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（午前１０時００分 開会） 

 

○谷口支所長（以下「支所長」と表記） 

 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たいと思います。会議

を始めます前に、本日は定数の半数以上、１２名の委員の皆様のうち７名の方々から出席

していただいておりますので、会議が成立いたしますことをご報告いたします。 

 また、会議録作成のために、発言の際はマイクをご使用くださいますようお願いいたし

ます。 

 今日、午前９時半から豪雪対策本部会議と、１０時からコロナ関係の会議がありまして、

管理職が遅れて来ますので申し訳ありません。コロナの会議は本来私が出るべき会議です

けども、市民サービス課長に代わって出てもらっているので、少し遅れて来ますのでご了

承くださいますようお願いいたします。 

コロナ禍になってから、会議はすべて本庁と支所を結んだテレビ会議になっています。

コロナだからというわけではなく、もともとテレビ会議システムはあったわけですが、最

近は大曲にわざわざ行かなくてもいい会議方式になっております。非常に私どもにとって

は楽にはなりましたけれども、やはりテレビを通しての会議というのは、なかなか意思の

疎通という点ではまだまだ難しい面があるなと感じております。すみません、余談でした。 

 それでは会議の進行を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、支所長の方からコロナの話もありましたけど、今コロナの関係では、自分の家の

ことで大変恐縮なんですが、嫁さんが看護師をやってまして、昨日から注射を打つ人のた

めのワクチン接種やって来ましたという話でした。２回目が４月１１日と聞いています。

噂の打った後どうなるかという話なんですけど、うちの嫁さんの話では、普通の風邪のワ

クチンよりは楽なんだそうですが、人によって差があるかもしれませんですけども、だる

さが残ると言っていました。気にしているせいかもしれませんが、いつもとちょっと違う

なというお話でした。要は、この近くでも、コロナの我々の拠り所とするワクチンが見え

てきたと。ただ、実際は５月に入らないと、我々６５歳以上の方々には届かないのかなと。

若い人は、もっと後になるのかなという雰囲気のようです。 

いずれあともう少し、何とかして頑張って、少なくともこの地域とか、秋田県内とか、

そういう患者が出ないことを願いたいんですが、あちこちからポロポロ出ていますので、

それぞれ守るのは自分しかいませんので、よく気配りしながら、往来なり密なりを避けな

がら、何とか暮らしていきたいなと思っております。 

 それでは、令和２年度第６回の太田地域協議会を開催いたします。開会にあたりまして、

谷口支所長からごあいさつをお願いいたします。 

 

○支所長 
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 改めまして、本日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 令和２年度は、コロナ禍で様々な面で制約を受けました。イベントも開催できなかった

りだとか、常にマスクをしなければならないとか、懇親会や人数の多い会議なんかも控え

るとか、様々なものがありました。また今シーズンは豪雪ということで、前回の会議の時

に皆様に資料をお渡しいたしましたが、豪雪と言いながらも太田は市内でも一番雪が少な

かったような状況です。大曲とちょうど累積で３メートル違いました。といいながらも、

やはり日常生活で雪寄せ作業は、私自身も大変でしたし、皆様方も大変だったと思います。

こんな中で、新しいメンバーに入れ替わった地域協議会も、おおむね２か月に一度のペー

スで開催してきたところです。今日が今年度最後の会議ということになります。 

３年間の任期の中で、最初の年は委員の皆様から太田地域のいろいろなことを知ってい

ただきたいということもありまして、会議の後に水力発電だとか、空如の話だとか、情報

センターの研修生だとか、そういったところを見ていただきました。来年度も、例えば鈴

木委員にお願いしておりますが、宮腰さんの工場を見せていただきたいとか色々考えてお

りますけども、そろそろ本格的に地域課題の掘り起こしや、課題解決に向けた地域協議会

としての取り組みなどについて皆様からご協力をいただきたいと考えております。 

 さきほどコロナワクチンのお話が会長からありましたけど、大仙市でもワクチンの専門

部署を設けて準備を進めております。まだ、いつから接種が始まるのか情報が届いており

ませんが、最初は６５歳以上の方々にクーポンが送られ、仙北のふれあい文化センター、

中仙環境改善センター、協和の和ピアの３か所に設けられる集団接種会場の予約を取って、

接種を受けていただく流れのようです。それが終われば、下の年代の方々になるようです

が、大仙市内の６５歳以上の人口を単純に日割り計算して、じゃあ１か月で終わるなとい

うことにはならないと思いますので、常に接種会場が予約でいっぱいであればスムーズに

進むと思いますけど、予約がいっぱいにならなければもっと掛かると思います。段階的に

クーポンが送られると思いますけど、皆様方も速やかにワクチン接種が終わるようにご協

力をお願いしたいと思います。我々職員も、それに向けて全庁体制で取り組むことになっ

ています。土曜・日曜日も含めて午前・午後・夜と毎日行われます。職員が交代交代で、

案内とか問診のお手伝いとか、そういった作業をするようです。接種が順調に進まないと

コロナ禍の解消になりませんので、どうか委員の皆様も、クーポンが届きましたら速やか

に接種を受けてくださるようご協力をお願いいたします。 

 もう一つ皆様にお願いです。現在、秋田県知事選挙の最中ですが、間もなく大仙市長選

挙、また今年９月には大仙市議会議員選挙、そして投票日は不明ですが衆議院議員選挙も

あり、令和３年は選挙が多い年です。地域ごとの投票率は公表されておりませんが、実は

太田地域は投票率が低く、大仙市内で最下位、もしくは下から何番目という状況です。他

の方の地域は、投票所を統合してだいぶ少なくしておりますが、太田地域は合併前からず

っと７か所できておりますので、有権者の人数に対しては投票所の数は多い状態です。投

票所の数が多い割には投票率が伸び悩んでいる状況ですので、どうか皆様方もご家族や隣

近所の方には、「投票に行こう」と是非呼び掛けをし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。 
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○会長 

