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  （１）令和２年度地域枠予算活用事業の申請状況及び実績について 

  （２）令和３年度地域の魅力再発見事業について 

６ 協  議 

（１）地域の課題について 

７ そ の 他 

８ 閉  会 
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（午前１０時０２分 開会） 

 

○谷口支所長（以下「支所長」と表記） 

 それでは定刻となりましたので、本日の地域協議会を始めさせていただきます。 

会議を始めます前に、本日は定数の半数以上の皆様から出席していただいておりますの

で、会議が成立することをご報告いたします。また、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、会議の進行を規定により水谷会長の方にお願いいたします。 

 

○水谷仁光会長（以下「会長」と表記） 

 はい、おはようございます。ここ２、３日天気が良かったんですけど、今日はまた雨で、

そのような中で皆さんからご参加いただきましてありがとうございます。 

今朝の新聞にも、コロナの話が載っていました。特に北の方、大館では、弘前にクラス

ターが発生しまして、大館の人たちは弘前に行かないように、往来を控えるようにと新聞

に載っていました。弘前と大館は、本当に近くて、ここから横手よりちょっと遠いのかな、

そのくらいの距離でもう弘前市に入ってしまいます。ですから、日常の買い物やもろもろ、

若い人たちも全部弘前の方に行きます。そっちの方が、秋田市に行くよりずっと便利です

し、近いということになります。 

そういった観点から、コロナの方は、私たちもグラウンド・ゴルフの方でよくお話して

いるんですが、まだ飲む薬もつける薬もありません。ですから、今あえて色々な宴会だと

か、飲み会だとか、我々６５歳以上の人が集まって、何もリスクを高めることはないでし

ょうという話をしています。むしろ今やらなければいけないこと、それはインフルエンザ

ワクチンを確実に打つことです。特に６５歳以上の人は優先して予防接種の方始まってい

ますので、それもやらないでコロナがどうのこうのと騒ぐ前に、「まずやれ」とお話しし

ております。若い人たちも、ぜひ早めの接種をやった方がいいのかなと思います。 

それでは、令和２年度第３回太田地域協議会を開催いたします。開会にあたりまして、

谷口支所長からご挨拶をお願いいたします。 

 

○支所長 

改めまして、本日は皆様お忙しいところ、また天気が悪い中、お集まりいただきましてあり

がとうございます。 

今、水谷会長のお話にもありましたけれども、今年度は、得体の知れない新型コロナウイル

スに恐れながらスタートした感じがしております。４月、５月と、我々もよくわからないまま

に、「三密を避けて」とか、「外出を控えて」とか広報車で回って歩きました。それから、早い

もので半年が過ぎ、もう１０月も下旬となりました。 

今年度から新委員としてお引き受けいただきました委員の皆様は、２回の会議を経験されて

地域協議会の雰囲気がつかめられたかと思いますし、前期から継続して委員となられている皆
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様も、今年度は昨年度とは違った会の流れだと感じられているかと思います。 

