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平成26年度 第１回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成26年４月22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：伊藤 和美、石田裕美子、小田島盛一、加藤 耕成、今野 弘子、斉藤恵美子、佐々木明美、 

佐藤 幸雄、鈴木 武夫、田村  勉、田崎 孝、畠山  忍、堀江 美香（13名） 

            

・欠席委員：伊藤 道人、加藤眞理子、佐川 長範、菅原 俊一、橋本 琢史、（5名） 

 

・大仙市関係者 

大 仙 市:久米副市長、相馬総合政策課長、高橋総合政策課主席主査 

             

協和支所：佐々木支所長、佐川市民サービス課長、佐藤市民サービス課参事、 

田中農林建設課長、佐々木協和公民館長、奥田協和生活支援ハウス所長、 

加藤市民サービス課主幹、佐藤市民サービス課副主幹、 

伊藤市民サービス課主任 

 

１． 開     会 

 

 

２． 職員紹介 

 

 

３． 会長あいさつ 

〇小田島会長 

今日、晴れの炎天下に一番忙しい時期に皆さん大変ご出席いただきまして誠にありがとうございまし

た。これも地域のために皆さんから様々な細部の方向づけを出してもらって始めて良い協和地区の参

考になるのではないかと思っております。どうか一つよろしくお願いしたいと思います。 

 

４． 副市長あいさつ 

○久米副市長 

副市長の久米でございます。本日はどうかよろしくお願いしたいと思います。平成 26 年度の第 1 回

協和地域協議会の開催にあたりまして一言ごあいさつ申し上げたいと思います。4 年連続となります大

雪もありまして、暖かな日差しがまぶしい春というふうなことでようやく訪れました。この春の到来とともに

スタートした平成26年度が災害の無い穏やかで希望に満ちた年となるように心から願っているところで

あります。皆様ご承知のとおり平成26年度は大仙市が誕生してから10年目を迎える記念の年でござい

ます。また、時を同じくして 8つの地域で地域協議会が設置されてから 10年目を迎えております。委員

の皆様にはこれまでも市民と行政との協働のまちづくりの推進の核としまして地域課題を解決する仕組

みづくりや地域枠予算の審査活用のほか、都市計画マスタープランや地域公共交通計画、小規模高

齢化集落等コミュニティ対策などの各種計画に対するご意見、それから施策にかかるご提言の取り扱

い等、地域の特色を活かした活発な活動を実施していただいておりましてこの場をお借りいたしまして

厚くお礼を申し上げたいと思います。 

さて、本年度の地域協議会に関連する事業の予算につきましては引き続き各地域協議会委員の皆
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様を対象とした全体研修会を開催するほか、視察研修等の活動を支援する活性化事業に要する経費

