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第４回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成１８年１２月１日 午後１時３０分 

・場 所 大仙市役所協和総合支所 ４階大会議室 

 

・ 出席委員：加藤弘栄、加藤幸子、加藤主税、加藤祐子、今野弘子、佐々木栄一、進藤専一、 

        鈴木貞一、豊島萬蔵、武藤隆男、茂木隆、茂木美竹、柳原忠幸（１３名） 

 

・ 欠席委員：五十嵐陽子、今野庄蔵、進藤鐘一、柳原榮子、柳原政勝（５名） 

 

・ 地域づくり補助金申請団体：落合森の会（佐川文雄会長、佐川清美、佐川眞夫） 

 

・ 大仙市関係者 

農 林 商 工 部： 金農林商工部長、平商工観光課長、佐川商工観光課主査 

協和総合支所： 今支所長、加藤地域振興課長、山谷地域振興課地域政策考査員、 

佐川地域振興課副主幹、田中建設課副主幹、佐々木地域振興課主任 

 

１． 開     会 

開会と委員の２分の１以上の出席があり会議は成立する旨を報告 

 

２． 協和地域内事業実施個所現地視察 

・道の駅協和 

・統合協和小学校 

・新協和体育館 

 

３． 会長あいさつ 

 

４． 会議録署名委員の指名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定により茂木美竹委員、加藤弘栄委員を指名 

 

５． 議     事  

 

（１）新協和体育館愛称について 

田中建設課副主幹： 【 説明 】 

           愛称につきましては２１の応募がありましたが、委員の皆様がそれぞれに良いと思うも

のを一覧より３つ程選んでいただきたいと思います。協議会委員の皆様の意見として集

計させていただきます。この会の最後に集計結果を報告したいと思います。 

 

（２）地域枠予算実施事業報告 

地域政策考査員： 【 国体モニュメント「スギッチ」製作事業、逢田地区用排水路修繕事業報告 】 

          地域づくり事業補助金ということで各団体より報告書をいただいておりますが落合森の
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会の方から実際の事業について報告に来ていただきましたのでお話していただきたい

と思います。 

 

落 合 森 の会： 【 報告 】 

出席者： 会長 佐川文雄   副会長 佐川眞夫 

報告者： 会計 佐川清美 

 

鈴木貞一会長： 協和の地域枠予算事業の一環としてみなさんが取り組んでいただいたことにつきまし

て報告いただきました。大仙市の一つのスローガンであります協働のまちづくりということ

でこのような件につきましても特にこれから過疎化の進むであろうという地域の問題につ

いて今後も是非取り組んでいただきたいと思います。今回の報告について大変ありがと

うございました。ただ今ご報告いただきましたけども何かご質問等ございましたらお願い

します。 

 

武藤隆男委員： すばらしいことやっておりますね。私どもも若者がどんどんいなくなって悩んでいるわ

けですがあなた方は非常に難しい中で都会との交流を図りながら地域を守ろうとしてい

る、その意欲はすばらしいと思います。大変参考になりました。 

 

落 合 森 の会： やはりなかなか難しくて一生懸命やってはいますがずっと継続してやらないと成果に

繋がらないのではないかと考えております。今のところ地域から出ていった人に働きか

けているのは秋田市とかここら周辺しかないわけで、果たしてそれもどうかとは思ってお

りまして、どうにか特徴のある活動をして、ここはいいところだなということをみなさんに分

かっていただければ非常にありがたいと思っております。 

 

武藤隆男委員： やはり一朝一夕にはいかないですね。それをあなた方は長く非常にねばり強くやって

いることに感心しました。私の集落も同じで若者はいません。しかしそれを考慮しながら

やっていくということは本当にいろいろ頑張っていると思います。 

 

佐々木栄一委員： 今回の登山に秋田市から２５名の参加があったわけですがそこに非常に興味を引か

れました。地元の人だけでなく都市からとか他町村からの参加が４５名中約半分ですね。

非常に興味を持ちましたので来年、再来年、これからずっと続けていくことでしょうけども

秋田市から例えば東京からでもいいですけどもそういう方面からまた行ってみたいという

ように思っていただけるように頑張って活動していただければ非常に良い会が出来てい

くことだと思います。私もこのような会をやっておりますけども非常に参考になりました。 

 