さて、今月１９日に「地域の魅力再発見事業」の市長、副市長のヒアリングがありました。

この日は南外、西仙北、太田、仙北の４支所のヒアリングで、来週月曜日に大曲を含めた残り

４支所のヒアリングとなっております。太田支所のヒアリングの様子は、後ほど担当から説明

がありますが、エディブルフラワー（食用花）の活用を通した地域活性化は、４支所の再発見

事業の中でも、一番注目を集めた感じがいたしました。最初から大きな取り組みではなく、ま

ずは食用花の栽培を確立して、数年かけて少しずつ食用花を活用した地域活性化事業として進

めていきたいと思います。食べる花ですので、消毒もできないですし、虫がついてもいけない、

１本の苗から花が２輪か３輪しか取れないということで、栽培している農家さんに聞いてみま

したが、なかなか栽培が難しいそうです。来年度は、農業振興情報センターの協力を得まして、

まず栽培の勉強から始めたいと思っております。 

なお、この時、真木真昼県立自然公園を活かした活性化策を考えるようにと市長から宿題を

出されました。真木真昼県立自然公園は、今年度から秋田県、美郷町と連携し、３年計画で国

の地方創生交付金を活用した事業を行っております。大仙市では、山登り教室や親子トレッキ

ングなどの自然に親しむ事業を行っており、県では今後、標柱の更新や袖川園地の公衆トイレ

の改修などを行う計画となっております。 

また秋田県の森づくり税を活用して、大台スキー場周辺を整備してもらいたいと来年度県に

要望し、採択となれば再来年度から３年程度かけて整備を進めたいと考えております。ハード

的な整備は、県が地方創生交付金や森づくり税を活用して行い、それに伴う形でソフト的な事

業を来年度、地域の魅力再発見事業として提案したいと思いますので、皆様からも例えば大台

スキー場の特に夏場の利活用について考えておいていただきたいと思います。 

市長からは、大仙市の最東部である太田に人が集まるということは、必ず大仙市のどこかを

通過するので、太田地域の活性化は大仙市の活性化になる、太田地域には花、県立自然公園、

豊富な農産物、温泉等々、他地域に秀でたコンテンツがたくさんあるので、そうした素材を効

果的に組み合わせた活性化策を、地域協議会の委員の皆様はじめ地域みんなで考えるようにと

の指示でした。したがって大台スキー場の利活用を考える場合は、大台スキー場だけの利活用

と、大台スキー場と他の資源などを組み合わせたことなど、来年まで約１年かけ、毎日東山を

眺めながら考えていただきたいと思います。 

それでは本日の地域協議会、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

はい、ありがとうございました。 

次に、次第の４に入ります。「会議録署名委員の指名」をいたします。会議録署名委員

は、長澤宏明委員、髙橋英子委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

次に、次第５の「報告」に入ります。「（１）令和２年度地域枠予算活用事業の申請状況

及び実績について」、事務局から報告をお願いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 
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【令和２年度地域枠予算活用事業について、配布資料に基づき説明】 

 

・実施類型【②市民協働型】 

 １ 東部墓園保全事業 

   事業目的：太田東部墓園の枯れた木は、強い風が吹いた場合、倒木や枝折れにより

来園者や墓石に被害を及ぼす恐れがあるため、危険木を伐採し、被害の

防止と墓園の環境保全を図ることを目的とする。  

   申請団体：太田東部墓園墓地使用者組合 

   申 請 額：１４６，３００円 

 

 ２ 北部墓園保全事業  

   事業目的：太田北部墓園の枯れた木は、強い風が吹いた場合、倒木や枝折れにより

来園者や墓石に被害を及ぼす恐れがあるため、危険木を伐採し、被害の

防止と墓園の環境保全を図ることを目的とする。 

   申請団体：太田北部墓園墓地使用者組合 

   申 請 額：１３６，４００円 

 

 ３ 秋田県民歌制定９０周年記念太田地域文化講演会開催事業 

   事業目的：太田町横沢の倉田政嗣が作詞した秋田県民歌の制定から９０周年を迎え

ることを記念し、講演会を開催することで、改めて秋田県民歌について

考え、太田の偉人の功績を見つめ直す契機とすることを目的とする。 

   申請団体：太田地域自治組織連絡協議会 

   申 請 額：２９０，０００円 

 

 ４ 太田地域芸術発表会開催事業 

   事業目的：太田地域住民の文化活動の成果を発表し、鑑賞する機会を提供すること

により、芸術文化の振興と心豊かな地域づくりを図ることを目的とする。  

   申請団体：大仙市芸術文化協会太田支部 

   申 請 額：５０，０００円 

 

・実施類型【③市民主導型】 

５ 上小神成地域づくり事業  

  事業目的：上小神成地域の安全・安心コミュニティづくり、自然と生活環境の保全・

再生・創生による豊かな生活空間を築くことを目的とする。 

  申請団体：上小神成環境を守る会 

  申 請 額：３００，０００円 

 

○会長 
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はい。ただ今、事務局の方から報告がありました。皆さんから、質問などありましたら

お願いいたします。どなたか質問ございませんか。 

 

（質問無し） 

 

○会長 

それでは、無いようですので、質疑を終わります。 

なお、地域協議会は、市が決定した市民協働型、市民主導型、地域イベント応援型につ

いて、報告された内容によっては、意見を附すことになっております。今回、市民協働型

の申請４件と、市民主導型の実績１件・申請１件の報告がありましたが、申請団体に対し

て改善を求める点などのご意見はございませんか。 

 

（意見無し） 

 

○会長 

それでは、無いようですので、これで（１）の「報告」を終わります。 

次に、「（２）令和３年度地域の魅力再発見事業について」、事務局から報告をお願いい

たします。 

 

○事務局 

 【令和３年度地域の魅力再発見事業について、配付資料に基づき説明】 

 

１ 【報告】太田分校レストラン 

  事業概要：大曲農業高校太田分校の生徒がメニュー考案、調理補助等に係るレストラ

ンを開催し、地域活性化につなげる。 

 

２ 【継続】コミコミ！バスプラン 

  事業概要：コミュニティバスが温泉施設を通る路線（太田地域、神岡地域）で乗車券

が無料になるお得なチケットを販売し、バス利用者と温泉利用者の増加を

図る。 

 

３ 【継続】太田の伝統食継承事業 

  事業概要：太田地域の伝統食等に関するリーフレットを用いた講座を開催し、世代間

交流を通じて食文化の継承を図る。 

 

４ 【継続】花のまち太田「球根バンク」事業 

  事業概要：市民から株分けしていただいたスイセンの球根を道路沿いに植え付け、ス

イセンロードの延伸により「花のまち太田」のイメージアップを図る。 
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５ 【新規】エディブルフラワー（食用花）活用事業 