を措置するとともに地域の特色、それから独自性を活かしつつ、地域課題に対応するための地域枠予

算につきましては市民の街づくりへの参加意識を高めていくため、制度を積極的に活用していただくよ

う一層今後もＰＲに努めて参りたいというふうに思っております。 

本日は協議会委員の皆様がお集まりでありますので一つ市の一大プロジェクトとして推進しておりま

す市街地再開発事業についてお話をさせていただきます。平成22年度からこの整備を進めて参りまし

た仙北組合総合病院の移転改築を中心とした大曲通町地区市街地再開発事業の内、北街区がこの程

完成したところであります。仙北組合総合病院は名称を新たに大曲厚生医療センターとしてこの 5月 1

日から開院する予定でございます。最新鋭の設備とそれから快適な医療環境を整えまして地域の中核

病院としてこれまで以上に大きな役割を担うこととなります。またこの病院の他にも再開発事業として整

備して参りました設備も順次オープンいたしております。市の広報やマスコミ報道等で既に皆様もご存

じのことと思いますけれどもこの程整備されました複合商業棟 Anbee大曲とバスターミナルについては

4月1日から動いております。このAnbee大曲にはこれまで市役所の中にありました男女共同参画交流

推進課が移転しまして4月1日から業務を開始しております。今後は残る单街区におきまして仙北組合

総合病院の解体工事に着手しましてこの場所に健康増進センターや社会福祉協議会が入居する健康

福祉棟、それから認定こども園となります児童福祉棟、それから商工会議所が入る事務所とさらには地

上 4階建の立体駐車場を整備することとしております。今後ともこの事業が円滑に推進できるように市と

いたしましても引き続き力を入れて参る所存であります。 

また、本日はこの後この協和地域における市の主な事業につきましてもご説明する予定となっており

ます。事業推進に対しまして皆様からのご支援をよろしくお願いしたいと思います、大仙市誕生後10年

というこの記念すべき年を契機に本市が新たなステージに向けてスタートできるようにこうした所要の取

り組みを進めるとともに市民と協働の街づくりに一層努めて参りますので委員の皆様にはこれまで以上

にご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。結びになりますが本日の協議会が実のあ

るものとなり一層の地域発展に資する契機となりますことをご期待申し上げますとともに皆様の益々の

ご活躍とご健勝を心からご祈念申し上げましてあいさつをさせていただきます。本日はどうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

〇小田島会長 

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 

 

５． 会議録署名委員の指名 

伊藤和美委員、石田裕美子委員が選任される 

 

 

６． 議   題 

 

（１） 平成２６年度地域枠予算申請事業について 

○小田島会長 

それでは議題に入ります。平成２６年度地域枠予算申請事業審査について事務局の方からご説明願

います。 

【 第５回協和さくら祭り事業について事務局 説明 】 
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   ○小田島会長 

     ただ今事務局の方からご説明ありました第５回協和さくら祭り事業について皆さんからご質問、ご意

見等ありましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 

   ○小田島会長 

     この現状の中でちょうど今年は満開の線に当てはまるのでしょうか？どんなものでしょうか？何か天

気の関係で分かると思います。 

 

   ○加藤市民サービス課主幹 

     天気予報を見ますと今日のお昼の天気予報ですけれども 4月28日までは良さそうですけれども 4

月29日に傘マークが出ていたもので、この後も天気の変わりに期待したいと思います。 

 

○小田島会長 

     はい。他にございませんか？ 

 【 なし 】 

○小田島会長 

     なければ第５回協和さくら祭り事業についてご承認してもよろしいでしょうか？  

 

 【 異議なし 】 

○小田島会長 

     ご承認いたします。次に第19回きょうわミニコンサート事業の内容について事務局からご説明願い

ます。  

 【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

     ただ今事務局から説明ありました。この中でお聞きになりたい点、もっと良い方法があるというようなこ

とがありましたらお願いします。ありませんか？  

 

 【 なし 】 

○小田島会長 

     今日は数がありますので、ないようですので第 19回きょうわミニコンサート事業についてご承認して

もよろしいでしょうか？   

 【 異議なし 】 

○小田島会長 

     ご承認いたします。次に大盛館「はな・花」満開事業について事務局から説明をお願いします。  

 

 【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

     ただ今事務局より説明がありましたが大盛館「はな・花」満開事業について皆さんの中でご質問、ご

意見等ありませんでしょうか？  

 【 なし 】 

○小田島会長 

     ないようですので大盛館「はな・花」満開事業についてご承認してもよろしいでしょうか？  
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【 異議なし 】 

○小田島会長 

     ご承認いたします。次に大仙市・宮崎市交流事業について事務局からご説明願います。 

 

 【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

    大仙市・宮崎市交流事業、昔から「さどわら」という名前のもとに今まで築いてきましたが皆さんの中で

何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか？  

 

○田崎委員 

      日にちは決まっていますか？ 

 

○加藤市民サービス課主幹 

     2つ目の交流事業の日にちですか？ 

 

○田崎委員 

     そうです。 

 

○加藤市民サービス課主幹 

     10月24日から 26日です。 

 

○田崎委員 

     3日間？ 

 

○加藤市民サービス課主幹 

     2泊3日ということで予定してございます。 

 

○田崎委員 

     分かりました。 

 

○小田島会長 

     他にございませんか？   

 【 なし 】 

○小田島会長 

     ないようですので大仙市・宮崎市交流事業についてご承認してもよろしいでしょうか？ 

  

