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平成２７年度 第２回協和地域協議会 会議録 

日 時  平成２７年７月２日 木曜日 午後２時 

場 所  大仙市役所協和支所 ４階大会議室 

出席委員（１４名） 

鈴木武夫委員 田崎孝委員 豊島繁實委員 小田島盛一委員 橋本琢史委員 佐藤正委員    

菅原俊一委員 今野弘子委員 石田裕美子委員 佐藤幸雄委員 佐藤智治委員 畠山忍委員   

堀江美香委員 佐々木明美委員 

欠席委員（４名） 

伊藤和美委員 加藤眞理子委員 斉藤恵美子委員 鈴木啓悦委員 

新規事業説明者（１名） 

 武藤隆男氏 

協和支所（５名） 

佐々木淳一協和支所長 阿部慶彦農林建設課長 佐々木稔公民館長 佐藤英敏市民サービス課参事 

山下大輔市民サービス課主事 

事務局（３名）協和支所地域活性化推進室 

佐々木淳一室長（支所長兼務） 髙橋幹彦副主幹 佐藤進也主任 

 

次 第 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 報 告 

（１）大仙市消防団の再編成について（説明：市民サービス課） 

（２）大仙市のコミュニティＦＭについて 

（３）大仙市地域枠予算事業実績について 

（４）地域協議会及び地域枠予算運用に係る見直し及び問題点・課題について 

４ 依 頼 

（１）地域公共交通計画について（説明：市民サービス課） 

５ 協 議 

（１）協和地域協議会研修会の開催について 

（２）平成２７年度地域枠予算申請事業について 

（３）協和地域振興計画（案）について 

６ 協和地域の行事等について 

７ その他 

８ 閉 会
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１ 開会 

髙橋幹彦副主幹 

２ 会長あいさつ 

小田島会長      今日は、暑い中お集まりいただきありがとうございます。これが第２回目でございます。

振興計画について方向付けがほぼ決まりました。今後、なお一層意見を出してもらえれば

と言う気持ちでいっぱいです。 

先月３０日の新聞に出ておりました、住みよいまちづくりというランキングの中で大仙

市が秋田県でトップ、全国で５５位になったとのことです。ただ、人口減のことについて

は、なお一層、厳しい状況にありますので、これから皆さんと共にこのことについて 議

論しながら、一つの方向付けを見出していけたら幸いだなと思います。 

どうか今日の会合の中で、大仙市の協和はこういう良いところがあるんだと言えるよう

に皆さんと共に頑張って行きたいと思います。一つよろしくお願いします。 

 

【新規事業である逢田工区４０周年記念碑建立事業について、事務担当者である武藤隆男氏に出席いただいた 

ため、順番を繰り上げて審議を行った。】 

武藤隆男氏     （逢田工区４０周年記念碑建立事業について説明） 

小田島会長      武藤隆男さんからこの事業についてのご説明ありました。皆さんの中でご質問等ありま

したお願いしたいと思います。 

田崎委員            この事業費１３０万円の中に記念碑の設置費も入っていますか？ 

武藤隆男氏      この１３０万円は、基礎から石碑設置一式の代金です。ただ、昔ゴミ投げをしたような

箇所に掛かる感じもありますので、掛かり増しした場合、私どもが負担いたします。 

田崎委員       わかりました。 

小田島会長      他に無いようですので、逢田工区４０周年記念碑建立事業についてご承認しても結構で 

すか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長      承認決定いたします。武藤さんどうもありがとうございました。 

３ 報告 

（１） 大仙市消防団の再編成について 

小田島会長      それでは、報告が４件ございます。一括してご報告していただきます。最後には、皆さ
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んからご質問等賜りたいと思います。１件目は、大仙市消防団の再編成について市民サー

ビス課の山下主事から報告をいただきたいと思います。 

山下主事      （大仙市消防団の再編成について報告） 

 