  事業概要：「花のまち太田」の新たな活性化策として、食用花を用いた加工品等の開発

を行う。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。ただ今、事務局の方から報告がありました。皆様から

質問等、何かございませんか。ありましたら、お願いいたします。 

  

○支所長 

「コミコミ！バスプラン」について皆様方にお願いです。これは、太田地域の中でも活

用できるんですけれど、ターゲットとしては、大曲と仙北の長信田線が走っているあたり

の人たちから利用してもらいたいということで始めた事業です。つきましては、皆様方の

お知り合い、長信田線の沿線上に住んでいるお友達などにぜひお知らせやＰＲをしていた

だきたいことと、もしできれば、ご友人やご親戚の方々に、年末のプレゼントということ

で、ギフトのような形で活用していただければなと思っております。 

なお、この券ですけれど、例えばバスだけとか、温泉だけだとか、食事だけとか分割し

ても使えることになっております。バスが５００円の往復で１，０００円、入浴が４００

円、食事が８００円と、仮にバスに乗らなくても損はしないというか、当たり前の値段で

利用できます。券を使って温泉に入ってご飯食べて、バスの利用券は誰かにあげるという

ことも可能なセットになっておりますので、これから、もう１年半くらいこの事業やって

みたいので、お知らせいただければなと思っております。 

私自身も、いつか大曲まで車で行って、バスに乗ってみなければなと思っております。

読売新聞の記事に載せてもらったときは、読売新聞の記者は「そうすればバスに乗って、

温泉に入って、ビール１杯飲んで、またバスに乗って戻ってくればいいな」と言ってまし

たけれど、もちろんビールの分は別負担になるんですけれど、そういったこともできるの

かなと。グループで来られて、お酒を飲んでバスで帰るということも可能ですので、いろ

んな使い方が想定できますので、どうかＰＲについてよろしくお願いしたいと思います。

以上です。 

 

○会長 

 はい、他にはございませんか。 

  

（質問無し） 

 

○会長 

 それでは、無いようですので、質疑を終わります。これで（２）の報告を終わります。 

 次に、次第６の「協議」に入ります。「地域の課題について」ということで、委員の皆
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さんが住んでいる地域や、あるいは太田地域全体に係わることで、解決したい課題などあ

りましたら、お話ししていただきたいと思います。もし思いつかないようでしたら、委員

の皆さんが持っている情報提供などでも結構ですので、特にこだわって何々ということで

はなくて、いろんなもの、皆さんが持っていること、お話しいただければありがたいと思

いますので、一言ずつお願いいたします。 

 それでは、順番にいきますので、よろしくお願いいたします。最初に熊谷委員、いかが

ですか。 

 

○熊谷隆雄委員 

はい、熊谷です。前回もそうだったんですけれども、この地域枠予算を活用した事業、

こういう風にしてやられているということで、私もアイディアが十分出なかったわけなん

ですが、各集落単位だったり、それ以外の団体が色々ある中で、地域枠を活用して事業を

することができますよということを、機会あるごとに告知していくといいのかなと思って。

まあやっていることではあると思うんですけど、なかなかそれぞれの団体の担当の方に、

もしかしたらそういう発想がないままに、それぞれの枠の中でやられているということが

あるんじゃないのかなと思って。具体的に何というわけじゃないんですが、うまく周知を

していただいて、こういう事業をやることができるんだということがもう少し広まると、

この活用に弾みがつくのではないのかなと思いました。以上です。 

 

○会長 

はい、ありがとうございました。次に安達委員、お願いいたします。 

 

○安達京子委員 

診療所とか歯科診療所のところなんですけど、以前は街灯がついてたと思うんですけど、

今はつかなくなってるんですね。私の記憶では、多分ですけどマイマイガが大量に発生し

たとき街灯に集まって来て、その時からつかなくなったような気がするんですけれども、

あそこの通りは幼稚園や郵便局があったりして、私が帰るときに割と郵便局の職員とか横

断しようとしたりするんですけど、目に入るようなものを着ていればいいんでしょうけど

も、皆さん黒っぽいものを着たりしているので、横断しようとするのが見えにくくなって

いるように思うので、もしこのような地域活性化の事業で街灯を復活させることができれ

ばいいかなと思うんですけど、どうでしょうか。 

それともう１つ、先ほど言えば良かったんですけど、太田分校レストランですけど、私

たちの職場でも広告を見てぜひ１回食べたいなということで、２回ほどチャレンジしまし

たけど、午前９時から予約スタートということで、９時に電話を何十回もしてもつながら

なくて、やっとこの前つながったと思ったら、７分くらいだったんですけど、もう売り切

れましたという返事でした。その時点で、「本当に７０食作っているのか」という風に思

ってしまいました。なので、そういう方がもしかしてたくさんいるかもしれないので、来

年度以降もこの事業と関係なく続けていくということですので、例えば１回食べられた方
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はご遠慮いただくとか、多くの方に利用していただけるような方法を考えていけばいいん

