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平成３０年度 第４回協和地域協議会 会議録 
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２ 会長あいさつ 
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４ 意見交換 

地域公共交通に関する意見交換について 
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（２）協和地域の行事等について 

６ その他 

７ 閉 会 
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（午後２時 開会） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

本日は、大変お忙しいところご出席くださいまして誠にありがとうございます。 

ただいまから、第 4 回協和地域協議会を開会いたします。主催者を代表しまして、豊島会

長が皆様にごあいさつを申し上げます。 

 

○豊島繁實地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

 本日は大変お忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございます。 

稔りの秋を迎え、本来であれば喜ぶべき時期であると思いますが、今年は作況指数が低い

と発表されています。農家にとっては大変な年だったなと思います。 

この時期、いろんなところでイベントが行われております。今日の案件となっている美山

湖まつりですが、台風の接近で実行委員会の話し合いの中で、規模を縮小して２２日に実施

するということで昨日実施いたしました。 

私も実行委員会の中の一人でございますけども、参加者の方々は楽しんでいかれたと思い

ますが、ちょっと宣伝不足もあり、寂しい人の入りでありました。  

今日の案件については、事前に配布されておりますので、忌憚のない意見を頂戴できれば

と思っております。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

本日は、委員定数 19 人中 11 人と、2 分の 1 以上の方が出席されておりますので、大仙市

地域自治区の設置等に関する条例第 8 条第 3 項の規定により会議は成立していることをご報

告いたします。 

 このあとは、次第に則りまして、大仙市地域自治区の設置等に関する条例第 8 条第 4 項の

規定により、豊島会長が議事進行をつとめます。 

 

○会長 

 それでは、次第に従い進めてまいります。 

 最初は、協議事項であります「地域枠予算申請事業について」を案件といたします。 

今回は、市民主導型の新規事業が 1 件、地域イベント応援型の変更事案が 1 件、行政主導

型の変更事案が 2件、新規事業が 1件の計 5件となっています。 

 最初に、市民主導型の新規事業であります船岡地区グラウンド・ゴルフ交歓大会及び地域

づくり講演会について、船岡振興協議会の小笠原政夫さんより説明をお願いします。 

 

○小笠原政夫氏（船岡地区振興協議会） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

 船岡地区グラウンド・ゴルフ交歓大会、地域づくり講演会 
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事業目的：船岡地区の住民がグラウンド・ゴルフを通じてスポーツに親しみ、地域住

民相互の交流と親睦を図る。また、講演会を通じて、そこ住む人々が地域

の資源を活用し、生き生きとした創造的な生活を営めるよう後押しする。 

申請者：船岡地区振興協議会 

事業費：４６８，０００円 

申請額：４３５，０００円（補助金） 

 

○会長 

 ありがとうございました。何か質問、意見等ありますか。ありましたら簡潔にお願いしま

す。 

 

○伊藤泰子委員（以下「伊藤委員」と表記） 

食糧費とありますが、これは講師の方の分としてでしょうか？ 

 

○小笠原政夫氏 

参加者の昼食代です。そのための自己負担もいただく予定です。 

 

○佐藤幸雄地域協議会副会長（以下「副会長」と表記） 

講演は誰でも聞くことができますか？ 

 

○小笠原政夫氏 

原則的に地域の人達を対象としていますが、小中学校や地域内にもポスターを配りますの

で、広く多くの方々に聞きに来てもらえればと思っています。 

 

○会長 

他に質問もないようなので、これで船岡地区グラウンド・ゴルフ交歓大会、地域づくり講

演会についての説明を終わります。 

 この事業の決定通知は、後日郵送します。それでは、小笠原さんは退席願います。 

【退席】 

 それでは採決を取ります。この事業を承認される方は挙手願います。 

（多数の挙手あり） 

賛成多数で承認といたします。 

 次に、イベント応援型の変更事案であります美山湖フェスティバル事業について、堀江実

行委員会事務局長より説明をお願いします。 

 

○堀江孝明市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・地域イベント応援型 
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美山湖フェスティバル 

変更理由：台風のため日程を変更し、一部イベントのみを実施することとしたため。 

申請者：協和ダム美山湖フェスティバル実行委員会 

事業費：７９０，０６９円 

申請額：７４８，０６９円（補助金） 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 何か質問、意見等ありますか。ありましたら簡潔にお願いします。 