はい、ありがとうございました。 

次に、次第４の「会議録署名委員の指名」をいたします。会議録署名委員には、鈴木賢

一委員、安達京子委員にお願いいたします。 

 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） 

【令和２年度地域枠予算活用事業について、配付資料に基づき説明】 

 

・実施類型【①行政主導型】  

 １ 東日本大震災復興祈念・聖徳太子１４００年御遠忌 鈴木空如筆「法隆寺金堂壁画

展」開催事業 

   事業目的：東日本大震災から１０年、また聖徳太子が亡くなってから１４００年の

節目にあたる今年、自然災害や新型コロナウイルスによって失われた尊

い命の鎮魂を目的に「法隆寺金堂壁画展」を開催する。  

   申請団体：太田公民館 

   申 請 額：４２０，０００円 

 

・実施類型【②市民協働型】  

 ２ 駒場部落環境整備事業 

   事業目的：荒屋敷農村公園のアカマツは隣接する私有地の境界に生えており、葉が

私有地に落ち支障を来たしていることから、伐採し環境改善を図ること

を目的とする。  

   申請団体：駒場部落 

   申 請 額：２０１，３００円 

 

○会長 

ただ今、事務局から報告がありました。皆さんから、ご質問等ありましたらお願いいた

します。 

 

（特に無し） 

 

○会長 

質問等は無いようですので、質疑の方は終わりたいと思います。 

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３
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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、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、委員の皆さ

んが住んでいる地域や、あるいは太田地域全体に関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お願いいたします。 

 

○鈴木賢一委員（以下「鈴木委員」と表記） 

 鈴木です。上堰部落の方から、市役所との協議会の場で意見・要望があるので、代わり

に発言してくれと依頼がありましたので、この場で発言させてもらいます。 

平成１７年に市町村合併がありましたが、それ以前より職員の皆様には地域のために大

変お世話になっております。上堰集落では、平成２８年より市からの要望で太田町生活リ

ゾートから代わって北部センターの管理業務を引き継いで受けております。先日、市から

は大幅な予算の減額を提示されたようです。９９％人件費の予算でありますので、大変衝

撃的だったと言っておりました。集落としては、予算内で北部センターを地域住民交流の

場、緊急避難場所として、周辺の整備、備品修理などを行い、誠心誠意対応してきたと言

っておりました。管理・使用するのは地域住民です。どうして予算決定以前に地域住民に

しっかり相談してくれなかったのか、残念だったようです。予算説明の時、担当より、「予

算が枯渇した場合は閉館すればいい」との発言があったようです。利用者の立場を考えな

い発言ではないでしょうか。行政と地域住民が話し合い、協力し合ってこそ大仙市、地域

の発展があると思います。 

 次に、農業についてですが、毎年３月中旬に開催されていた、市役所・米の集荷業者・

米生産農家の代表による米の減反政策に対する説明会がいまだに開催されておりません。

来年度は、米・大豆に対する取り扱いが若干変わると聞いております。この大事な時に、

説明会が開催されないのが不思議です。コロナ禍で困難だとの答弁があるかもしれません

が、工夫次第ではできると思います。農業が基幹産業の太田地域です。太田支所独自でも

開催するべきだと思います。 

以上、これが地域から私に託された意見・要望です。 

 

○会長 

 はい、地域からの意見・要望が２つありました。まず最初の方、北部センターについて

支所の方から何かありましたらお願いします。 
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○草彅公民館長（以下「公民館長」と表記） 

 太田公民館の草彅です。上堰集落の方に、北部センターの管理を平成２８年からお願い

しております。この度、令和３年度の予算の編成にあたりましては、市全体でも財政状況

が厳しいということ、コロナの影響により市税の減少や、令和２年度に実施した国勢調査

での人口減少等によって地方交付税の減などと、収入の大幅な減少があるため、公民館で

も事業の見直しを図っていったところです。 

太田公民館では、敬愛館、文化プラザ、生活改善センターと北部センターの施設管理を

お願いしています。管理の業務委託については内容を精査して、施設を開館している間の

管理人さんに支払う賃金につきましては、例年並みの金額でつけさせていただいたんです

けども、事務費として施設管理をしてくださる方への賃金の支払いや、清掃してくださる

方への賃金の支払い、それから公民館との色々な調整等で事務賃金を払っているんですけ

ども、そちらの事務賃金の方に見直しをかけまして、他の類似団体との事務費との賃金を

見直しまして、事務賃金の方をちょっと引き下げさせていただいたところです。それで、

上堰集落さんには北部センターの管理の方をお願いしているんですけども、周りの北部地

区公園の管理の方もあわせてご協力いただいているようなんですけども、公民館としまし

ては、北部センターの管理ということでお願いしている部分もありますので、類似施設の

状況等を計算しまして、このように減額させていただいた次第であります。 

そちらの公園の管理につきましては、建設水道事務所の担当になると思いますので、そ

ちらの方と協議しながら、令和３年度も公園管理も含めてできるようにして参りたいと思

います。以上です。 

 

○会長 

 今の答えでは、納得しないと思います。ある程度予算がついているものに対して、予算

が減額されてこれではやれないと言っているわけです。答えるとすれば、「何々をやめたの

でこれはできる」という話だとわかるんだけど、そこをはっきりしないと、多分鈴木委員

は帰って答えられないと思います。こういうわけで削減したというのはわかるんだけど、

具体的な作業として、北部センターの管理の人件費は今までどおりでいいと、事務費を削

減しましたと、それでは事務費の何を削減したのかはっきり説明した方がいいです。そう

しないと、帰って鈴木委員が答えを説明しないといけないですから、大変困ると思います。 

 