（２） 大仙市のコミュニティＦＭについて 

（３） 大仙市地域枠予算事業実績について 

（４） 地域協議会及び地域枠予算運用に係る見直し及び問題点・課題について 

小田島会長      次に大仙市コミュニティＦＭについて、高橋副主幹から説明お願いします。 

髙橋副主幹    （（２）大仙市のコミュニティＦＭについて、（３）大仙市地域枠予算事業実績について、（４）

地域協議会及び地域枠予算運用に係る見直し及び問題点・課題について一括して報告） 

【「地域協議会・地域枠予算に関する問題点・課題記入シート」に記載して７月３１日まで事務局に提出していただ

くこととなった。】 

小田島会長       ただ今、報告の（１）から（４）まで一括して説明がありました。この中でご質問ご意

見ありましたらお願いしたいと思います。 

豊島委員        ３ページの消防組織機構図で協和支団の班数３１となっていますが、３０班が正しいの

ではないですか？さっき３０班と説明されましたよね。 

山下主事        こちら３ページの資料につきましては、５月に行われました再編検討委員会での全市的

な資料となっております。その後の幹部会の中で、ある分団から、３０人１分団、最低５

人の班体制を維持できない、また再編時に５名の班編制としてスタートできないという現

状を踏まえまして、１班減らして３０班体制として再編を行う予定でございます。 

小田島会長       他にございませんか？ 

佐藤委員        最後にお話しがありましたアンケートですが、様式とか決まっていますか？データでも

らえるんですか？ 

髙橋副主幹       フォーマットについては、正副会長の会議のときも同じ様式で書いたものですので、そ

のまま書いていただくような形でお願いしたいと思います。データでもお渡しできます。 

小田島会長       他にございませんか？ご承認してもよいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       これで承認決定でございます。 
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４ 依頼 

（１） 地域公共交通計画について 

小田島会長       次に地域公共交通計画についてご説明願います。佐藤参事お願いします。 

佐藤参事       （地域公共交通計画について説明し、地域協議会に提言の依頼をした。） 

【「地域公共交通に関する市への意見書」に記載して、７月３１日まで事務局に提出していただくこととなった。】 

小田島会長       ただ今、地域公共交通についての依頼がありました。この中で皆さんからご質問があれ

ばよろしくお願いしたいと思います。 

石田委員       乗合タクシーやスクールタクシーを利用したことないのでよく分からないのですが、予

約しても思うように利用できないという話を聞いたことがあります。市の検診に行った時

に頼んだ時間に検診が終わるはずが終わらなくて、結局家に帰るために乗合タクシー使え

なかったそうです。もうちょっと使いやすければなと思います。乗合タクシーを使う人と

いうのは限られた地区の人だと思いますが、その人達に使いやすさだとか聞き取りなどし

たのでしょうか？ 

佐藤参事        乗合タクシーの登録者は路線バスの廃止につき、船沢地区から境駅までの間となってお

りますが、主に買い物と通院に使われております。船沢地区の方々がほとんどですけれど

も、和田駅と境駅までのタクシー利用であります。この乗合タクシーというのは、電話予

約で何日にお願いしますと言えば、電車時間に合わせた時刻で駅まで送迎してくれるとい

うシステムになっております。おそらく、検診のときの時間に遅れてしまったというのは、

タクシーの事情ではないかと思います。境には営業所が１箇所で２台しかありません。峰

吉川に１台。そのときもスクールタクシーの関係で遅れたのではないかと思います。 

石田委員        例えば、３時に終わると言ってもそれが３時で終われなくてちょっと待ってくださいと

いうのはできないのでしょうか？ 

佐藤参事        予約して朝駅に着けば何時の電車に乗ってきますよって言ってその時間帯に迎えにく

ることになっております。ただ、混んだ場合は致し方ないのかなと。 

石田委員        そのときの検診が始まるのが遅かったそうです。時間に余裕を持ったつもりが、検診が

始まるのが遅くて、検診を受ければ家に帰れないという話だったんです。しょうがなく検

診を受けないで家に帰ってきたそうです。例えば、利用していない人達がああだこうだと

言っても、利用する人たちの意見に沿うものでないと使いにくいですよね。利用している

人や利用するであろう人に聞き取りの調査はしたのでしょうか？ 
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佐藤参事        平成２２年から乗合タクシーが始まりまして、平成２２年度、平成２３年度は５４人し