茂 木 隆 委 員： このように地域枠予算の補助金をもらって報告を自主的にしてくれるということに非常

に敬意を表するべきであり、他の団体も見習って欲しいと思います。それから地域を思う

気持ちが本当に良く伝わってきました。この中にもグリーンツーリズムということで出てき

ましたが、都会の方々あるいは農村で農業体験をしてみたいという方々を受け入れる下

地を作りたいという気持ちがあるということで、私も認定農業者で中高生の受け入れをや
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っておりますが、認定農業者だけでなくて一般の農家やそういう方々から今後は広く農

業体験なり農村の体験をしていただきたいと思っております。これからはやはり協和のグ

リーンツーリズムのような組織、受け入れ態勢のようなものが必要でないかと考えており

ますがそのために先例をつけていただき広く考えを協和地域にお披露目いただければ

と思います。大変心強く思っております。よろしくお願いします。 

 

鈴木貞一会長： 他に何かございますか。なければただ今茂木さんからお話あったようにこの様な団体

から直接の報告は今回始まって以来最初のケースですが、これにつきましてはいろいろ

担当の考査員ともお話ししましたけれども他の会でもこういう機会を設けて是非報告に来

ていただければ非常に良いなと思っておりました。今日は本当にわざわざおいでいただ

きまして会としても心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 

地域政策考査員： 残りの３つの補助金申請団体ありますけれども私が説明しても良いのですが、資料に

書いてあるとおりです。ですから他の３つの補助金申請団体については今この場で私の

方からは説明は省略いたします。せっかくこのように、実施団体から皆さんに報告という

良い例がありましたから次の協議会の時にこのような形式が良いのか別の形式が良いの

か実際に実施した団体さんに報告してもらえないか相談してみたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： 今お話あったようにその他の補助申請団体については無理して来てもらうのではなく

直接来て説明したいというのであれば来ていただいて、今のような形式にしてもらえれ

ばこの会としてもどのような内容かを分かってもらうためにも非常に良いと思うのでそうい

うことでどうですか。 

 

－ 全会一致で合意 － 

 

(３) その他 

地域政策考査員： 第１１回のきょうわミニコンサートの開催についてということでご案内が来ております。実

行委員であります茂木美竹さんよりご紹介をお願いします。 

 

茂木美竹委員： 【 紹介 】 

 

鈴木貞一会長： ただ今紹介とご案内をいただきましたけれども是非頑張って成功させていただきたい

と思います。他になければ先ほどの新協和体育館愛称の集計が終わったようでござい

ますので報告をお願いします。 

 

田中建設課副主幹： それでは先ほどそれぞれに３点ほど選んでいただきましたがそれについてご報告申し

上げます。１３名の委員の皆様方で計３９点ということでございますが上位３点について

発表しますと一番点数が多かったものは１１番のスポセン協和、それから同じく１３番のサ

ンスポ協和体育館ということでこれらが９得点でございました。その次が７番のサーパス

で５得点ということでこの上位３点をこの後の選考の対象にさせていただきたいと思いま
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すのでよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。それでこの３点をも

とにこの後当局にご相談しながら決めさせていただきたいと思います。市長もいずれ地

域の皆さん方で決めて下さいということですのでその点を踏まえながらよく相談して決め

させていただきたいと思います。あと他に体育館のことで何か質問などございますか。 

 

鈴木貞一会長： 他になければ今日の地域協議会の次第にはなかったわけですけれどもご承知のよう

にマインロード荒川が諸事情のため閉鎖になることが決定されております。その決定さ

れたものについての当局の方から今後どうするかという説明があります。説明の後に質

疑等を行いたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

地域振興課長： 今日は本庁の金農林商工部長、平商工観光課長、商工観光課の佐川主査の３人が

お見えになっておりまして前に荒川地区振興協議会の役員の方を対象と致しましてマイ

ンロードの取り扱いについて１回説明を行っております。その場でいろいろな意見が出

されまして新聞等でも出ましたけれども、それらの今後の方向性、あるいは今までの状

況等についてこの場で地域協議会の皆様方に説明しておきたいということで今回来て

いただきました。よろしくお願いいたします。説明の方を平課長にお願いしますが始め

に金部長からごあいさつがございます。 

 