○公民館長 

 実は昨日、北部センターの管理の事務の担当の方と、公民館と話し合いをしまして、事

務の経費などを減額した経緯などを説明したところ、了承はいただいております。 

 

○会長 

 話が被ると思うんだけど、鈴木委員がせっかく要望をまとめて話をしてくれたので、話

し合いをしたということはそれでいいんですが、外の作業の方は色々やってくれていると

いうことだけども、それはやらなくていいことになったんですか。支所の方で全部やるの
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か、それとも上堰の方でまたやるのか。上堰の方とこちらとでズレが出てくると思うので、

やらなくていいことをやってお金をくださいと言っても、無かったお金だと言えばはっき

りするからいいんですが。 

 

○公民館長 

 公民館では、北部センターの管理ということで業務委託をしております。公園の管理ま

では、はっきり申し上げて金銭的には積算していないので、そこにつきましては、今まで

地域の公園ということでご協力いただいている部分もあります。 

 

○田中中仙・太田建設水道事務所長（以下「田中所長」と表記） 

 中仙・太田建設水道事務所の田中です。今、公園の施設と建物のお話がありましたが、

建物は公民館、墓地公園は市民サービス課、一部公園は建設水道事務所の方で業務委託し

ております。ただ、金額の方が本当に少額なものですから、例えば年間に草刈りを３回し

なければいけないとすれば、１回分しかないという状況です。そういう状況ですので、年

に３回必要だとすれば、１回は部落の人たちにやってもらったり、残りは職員が出たりと

いうような形で管理しております。そちらの管理の方法に関しては、大変少額で申し訳な

いなと思っておりますけども、地域の方のご協力をいただきながら、市の公園担当部署の

方でも実施していきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。 

 

○会長 

 はい、額は少額であるけども、お金は出てると。あとは、何が不足なのかというと、こ

のように地域の人たちが一生懸命頑張ってやろうという時に、なぜ一言話が無かったのか

というのが一番じゃないのかなと思います。最初から話していれば、出てこなかった話じ

ゃないのかなと思います。ですから、やることは皆一生懸命やっていると思うんだけども、

地域に伝わらないというのが支所として一番残念だと思います。一生懸命本庁の方とやり

取りして、もしかしたらもっと減らされたかもしれない予算なんだけども、やっとここで

持ちこたえたという解釈もできると思います。だとすれば、あとはやっぱり中身の説明が

落ちていると、大幅に予算が削られたと取られてもあとは言いようがなくなると思います。  

ですから、鈴木委員から久しぶりに地域の声を出してもらいましたので、何とか地域の

方と対話をして、わだかまりの無いようにして、同じボランティアでやってもらうにして

も、気持ちよく、お金は少ないけれども、「頭下げてもらったから頑張るよ」となればよろ

しいと思います。鈴木委員、よろしいですか。 

 

○鈴木委員 

 上堰には集会所が、上南にはあるにはあるんですけど、北部センターしかないんです。

ということは、例えばこういうような話をする、寄り合いする場所が無いんですよ。これ

が無くなっちゃうと、やっぱり困る。ただ、丸々上堰の住民だけであの北部センターを管

理しなさいと言われてもできない話で、あまりにも箱が大きすぎて、維持管理費が多分掛
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かっていると思います。そういうことで、使用頻度も少ないだろうから、大仙市の方でも

予算を削ったと思うんですが、先ほど会長さんが言ってくれたとおり、「じゃあどうする

か」という話もしなければならないので、「こういう風になりますよ」という話をあらかじ

め教えておいてもらえれば、我々上堰地域でも総代含めて話し合いもできたんでしょうけ

ど、それがどうも私が聞いたところ無かった。いきなりこうなりますという話だったよう

なので、そこはもうちょっと配慮いただけなかったのかなと思います。 

 

○公民館長 

 そうですね、事前に協議の場を設けなかったのは大変申し訳なかったと思います。予算

編成作業で忙しかったと言ってはいけないと思うんですけども、今後は地域の方々と話し

合いをしながら進めていきたいと思います。大変申し訳ありませんでした。 

 

○会長 

 こういった予算というのは、集落に相談して決めるようなものではないと思います。や

っぱり大仙市が戦略的に予算を決めることだと思いますが、人と関わって協力をもらった

り、気持ちよく働いてもらうために、情報として、方向性としてそうなりますよという話

し合いは必要だと思います。ただ、額について「このくらい出してもらわなければやれな

い」と言われても、だからといって簡単に金額を増やすということはできないんじゃない

かと思うんだけども、その入り口の部分を何とか間違わないようにしてくだされば解決す

ると思います。支所の方で、機会を見て総代さんや鈴木委員も交えながら、話し合いの場

を設けて理解をもらうようにすれば、鈴木委員の顔も立つのかなと思いますので、何とか

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○公民館長 

 どうかよろしくお願いいたします。 

 

○黒澤農林建設課長（以下「黒澤課長」と表記） 

 すみません、農林建設課の黒澤です。後段の方の、生産調整の推進員の会議の件ですけ

れども、先ほど鈴木委員が言われたとおり、第一はまずコロナの感染防止のために、今回

は大仙市全地域で会議を開催しないということで、本庁の方から担当者会議の時に話があ

りました。昨日、推進員の方へは関係資料をお渡ししながら説明しております。 

今回、新しい事業としては、国の３次補正ということで、令和３年度実施予定でありま

す水田リノベーション事業なり、麦・大豆生産性向上事業というようなものがありますけ

ども、こちらにつきましては、国の方から事業について連絡があった段階で、昨年の１２

月から今年の初めにかけまして、ある程度対象農家を絞りまして、大仙市として要望量を

精査しているところでございます。 

この事業につきましては、先ほどのコロナと同様、国の事業として予算がついておりま

すけども、この先の見通しがわからない事業といいますか、要件を達成すればすんなり進
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んでいくのかと思えば、最後コロンと内容が変わったり、現場でもそのへん不確定要素が