（「なし」の声あり） 

ないようなので、美山湖フェスティバルの説明を終わります。 

 それでは採決を取ります。この事業を承認される方は挙手願います。 

（多数の挙手あり） 

賛成多数で承認といたします。 

 次に行政主導型の変更事案でありますオラほの写真コンテスト及び平成 31 年カレンダー

作成事業及び自治会及び市民等向け災害時対応マニュアル作成について、髙橋参事より説明

をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・行政主導型 

オラほの写真コンテスト及び平成 31年カレンダー作成事業 

変更理由：●原稿サイズ 

      小さくすること（Ａ２→Ｂ３）は、せっかくの素晴らしい写真がもった

いないのでは。（住民の意見） 

●作成部数 

 過去の配布実績を鑑み、不足にならないようにするため、昨年と同じ

部数を作成することとした。 

担当課：地域活性化推進室 

事業費：７３７，３３６円 

申請額：７３７，３３６円（報償費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費） 

 

自治会及び市民等向け災害時対応マニュアル作成 

変更理由：誰もがわかりやすいように、イラストを使用したことと、あらゆる災害の

備えを網羅した結果、当初計画していた内容量が多くなったため。 

担当課：地域活性化推進室・市民サービス課 

事業費：９９７，９２０円 

申請額：９９７，９２０円（印刷製本費） 
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○会長 

ありがとうございました。 

ただいまの件について、何か質問等ありますか。ありましたら質問内容を簡潔にお願いし

ます。 

（「なし」の声あり） 

なければ採決を取ります。この事業を承認される方は挙手願います。 

（多数の挙手あり） 

賛成多数で承認いたします。 

 次に、行政主導型の新規事業であります協和地域の活性化推進講演会２０１８について、

佐藤主査より説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・行政主導型 

協和地域の活性化推進講演会 2018 

事業目的：地域活性化をテーマとした講演会を実施することで、地域住民と行政の協

働のまちづくりを推進することを目的とする。 

担当課：地域活性化推進室 

事業費：１３７，８６０円 

申請額：１３７，８６０円（報償費、旅費、印刷製本費） 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 ただいまの件について、何か質問等ありますか。ありましたら質問内容を簡潔にお願いし

ます。 

ないようですので、採決を取ります。この事業を承認される方は挙手願います。 

（多数の挙手あり） 

賛成多数で承認いたします。 

 次に、地域公共交通に関する意見交換に入ります。最初に堀江市民サービス課長より説明

をお願いします。 

 

○市民サービス課長 

【地域公共交通について説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。 

それでは、委員の皆さん一人一人から意見を述べていただきます。鈴木委員から順番にお
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願いします。 

 

○鈴木武夫委員 

一番困っているのは、買い物とか病院に行く人達。スクールバスと時間が合わないので、

生活路線バスのようなものがあればいいと思います。今は子ども達が中心となっているので、

通学の人達以外にもその後の時間帯をカバーできるバスがあればいい。地域住民が買い物や

病院に通いやすい交通体系が望ましいのではないかと思います。 

 

○武藤秀一委員 

孫が小学校から帰ってくる時、大型バスになるので、刈和野の駅まで行ってから戻ってき

ています。だから、よく迎えに来てくれと言われます。バスの利用者も多くないし、そこま

で大きくなくても、マイクロバスのように小回りが利くバスにしたらいいのではないかと思

う。その方が、市の持ち出しも少なくなるのではないかと思います。 

 

○武藤利雄委員 

普段の昼のバスを見るとほとんど人が乗っていません。とはいえ、医者や買い物も免許返

納などで、なかなか交通手段がないという話も聞こえてきます。 

だから、そこまで大きくなくても、１０人くらい乗るコンパクトなバスがあれば、住民と

しては助かると思う。これから、高齢化が進むともっと買い物難民、医療難民が増えていく

のではないかと思います。 

 

○伊藤委員 

確かに朝はたくさんバスに乗っていますが、大型はガラガラです。市でも持ち出しが多い

という状況にありますので、時間帯によってバスの大きさを変えるべきではないでしょうか。 

バスによっては、たくさん乗っているバスもあるし、ガラガラのバスもある。そこあたり

の需要と実態が合っていないのかもしれません。より子どもの保護者や住民のニーズを拾う

必要性があるかもしれません。 

 

○佐藤仁美委員 

子供もそうですが、もっと高齢者のニーズを聞くべきと思います。バス停まで遠くてなか

なか利用できないという話はよく聞きます。また、運賃も高い。もちろん、タクシーと比べ

れば安いと思いますが、年金暮らしでは辛いと思います。もっと、小型のバスで細やかな公

共交通が必要かと思います。 

 