か利用がなかったのですが、平成２４年度は１００人、平成２５年度も１００人くらいい

まして、平成２６年度は１３０人の利用者です。登録者は５４人です。若干減りましたけ

れども、登録制度になっておりまして、登録された方々が利用することになっております。 

石田委員       もっとこうだったらいいなと言う話は聞いていないですか？ 

佐藤参事        この間、船沢の会長さんから話を聞きましたが、問題は今のところ聞いていないとのこ

とでした。 

石田委員        分かりました。ありがとうございます。 

堀江委員               路線が廃止されたところを足していくような形なのですか？というのは、私の子供が小

中でスポ少やっているときに、峰吉川なのですが、学校に通うのに朝と晩しかバスがなく

て午後からの練習とか夕方の練習となると、仕事を抜けて学校乗せて行ったりとか、高齢

の祖母に乗せていってもらったりしていました。朝と晩の中の抜けた時間を例えば乗合タ

クシーとかで穴埋めできればと思います。今後、子供の数も減るし、段々と高齢の運転者

も増える中で、抜けたところを埋めるようなシステムであればいいなと思いました。 

佐藤参事        峰吉川線という小学校、中学校を中心に各路線バス、スクールバスが走っているわけで

す。それに一般の方々が利用できるように羽後交通さんに頼んで運行しております。峰吉

川地区については、確かに朝１本だけで、後は午後あまりないという状況です。淀川線、

船岡線、稲沢線というふうになっておりますが、各路線は一般客も乗れますが、学校が休

みの場合は運休になります。その辺も解消しなければならないと思っております。ただ、

利用者があまりいないわけです。この前も羽後交通に聞いたのですが、稲沢線についても

だいたい１日当たり、２，３人ということです。ですから、その辺も皆様からの意見を頂

ければと思います。例えば、小型のワゴン車程度のバスを利用したり、用意したらいいの

ではないかという意見を出していただけたらと思います。 

石田委員        羽後交通で突然、来年この路線を廃止しますということはないですよね？ 

佐藤参事        あります。協和地区だけではなく、大曲地区とか单外線とか乗客がいないわけです。こ

れは、羽後交通が悪いとかではなく、人がいなくなって乗らないんです。羽後交通さんも

四苦八苦している状況です。 

堀江委員        乗らないというよりは、乗れなくなっているのではないのですか。やっぱり高齢者にな

って利用したいけれども利用が難くて少なくなってきたのではないでしょうか。学校への
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通学のスクールバスが主な形になってきていて、これから交通機関がどこまで残っていけ

るのかなっていうのもあるんですけど、コンパクトシティとかいいますけれども、神岡あ

たりだとそれに該当するのかなって思います。ただ、この協和地区については、中々そう

はいかないので、運転できなくなった高齢者が、免許証を返すような制度もあって、それ

の代わりにバスの券を割安にするっていうのを広報にも出しているんですが、協和に該当

するのがどれほどあるのかと思います。大仙市もいろいろやっているけれども、地区に合

わないなと印象が多くて、乗合タクシーも簡卖で使い勝手がいいような制度であればいい

のかなって思います。 

佐藤委員        そういう意見をこれに書いてくださいということですよね。それで質問ですけれども、

１期というのは、何年のスパンなんですか？ 

佐藤参事        １期が３年で、２期が５年となっております。今回も５年ではないかと思いますが、今

後早まることがあればまたお知らせいたします。 

佐藤委員       わかりました。 

小田島会長      他にないようですので、地域公共交通計画についてご承認しても結構ですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長      承認いたします。 

 

５ 協議 

（委員の２分の１以上の出席があり、会議が成立する旨を確認） 

（１） 協和地域協議会研修会の開催について 

小田島会長      それでは協議に入ります。それでは高橋副主幹説明お願いします。 

髙橋副主幹     （協和地域協議会研修会の開催について説明） 

【「協和地域協議会研修会」に記載して、７月３１日まで事務局に提出していただくこととなった。】 

小田島会長      ご質問がないようですので、これをご承認しても結構ですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長      承認いたします。 

 

（２） 平成２７年度地域枠予算申請事業について 

小田島会長       それでは、火災予防啓発事業について説明お願いします。 
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山下主事       （火災予防啓発事業についての説明） 