ありまして、毎年各農家さんに渡しております経営所得安定対策のしおりの中でも、ちょ

こっとだけの記載になっております。大々的には記載しておりません。先ほどの水田リノ

ベーションなり、麦・大豆の生産性向上事業につきましては、ちょこっとだけコメントを

書いてあるという状況でございます。 

上堰集落に限らず、推進員の皆様方には大変心配な面があると思いますけども、そのへ

んご了解いただきまして、ご理解いただければと思います。以上です。 

 

○会長 

 はい。答えはさっきと同じだと思います。ここで答弁してもらっても、皆わからないと

思います。何がわからないかというと、最初の情報の出し方が無かったということに尽き

ると思います。情報っていうのは、私が思うに、「無い」っていうのも情報の一つだと思い

ます。今は無いけども明日になれば別の情報が出てくるなら、「今日はこの情報が来まし

た」という情報を伝えないと、理解しないんだと思います。会議が中止になったなら、「今

は開く予定ありません」っていう情報を流せば、それで済むことだと思います。いつ開か

れるかずっとわからないままなので、今の鈴木委員のような話になるんだと思います。 

今、推進員の方に説明した内容についてお話あったんだけども、鈴木さんはその中身ま

であまりわからないと思います。ですから、情報のあり方について、やるならやる、やら

なければやらない、情報としてはここまでしか出せないというのも情報だと思いますので、

多分鈴木委員はそういうことだと思います。 

 

○黒澤課長 

 推進員の皆様には、開催しないという通知を出しております。 

 

○会長 

 それならそれでいいと思います。そういった情報の通りが良くなるような方法が何かあ

れば、非常に助かると思うんですが、鈴木委員、いかがですか。 

  

○鈴木委員 

わかりました。 

 

○会長 

今はコロナの関係で、当たり前のことをやっても当たり前で、何もやらないと「何もや

らない」って言われますから、当局の方でも大変だと思うんですけども、持っている情報

はどんどん流していった方がいいと思います。他に何かありますか。 

 

○小松江里子委員（以下「小松委員」と表記） 

 小松です。よろしくお願いします。除雪についてですが、先週、太田体育館で１００人
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以上が利用するイベントがありました。昨年と違って今年は雪が多くて、当日は体育館の

前に来館者の車を駐める場所はあったんですけども、南側の駐車場の除雪がされていなく

て、除雪を体育館の方にお願いしたら、「予算の関係でできない」と断られてしまったんで

す。それで、当日の利用者の台数を考えて、市民の方が自分の除雪機を持ってきて、南側

の駐車場の雪を寄せて、どうにか対応することができました。数か月前から、予約人数を

記載した申請書を体育館の方に出しておりますので、何とか除雪していただきたいなと思

いました。 

 それから、別の件ですけれども、皆さんの机の上に、スポーツ少年団の情報誌「ＤＡＳ

Ｈ」というものと、太田支部の支団報が置いてあります。太田では、今は５団体しかなく

なっておりますけれども、その中で「こんな活動をしています」と紹介しておりますので、

どうぞご覧いただきたいと思います。 

 

○田中所長 

 中仙・太田建設水道事務所の田中です。体育館の除雪については、ご迷惑をお掛けして

大変申し訳ございませんでした。初めに大前提なんですけども、本来であれば私たちで出

るのは道路除雪ということになっております。原則、会館などの施設は除雪の対象とはな

りませんが、公共性の高い施設は道路除雪に含めて可能な限りで実施しております。です

ので、体育館であれば、除雪が出た後に寄せております。ただ、南側のところに関しては、

除雪の都度そこを寄せるとなると、人があまり駐めないのに除雪をするというのは無駄な

ことになりますし、周りの人から、誰もいないのに除雪に入っているということで指摘さ

れる可能性もありますので、毎回とはいきませんけども、必要に応じて除雪するという形

をとらせていただいております。 

例えば学校であれば、ＰＴＡがあるといったことを事前に教えていただければ、その時

に道路除雪に合わせて、一緒に駐車場も除雪するという形をとらせていただいております。

もし来年度以降ですけども、事前に何月何日にこういう大会がありますと、そういうお話

をしていただければ、ちょうど道路除雪を行った時に一緒に除雪するという形で解決でき

るんじゃないかと思いますので、来年度以降は体育館の方と日程を調節しながら実施でき

ればと思います。 

今回は、道路除雪とかも全部終わった時点で寄せてくださいということでしたが、除雪

車は全部ＧＰＳで把握されていて、しかも市のホームページでも見られることになってい

るんですよ。ですので、何にも雪も降っていないのに何で除雪車が動いているのかという

ことになってしまうので、こちらとしてもちょっと出すのが難しいという状況になってし

まいました。来年度以降は、太田公民館や体育館と連絡を取り合って、年間のスケジュー

ルをいただいて、計画的に実施できればと思いますので、ご了承いただければと思います。 

 

○会長 

はい、よろしいですか。 
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○小松委員 

大丈夫です。 

 

○会長 

他に皆さんの方からございませんか。 

 

（特に無し） 

 

○会長 

私の方から、地域の要望も含めてお聞きしたいことと、皆さんにも意見を求めたいこと

がありますので、ちょっとだけ時間をいただきたいと思います。 

一つはですね、最初の入り口のところから聞いていきたいと思うんですが、２回くらい

前の地域協議会で、大台スキー場の夏季活用案について募集しますということで意見を出

しました。夏季ということで、場所も大台スキー場ということなんだけども、アイディア

を出していく段階でいろんなものを出していくと、どうもスキー場だけじゃないような気

がしてきたわけです。あそこにはグラウンド・ゴルフ場もあり、真木の登山道もあったり、

それからスキー場、あそこ全体がそういうエリアなんじゃないかと思います。 

スキー場はグラウンド・ゴルフ場より後だと思うんですけど、グラウンド・ゴルフ場そ

のものも三十何年くらい前かな、木材をふんだんに使ったという名目で補助金をもらって、

多目的広場なり、野菜農園まで作って、やっている場所なんですね。だから、ああいう埋

もれたところも含めてアイディアとして出して、一緒に活用した方が非常に有効的だと思

うんですけども、そこらへん支所長どんなもんでしょう。 

 