○進藤崇子委員 

細い道路でも通れるような小型のバスが求められていると思います。料金的にも安いワン

コインで使える公共交通だとより使いやすいのではないかと思います。 
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○茂木靖雄委員 

時間帯も通学の子どもに合わせたもので、非常に使いづらいものになっているのではない

か。時間帯が合わないし、待っている場所もないということで、交通手段を持たない人は難

儀している状況にあります。状況に合うような中型、または小型で走る形で本数を増やして

もらえたらと思います。 

例えば、協和全体の４つの地区で、今日はこの地区というように、一週間を回すようにす

れば、ライフスタイルができるし、利便性が高まるのではないかと思います。 

 

○斉藤陽子委員 

大仙市全体で見たときに、特に協和地域は羽後交通にお願いしている部分が多いと感じま

す。他の地域では市のバスもあるし、コミュニティバスもあるし、いろいろな方法が工夫さ

れていると感じます。私が住んでいる船岡地区は、スキー場があって、温泉もあるので、１

時間に１本走っています。時間が合えば、バスには結構乗っているので、やはり時間帯を工

夫し、バスを小さくするなど工夫が必要かと思います。 

 

○今野弘子委員 

もし私が車を運転できなければ、この会に出席することはできませんでした。問題なのは、

年を重ねた人達が、交通手段がない状態でどう社会と付き合っていくかだと思います。 

免許返納の趣旨はわかりますが、交通手段がなければ、高齢者は何をやっていけばいいか

わかりません。気軽に会に参加したりできなくなってしまいます。 

ハイヤーでもいいし、もっと小型化したらいいと思います。そういうのが、より一般的に

なれば、喜んで免許返納したいと思います。 

 

○副会長 

やはり時代が変わってきていて、新しい施策が必要になってきたのだと思います。地域住

民も協力して克服していく必要があります。 

定年も上がってくると言われている中で、いろんな人の協力を得ながらやっていく必要が

あるのではないかと思う。福祉的な感覚の中でビジネスをやっているところもありますし、

地域の中でも話し合いながら、模索していく必要があると思います。 

 

○会長 

皆さんの意見を聞いて、皆さん同じことを思っていると感じました。朝は子ども達でバス

にいっぱい乗っていますが、日中はほとんど乗っていない。これは皆さん同じことを感じて

いるようです。もちろん、地域によっていろいろ課題はあると思います。一番困っていると

ころから一つずつ解決していく必要があるのではないでしょうか。 

 

○会長 

 皆さん、ありがとうございました。ただいま述べていただきました意見について、堀江課
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長から一言お願いします。 

 

○堀江市民サービス課長 

ありがとうございます。皆さん意見はある程度共通していて、小型化というのが、一番の

要望ではないかと思います。 

中仙地域とかは、角館まで民間ですけど乗り合いタクシーがあります。そういう業者さん

がいるかどうかはわかりませんが、そういう方向性で持っていってもいいのではないかと思

います。 

また、皆さんの意見を参考にしながら、意見書を作成していきたいと思っています。 

 

○会長 

次に報告へ移ります。 

 最初に、ひとづくり応援事業について、私から報告します。 

【南外地域のさいかい市検討委員会、太田地域の地域公共を考える市民の会について報告】 

 

○会長 

次に、協和地域の行事等について、和田支所長より報告をお願いします。 

 

○和田義基協和支所長（以下「和田支所長」と表記） 

【協和地域の行事等について報告】 

 

○会長 

ありがとうございました。 

ただいまの件について、何か質問等ありますか。ありましたら質問内容を簡潔にお願いし

ます。 

ないようですので、支所長、他に何かありませんか。 

 

○和田支所長 

大仙市、宮崎市の両市長が合意に至りまして、交流事業を協和地域に限らず、市全域に広

げていくことになりました。交流を拡充していくことで合意に至ったということです。 

また、各地域で首都圏のふるさと会があるんですが、会員を増やすというのが一つ課題に

なっています。できれば、会員を増やしていきたいということですので、委員のみなさまの

同級会や同窓会があれば、ぜひお声掛けをお願いしたいと思います。 

 

○会長 

事務局から何かありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 
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次回は、お知らせしているとおり、第５回地域協議会は、１２月１１日（火）午後２時と

なっています。ただ、案件の量によっては時間の変更があるかと思いますのでご了承くださ

い。 

また、市長が出席する地域公共交通意見交換会は、地域協議会が終了後に開始します。予

定開始時刻は午後４時３０分です。 

 

○会長 

これで、第４回協和地域協議会を終了します。お疲れさまでした。 

 

 

（午後３時３６分 閉会） 

 