じゃないかなと個人的に思いました。以上です。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。この街灯の件はいかがでしょうか。 

 

○藤澤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

 ただ今ありました、診療所の街灯がつかなくて暗くて危ないということでしたけれども、

まずこの既存の診療所の街灯を利用したいと思います。診療所の方にお話をしてみますの

で、ちょっとお待ちください。どうかそういうことで、よろしくお願いします。 

 

○会長 

 いくらも掛からないと思いますから。街灯は日中つかないのは当たり前なんですけれど

も、夜の１時とか２時とかはいらないと思います。だとすれば、タイムスイッチつけると

か。そうすれば、マイマイガもいなくなるとか、そういう効果もあるような気がしますの

で、その点も対症療法でよろしくお願いしたいと思います。 

 

○市民サービス課長 

 わかりました。たしかタイムスイッチになっていたと思いますので、その辺も聞いてみ

ますので、よろしくお願いします。 

 

○支所長 

 太田分校レストランですけど、実は同じような意見をたくさんいただいております。実

際、本当に７０食作っております。本当は１００でも２００でも作りたいところなんです

けど、いかんせん中里温泉の厨房は皆さん見たことないと思いますけど、非常に狭くて、

物理的に限度があるんですね。それを今度、厨房以外のところで盛り付けとなれば、保健

所の許可の関係で難しいということもあります。来月が最後なんですけど、また同じよう

なことを言われると思いますので、いずれその方策を私たちも何とかしなければならない

なと思っております。 

チラシの方にはできるだけ多くの皆様方から食べていただきたいので、「大量の注文は

控えてください」とは書いてありますので、基本は２つか３つということでお願いしてい

るんですけど、そうなれば職場の人たちで３人とか４人とかで２個とか３個ずつとかで、

合わせると１５個くらいになっているようです。電話の向こうだと、なかなかそういった

ことを把握できないこともありますので、来年度以降、中里温泉の方と相談して、固定客

ではなくて、できるだけ多くの方々からご賞味いただきたいなと思っております。 

実は、我々は１回も食べたことないんですよ、予約が取れなくて。試食の時に目では見

てるんですけど、本当の弁当は職員は１回も食べたことない状況で、少し検討したいなと

思っておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 
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○会長 

 はい、ありがとうございました。それでは、鈴木賢一委員、お願いします。 

 

○鈴木賢一委員 

 はい、先ほどありました街灯なんですけど、太田中学校の自転車通学で、国見の方に行

く自転車専用道路っていうのがあります。ただ、街灯が何も無いです。真っ暗な状態だと

危ないということで、中学生は角館六郷線を走っていました。今は、遅くなれば父兄の車

で多分帰ってるんだと思うんですけれども、我々が子どもの頃はその自転車専用道路を通

学したものですけれども、時代が変わって、不審者が出ただとか、そういうこともあって、

真っ暗なところはやっぱり走りにくいということで、なんか色々あったんです。 

この後、小水力発電見に行くと思うんですけど、私たち宮腰精機もちょっとそういうも

のを計画したことがあります。用水路を水が流れているので、とりあえず１０ワットくら

い出れば、今ＬＥＤなので明かりがつくんじゃないかということで、用水路に小さい発電

機を置いて、ちょこちょこと明かりつければいいのかなって開発しようと向かってはいる

んですが、企業としますと開発に当然金が掛かるので、なかなか二の足踏んで進んでは行

ってない状態です。ただ、構想はずっとしてました。色々環境だとか考えていったときに、

あんまり明るいと稲にも良くないだとか、それこそ虫が集まってくるだとか、そういう問

題もあって、１つずつ潰していくしかないなということで考えてはいます。 

今、実際、中学校って子どもも少なくなって、自転車で通学する子どももあんまり見な

いんですけれども、やっぱり角館六郷線を通っているもんなんですかね。 

 

○会長 

どなたかわかる方いますか。 

 

○倉田吹紀子委員（以下「倉田委員」と表記） 

 長信田の方というか、太田中学校の方に上っていく道路で今工事もありますけれども、

ここ２年くらい自転車の子、ヘルメットをかぶってから多くなりましたね。ヘルメットの

着用が義務付けられて、初めの頃は自宅でかぶっているようなヘルメットもありましたけ

れども、今真っ白なヘルメットなので、薄暗くなった時もとてもわかりやすいし、長信田

の人たち自転車通学多いですね。それに比べて、横沢はあのとおり明かりはありますけれ

ども、自転車通学は少ないですね。 

 