○支所長 

私の方で説明不足で申し訳なかったと反省しております。市長からは真木真昼県立自然

公園の活用策を考えるように言われておりますが、皆様方を見渡したところ、山に登るよ

うな方はいらっしゃらないのかなと思って、簡単に大台スキー場のことをとお願いしてし

まいました。一部除外地もありますけども、グラウンド・ゴルフ場から真木渓谷・川口渓

谷も真木真昼県立自然公園の範囲になっております。 

確かに水谷会長がおっしゃるように、最近は若い人たちが非常に山に興味を持っていて、

今までのただ山に登る登山だけではなくて、例えばトレイルランニングという山の中のマ

ラソンみたいな競技大会とか、そんなことも色々やってますので、本来であればトータル

的に皆様方から考えてもらって案を出してもらうべきだったなと非常に深く反省してお

ります。大変すみませんでした。 

ということで、例えば奥羽山荘周辺から大台スキー場まではサイクリングロードや歩道、

車道もあります。熊が出る可能性はありますけど、そういったものは整備はされておりま

す。この前、私たちも冬場のウォーキングということで、林の中の固雪を歩いてきたりも

したんですけど、そういった様々なエリアとエリアを結ぶような連携策も含めて考えてい
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ただければと改めさせていただきます。そういうことでお願いしたいと思います。 

先日、会長にもお話しましたけれども、来年度あまり遅くならないうちに、この場に市

長から来ていただいて、市長の思いも話してもらって、その場で皆様方から今まで考えて

いたアイディアを出していただければ大変ありがたいなと思っております。 

 