農林商工部長： 【 あいさつ 】 

 

商工観光課長： 【 説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただ今いろいろ説明をいただきました。前段の部分は別としても最終的な捉え方として

は資料の９番、１０番だろうと思います。これを継続していくことについては人命に関わる

問題でございますので今説明にあったように閉鎖することにはこの前の荒川地区振興協

議会でも概ね皆さん賛成であったと理解しております。要するに今後どのようにしてもら

いたいかについて皆さんにご発言をいただきたいと思います。今お話あったように二つ

の方向付けがあったということですが当局では例えばどのくらいのお金を掛けてこういう

ものを作りたいという考えはあるものですか。 

 

商工観光課長： 要望が高い部分がいろいろ出てくるわけですけれども、ただ市の財政事情も非常に厳

しいものがございまして我々が望むものが即実現するかということについては厳しい部

分もございます。しかしながら前段で申しましたとおり、やはりこの歴史を伝えていける施

設ということで何もやらないということではなくて、ある程度一定の整備を財政計画に照ら

しながら進めていきたいとは思っております。ただ額面的にしからばどうなのかということ

につきましては現段階で決定しておる状況でございませんのでその点はご了承くださ

い。 

 

鈴木貞一会長： ただ今のご説明のとおりだと思います。そうした中で委員の皆様方からこれだけはやっ

ていただきたいという考え方がございましたらご発言いただきたいと思います。出来るだ
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け皆さんの考え方を反映していきたいということでしょうからお願いします。 

 

柳原忠幸委員： 今後の方向ということで（３）で説明がありましたが、現在あります大盛館との兼ね合い

でそこを利用してという案がありましたが実はそこは公民館の方で担当しておりまして大

盛館へ毎年小学生を連れて会を催しております。あそこでは昔の道具だとかがあり、い

ろいろ生活の中で使ったものと、昔の遊びという形で一日を過ごすわけですが更にそこ

に荒川鉱山の写真だとかパネルだとか、あるいは若干そこで採れた鉱物の展示なんか

ができれば大変良いと思いますのであそこを利用してそれらの活用を是非とも考えてい

ただければ幸いだと思います。 

 

加藤弘栄委員： 大盛館の方には鉱山文学やプロレタリア文学の松田解子さんの展示コーナーもありま

すのでそれとうまく鉱山をリンクさせながら鉱山の資料も置いて鉱山はこういうものだった

というものとそういうものから出てきた文学はこういうものだったというものをうまくかみ合わ

せれば、集客も一カ所に集まることによって更に増えるのではないかと思います。一個

一個別々にあるよりも鉱山の資料を展示しながらその時に書かれた鉱山人夫の話も横

にリンクしてもらえれば勉強になるし、後生にも伝わり協和の歴史として残っていくので

はないかと思います。 

 

今野弘子委員： やはり財政的なことが最初にはきてしまいますよね。現管理棟を増築してといってもか

なりのお金が掛かると思いますし、わざわざそこまで遺跡を訪ねて行くというのは本当に

興味のある人がほとんどだと思いますので二つ目の案としての大盛館との関連させる方

法で松田解子というのもずいぶん知られているし、鉱山なくして松田解子の文学はあり

得ないのでやはりそこであるものに重ねていくという方法が良いと思います。 

 

進藤専一委員： 今の話とやや同じですけどもやはり今の管理棟を増築あるいは改造しても見に行って

一回で終わりになりかねないので駄目だと思います。大盛館と付帯した形で展示して後

世に伝えるという形にした方が良いと思います。と申しますのは大盛の資料館で約１，４

００点の展示物あるわけですがその中でも約３００点ほどしか飾ってないわけです。その

残りは今の資料室に１，０００点が眠っているわけですが小学校の統合もあり、移したいと

いう話もございますし、むしろ大盛館に付けたもので展示出来ればかなりの貴重な展示

物もありますし、荒川鉱山当時の方々が宝物にしてたものを寄贈していただいたものも

ありますので地元の方に残しておくべきだろうと思います。それと今展示されている宮田

又鉱山のものが何点か大盛館にあるわけですがやはり荒川鉱山から出たものが全部坑

道の中に入っているということですのでそういうものを是非とも説明を付けた展示をして

いただければ地元としてありがたいと思います。 

 