【 異議なし 】 

○小田島会長 

     ご承認いたします。次に協和ボランティア学級事業について事務局からご説明願いたいと思いま

す。 

【 事務局 説明 】 
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○小田島会長 

     協和ボランティア学級事業について具体的に説明がありましたが皆さんの中でご質問やご意見等ご

ざいませんでしょうか？ 

【 なし 】 

○小田島会長 

     なければ協和ボランティア学級事業についてご承認してもよろしいでしょうか？ 

 

【 異議なし 】 

○小田島会長 

     ご承認いたします。次に協和カラオケ発表大会及びボランティア活動事業について事務局から説明

願います。 

【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

     ただ今説明がありました。その中でご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

 

【 なし 】 

○小田島会長 

     なければ協和カラオケ発表大会及びボランティア活動事業についてご承認してもよろしいでしょう

か？ 

 

【 異議なし 】 

○小田島会長 

     ご承認いたします。次に荒川焼陶芸発信事業について事務局から説明願います。 

 

【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

荒川焼陶芸発信事業について皆さんの中で何かご質問、ご意見等ありませんでしょうか？  

 

○加藤委員 

     講師派遣とありますが、講師はどこから来るのですか？  

 

○伊藤市民サービス課主任 

     講師は道の駅から派遣していただいております。 

 

○加藤委員 

     前さんですか？  

 

○伊藤市民サービス課主任 

     前さんはもう辞めてしまったのですけれども、次の新しい女性講師を招く予定でございます。 

 

○加藤委員 

     前さんはもう辞めたのですか？代わりに女性の人が来てやるのですか？ 
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○伊藤市民サービス課主任 

     そうです。 

 

○加藤委員 

     しばらく行ってなかったのでわからなかったです。 

 

○小田島会長 

皆さんの中で他にございませんか？ 

【 なし 】 

○小田島会長 

なければ荒川焼陶芸発信事業についてご承認してもよろしいでしょうか？ 

 

【 異議なし 】 

○小田島会長 

ご承認いたします。 

 

○小田島会長 

次に日暮山頂桜トンネル育成事業について事務局より説明願います。 

 

【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

皆さんの中でご質問、ご意見等ございませんでしょうか？ 

 

【 なし 】 

○小田島会長 

ないようですが今回この申請のありました地域枠予算事業についてはご承認することといたしますが

いかがでしょうか？ 

【 異議なし 】 

 

（２） 大仙市小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に係る意見書の提出について 

 

○小田島会長 

次に大仙市小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に係る意見書について事務局から説明願いま

す。 

【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

ただ今事務局より説明がありました。大仙市小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に係る意見書の

ことで様々なアンケートをとりながら今までやってきました。この中身が今の実態です。これを方向付け

として大仙市の方へご要望的に出したいというのが今の実態です。これを皆さんの中でまたさらに様々

な方向付けがあるとしたら教えてもらえればありがたいと思っています。 

 

○田崎委員 

これ以上のものはないと思います。こうなることは何十年も前からわかっているはずだと思います。私
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も含めて我々の先輩たちがどういう手を打ってもどうにもならなくて今の状態になってしまっているわけ

だから今までのような連続した形の考え方はどうにもならないですし、だんだん詰まりになるしかないの

ではないかと私は思います。 

だからいっそのこと思いきって、冗談ではなく子供がいないとどうにもならないので子供を産むことに

してもらわないとだめではないかと思います。子供一人産んだら二百万円、二人産んだら五百万円、

三人産んだら一千万円のお金をあげますということをやらない限りはどうにもこうにも増えるものでない

と私は思います。 

  

○佐藤委員 

この協議会の中からの意見書ということで提出されるわけですけれども、この協和からは他の会とい

うか団体からも意見書がいっているということですか？  

  

○伊藤市民サービス課主任 

これは地域協議会からと大仙市小規模・高齢化集落等コミュニティ対策会議の委員の中での意見と

いう形で今回進めさせていただいております。 

 

○佐藤委員 

これは協議会からの意見ということでしょうけれども、協和地域からの意見をまとめたいということです

か？  

 

○伊藤市民サービス課主任 

そうです。 

 

○佐藤委員 

わかりました。 

 

○小田島会長 

皆さんの中で他に良い案がありましたら一つお願いしたいと思います。 

 

