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第４回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成 20 年 10 月 29 日 午後３時 

・場 所 大仙市役所協和総合支所 ４階大会議室 

 

・ 出席委員：五十嵐陽子、加藤幸子、加藤主税、加藤久孝、加藤祐子、今野庄蔵、今野弘子、 

佐々木栄一、進藤専一、進藤衛、田崎孝、武藤隆男、茂木隆、茂木美竹、 

柳原忠幸（15 名） 

 

・ 欠席委員：加藤弘栄、鈴木貞一、柳原榮子（３名） 

 

・ 大仙市関係者 

  本 庁：栗林市長、髙橋総合政策課長、北野総合政策課参事、齋藤秘書課副主幹、 

加藤秘書課主任 

協和総合支所：加藤総合支所長、安田地域振興課長、加藤地域振興課参事、佐藤市民課長、 

阿部農林振興課長、豊嶋建設課長、菅原教育委員会協和分室長、 

佐川地域振興課副主幹、伊藤地域振興課主任 

 

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． あいさつ 

副会長あいさつ 

 

市長あいさつ 

 

３． 会議録署名委員の指名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定により進藤専一委員、茂木隆委員を指名 

 

４． 議     題 

 

（１） 協和地域協議会における意見、提言、要望等について 

 

今野弘子副会長： 資料の１番民間産業廃棄物処理場の建設計画への対応については協和独自の問題

ですので協和支所担当課の市民課長さんから説明をお願いしたいと思います。 

 

市 民 課 長： 【 民間産業廃棄物処理場の建設計画への対応について市の見解を説明 】 

 

今野弘子副会長： 何かご質問ございませんか。 

 

武藤隆男委員： 大変ありがたい回答をいただきまして特別質問はないわけですが、大変住民が不安を
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感じております。20年ぐらい前からずっと続いていることで、社名を変えたりして同じ人が

活動をしております。そして淀川地区の現在ある県の産業廃棄物の処理場の下に 20 年

ぐらい前に 12 町歩ぐらいの土地を買っていてそこでやるということです。最初は汚水を

古種沢川に流すという計画でそれが淀川に入ってくるから大変だということでした。それ

で旧協和町議会にもお願いして、そこでも許可しないということになっておりまして合併

と同時に市長さんの方にもお話しはいっていると思います。ですから市では絶対許可し

ないと思うわけですが、その業者が地域に来て人を集めて何百人雇用するとか、いろん

な農業の施設を余熱を使ってやるとか、無害だとか素晴らしい計画を言うわけです。た

だ、いままでの経緯を見てみるとまるっきり騙して権利を取得するし、それを高くどこかに

売ってしまうということが見え見えなわけです。ところが知らない者は騙されてしまいます。

つまり地域住民が動揺するということですので市長さんよろしくお願いします。 

 