武藤隆男委員： 今初めて聞きまして荒川の方ではいろいろ話をしたみたいですが私も協和の住人で

すから荒川鉱山のことについては大変歴史も古く、鉱山なくして協和なしという感じを深

めておる一人です。やはり何とかしてそういうものを文化財的に残していきたいと思って

おりました。ですがそういうように危険なものだとすれば昔のように復活することは困難だ
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ろうし、仮にやるとしても相当な予算を伴うことで当然不可能だろうと思います。そうすれ

ばやはり大盛館の方へあるものを持ってきて増築してという形が良いと思います。復活し

てやるというよりはお金が掛からないですから是非大盛館へ持ってきて生徒でも一般客

でも見て確かに鉱山があって昔栄えたものだなと感じられるようなものにしていただきた

いと思います。お願いします。 

 

加藤弘栄委員： 先ほどの付け足しですけども例えばそういう編纂とか資料の展示にあたっては地元と

か地元以外でも学生やいろんな方からボランティアの編纂委員になってもらうとか地域

のいろんなことを研究している方々もおりますのでそういう人達にいろいろ当たってみて

予算はあまりないですがこういう感じでみなさんで資料を作れませんかと提案してもらえ

ればすべてをいろんな人に頼んで作るというよりも地域の人達が編纂にあたってもらえ

れば地元の人達のすごい心の入った展示物も出来ると思います。お金の方もそんなに

掛からないでいけるのではないかなと思います。前回西部の地域協議会の研修をしたと

きにいろんな方を活用してみてはという話がありましたので是非地域に募集を掛けてみ

たりとか例えば中学校の方にこういう資料を作ってみないかというのを問い合わせしてみ

たりとか子供達にしてみれば歴史の勉強になると思いますし、なるべく予算を掛けない

で進めていけるのではないかなと思います。 

 

豊島萬蔵委員： みなさん大盛館へということで私も同感ですが大盛館の資料は貴重な資料ばかりが並

んでおりますのでその一部をはずして鉱山の展示物をというのではなくて管理棟を増築

するという考えも持っておるようですのでこの鉱山の資料を展示する分を増築していた

だきたいと思います。 

 

加藤弘栄委員： これから廃校になる小学校が各地域に出てきますがその一部を例えば昔の生活農具

や遊具、生活に使った道具とか鉱山に関係ないようなものであれば稲沢小学校に展示

スペースを新たに作って展示した方が廃校になる小学校を活用できて廃校になった学

校に人が集まって来て大変良いのではないかなと私は思いました。 

 

鈴木貞一会長： そうすれば、今の資料館と新たな鉱山の部分の展示したものということで、全体的に見

直してやらなければいけないということになりますね。 

 

今野弘子委員： 展示物を時期的に交換するという方法もあるし、いずれ方向はみんな同じような方向

に向いているので、そこをもう少し検討していただいて今ここで結論出すということでは

ないと思います。 

 

商工観光課長： ただ今いろんなご意見いただきまして大盛館の方に付帯的に増強してというお話もご

ざいましたけども、この後新年度予算に向けて早急に詰めに入りまして、扱い的には１９

年度を目標に進めて参りたいと考えております。１８年度内にあまり急いで事を運んでも

皆様のご意見を踏まえないで進むようなことになりかねませんので、いろいろ今日いた

だいたご意見を踏まえながらこの後早急に検討に入って参りたいと考えております。な
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お、２０年の４月１日が小学校の統合時期でございますので私は大盛館の隣の先ほどの

１，０００点入っているというあの中身も見せていただきましたがものすごい数の内容でし

てそこの辺りを小学校の方にスペースが出来るということを睨みながら、やはりあそこに

関連するところは松田解子さんとマインロードの歴史がうまくリンクすればそれだけ力強

い歴史を表現出来る施設になると思いますので、そこら辺も充分に踏まえて増強できれ

ばと考えております。 

 