○会長 

はい、ということで話が大きく変わりました。以前私たちが聞いた話じゃなくて、あの

エリア全体を考えたアイディアはないですかという改めてのお話ですので、今からでも遅

くないと思いますから、もしありましたら、是非事務局の方に出してみてください。 

あともう一つお聞きしたいのが、ある会議でお話が出まして、その後あちこちで「これ

は何とかしなくちゃいけないな」という話になったことがありました。というのは、以前

に１回、支所長とか課長の方とお話しましたけど、太田のグラウンド・ゴルフ場に子ども

用の遊具があります。それからバーベキューハウスがあります。最初に聞いた時の話では、

あそこはもうやめると、実に悲観的な話がありました。これは困ったという風に思って、

私も少し熱くなって支所に電話したわけですけども、これは本当の話を聞かなければ駄目

だと、それからどうするか考えなければいけないということで、支所長と課長と話し合い

をさせていただきました。もし間違ってなければですけど、あそこの遊具のある所は、今

はああいう遊具で怪我をする子どもたちがいっぱいいて、今の基準に適合にならなくなっ

たから、とりあえず使えなくなったという話でした。 

バーベキューハウスは、グリルが全部で１２個あるうちの１個が壊れているというお話

でした。１２個あるんだとすれば、１個壊れていても１１個使えるでしょというお話にな

りましたが、それは使えることは使えますが、運営が来年度から支所管理になるという話

でした。それから遊具については、これがあんまりはっきりしないんですよ。撤去とも言

わないし、取り替えとも言わないし。いずれ無くなるという話もしないんだけど、今年じ

ゃないだろうなという話でした。 

私の言いたいのは、グラウンド・ゴルフ場の遊び場とかバーベキューハウスは、今まで

も保育所の遠足だとか子どもたちの散歩だとかで、実際に使っているものなんです。だか

ら遊具なんかも一生懸命使ってます。だから無くすのではなくて、取り替えという言葉を

聞きたかったんだけども、そういう言葉をなかなか聞くことができません。あれはやっぱ

り無くせない。何でもかんでも無くせばいいというものじゃなくて、故障しているのであ

れば取り替えをして、どういうのがいいか検討しながら、あれとそっくりじゃなくてもい

いと思いますから、何かしら作らなきゃ駄目だというのが地域の声です。とは言いながら

も、地域の声としてしゃべっても、なかなか支所の方々も動きにくいと思うので、地域協

議会と一体となってこういう風にしたらどうだろうというのを、色々な多方面と話し合い

をしてもらいながら、要望書や意見書がいいのか、それとも市長が来たときに話し合いを

した方がいいのか、我々の思いをまとめてもらいたいと思いますが、支所の方で何か良い

方法などはありますか。 
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○支所長 

私の方から、答えになるかわかりませんけども、まず一つ遊具につきましてです。あの

遊具は建ててから二十数年になろうかと思います。全国的に遊具に関係した子どもさんた

ちの事故が多発していて、そのために国の基準がどんどん厳しくなっているんだと思いま

す。私たちが見ればどこが危ないのかわからないんですけども、今は基準に合わないとい

うことで、子どもたちに遊ばせるのは駄目だということですが、皆さんからもまだ十分使

えそうだし、もう少し補強すればどうだという意見もあるんですけど、そういうものでも

ないようで、一旦撤去しなければならないようです。 

それなら撤去した後に新しく建てるかとなれば、またこれも至難の業ですが、やっぱり

支所としては、ちょうどいい広場です。昔あそこができた時は、生垣の迷路もあったり、

遊具もあれだけじゃなくてもう一つ二つあった気がするんですけども、それも無くなって

しまったし、要は管理が大変だとか色々あったんだと思います。いずれ、ただ広ければい

いんじゃなくて、子どもたちが来た時に何かしら遊べる場所や遊ぶものがあれば、有効活

用できると思いますので、撤去した後には再び作ってもらいたいということで協議はして

いきたいと思っております。 

それからバーベキューハウスの件ですけれども、あそこはむつみ造園とわらび座の共同

の指定管理ということでずっとやってきておりました。むつみ造園とわらび座でやる仕事

の中身を分けてやってきていたんですが、皆さんご承知のように、わらび座から撤退され

てしまいまして、支所でも非常に困ってしまいました。それなら、例えばそれをむつみ造

園でやってもらえばいいというわけでもないんですよ。 

その後に奥羽山荘に入った業者ですが、市とは全く関係ありません。なぜかと言えば、

奥羽山荘は既にわらび座の所有でしたので、わらび座が自分たちで探してきて後釜の会社

が入ったような形ですので、今入った会社に対してお願いはできるかもしれませんけども、

建物自体は市のものではないので、市とやり取りをするのはなかなか難しい部分がありま

す。 

市の方で無理やりむつみ造園の方にお願いするわけにもいかないので、令和３年度はむ

つみ造園からはグラウンド・ゴルフ場のみを管理してもらいます。それで遊具のある広場

だとかバーベキューハウスだとか、それから動物舎があるんですけども、そちらは誰も管

理してくれる人がいなくて、支所で直営管理という形になります。支所としても非常に困

っています。なぜかと言えば、直営管理と言いながらも、じゃあ毎日支所の職員がそこに

行けるかと言われれば、それも難しいことです。もちろんシルバー人材などに頼んでお願

いするわけですけども、特に動物舎については生き物の管理ですので、３６５日毎日えさ

を与えて水をやってということになりますので、そういうことをシルバー人材の方にお願

いしながら、やはり支所の職員がおそらく毎日行かなきゃいけないのかなと思っておりま

す。バーベキューハウスもしかりです。あそこは誰も管理人がおりませんので、貸すとな

れば支所の職員が行くことになりますので、令和３年度はそういった体制にしつつ、令和

４年度以降どうするかということを検討・協議したいと考えているところです。 

私たちとしても、わらび座から入ってもらって良かったなと思っていたところでしたが、



- 14 - 
 

やっぱりこれもコロナの影響がかなりあると思います。そういった社会の情勢の変化が

我々の日常の仕事にも大きく影響しているところですが、直営管理だからといって支所の

職員を一人増やすということは一切ありません。限られた人数の中でこれから管理してい

かなければなりませんので、令和３年度中掛かっていろんな面を検討・協議して、皆様方

からもこうすればいいんじゃないかという話を提案していただければなと思っておりま

す。 

こういった問題は一つ二つとかじゃなくて、太田地域の課題ということで、ある程度数

をまとめた上で市長の方へ届けたいと思っております。市長が来た時なのか、要望書を直

接届けるかは、これからもう少し検討したいと思ってますけども、実は、市長は今日午後

から中仙の方に行くことになっています。情報では、市長が中仙の地域協議会で講話して、

その後で「道の駅なかせん」をどうするかという課題があるようですので、道の駅の活性

化策なんかを市長と協議するという話を聞いておりますので、太田でも大台スキー場や県

立自然公園、グラウンド・ゴルフ場周辺、いろんな場面で市長と接していただきたいと思

います。その場の設け方については、やり取りした上でさらに書いたもので届けるとか、

そういったやり方がいいのかなと思ってますので、そのへん事務局サイドで検討させてい

ただきたいと思います。以上です。 

 

○会長 

はい、市長との対話に向けてという最後のくくり、そこに全部集約されると思うんです

けども、市長と対話する時は、その場で出すためにも自分たちの考えをまとめておいて、

項目がいいか文書がいいかは別として、こういう課題がありますよと。こういうのを太田

では地域として解決していただきたいというたたき台みたいなのを出して、その上で対応

すれば、同じ線に乗って行くんじゃないかと思います。 

 

○支所長 

もう一つお願いですけど、いくら市長でもいきなりここに来て急に言われると、非常に

返答に困ると思います。やはり事前情報ということで、事務局を通して市長の方へ、「太田

ではこんなことを話したいということで考えてます」ということで、前もってそういった

お話の内容を届けたいと思います。そうした地域の課題のようなものは一つに限らず、い

くらでもいっぱい挙げてもらった方がいいのかなと思います。ただ、挙げてもらった中で

も、市長に今の段階で話するのはちょっと早いとか、これはちょっとというのもあるかも

しれませんので、そのあたりの選択はある程度支所の方にお任せしていただければと思い

ます。全くゼロとか、外すということじゃなくて、以前令和３年度の事業を検討した際に

もお話しましたけども、「実現可能なもの」「実現不可能なもの」「早期に実現できるもの」

「実現に時間を要するもの」という風に分けたいと思いますので、どうかその節には皆様

方からご理解いただきたいと思います。 

 

○会長 
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私と支所長ばかり話しているので、安達委員いかがですか。 

 

○安達京子委員 

安達です。よろしくお願いします。今、会長さんからお話のあったバーベキューハウス、

あそこらへんの遊具とかもですけれども、私の子どもが小さい頃はよくスポ少の反省会と

かで、バーベキューハウスなどを使わせてもらいました。大人がバーベキューハウスを使

っている時に、子どもが遊具で遊んだり、昔はあそこにゴーカートとかもあって、子ども

たちも喜んで遊んでいた記憶があります。 

今、真木真昼県立自然公園とか大台スキー場周辺の活用策ということで色々お話出てい

るんですけれども、今、世の中はコロナでどこにも出掛けられません。報道とかで見てい

ても、キャンプとかがすごく流行ってて、この前の魁新聞にも載ってたんですけど、冬の

キャンプや一人キャンプが流行っているようです。そういったものもこれから活用を考え

ていくとすれば、バーベキューハウスというのも、すごく若い人を呼ぶには貴重な資源に

なるかと思いますので、一つ壊れたから、使う人がいないからという問題ではなくて、せ

っかくあるものですから、活用するような方法を考えていくことが大事だと思います。以

上です。 

 