【 なし 】 

○小田島会長 

ないとすれば、この皆さんからアンケートをとった中身についてこれをそっくり大仙市の方へあげて、

様々な角度から事業的にしていきたいというのが狙いですから一つよろしくお願いしたいと思います。 

 

○小田島会長 

他にありませんでしょうか？  

【 なし 】 

○小田島会長 

ないとすればこの（案）をそのまま出していくというのが本来の姿ですので一つその辺りはよろしくお

願いしたいと思います。 

 

７． 報   告 
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（１） 地域枠予算活用事業実績報告について 

 

○小田島会長 

次に「第１４回「冬の詩情 in合貝」」、「淀川地区元気アップ事業」、「大仙市・宮崎市交流事業」、「協和

ボランティア学級事業」の実績について事務局より一括してご説明願います。 

 

【 事務局 説明 】 

   

○小田島会長 

ただ今、実績報告が４件ありました。これらを４件一括して皆さんからご質問等受けたまわりたいと思

います。皆さんありませんでしょうか？ 

  

○鈴木委員 

10ページの「淀川地区元気アップ事業」の中で元気アップ講演会とありますがその時の講師の先生

はどういった内容でやられたものですか？ 

 

○伊藤市民サービス課主任 

元気アップ講演会の中身でございますが消費生活出前講座悪質商法撃退法ということで、「貴方も狙

われているカニの電話勧誘にご用心」と題しまして大仙市の消費生活相談室の方で出前講座を行って

おります。 

 

○鈴木委員 

これ、そうすれば講演の説明は市の方でそういう話をしてくれる人はいますか？ 

 

○佐々木支所長 

職員です。工夫して演劇みたいな形でやります。 

 

○鈴木委員 

そうすれば何もお金はかからないのですか？ 

 

○佐々木支所長 

それはかからないです。 

 

○鈴木委員 

わかりました。 

 

○小田島会長 

他にありませんでしょうか？ 

【 なし 】 

○小田島会長 

そうすれば 4件の報告がありましたが皆さんご承認してもけっこうですか？ 

 

【 異議なし 】 
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○小田島会長 

それではご承認いたします。 

 

（２） 平成２６年度当初予算について 

 

○小田島会長 

次に平成２６年度当初予算について佐々木支所長から一つご説明願います。 

 

【 佐々木支所長 説明 】 

○小田島会長 

ただ今、支所長から中身について説明がありました。この中で皆さんからさらにお聞きになりたい点

ありましたらお願いいたします。 

 

○田崎委員 

特別なことではないのですが環境保全基金は今年度 7億6千万円の予算ですか？ 

 

○佐々木支所長 

環境保全基金の資料は特に付けてないのですけれども環境保全基金につきましてはご承知のとお

り県の方から毎年 2千 3百万円ずつ交付金がきております。協和中心にして使わせていただいており

ますけれども平成25年度末で 1億9百万円ほど残額がございました。 

平成 26 年度にその充当見込みといたしましてまほろば唐松の芸術祭から淀川の農業漁業者トレー

ニングセンターの屋根の改修工事、それから淀川簡易水道の変更認可水質調査費、実施設計料、そ

れから荒川鉱山跡地の整備にも若干使わせていただきますし、宮崎市佐土原地域交流事業にも百六

十万円ほど、それから世代交流福祉館の今回各地域にあります沢内、中淀川、小種、水沢のそういっ

た改修工事等がありまして平成 26年度で 4千 5百万円ほどその中から使わせていただくということで

平成 26 年度末では今のところ残額が 9 千 2 百万円ほどになるという見込みで計画を立ててございま

す。 

 

○田崎委員 

副市長お願いですがもうちょっと自由に使わせてもらいたいのです。中々我々が事業をお願いして

も予算がないと言われて中々やっていただけないのです。 

 

○副市長 

例えばどんな事業ですか？ 

 

○田崎委員 

例えばちょっとした道路でも、それからいっぱいあります。舗装してもらいたいところがあるとか、桜の

木のテングス病の除去だとかそういったことをやってもらいたいのだけれどもやっぱり中々「はい」とい

う返事をもらえない分けです。 

 