武藤隆男委員： 予算の掛かることになるわけですよね。私の考えは松田解子さんでも大変な文学者で

郷土の我々が誇れる人ですから鉱山のものを私の考えとしてはバラバラにしないで  

大盛館のあの位置にきっちりまとめるべきだと思います。しかも豊島さんが言ったように

昔のものははずしてそこに鉱山のもの持ってきてというのではなくて、今もあるものはそ

れはそれで宝物ですから増築をお願いしたいです。鉱山から持ってきたものはそこに行

けば鉱山というものはこういうものであったというものが小学校でも中学校でも大人でも

みんな分かるようになると思いますので予算も掛かると思いますがそのぐらいのことは頑

張っていただきたいと思います。 

 

農林商工部長： 前回の荒川地区振興協議会の段階でも意見が二つに分かれたわけです。現在の鉱

山管理棟を整備するのか、あるいは大盛館を再整備を図るのかという意見に分かれた

わけですが私どもとしては合併してバラ色の夢を持ったわけですが財政的に非常に厳

しいという内容でございます。と言いますのは何が一番ネックになっているのかというと

負債の残高が１，０００億を超えているということでその償還に取られる経費がかなり大き

いためにどうしても財政面から投資的経費を抑えなければならないということで正直申し

まして関係ないこと言っておりますけども予算は前年の約２割から３割減になっている現

状でございます。したがって皆さんからの要望は節に分かる訳なんですが正直申し上げ

てそれに対応は出来ない状態でございます。私ども今日伺ったのは前回の振興協議会

の段階では二つの意見に分かれたため、出来れば地域協議会の皆さん方からは一つ

の意見に絞っていただければということです。今後と致しましてはどういう形で整備をし

ても本庁とここの協和総合支所、出来ればこの地域協議会の中から数名委員になって

いただいて、それに更に教育委員会の文化的あるいは教育的な面からも支援していた

だくということで教育次長からも承諾をいただいておりますのでそういった両者からなっ

たもので今後の取り扱いについて協議していくという内容で方向付けは決まっておりま

す。ただ考え方がバラバラだとこちらとしても焦点を絞れないので出来れば地元の方々

からある一定の方向付けだけはどうしても付けていただきたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

鈴木貞一会長： 全体的な考え方からいうと今委員の皆さん方からあったように前回の地区振興協議会

と違って一つの方向付けは成立したような感じですけども他に何かございますか。 

 

茂 木 隆 委 員： 金部長さんも話されましたけども財政的に厳しいということですがこれは私たちもある

程度理解していかなければならないと思っております。やはり鉱山の歴史は当然後世に



 8 

残しておくべきであるし、それに伴ってどのようにするかということについては先ほど専

一さんからもお話がありましたけども施設の分散ということは集客や管理の面で大変だと

思いますのでやはり大盛館を利用して、そして今の大盛館の展示物をやはり郷土民俗

学的なものとか入っておりますけども展示物を一旦洗いなおして松田解子さんと鉱山を

主とした展示にした方が良いのではないかと思います。それで先ほど加藤弘栄さんも話

されましたけども今後小学校の統廃合によって廃校になった学校をどのように活用して

いくかということが最も大事なことだと思いますのでそこら辺も踏まえながら民族資料的

なものとか展示スペースもあるので大盛館に全部に展示できないと思いますのでそうい

うのはやはり廃校になった学校を利用するとかその辺りを考えていった方がベターでな

いかと考えております。 

 

鈴木貞一会長： 方向付けとしては皆さんの意見を聞くと大盛館とマッチした形で地元の希望に添うよう

な形でやっていただければということで一つの考えとして良いのではないですか。どうで

すか。 

 

－ 全会一致で合意 － 

 

鈴木貞一会長： やり方についてはいろいろ問題もあるだろうしそれはそれでこれから考えていくことで

すよね。 

 

農林商工部長： プロジェクトチームを早急に立ち上げまして先ほど申し上げましたようにこの委員からも

何名か入っていただきましてとことんまで議論しながら良いものを作る方向付けに対して

知恵をお借りしながらやっていきたいと思いますのでこの後もよろしくお願いします。 

 

鈴木貞一会長： 基本的に金部長さんが話したとおりの段取りということで他に無ければ協議会としての

方向付けはそういうことだということでよろしくお願いします。この件についてはこれで終

わりたいと思います。皆さんの貴重なご意見をいただき本当に長時間にわたりご協力い

ただきまして心から御礼申し上げてこの会を閉じたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

 

午後４時４０分終了 
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