市 長： 担当課からは説明させていただきましたけれども、産廃の許可というのは我々のところ

にあるのではなくて県にあります。県は要綱を作ってそれに基づいて指導しているという

ことですが、要綱ですので一種の行政指導で禁止するという要綱は作れませんから、県

のスタンスとしてはできるだけ要綱に基づいて促進するようなことはしないということを言っ

ていただいております。私も直接県に話に行ってますけれども、やる人はいろんな理屈を

付けて要綱を乗り越えようとしてくるわけです。県としてもそれをやめるという産廃要綱の

権限はないわけなので非常にその辺は弱いわけですけれども、旧協和町の時代から引

き継いだこのことを大仙市としても一般廃棄物の処理場を広域で持ってますし、いろいろ

ありましたけれども県公社の産業廃棄物の処理場が協和地域にあるということであります

ので、これ以上そういうものがこの地域に必要ではないというはっきりした態度を示してお

ります。ときどき市役所の方にも来ていらっしゃるようですが、いろいろありましたので本庁

の環境課というところに窓口を一本にして、私の所に話が来るように対応しております。こ

の関係については、よほど地元の方々がやってくださいという話でない限りは絶対私はや

るつもりはございません。いろいろ調査してみましたけれども、どうも先に立っている人が

一種のブローカーとう類の人のようでありまして実際どこがやるかという実態がはっきりしま

せん。これが一番危ないので本当にそういう一つの社会的目的の最終処分場をやるので

あればやる業者なり、そういう方が直接こういうことでやりたいと来るはずなのですが、いま

お話しのところは後にどういう会社があるか分からないので一番危ないケースだと思って

おりますので、これは協和地域だけの問題ではなくてこういう事に対して甘くしますと様々

なものが大仙市に来るということになりかねませんので、絶対に受け入れられないような体

制を協和地域の皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。くれぐれもいろんな甘

い誘いに地元の人が誘われないように注意していただきたいと思います。 

 

今野弘子副会長： 市民課長さんから説明いただきましたけれども、市長さんからも非常に心強い絶対に

受け付けないという確固たるお答えをいただきましたのでありがとうございました。他にな

いでしょうか。それでは次にファミリーサポートセンターの創設について市の方からお願

いします。 
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地域振興課長： 【 要旨の説明 】 

 

市 長： 【 ファミリーサポートセンターの創設について市の見解を説明 】 

 

今野弘子副会長： ただいまの市長さんからのお話を受けて何かご質問ございませんでしょうか。 

 

進 藤 衛 委 員： これは最初ファミリーサポートセンターということではなくて、男女共同参画について当

たり前になってきていることと平等というよりは同じく扱われるということで、子供を持つ女

性でも遅い勤務もあったりといろいろあって大変だということや協和地域についてたまた

ま小学校が一つに統合してしまって、いままでは車を運転できないおじいさんやおばあ

さんでも迎えに行けたりしましたができなくなり、いまは親が会社を抜けて病院に連れて

行かなければいけないとかそういうことで困っているというので、それだったらファミリー

サポートセンターが必要ではないかということで出させていただきました。私の会社は秋

田市にありますので、だいぶ会社の社員も利用しておりまして非常にありがたい、仕事も

休まず続けられるといったことを聞いております。いま市長さんからお話しをいただいた

協和地域から始めるということがたぶん統合したばかりでいい機会ではないかなとは思

いますし、要望を出した私としても一緒に考えていきたいと思いますけれども、非常に子

どもを持つ親としてはありがたい制度だと思いますのでぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。それだけでなくて、もう少し子どもを持った親が出て働くということについても踏み

込んだ提案なんかも市の方からあればＰＴＡの方にも呼びかけていきたいと思いますの

で併せてよろしくお願いします。 

 

市 長： 病後保育とかそういう場所は大仙市としては吉村クリニックさんと相談しまして補助事業

で小児科の隣に子どものそういう場所を作っていただいて、大仙市の子どもは預かること

ができるということは一つあります。あとは病気した後で集団にちょっと入れない子どもを

対象に今度新しくできます神岡の幼稚園と保育園を一緒にした幼保一体施設でお医者さ

んとの話し合いはまだあるのですが、その一角に３日ぐらい訓練して普通の集団に戻すと

いう病後の子供たちの施設というのを用意しております。ただ、これは限られた数でありま

すので、できればいままず協和地域の話が出ましたのでここにそういう仕組みを何とかみ

んなで作って、子育て経験のある皆さんで世話してくれる人とそれから子育て中あるいは

相談したいというお父さんやお母さんたちとうまくマッチングさせて会を作って、場所は市

の方で用意をしてというような形でやれないかなと考えております。場所は施設を別に新

しく立てるのではなくてちょっと改築しただけで、例えばここの総合支所は結構空きスペ

ースがありますのでここでもいいわけです。そういうことを地域の皆さんでスタートできるよ

うな準備ができないものか考えております。この話は今日大曲地域にもございます。そう

いうものをやろう、やりたいという方々も出てきてますので、そういうところから先行して仕

組み、事例を作って大仙市の他の地域も皆さんにもこういう形だったらできるのではない

かという形でいければという考え方でいまいるところです。いずれ本庁の児童家庭課が担

当してますので、大枠の計画づくりをして参りたいと思います。支所も含めて地域協議会

の委員の皆様や子育て中の方々を含めていろいろ話し合いをしながら仕組みを作ること
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を進めていきたいと思っております。 