○会長 

はい。高橋委員はいかがですか。 

 

○高橋直博委員 

高橋です。よろしくお願いします。特に話題等としては考えてきてなかったわけですけ

ども、先ほどお話がありましたとおり、奥羽山荘周辺の施設等については非常にテーマも

大きく、大事な資源として我々も関わっていく、地域として相談していかなければならな

い重要な問題だなと考えておりました。遊具、バーベキューハウス等の話もありましたし、

今は他の会社の方の手に渡ったという奥羽山荘についても、農協の事務所の方にも「イベ

ントを行いますので是非おいでください」という案内があり、非常に企業努力をしながら

運営をしているようでありますし、運営している会社とも話し合いながら、周辺地域の活

用についても真剣に取り組んでいけばいいのではないかなと思います。 

グラウンド・ゴルフ場、それから動物舎についても、地域の農家の方々等との話し合い

もしながら、５年後・１０年後を見据えた活用をしていかないといけないのではないかな

と考えております。奥羽山荘については、昨年一度ＪＡとしても活用させていただいてお

りますけども、個人的に職員も出向いて行っている方もおりますし、そういう面である意

味コロナの中で非常に努力しているんだなとも思っております。 

そういう大事な資源を、運営する会社の方としても何か良い案があるのかなということ

で聞いてみたい気もしますし、そういうことで話し合いの場を持ってもいいのではないか

なと思いました。 
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○会長 

はい、ありがとうございます。小松江里子委員はいかがですか。 

 

○小松委員 

特に無いです。 

 

○会長 

では、髙橋英子委員はいかがですか。 

 

○髙橋英子委員 

さっきから出ているバーベキューハウスのことだったんですけども、当初は私がＪＡに

いて、肉の消費拡大を目的として、この辺りにいる畜産農家や千畑の方のサフォークの肉

を販売するという考えでやった事業だったと思います。肉は農協で準備して、野菜は奥羽

山荘の方でセットを作るということで、最初はどっちも私がやったような気がしますけれ

ども、そうしてやっていましたが、担当が変わると段々やらなくなってしまいました。 

安達委員が言ったように、学校の行事でもバーベキューをやっていましたし、私も何年

か前に他の地区でＪＡの仕事をした時に、皆を連れてきてそこでバーベキューをやった記

憶があります。また、グラウンド・ゴルフ場にも、本店にいた時に女性部の２００人以上

を連れて、お弁当を持って行ってやった記憶があるんですけども、それもやらなくなって

しまいました。よく、近所の人と、「本当に上（かみ）の方には人も来なくなったし、車も

通らなくなった。そんなに魅力がないんだろうな」と話をするんですけども、本当にどう

なってしまうのかという、それは私も痛切に感じます。 

たまたま自分が退職したからしゃべるんですけど、一昨年１３年ぶりに太田に戻ってき

た時に、また直売とか加工の担当を１年間させてもらったんですけども、情報センターの

中の直売所がせっかくあんなにいいところに店があるのに、本当にただ開けているだけで、

写真とか棚とかも私のいた時のままで、お客さんを呼び込もうとする気持ちが無く、もっ

と大きく宣伝したらいいのにと思いました。せっかくの情報センターで、各地区の人たち

があんなにいっぱい勉強しに来ているのに、その人たちもあまり関わりあっていなくて寂

しいなというのは感じました。それがやっぱり時代なのかなと思いますが、もったいない

くらいいい施設があるのに、やっぱり高齢化が進んできてしまって、次の世代にやる人が

いないっていうことで、あそこの考え方もＪＡと相談しながらやっていけたらなと思って

います。 

去年、支所の方でお菓子のレシピのリーフレットを作ってくれて、それもすごく他の地

区にも宣伝になったし、集落でも何回かこのリーフレットを見ながらお菓子を作るという

企画をやりました。それを各地区に広めていったら、今は文化庁でそういうのにお金をい

っぱいくれるという事業があるので、こういう伝統の料理をぶつけていけるような夢をも

ってやったらいいのかなと思います。 
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○会長 

ありがとうございました。倉田委員いかがですか。 

 

