかと思いますけ

れども、太田の公共交通を考えた場合、そういう路線も入って考えたりしなくてもいいの

かなとちょっと思ったので。 

 

○市民サービス課参事 

角六線もありますけれども、やっぱり市が運営することですので、角六線については大

仙市の方でどのようにしたらいいかということを今、角館、六郷のこともありますので、

それをどのようにするかというようなことは今回のやつからは外しております。市が運営

できることの提言ということです。角六線と連携して大曲まで行けるようにとか、そうい

うような提言はできると思いますけれども、角六線をどのようにするかというようなこと

はちょっと今回の提言には外れると思います。 

 

○伊藤委員 

分かりました、ありがとうございます。 

 

○会長 

他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

ないようです。ただいま皆さんの方からいろいろ質問が出ました。これの提言をいただ

いて、全体の会議の方には髙橋文子委員が出席しております。大変難儀かけております。

これに関しては太田の意見としてどんどん要求されるだろうと思います。今のような意見

を加味しながらひとつまたよろしくお願いいたします。 

ということで、助成金があるということでそれぞれ決まりがあるでしょうからあれです

けれども、これは太田地域の問題ですので、皆さんでどうか２４日までひとつ提言につい

てお願いいたしたいと思います。 

では、次に「大仙市消防団の再編について」でございます。事務局の方からお願いいた

します。 

 

○事務局（市民サービス課長） 
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 【大仙市消防団の再編について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいま、太田地域の人たちは消防団の再編に大変理解があるということで、太田地域

に関しても特に大きな変更はないという説明でございました。皆さんの方から何かご質問

ありますか。 

 

○市民サービス課長 

他の方の地域のことを話す必要ないと思うんですけれども、例えば他の方の地域ですと

結局統合されてしまうんですよね。例えば１分団と２分団を足して１つの分団になるとか。

そうなればリーダーが重なるんですよ。例えば分団長が２人いるんだけれども１人でいい

とかというところで。このようなケースに対応するために今回、例えば分団長のほかに今

までなかった分団監といった役職を当面設けるなどしまして、再編に伴って身分に大きな

変更がないように昨年から１年かけて検討を行い、今回再編するものです。幸い私どもの

方は身分の変更などといったことは全くありません。２５年も前から先駆けて再編をやっ

ておりますので、それだけはまず誇りだなというふうに思っていただければと思います。 

 

○会長 

  ありがとうございます。皆さんの方から何かありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

  ないようです。それでは、協議事項及び報告事項の方は全て終了したということになり

ます。 

その他、皆さんの方から何かございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

  ないようです。事務局の方から何かありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室・市民サービス課長） 

 【次回の地域協議会の開催日及び市政懇談会について、説明】 

 

○会長 

  皆さんへの協力のお願いです。ひとつよろしくお願いいたします。 

  ということで、本日の協議会はこれで閉じさせていただきます。 
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（午後 ２時３０分 閉会） 
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