○支所長 

 街灯の件ですけど、確かに色々なところから要望があります。例えば子どもたちとか、

地域の方々の安全のためには必要だと思いつつも、やはり先ほど鈴木委員がおっしゃった

ように、農地、農作物に影響があるということもありまして、明るい町を作りたいと思っ

ても、クリアしなければならないこともあります。街灯をつけるとなれば、建てる場所の
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周辺の所有者の方々から了解を得るとか、そういったこともしなければならないこともあ

りますので、「あそこ暗いから、明かりつけてくれ」と言われて、「はい、わかりました」

となかなかいかない部分もあります。 

ただ、例えば青少年育成大仙市民会議という団体があるんですけれど、そちらでは組織

で調べて、３年くらい前に太田東小学校から斉内の方に向かっていく県道沿いに街灯をつ

けたということもありますので、要望にお応えするために、市としても検討したいと思い

ます。そこらへんは担当の所長から。 

 

○田中中仙・太田建設水道事務所長 

 中仙・太田建設水道事務所長の田中です。市の事業といたしましては、通学路等で暗い

場所にＬＥＤの設置事業を実施しております。こちらの方は、平成３０年度頃に電気工事

協同組合から提案をいただきまして、太田地域内に該当する場所が１００箇所あると報告

を受けております。そのうち、こちらで実際の場所を検討いたしまして、地域の方からの

同意・要望等、そして今、支所長からもお話ありましたように、小学校・中学校からの要

望等を踏まえながら、計画的に実施しているところでございます。 

今年度も、１６箇所の街灯にＬＥＤの設置を実施しております。来年度以降も実施する

計画となっておりますので、もし委員の方からも設置要望等ございましたら、ご一報いた

だければ事業化、設置に向けて検討していきたいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。なかなか、結論まで行くっていうのは、街灯っていう

のは非常に難しいことだと思います。田んぼのこともそうなんだけど、いつの時も当然、

人の家が明るくなると自分の家も明るくならないと駄目なんですね。人の家の道路が明る

いと、自分の家の前の道路も明るくならないと解決しない問題なんですよ。ですから、ど

こで線引きするかっていうのはやっぱり、今出たような公的な場所っていうんですか、例

えば、青少年育成大仙市民会議とか色々あると思うんですけども、誰から見ても「ここは

やっぱり必要だな」っていうのが、目安として絶対あると思うんです。まずそういうとこ

ろから潰していけば、なんとなく説明もつくのかなという気がしますので、大変難しいこ

とだと思いますけども、ひとつ皆で協力して、良い町をつくるためには、「明るい町づく

り」だと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、高橋委員お願いします。 

 

○高橋直博委員 

 高橋でございます。先ほどから街灯について提案されておりまして、私も重要なことだ

なと考えておりました。 

前回の協議会の中でもお話ししましたけれども、集落内に個人のお宅でも非常に綺麗に

屋敷の管理を、手を掛けて頑張っている方が非常に多いということもありまして、逆に人
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手が無かったりということで、広い屋敷の中で木が大きくなってしまって手を掛けられな

くなってしまっている方もあります。空き家になっている場所もあるということで、地域

によっては、もしかするとそういうことが迷惑になっている方もおられるかもしれないと

いうことで、そういうところが他にもあるのか調査すべきではないのかなと思っておりま

した。地域からの援助等があった方がいい場合もあるなと思っておりましたので、そうい

うことを１つ提案したいと思っております。 

また、先ほどの街灯周辺の田んぼ等でも、害虫等が集まってきて迷惑を被っている場合

もありますし、そういう場合はＪＡの方に話が来る場合もあります。そういうことで街灯

がつかない場合が多々あるということで、その駆除にも非常にお金や人手が掛かるという

こともありますので、十分に話し合っていかないといけないと思います。薬剤等でＪＡの

方からもお金等提供できる部分があれば、地域に貢献していける部分かなと思いますので、

この後話し合っていきたいなと思いました。 

他の、十字路等で夜道暗いわけでありますけれども、夜歩く人も今は結構おりますので、

街灯はつけていただいた方が本当にありがたいなと思います。そこらへんも考えながら、

相談していきたいなと思っております。以上です。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。続いて、小松江里子委員、お願いします。 

 

○小松江里子委員 

 はい、青少年育成大仙市民会議太田地域会議からなんですけれども、昨年度から太田地

域会議の役員と学校関係者で、３小学校の通学路の危険箇所の確認作業をしていたんです

けれども、今年の８月３日で確認作業が終わりました。そこで、東小学校では３箇所、南

小学校で５箇所、北小学校で９箇所の危険箇所があったようです。各小学校からの要望で、

道路脇の樹木が大きく道路に張り出していて、これから雪が降る季節になり、登下校の際、

児童への落雪が心配だということ、歩道の縁石が破損している箇所が多いので早めに修復

してほしいということ、要望の中で一番多かったのは、通学路のグリーンベルトや白線が

消えているので、引き直してほしいということが一番多かったようです。 

また、中里温泉前の道路なんですけれども、見通しが良くて、車のスピードも速いと感

じるため、横断歩道に横断旗の設置をしてほしいということがありましたので、市の方へ

要望書を提出しました。そうしたら、早速太田支所の方から横断旗を譲っていただいて、

中里温泉前の横断歩道に設置しております。それから、「注意」と書かれた看板を太田支

所の方からいただいて、破損したガードレールに付けております。 

最後ですけれども、委員の皆さんも、各小学校の通学路で危険だと思われる箇所を見つ

けましたら、お知らせくださいますようお願いいたします。以上です。 

 