 

今野弘子副会長： いま市長さんのお話しは非常に前向きなお話しでした。説明いただいたことは大変分

かりましたし、提案したこちら側として何をどうするのか、どこまでできるのかそこの所をし

っかりして自分たちでできるところ、行政にお願いしなければいけないところについてもう

少し煮詰めないといかなければただ出しっぱなしでは市長さんに答弁いただくのが非常

に心苦しいと私は思います。それでは次の協和中学校のリニューアルについてお願い

します。 

 

地域振興課長： 【 要旨の説明 】 

 

市 長： 【 協和中学校のリニューアルについて市の見解を説明 】 

 

今野弘子副会長： この提案によって市長さんが初めて協和中学校の現状を知ったというお話を聞いてや

はり協議会の役割の大きさを実感しました。そしてまた早速に審議会の方でも話題にし、

その対策にもうスタートしているというような本当に明るい答弁をいただきまして本当にあ

りがとうございました。いま説明をいただきましたが、何かご質問ございますか。 

 

田 崎 孝 委 員： 質問ではないのですが、現状をもう少し認識して欲しいということで申し上げます。中

学校を建てるときに私は担当職員の一人でした。コンクリート工事の建物を建てるという

ことはほとんど経験がない時代でして、まして校舎という大規模な建物の全部を担当す

るということは我々その当時のメンバーとしても全くの素人集団でしたので、当時設計屋

さんの説明を聞きながら我々の少ない勉強を積み上げながら進める中でもかなり疑問

点もあったんです。そういう疑問点を取り上げてもらえなかったという辛さもあったし、い

まになってみますとこれまで何回も大規模修繕しております。その度に私どもはらはらし

ながら見てきたんです。いままた修理ということよりもできるのであれば改築の方向で検

討していただきたいという私どもの勝手なつたないやり方で市長に負担をかけることに

ついてお詫びをしながらひとつよろしくお願いします。 

 

今野弘子副会長： どうぞその点もご検討いただきたいと思います。 

 

市 長： 新しい学校だけ見せていただいて中学校へは一回も行ったことがありませんでしたの

で、いずれそういう事情を抱えているのであれば私も見てみたいと思いますし、教育委員

会の施設管理課がそういう部分の技術対応できる職員が何人かいて、そういう問題を見

ながら補修計画を立ててもおりますので、この辺とももう一回相談しながら計画がどのよう

になるのかということも次の機会にでもお知らせするぐらいのことはできるのではないかな

と思いますので検討させていただきます。 

 

今野弘子副会長： 前向きな説明どうもありがとうございました。それでは次の地域外からの集客について

市の方からお願いします。 
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地域振興課長： 【 要旨の説明 】 

           【 地域外からの集客について市の見解を説明 】 

 