○副市長 

基金はその目的に沿ってでしょうから何でもかんでもできるわけではないのでちゃんとした本来の予

算をつくる部分とこの基金の部分と仕分けしていることだと思います。道路は道路でやらなければなら
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ないところは当初予算でやらなければ、何でもかんでも基金でやればすぐなくなると思います。 

 

○田崎委員 

本来であれば協和地区の中で一般財源を使って良いものをわざわざ基金から出すということを我々

は危惧しているわけです。 

 

○副市長 

ある程度基金を有効に活用してやっぱりある程度残高を持ちながらやれればというふうなことで計画

的に事業をある程度選択はしているところです。 

 

○田崎委員 

我々がお願いしていることはちょっとしたことですよ。ちょっとしたことに「はい。わかった。」とすぐ予

算を出していただければ気持ちが良いところですが中々「はい」と言わないところに我が支所の弱さと

いうかその辺があるのではないかと私は思っております。 

 

○支所長 

額的にあまり多いと中々できないのでしょうけれども少しの額でしたら地域枠予算を活用しながら早

急にやるというのが一番良い方法だと思います。 

 

○田崎委員 

それで良いです。なんとか一つお願いします。 

 

○副市長 

そこら辺は検討して良い方法を考えましょう。道路とかをやるとなれば設計したり測量したりだとかで

時間がかかるのでその分はちゃんとした予算を組んでやらなければいけないし、何か地域枠予算でや

れるのであればそういう部分を活用して地域協議会の方へ説明してやるとか、テングス病とかそういうの

であれば地域の桜でしょうから住民の人たちが皆出て来てがんばってやれば良いとか、ただ高い所は

車がないと高所作業者がないとだめだとかそういう部分については地域枠予算でもできるでしょうし、そ

ういうふうないろいろなことをこう考えてやっていければと思います。 

 

○田崎委員 

例えば地域でも、高齢者の退職した人たちはそれなりの仕事をしているから中々参加できないので

そういうときに手伝ってくれる人はもう後期高齢者が多いわけです。何としても自分たちでやる部分とい

うのは制限されてくるので、そういう地域の事情もあるので何とか一つ広い目で見てお願いします。 

 

○小田島会長 

今、支所長の方からご説明ありました。次に平成２６年度協和地域の主要事業について担当課長よ

り報告をお願いします。 

【 佐川市民サービス課長 説明 】 

 

【 田中農林建設課長 説明 】 

 

【 奥田やすらぎの里所長 説明 】 
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【 佐々木公民館長 説明 】 

 

○小田島会長 

ただ今、各課長から今年の協和地域の事業内容についてのご説明ありました。この中で皆さんの中

でお聞きになりたい点がありましたらお願いします。 

 

○田崎委員 

消防の車庫というか格納庫にトイレがほとんどないのでそれを解決してもらいたいです。トイレのスペ

ースはあると思います。 

 

○田村委員 

格納庫でトイレがあるところは協和でありますか？ 

 

○協和支所 

ほとんどないです。 

  

○田村委員 

格納庫にトイレをいつでもつくれるようにスペースをとってあるけれども、おそらくまだつくってないか

もしれないです。 

 

○田崎委員 

トイレがないとどうなるか、ちょっと周辺の環境というものを考えてもらいたいです。前から私は言って

いたつもりだったけれどもいっこうに進んでいかないです。 

 

○田村委員 

そこまで考えていなかったと思います。 

 

○田崎委員 

今すぐやるとは言えないと思いますけれども予算がないわけではないと思いますので徐々にお願い

します。 

  

○田村委員 

副市長これ大曲地域はついているものですか？  

 

○副市長 

ほとんどトイレはないと思います。消防の格納庫は積載車、小型動力ポンプ、その他ヘルメットとか防

火服を置いているところです。 

 

○田村委員 

昔は格納庫で様々な何かがあればそこで飲んでいたものだけれども最近は飲むところに行って飲

みますのであまり使わないと思います。 
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○副市長 

格納庫で飲食をするというのはほとんどなくなっているはずです。そういう部分からも格納庫にトイレ

設置というのは必要性があるのかと思います。 

 