○会長 

はい、ありがとうございました。次に、倉田吹紀子委員、お願いします。 
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○倉田委員 

 横沢地区ですけれども、熊の件では皆さんに大変ご心配をおかけしました。本当に予想

もしなかった明るい場所に出たということで、心配する町外からの方や都会の方からもお

問い合わせがあったりして、田舎なんだなと改めて思いました。あの地区は散歩する方が

とっても多い場所なんですけれども、コロナの時もそうでしたが、熊が出てからは本当に

散歩する方が少なくなりました。 

この熊の件ですけれども、休日が挟まれたことで、昨日ある方に言われたんですが、学

校の方は緊急連絡網とかいろんな動きがありましたけれども、その方と私が知らないだけ

かもしれませんが、熊で慣れてる場所ではないので、できれば広報車の大きいスピーカー

で、「気を付けてください」とか言ってもらえれば安心だったみたいです。 

 それから、児童クラブの方にもお世話になってますけれども、太田分校さんとの交流や、

花の会の協力をもらって、花に囲まれているクラブということでとてもありがたいなと思

っているところです。今年、大曲工業高校さんの方から、手作りの木製のプランターをい

ただきました。それを見た送り迎えの方が、「あ、これ工業高校から届いたものですか」

と目を向けてくださり、「町外からそういうの来てるんだ、良かったな」みたいな感じで

お話しされていることもありがたかったです。いろんなことが、花とかそういうことにつ

ながっていることに感謝する毎日です。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。 

 

○黒澤農林建設課長 

 すみません、ちょっと熊の件でお話ししたいと思います。ニュースでも太田の方で熊が

出たということで、実は今日の朝も金井伝の方で１頭捕獲しております。檻で捕獲して処

分しておりますけれども、１０月に入って県北の方で女性が亡くなったということで、１

０月１５日から秋田県では今月いっぱいまで「熊警戒警報」が発令されております。そう

した途端に、実は先週の１５日の木曜日も、今日と同じ場所で１頭捕獲されております。

次の日は駒場に、そして次の日が横沢に、そして今週に入ってなんですけれど、国見の北

小学校付近で熊の足跡があったという情報が入っております。今年は今までになく、山際

じゃなくて川を降りてきて、町中、まさか角館六郷線に出るとは思っておりませんでした

けれど、三本扇にも実は先週出ております。市としては、そういう情報を警察なり通報者

からいただいたと同時に、猟友会と連携しまして、当然警察も大曲と駐在から来て巡回し

ております。 

ただ残念ながら、広報車のアナウンスが、「熊が出ましたので注意してください」とい

うテープしかないんですよ。そのため、目撃情報があった付近を巡回しているんですけれ

ども、そういう情報があれば、子どもたちの下校時間に合わせて、スピーカーが付いた車

で近辺を巡回しております。今日も午後２時頃から巡回しなきゃいけないなと思っており
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ます。あと、それを受けた教育委員会の方で、各保護者の方へメールで、例えば「今日、

横沢で熊の目撃情報がありましたので、帰りはお迎えに来てください」とか、そういう情

報は全員に流しております。 

今年は１０月に入ってから太田に出ておりますけれども、幸い人身事故が無いというこ

とで良かったなと思っています。いずれ熊は、これからたくさん食べて山の方へ戻って行

く時期ではあるんですけれども、山の方では、今年は食べる物が少ないというのが全国的

な状況のようで、それにあぶれた熊がこちらの方へ食べ物を探しに来ている状況だと推測

しております。熊との戦いも、もう少しで終わるのかなと思っておりますけれども、熊の

いそうな所へは絶対近づかないというか、家の周りの食べ物とか、においとかに寄ってく

ると思いますので、熊を近づけないというような対策も皆さんどうかよろしくお願いしま

す。以上です。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。続いて、長澤宏明委員、お願いします。 

 