市 長： 本庁と支所とよく打ち合わせしたか分からないのですが、観光物産課としての回答は

いまのようになってしまうわけですが、これでいいのかというと私は皆さんからご提言いた

だいて市でいまのような答えを出すとそういうことを聞きたくて出したのではありませんよと

いうことになるのではないかと思います。だからまず市のバスを使ってこういう考え方でや

るというのは白タク行為になりますので無理だと思います。だからといって何か方法がな

いかといいますと、協和というのはやはり大曲地域が大仙市で一番人口が多いですが、

大曲と秋田市のちょうど真ん中にある地域で秋田市からの通勤圏だったり、あるいは秋田

市の方々が様々な形で引っ張り込めば訪れる場所、そういう特色を持っていると思います。

いろいろ大仙市でやるとすればこの協和地域、西仙北地域あるいは一部角館のあたりま

で含めて協和地域で主だったものを上手に組み合わせてコースを作ったりして旅行会社

あるいはエージェントに売り込んでいくということが必要なのではないかなというように回

答をしたかったといま思っております。担当課とはそういう話し合いをしてきませんでした

のですが、私はむしろいろんな要素を市の方で計画、コースを作って積極的に秋田市の

人たちにＰＲして売り込んでいくということが必要でないかと考えます。いよいよ協和スキ

ー場をどうするかということを２年ぐらい検討しましたけれども、思い切ってリニューアルす

ることにしました。新しいリフトを設置するお金はないので仙北市さんに行って田沢湖高

原に比較的新しくて使っていないリフトを払い下げしていただきまして、それを使えば

1,000ｍで中を切らないで真っ直ぐ上まで行けるという非常に効率のいいものになります。

それを利用して一部斜面も直してスキー人口が少なくなってきているのは分かるのです

が、ゼロになることはないですし、空港とか秋田市に近いという利点を活かしてもう一度み

んなで人を呼び込めるのであればこのスキー場が全体として活きてくるのではないか、手

を入れてもう 15年ぐらいは使えるのではないかと考えております。四季の湯を含めて温泉

施設の活用なんかも全部絡んでくるわけで、夏はやはり唐松神社とか全国的な目玉もあり

ますので、上手にコースを組めば結構協和地域というのは荒川鉱山跡地、あるいは大盛

館もリニューアルしておりますし、非常に良いものがあります。そういうことを絡めていけば

いい可能性がある場所でないかなということを我々が考えてあちこちに売り込んでいくと

いうことが必要でないかなと思います。そういうことを皆さんと一緒にやっていけば今度は

道の駅もより活きてくるのではないかなと思いますがいかがでしょうか。これを市役所でや

ってくれという発想で観光物産課に来ますとやはり一辺倒の答えしかできないわけで、こ

ういう問題は支所の皆さんを中心にして地域の人たちが組み立てていけばおもしろい案

が出てくるのではないかと私は思います。交流都市を創ろうということを我々大きく掲げて

おりますのでそれを地域発の考えとかいろんなものを大仙市の計画に位置づけていけば

おもしろいのではないかと思います。 

 

今野弘子副会長： どうもありがとうございました。いま市長さんからご指摘ありましたようにやはり市ででき

ること、例えばすでに協和スキー場の再利用を計画されましてリフトの計画も話されまし



 6 

たし、やはり協和の良さをもう少し見つければもっともっと素晴らしい計画がこの協和地

域でできるのではないかなということもご指摘していただきましたので、これはみんなでも

う少し煮詰めてみた方がいいような感じもいたします。他になければこれで終わります。 

 

５． その他 

 

今野弘子副会長： 今回議題には特別になかったのですが、協和さくらまつり実行委員会が立ち上げられ

ました。先日話し合われたということで、この会にもいま初めて出された話で委員の方も

ほとんど知りません。その実行委員会の中で武藤隆男委員がその委員の一人になって

おりますので武藤委員の方から説明願います。 

 

武藤隆男委員： 【 さくらまつりについて説明、地域協議会及び市への協力依頼 】 

 

今野弘子副会長： いま説明のような提案でしたが、第一回の協和さくらまつりの会としては随分しっかりし

た計画がなされていて協力しやすいような感じですが、今日ここで出したので初めから

皆さんに取り上げるか取り上げないかは抜きにして意見や感想などございましたらお聞

きしたいと思いますが、その前に地域振興課長さんからも説明があるようですのでお願

いします。 

 

地域振興課長： 【 さくらまつりについて経緯等を補足説明 】 

 

今野弘子副会長： 大変いいことですのでこの委員の方々で反対という人は誰もいないと思いますけれど

も、いまのお話しを聞いた上での感想などございましたらお願いします。 

 