○倉田吹紀子委員 

 倉田です。よろしくお願いします。奥羽山荘の件ですけれども、新しい会社が引き受け

てくれましたが、どこが担当して管理しているのかを私自身が知らなかったなと思いまし

た。今日、話の内容の中にありましたので大体はわかりましたけれども、もう一度整理し

て、あの周りはどこが市のもので、どこがその会社のものかということがはっきり見えれ

ば、話し合いの中で、「太田のために使っていいですよ」と言ってくださると思うんだけれ

ども、そこらへんがもっとわかればいいかなと思いました。 

 それから、先日の太田中学校の授業参観では、初歩的なことをやったことが、いまだに

続いているということを実感しました。新聞でも取り上げてもらいましたが、大震災の時

に幼稚園児だった子どもたちが、今年３年生になっています。あの子たちは、いつまでも

災害と向き合って進んでいく子どもたちだなと思いました。でもあの子たちは、大変な中

でも学ぶことがいっぱいあったみたいで、大人になってるなということにも気づきました。

災害のあった年に勇気をもってあの現場に出向いた子どもたちもすごいんですけれども、

一緒になって支えてくれた行政や町民の人たちのことを考えると、先日のエール花火につ

ながったのかなと思ったりしました。コツコツやっていることが心を育ててくれると思う

んですけれども、やっぱり私たちも仕事をしてると、今頑張っていることがどこかにつな

がっているだろうという熱意のもとに頑張っていると思うんですけれども、そこらへん原

点に戻って考え直していきたいなと思いました。 

 もう一つが、鈴木委員が今日述べてくれたことですが、色々な施設が、話し合っていく

うちに最終的に予算が無くなれば閉所とか閉園という言葉に結び付くという、本当に悲し

いんだけども、そういう結果になってしまうという、そういうことも少なくしたいなと思

いました。行政の人たちも本当に頑張ってくれていると思うんですけれども、頑張ってい

る人が、頑張っている姿がちゃんと見える形にしていきたいですし、何も無いけど、無い

からこそできることをもう少し考えていかなければならないなと改めて思ったところで

す。 

 それともう一つ今日伝えたいと思ったのが、児童クラブで、先日子どもたちが県民歌の

手ぬぐいをもらってきたけど、まだ袋に入れたままだと言われました。それで、「枠の模様

が今流行りの大変人気のある模様だよ」と言ったら、子どもたちがすぐ袋を開けてくれま

した。子どもたちが急に目をキラキラさせて、次の日に持ってきて見せ合ったりしてまし

たけども、そういう姿があちこちに見られればうれしいなと思いました。 

 

○会長 

 ありがとうございました。他に無いでしょうか。 

 

（特に無し） 
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○会長 

 それでは最後のまとめとして、地域の課題や大台スキー場も含めた案というのを市長と

の対話の際には出したいので、皆さんから出された色々なアイディアをまとめまして、事

前にお示ししたいと思います。市長の対話の時期がもしもっと早まったりすると大変なこ

とになるので、いつ頃になるかわかりませんけども、次回っていうのはいつ頃になりそう

ですか。 

 

○事務局 

はい、事務局です。来年度も２か月に１回のペースを予定しているんですけども、次は

５月かなと思っております。 

さっきからお話出てますけども、一旦皆さんから市に対して、「こういった地域の課題が

あるよ」というのを書面で出していただこうかなと思います。それを事務局で、「市長が来

る時に、実際にこういうものを挙げましょうか」ということで、あらかじめまとめた方が

いいと思います。私の方で皆さんに通知を出しますので、課題を挙げていただきたいと思

います。その際は、道路の側溝の泥上げとか細かいことじゃなくて、太田に関する大きな

ことに対して、課題として挙げていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○会長 

 はい、今、事務局の方からご提案がありました。事務局から通知を出してもらったら、

私たちも頑張って大局的に意見を出して、反映できるようにして、それでもって市長と対

話すればいいのかなと思います。あとは、市の関係する課や部署に前もってこういう意見

を提出するよという根回しのようなことをして、中身の濃い、これだけは強力にお願いし

たいというようなものを決めていかないと皆逃げられてしまうので、逃がさないように、

支所の方にも難儀掛けますが、よろしくお願いします。 

 だいぶ時間も経ってきましたけども、次第６については以上で終わりたいと思います。 

 次に、次第７の「その他」ですが、「令和３年度太田支所主要事業」について各課から説

明をもらう予定でございましたが、時間がだいぶ押しておりますので、説明は割愛させて

いただきます。資料は事前に配布されており、既に確認されていることと思われますので、

早速質疑を受けたいと思います。皆さん、何か質問等、ここだけは聞いておきたいという

ものはありますか。 

 お金の話が絡みますので、今すぐに意見と言ってもなかなか出てこないかもしれません。

次回の５月でも、予算が執行されてからまだ１か月くらいしか経ってない時期です。次回

でも結構ですので、例えば「その他」のところで、「こういうこと予算書にあったんだけど

聞いてみたい」ということであれば、それでもよろしいと思うんですが、皆さん特にござ

いませんか。無ければそのようにしたいと思いますので、次回また皆さんの方に予算関係

で振りますから、その時までもう１回、目を通していただいて、自分たちの集落にも関係

あるのかなと思いながら見ていただくと、興味深々になって見ていくと思いますので、是
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非お願いしたいと思います。以上で主要事業についての質疑は終わりたいと思います。 

それでは、事務局から他に連絡事項はございますか。 

 

○事務局 

 先ほども申し上げましたけども、次回の地域協議会は今のところ５月の連休明けに予定

しております。田植え前には開催したいと思っております。 

それから今、主要事業についての話がございましたけども、今日ご出席していただいて

いる委員も少ないということもございますので、改めて資料は提示いたしまして、その中

で質問等ありましたら次回の地域協議会でもお受けしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。以上でございます。 

 

○会長 

 それでは、以上を持ちまして本日の会議は終了いたしますけども、長時間にわたって大

変ありがとうございました。今回で今年度の地域協議会は終了となりますけども、委員の

皆さんには毎回お忙しいところご出席いただきまして、本当にありがとうございます。来

年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

 それから、今日の魁新聞で大仙市の異動が発表になりました。支所長含め、皆さんご栄

転になるということで発表になっております。５月開催ということになると、支所長から

また来ていただいて、ここでごあいさつをもらわなければならなくなりますので、最初の

ごあいさつになると思いますが、何とかここで一言いただければと思います。 

 

○支所長 

 私、平成２６年４月に本庁の方から太田支所に戻りまして、市民サービス課長として４

年、支所長として３年、トータル７年務めさせていただきました。市民サービス課長の時

からずっと地域協議会の委員の皆様には大変お世話になりました。私も、こんなことやっ

てみたいなと思いながらも大きな壁がありまして、なかなか進まないこともありましたし、

今、市長から言われていることもすべて解決したわけではなくて、心残りなこともありま

すが、異動ということですので、また４月から大曲の方へ通うことになります。大変皆様

方にはお世話になりました。ありがとうございました。私の後任には野中が参ります。皆

さんご承知だと思いますけれども、非常に馬力がありますし、やり手ですので、私なんて

比べ物にならないほど地域のために頑張ってくださると思いますので、どうか引き続きよ

ろしくお願いします。本当にありがとうございました。 

 

○会長 

 大変ありがとうございました。ということで、残された皆でまた来年度頑張りたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。 

 

（午前１１時５３分 閉会） 
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