○長澤宏明委員 

 はい、長澤です。お疲れ様です。私参加するのが実際は２回目ですけれども、参加する

たびに、こういう事業が進んでいるんだなと、いろんなことが前に進んでいっているんだ

なというのを、今回も内容を教えていただきながら感じております。他人事でなくて、す

ごいなと、考えていただいているんだなと感じておりました。これが地域の皆さんに成果、

形として早く見えればいいのかなと思っております。 

今日の中ではやはり、自分が一番感じたといいますか、興味を持ったのはやっぱり、食

用花という項目かなと思っております。自分の仕事の中でいろんな地域にお邪魔しますけ

れども、実は大仙市の中でも昔から町と言われている、例えば刈和野、角間川、町は変わ

りますけど六郷ですとか、昔から町と言われている地域のお菓子屋さんですね、仕事でお

付き合いありましたけれども、非常にいろんなことを考えて、今の時代お仕事されている

と感じたことがありました。首都圏、関東、都会では一般的なことなんでしょうけれども、

この地域でどうしたら売り上げ、お客さんを呼べるのかということを一生懸命考えている

ような店舗が多くあるというのをつい先日も感じました。そういう意味でこの食用花とい

う事業が、この地域で、これが前に大きく進んでいくことによって、何ができるのかなと

いうのを、楽しみといいますか、非常に興味を持っているというのが感想でした。 

期待される効果の中に、今のレストランの話ですね、そういうものとも合わせてといい

ますか、いろんなものを、縦の事業もありますけれども、それを横でつなぐというのも、

ぜひ考えていただけると、また奥行きのある事業になるのかなというふうにも感じました

ので、よろしくお願いします。 

 お話を聞いていてやはり、分校のレストランのお話、皆さん地元愛が強い方が多く、注

文しようと、食べてみようということに対して、連絡しても注文が取れないということが、

私のところにまでそういう話が、「そうなんだって」というお話が聞こえてきました。そ
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れってやはり、分校のお名前も使ってますし、地域の皆さんにとっては、「駄目なんだっ

てね」というのはやはり当然いい印象、いいアピールではないわけで、悪いイメージ、「ど

うせ電話したって」ということになりますと、やはり興味って少しずつ人から削がれてい

くのかなというふうに思います。そういう部分はぜひ、行政、大人の方が交通整理してい

ただくことで、必ず良い形になっていくと思いますので、ぜひそこは検討していただく要

素があると思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。最後になりましたけども、髙橋英子委員、お願いしま

す。 

 

○髙橋英子委員 

 髙橋です。今日、皆さんにお渡ししていただいた、「伝えたい味がある」というリーフ

レット。これができたところまではいいっていうことで、次にって考えたときに、もう１

年とか２年とか農協にいれば、また次々とやっていけたかもしれませんけれども、歳には

勝てず退職でした。たまたまコロナがありまして、その影響で三密、皆で一緒に何か事業

をすることができないということで、このリーフレットができたときに加工部会の人たち

にも言ったんですけれども、またＪＡの方の担当にもお願いしたんですけれども、各集落

で、もし集まるとしても３人か４人ぐらいだと思います、大きい集落になっても。ただそ

こに行って、担当がよく覚えて、皆に入っていけばいい。これが１つの事業として、ＪＡ

でも関わっていけるんじゃないかということを引き継ぎましたけれども、やっぱり三密の

関係で事業が思うように進まないということがありました。今、事務局から話があったよ

うに、子どもたちに、伝統みたいに伝えていきたいということがありましたので、まずそ

れは冬の事業としてやっていけばいいんじゃないかと思いました。 

講師料が掛かりますので、先生がいなくても例えばこの材料でやってみようかというの

は、まずうちのほうの集落で今、ちょっとやってみようかなということもあります。１２

月にいつも作るおやきではなく、その前に「じゃあこれをやってみようか」という話もあ

りますので、こういうのを活用してやっていきたいと思っています。それを「やったよ」

という話が広がれば、各婦人会、またＪＡの女性部の方にもつながっていくし、今、ＪＡ

ではこんなリーフレットを作れないと思いますので、私は何回もＪＡの方に行って貰って

友達とか一緒に働いていた人にあげていますので、活用していきたいと思います。 

あとエディブルフラワーについても、市長さんは興味を持たれたようだと言ったんです

けど、これ営農センターの方にも相談してみました。最初、大曲のコイケ種苗さんに行っ

たんですけど、「うちの方ではまだそういう花の種は取り扱ったことがない」ということ

で、これから勉強したいと言っていました。そういう花も育てる段階は同じだと思うんで

すけれど、農薬散布が無いということで、色々資料いただいたんですけれども、やっぱり

県外の方で女の人たちがやっているという感じでした。 

中里温泉で、最後にデザートで花を使ったゼリーとかが出てくるような、そういう風に
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なったらいいなと思ってこういう企画をしたら、私が考えた以上に大きい企画になってい

ますので、すごい頑張り甲斐があるなと思っています。これやるときは、農業振興情報セ

ンターとか、今いい施設がありますので、そこに行って、私も勉強しながらやりますので

どうかよろしくお願いします。以上です。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。今日参加の委員の皆さんから、それぞれの意見出して