佐々木栄一委員： さきほど市への提言の４つ目の地域外からの集客での市長さんのお話と絡めていきま

すと非常に良い祭ができあがっていくのではないかなと感じました。そしてその辺も今後

の実行委員会でお話しされる場合ご参考にしていったらいいのではないかと思いました

ので考えてみてはいかがでしょうか。 

 

今野庄蔵委員： 要綱に地場産物の販売事業の実施とありますが、それというのは春夏秋といろいろあ

るわけですので、特段さくらだけにこだわらなくても道の駅の国道を挟んで対岸の山の

紅葉も大変きれいです。それで向の杉林を伐採した経緯もありますので、例えば秋にな

ればもみじまつりとか、陶芸もやってますので焼き物まつりとか、あそこをイベント広場に

してそれだけにこだわらなくてもいろいろイベントをやってもいいのではないでしょうか。 

 

武藤隆男委員： もみじもまずいいですが、とりあえずさくらまつりをやって皆さんの関心を寄せながら進

めていったらいいと思います。 

 

加藤久孝委員： このさくらまつりの経緯ですが、５月 26 日の観光協会の総会の際に観光協会としてさく

らまつり事業を行うと、その前までは輓馬大会とかやっておったのをやめたものだからそ
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れをやろうという話になったわけです。そして９月３日と４日に観光協会で岩手県の北上

市に研修で桜で有名な場所に行って来て決意を強め、そしてその後先ほど武藤委員が

言った実行委員会の立ち上げまでに到ったという経緯があります。ただ問題はお金の面

でしてそれで地域枠予算からの捻出をお願いしたということであります。 

 

加藤幸子委員： 私は道の駅の方の協和からまつという直売組合に所属しておりまして、そこでも年に４

回ぐらいイベントをやっておりますが、やはり生産者がイベントをやるものですから野菜も

出さなければいけないし、企画もしなければいけないので非常に大変です。ですからこ

のように他のイベントを作っていただけると大変ありがたいと思います。それと先ほどの

バスの件ですけれども青空市もやっておりますけれども、秋田市のお客さんの話を聞く

とこちらに来たいけれども足がないという方が結構多いんです。それで遊んでいる施設

がいっぱいあるし、協和は秋田市から来る人が多いのでもっと秋田市の人たちに来てい

ただきたいということで提案しました。また、おばこ街道という大仙市の直売グループで

道の駅を会場に当番制で直売会をやったのですが、協和が一番お客さんが入ります。

そのために他のところではぜひ協和でやって欲しいということで今年も協和でやったと

いう実情があります。ですからそういうことをもっと利用して協和をもっと他のところに広め

ていきたいと思いますのでどうかよろしくお願いします。 

 

今野弘子副会長： 皆さんから意見や感想といろいろありますけれどもやはり何かを立ち上げるということは

その提案したり、計画した人がそれ相当の覚悟で難儀をしなければ何事もできないという

こと、それを肝に銘じてこれからこういう会を進めていくのにどうすればみんなに浸透でき

るか、そしてまたみんなに楽しくこういう行事を行うことができるか考えながら進めていきた

いと思いますが、この委員も感想程度しか言えないところで非常に失礼ですけれども市

長さんからも何かご感想ありましたらお願いします。 

 