○田村委員 

全部ではなくていらない場所もあるかもしれないです。 

 

○副市長 

それはあるかもしれませんが、問題は格納庫の使い方というか、そういう会議を格納庫でやるのかど

うか、長時間そこに何としてもいないといけないとすれば必要かもしれませんが現状はそういう必要性

があるのかと思います。 

 

○田崎委員 

そういうところもあるかもしれませんがそこにいて最後までいることもあるかもしれないし、畳の部屋が

２階にあるのでそこで何でもできると思います。お茶を飲むこともできるし、ついでに一杯やるということ

もできるから、やっぱりトイレだけは何とかお願いします。 

 

○副市長 

そこら辺、実際に活動している消防団の人が何と考えているかそこら辺もお聞きしたいです。 

 

○田村委員 

これ消防団の現役の人がどういうふうに考えているかによります。これ何かないものかと思います。な

いからこういう話になると思います。 

 

○田崎委員 

まず何とかここでどうのこうのを言っても仕方がないのでお願いします。 

 

○小田島会長 

やはり今後の課題をここにおいて今度対応をするというのが良いかもしれません。やはり何もないと

なるとだめなのではないかという考えも出てくると思います。 

 

○田崎委員 

それからもう一つお願いします。２０ページの淀川地区簡易水道水源新設事業ですが今のところ水

質が悪くなったとかですか？ 

 

○副市長 

そういうことではなくて上に産廃の施設があるからということで、今水質等の問題はありませんが将来

もう５０年後、６０年後に施設に何かあった場合に困るということで地域住民から水源のところは全然関

係ないところからという要望があっていろいろこれまで県の方にも協議してその部分の一部負担とかと

いうことも出てきたので平成２５年度で水源調査をして地下に水源地が出てきましたので今回それを実

際の実施設計に入って来年から工事にかかる予定です。 
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○田崎委員 

最初からそこがだめでないかという話がけっこうあったのですが地元の人があそこで良いと言ったか

らあそこになったのです。 

 

○副市長 

様々な話はあるでしょうけれども、当時のことを今言ってもしょうがないので今の実情からして、今住

民の方々の淀川地域の方々の様々な意見を聞いて、やはりこれは動かした方が良いという判断でなっ

たことです。 

 

○田崎委員 

水質は関係ないということですか？ 

 

○副市長 

水質はなんともないです。 

 

○田崎委員 

今、五百刈田の水質の調査はしたのですか？ 

 

○田中農林建設課長 

平成２５年度で調査をしています。 

 

○田崎委員 

どこら辺ですか？ 

 

○田中農林建設課長 

今の秋田県立リハビリテーション・精神医療センターの下の五百刈田の田んぼの川端の方で昔の道

路のすぐそばの三角田のところです。 

 

○田崎委員 

昔もあそこは目をつけたとこでしたが鉱毒の問題だとか様々あって、敬遠したところでした。調査して

良ければ良いと思います。 

 

○田中農林建設課長 

平成２５年度の電気探査で淀川から上淀川に向けて 6 か所電気探査しておりまして、その内に 2 か

所がまず有望なところということで、今五百刈田のところともう一か所中島というところを掘削しておりまし

て中島の方は水量的に出ないと、それで今の五百刈田の方は水量的には確実に間に合うと、ただ水

質については浄化施設等でまかなえるということで、そういう判断で鉄分とマンガンは若干出ています

けれどもそれも浄化施設等を含めながら実施設計を行うということです。 

 

○田崎委員 

ここ最初は鉱毒の問題があったのでどうなのかと私は心配しておりましたがそこら辺の調査を良くや

っていただければ良いです。  
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８． そ の 他 

 

【 事務局より「がんばる集落」活性化支援事業について紹介 】 

 

○小田島会長 

今、担当から「がんばる集落」ということで簡卖に見えるけれども現実に事業にするというのは大変な

部分があるのではないかと思いますが大いにやっていただければありがたいと思っております。他に

ございませんでしょうか？ 

 

○石田委員 

「くらしの歴史館」がありますけれどもあそこってどれくらい利用者が前年度であったものでしょうか？

あそこは何回も行ったのですけれども展示だけでしか利用できないものでしょうか？というのは私が何

回か行ったときに誰もいなかったからです。 

 