いただきました。もし、支所の方で参考になる意見等ありましたら参考にしていただいて、

また要望等もありましたので、解決できるものはぜひ解決してほしいですし、何よりもそ

の結果です。結果、例えばやれる・やれない、やれるとすればいつまで、やれないとすれ

ばいつになればやれるのかというようなことを、それぞれ出された各委員の皆さんに答え

を出していただきたいという、それが一番大事なことかなと思いますので、ひとつよろし

くお願いいたします。それでは、今回の各委員からの意見等については、以上で終わりた

いと思います。「協議」は終わります。 

 次に、次第７の「その他」なんですが、委員の皆さんから特に何かございませんか。 

大変恐縮なんですが、私の方から１つだけ。資料をお渡ししますので、ちょっと見てく

ださい。一番最初に、支所長がお話しくださいました。今年１年かけまして、真木・真昼・

大台、色々なものを考えて、その上で何か１つ考えてくださいということで出されました。 

たまたま、私がテレビを見ていたらですね、新潟の「えちごトキめき鉄道」という、こ

こでいえば内陸線みたいな鉄道です。赤字路線で大変なんですけれども、ここの社長が何

かないかと考えたら、線路に石がいっぱいあると、これを売ろうということで石の缶詰を

売ったんですね。そしたら売り切れてしまったわけです。発想はそのくらい転換しないと

素材は出てこないのかなということで、皆さんにお知らせしました。その全文を載せたも

のがたまたまインターネット上にありましたので、引っ張ってきました。色々読んでれば

わかるんですけれども、１缶５００円です。石が中に２つ入っていました。なぜそれで売

れるのか不思議だったんですけれども、売り切れるんだそうです。ただし、ただの石では

ないということです。これに書いているんですが、鉄道の石っていうのはバラストってい

うもので角になっているんですよ。ところが昔のものは、４０年から５０年くらい前のも

のは、玉砂利なんだそうです。そして、それが価値ある、鉄道ファンにとっては、まこと

懐かしい石なんだそうです。ただこの石っていうのは当たり前の話なんだけれども、仕入

れが無くて、賞味期限が無くて、売れ残っても腐らないし、すごいものだなと感じました。 

ただ、この発想にたどり着くまで色々あったみたいですが、中に書いています。ですか

ら、「ここには何にも無い」ではなくて、石だって商売になるっていう、例えばひと頃前

に、「富士山の空気の缶詰」ってありました。空気だって商売になるよっていう、ですか

ら、発想の転換っていうのは、そこらへんなのかなということを、たまたま支所長が冒頭

で話した、「来年まで宿題として考えてください」というような中身に合うか合わないか

わかりませんけれども、ひとつ気分転換しながら、「なるほど、こういうこと考えている

人もいるのか」というのを参考までに見ていただいて、何か開けてくるものがあれば幸い
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です。私の方からは以上です。 

支所の方から、何かありますか。 

  

○事務局 

 はい、私の方から４つ連絡事項がございます。 

 １つ目ですけれども、大仙市地域協議会委員全体研修会というのを、各旧市町村の地域

協議会全部集まりまして実施するのが、今年度は実施しないということでございました。

また、東部地区地域協議会委員合同研修会ということで、中仙・太田・仙北の３つの地域

協議会が集まってやっている研修会もあるんですけれども、今年度は実施しないというこ

とで、本来であれば今年度の当番は中仙地域だったんですけれども、当番はそのまま来年

度に引き継ぎまして、そのままということでございます。 

 それから「大仙市健幸まちづくりプロジェクト」ということで、皆さんご存じかどうか

わからないんですけれども、こういった活動量計を目にしたことありますでしょうか。私

たちもつけているんですけれども、タニタの歩数計を無償で貸与いたしまして、市民の皆

さん歩いて健康になってくださいという事業です。この参加の募集をしているところでご

ざいますので、もしよろしければぜひ貰っていただきたいと思います。 

 それから、次回の地域協議会ですけれども、１２月中旬ないし下旬頃に今年最後の地域

協議会を開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、今日これから真木の小水力発電所に行くんですけれども、だいぶ時間も遅く

なってしまいました。公用車を２台用意しているので、そちらに乗って行っていただきた

いと思いますが、もしご自分で行ってそのまま帰りますという方がおりましたら、私たち

の公用車の後についてきていただければと思います。ちょっとトイレ休憩等取りまして、

午前１１時５０分くらいに支所の前を出発したいと思いますので、ご準備等お願いいたし

ます。ちなみに、今もう帰ってしまうという委員の方いらっしゃいますか。資料だけお渡

ししますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○会長 

 はい、ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了いた

します。長時間にわたり、ありがとうございました。 

なお、引き続き、ただ今ご案内ありました真木関根の小水力発電所の現地視察を行いま

すので、移動をお願いいたします。 

 

（午前１１時４５分 閉会） 
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