小田島会長       質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       それでは、承認いたします。次に第３２回商工まつり「夜市」＆感謝フェスティバル事

業について説明お願いします。 

佐藤主任       （第３２回商工まつり「夜市」＆感謝フェスティバル事業についての説明） 

小田島会長        質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       それでは、承認いたします。次に沢庄納涼演芸会について説明お願いします。 

佐藤主任       （沢庄納涼演芸会についての説明） 

小田島会長       質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       それでは、承認いたします。次に協和地区ラージボール卓球普及活性化対策事業につい

て説明お願いします。 

佐々木公民館長      （協和地区ラージボール卓球普及活性化対策事業についての説明） 

小田島会長       質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       それでは、承認いたします。次に農村と都市との交流事業について説明お願いします。 

佐藤主任            （農村と都市との交流事業についての説明） 

小田島会長       ご質問ありませんか？ 

佐藤委員        この事業は継続事業で募集人員が２０名となっていますが、昨年は何人くらい参加され

たのですか？ 

佐藤主任        大人１９名、こども１名、計２０名が参加されたようです。 

小田島会長       他にございませんか？ 

菅原委員        旅行会社手数料の６万９千円というのは何ですか？何の手数料でしょうか？ 

佐藤主任        去年の報告を見ますと、企画手数料や小型タクシー、ジャンボタクシーなどの手配手数

料などが含まれているようです。 

小田島会長       他に質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 
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小田島会長       それでは、承認いたします。次に担い手活性化（納涼祭）事業について説明お願いしま

す。 

佐藤主任            （担い手活性化（納涼祭）事業についての説明） 

小田島会長       質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       それでは、承認いたします。次に本郷地区盆踊りについて説明お願いします。 

佐藤主任            （本郷地区盆踊りについての説明） 

小田島会長       ご質問ありませんか？ 

石田委員        灯籠に絵を描くのはいつ頃から行うのですか？ 

今野委員        １０日くらい前からです。子供たちの時間を見つけて１回やります。 

小田島会長       他に質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

 小田島会長             それでは、承認いたします。次に学童相撲唐松大会について説明お願いします。 

佐藤主任            （学童相撲唐松大会についての説明） 

鈴木委員        スポ少とかで相撲やっていますか？ 

佐々木公民館長     スポ少とかでは相撲はやっておりませんが、この大会では主に柔道やっている子供達が

多く出ております。昨年見に行ったのですが、秋田市と柔道の交流が結構ありまして、秋

田市内の子供たちが半分以上参加していたような印象です。 

小田島会長       他に質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       それでは、承認いたします。次に淀川地区元気アップ事業について説明お願いします。 

佐藤主任            （淀川地区元気アップ事業についての説明） 

小田島会長       ご質問ありませんか？ 

田崎委員        講師謝礼というのは何の講師ですか？ 

佐藤主任        生涯学習発表会等の講師の謝礼に使うようです。 

小田島会長       他に質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       それでは、承認いたします。次に羽後境駅駐輪場屋根修繕事業について説明お願いしま

す。 
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髙橋副主幹          （羽後境駅駐輪場屋根修繕事業についての説明） 

小田島会長       質問がないようですので承認してもよろしいですか？ 

（異議なしの声） 

小田島会長       それでは承認いたします。 

 

（３） 協和地域振興計画（案）について 

小田島会長       次回の協議会までに内容の検討をお願いしてきました。今日は、協議会での最後の検討

となるかもしれませんが、意見がありましたらよろしくお願いします。事務局から説明を

お願いします。 

髙橋副主幹          （協和地域振興計画（案）について説明） 

佐々木支所長       前回の会議を終えてから、他の地域と比較して、本庁からも指摘事項があるようですの

で、また再調整致しまして、最終案をまた皆様にご提示します。 

 

６ 協和地域の行事等について 

小田島会長       最後になりますが、支所長から協和地域の主な行事についてご報告お願いします。 

佐々木支所長        （協和地域の行事等についての報告） 

 

７その他 

 （特になし。） 

 

８ 閉会 

小田島会長       本日は、長い時間に渡ってご審議いただきまして誠にありがとうございます。 

             今後ともよろしくお願いします。これで今日の会議を終わりたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

       

       