○佐々木公民館長 

主に展示ですけれども、2階の方にいけば卓球をしている子供たちもいるようです。 

 

○石田委員 

ただあそこにせっかく管理人さんもいるので何か新聞にとりあげられたりした時にその時だけ行く人

もいるかもしれませんけれども、私は何回か行って人と行き会ったこともなかったのでどういうものかと

思いました。 

それからもう一つ児童クラブが小学校に行ったことで児童館があります。ただ児童館は管理人さんも

いて午後、月曜日は休みですがその他はずっと 6日間開いているわけなのですけれども、あそこの利

用者数は少ないはずだと思います。あそこをもっとうまくせっかく管理人さんもいてそういうところもある

し、子供も少ないけれども少なくともいるのだからもうちょっと利用できるようにＰＲして何かをやってほし

いと思います。これは支所の方で全部やるものではなくて地域の皆があそこを利用するようにすれば

良いことかもしれません。しかし、あそこが開いているということ事態も知らない人が多かったのです。

だからもう少し何かそのように感じたところに管理人さんもおいて開けているところをもう少し何か、人は

少ないのだろうけれどもうまく利用して、そして皆を地域の人たちとの交流をはかるとかみたいなのを

できたらもっと良いのではないかと街中この辺を歩いて見て思ったところです。もし何かそういう様々な

とこにそういう声かけとか何かこちらの方で出前講座みたいなものあるだろうし、皆さんが地域に帰った

りしたらそういうお話をしていただけたら様々なことに地域の人たちが集まれる場所に集まってくれれ

ばもう少し良い、隣りと孤立しないとかに結びついていくと思いました。 

      

○今野委員 

協和だけの「くらしの歴史館」ではなくてやはり大仙市全体ということで考えて、なるべく皆で声をか

けあってやれば非常にあそこの内容がすばらしいということは行って見ればわかります。 

私たち婦人会の方でもあそこを見学したこともあるし、退職の同じ職場の会でも行ったことがあります。

利用する上で良い物もあるし、それからあの展示も何カ月かごとに変わって、例えば秋田県立リハビリ

テーション・精神医療センターの施設の人たちの作品の展示が何カ月とかそういうふうに交換できる利

用できる展示室もあります。 

そういう利用の仕方とそれからこの前に私たちの会で見たときには中も素晴らしいと感じたことと、そ

の時に３人ぐらいで外の方を回って見たそうですが、そしたらたいてい中身のそういう宣伝をすれば中



 15 

はすばらしいのですけれども周りは案外散らばって手がかけられていないということが今までのところ

ではあったけれども外の方の手入れもよく行き届いていて非常に素晴らしいと管理する人も非常に良く

やっていてくれていると非常にお褒めの言葉をいただきました。 

その周りをやっているのが「ふるさと会」といって本当におばあちゃん、おじいちゃん方が進んで本

当にボランティアで管理し手入れをしてくれていたということ、そのように施設ができたときにただ自分

たちが見るとか参加するとかそういうことではなくて自分たちの宝物として自らが手をかけていく、そうい

う心がけ、そして声かけ、「こんな素晴らしいのがあるよ。」ということを石田委員がおっしゃたように知ら

ないであそこを通っているけれども「何だろう？」というふうに知らない人がたくさんいると思いますので

皆で声をかけて素晴らしさを宣伝してほしいと思います。 

 

○堀江委員 

一緒なのですけれども、「ふるさと会」で家のおばあちゃんも花植えに行ったのですけれども、「例え

ば雨が降ったりして、本当は屋根がついたところを利用して少し今後の打合せとかをしたいと思ったけ

れどもあまりにも建物をきれいに管理しているので農作業みたいな格好をして中で会議をするのはま

ずいのかなあと思った。」と聞いたので、施設の人が「上がってお茶をどうぞ。」とかって中で言ってくれ

るのですけれども利用の方法が明確でなくて、どういう人たちがちょっとした会議とかで使っても良いと

ころなのか、休むところがあるのにテーブルもあるのに使っても良いのかというのが誰もわからない状

態です。 

 