市 長： 先ほどバスの関係で白タクの話をしましたけれども第３セクターのバスをいろんな理屈

を付ければ、例えば温泉巡りとお買い物とかいろんなコースを作ればできるのではない

かなと思います。ただ、市のバスというのはちょっと無理だと思いますが、温泉のバスであ

ればいろんな形でお客を呼ぶという方法はあると思います。それで道の駅関係にも頑張

ってもらってますけれどもこういうイベントを一緒にやってもらえれば非常に助かるわけで

す。イベントを合体するということになるのではないかと思いますが、春のイベントというの

は協和地域あまりないということで皆さんでいろいろやろうと、ちょうどいい桜があって、道

の駅があって、国道端といういい場所だからといろんなそういうことを組み立てていっての

計画だと思いますが、いまの案は分かりましたができれば地域協議会としていろいろ一緒

になって検討して、これはやっぱり地域にとってやるべきイベントだという位置づけにして

いただければ大変いいのかなという感じがしております。むしろ大仙市協和地域協議会

協和さくらまつり実行委員会という形にした方がいいのではないでしょうか。ただ大仙市と

いう名前が入れば補助金がくるというような感じにするよりだったら、地域協議会みんなで

考えてこういうものを出して、一つの地域協議会共通の認識でみんなでやってみようとい

う形にしたということになると思いますので、私はそれの方が良いのではないかと思いま
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す。その上で地域枠予算を一部この事業に使うというのであればそれでいいのではない

でしょうか。規約の書き方もそういう意味では第９条のところの実行委員会の経費が補助

金、協賛金その他の収入をもってとありますが、自分たちが動いて何かをやろうというよう

にいま進めておりますので、補助金というのは一番後の方にやって協賛金だとかその他

の収入というところでみんなでいろいろ工夫して資金を集めながら全体の事業を組んで、

足りない部分で補助金を入れるという考えにしてもらいたいと思います。このように書かれ

ると補助金目当てみたいな感じであんまり私は良くないと思います。自分たちが考えて動

いてそれに対してやはり行政もこの部分は協力してもらうという表現にした方がいいので

はないかと思って聞いておりました。まずはこれだけ準備が進んでいれば地域協議会の

中できっちり位置づけて、来年度も最低 500 万円の枠はこちらの方でやってもらうことにし

ておりますので、その中でこの部分に手当てするということは協議会の皆さんが認めれば

それでいいのではないかと思います。 

 

今野弘子副会長： 貴重なご指示ありがとうございました。やはり今日ここに出したということが大変良かっ

たのではないかなと思っております。地域協議会は協和地域のことを考えて提案できる

会ですので、ここで話していただいていま市長さんから指導いただきましたように地域協

議会から出すということで、自分たちでやれる部分と補助が欲しいところはここの部分だ

と根底にそういう考えがなければ事業として取り上げてもらえないのではないかと思いま

すので、そういう形でこれから今後更に検討を重ねて関係団体いろんなところからの意

見も聞きながら進めていきたいなと思いますけれどもそれでよろしいでしょうか。 

 

－ 全会一致で賛成 － 

 

今野弘子副会長： 他になければこれで閉じたいと思いますがございますか。 

 

市 長： 協議会の皆さんからも含めて大安閣の所の子どもの通学用の信号機を付けて欲しいと

いうことでいろいろ動いて参りましたが、公安委員会の方からも結論を出していただいて

県議会議員の方のお力もいただいて予算が付いたそうです。ただ、その場所が国道を拡

幅する計画があるようで、その拡幅の幅が決まらないと柱を立てられないということのよう

ですけれども、県の９月の補正でそこに歩行者専用の信号機を立てるという予算は獲得

できております。その後の展開はちょっと分からないのですが、計画がまだはっきりしない

ために延び延びになっているということで年度繰越になったりすると大変ですが、いずれ

予算が付いていることをご報告いたします。 

 

加藤久孝委員： 旧船岡小学校の前に設置されている信号をそこに持ってくるというお話しがありました

がそれはそのままなのでしょうか。 

 

市 長： いろいろ検討して移設するということも考えたでしょうが、予算が付いているということは

新しく設置するということですので、それはそのままだと思います。 
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今野弘子副会長： いろいろなご意見いただきましてありがとうございました。市の財政もかなり厳しいよう

ですけれども協和地域協議会として私たちも一生懸命やりますが、できるだけ協和地域

の問題も反映されますようにお願いいたしまして終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

午後４時４５分終了 
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