○今野委員 

３階は自由にできます。 

 

○堀江委員 

そういうちょっと集まるところの利用方法が明確でないためにせっかくある良い物が俗に言う宝の持

ち腐れ状態になっているような感じでしたのでそういうのをもう少し明確に「このように使えますよ。」とか、

そういう施設を「使って良いよ。」とか書いてくれれば良いと思いました。 

この春、中学校を卒業した子が峰吉川小学校に入っていて協和小学校にいったので卒業してから

結局、峰吉川地区の同級生の中でそこの「くらしの歴史館」のようなところに皆で集まって最後に峰吉川

小学校を見るというようなことを言っているのでやはり地域の人たちは大事にしていると思いますので

集まるところが明確に「何時から何時まで利用できます。」とか、はっきり書いてくれれば使いやすいと

思います。 

 

○佐々木公民館長 

１階、２階は展示室ということで利用できますけれども３階は会議をできるスペースかどうかというのは

はっきりと言えませんので、これからそのように使いたいとすればそういうスペースも作っていきたいと

思います。 

 

○堀江委員 

管理人室のとなりのお茶を飲み休む部屋もあるのですがそこで少し集まって何かをしても良いので

はないかと思います。 

 

○佐々木公民館長 

会議ができる場所があるとすれば「これを利用してもよろしいです。」というようにこれから行います。 
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○堀江委員 

そういうのを決めてもらってお互いに間違いのないように使えれば良いと思います。 

 

○佐々木公民館長 

明確にしたいと思います。 

 

○今野委員 

それは大事だと思います。あまりにも立派すぎて素晴らしいのでここに少し入ってお茶を飲んで休ん

で良いものかという気持ちになってしまいます。だから「良いですよ。休んでいって」と声をかけるのを

本当に当たり前にしゃべってもらえれば良いのですが、あまりにも立派すぎるから「そこで休むとだめ

だ」とか「どこにいって休んだら良いかなあ」とそういう気持ちになるのは確かだと思います。 

 

○石田委員 

何年か前にもう少し気楽に利用できるものであれば、峰山荘の横の前に入浴施設がありました。温

泉のようなものです。そこにおばあちゃんたちが「手押し車を押して行って一日過ごしてくるのが楽し

い。」と言っておりました。しかし、あと今年限りでなくなるというときだったのですが私が聞いたときは学

校のグラウンドを挟んでこちら側の１部落ありますがそこの中のおばあちゃんに「あそこもなくなったし、

役場の方では介護保険を使ってデイサービスに行ったらどうですかという人もいたけれども、それも良

いけれども近くで歩いて行く入浴施設のようなのがあったらね。本当にどこに行ったら良いのかなあ」と

言っていました。 

もし、少し集まれるような場所、気楽に「くらしの歴史館」とかにできたりすれば、そのおばあちゃんた

ちがデイサービスに行くほどではないけれども、少し皆でお茶を飲みたいけれども昔みたいに「私の

家に来い。」とか「あなたの家に行く。」というのが今はあまりないのです。だからもし、そういうようなとこ

ろを使えたりすれば、使えるのであってそれが周知されれば、それを地域の一人としてうれしいと思い

ます。先ほど、堀江委員の方からもありましたけれども「「くらしの歴史館」はどうなるのだろう。」という、

検討してもらいたいだろうし、はっきりしたことがわかったら教えてもらいたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

○小田島会長 

今、様々な細かいことについて、設備のあるところは様々な角度から考えて対応すればできるのだ

けれども、ないところは様々な方向付けを緩和しながら何とか行政の中でできるところはやってもらえ

ればありがたいと思います。様々な話を聞きながらそういうところだと私は思っています。後、他にあり

ませんか？  

【 なし 】 

 

 

９． 閉   会 

 

○小田島会長 

今日の会議はこれで終わりますけれども、今日は本当に長い時間に渡っていろいろなご審議をして

いただきまして本当にありがとうございました。今年度も引き続き何とか一つスムーズに実りのある地域

協議会であるように願っておりますのでどうか一つ今後ともよろしくお願いして、これをもって終わりた
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いと思います。今日はどうも大変ありがとうございました。  

 


