
 1 

平成26年度 第 3回協和地域協議会 会議録 

 

・日 時 平成26年8月8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：石田 裕美子、小田島 盛一、加藤 耕成、加藤 眞理子、今野 弘子、佐々木 明美、     

佐藤 重孝、佐藤 幸雄、菅原 俊一、鈴木 武夫、田崎 孝、橋本 琢史、畠山  忍（13名） 

            

・欠席委員：伊藤 和美、斉藤恵美子、佐川 長範、田村  勉、堀江 美香（5名） 

 

・大仙市関係者 

大 仙 市:高橋総合政策課参事、冨樫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、佐々木公民館長、 

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． 会長あいさつ 

 

〇小田島会長 

皆さん、8 月のお忙しい中、お盆を迎えての会議でございます。6 件あり、その他もありますが、会議

を進行して行き、皆さんからご意見を伺いたいと思いますので一つよろしくお願いしたいと思います。 

 

３． 大仙市総合計画における地域編（地域振興計画）について 

 

〇小田島会長 

会議を始めたいと思います。議題に入る前に大仙市総合計画における地域振興計画について担当

者が説明したい旨の申し出がありましたので若干の時間をいただきながら一つよろしくお願いしたいと

思います。 

 

〇高橋総合政策課参事 

本日は貴重な時間をいただきまして誠にありがとうございます。本題の説明に入ります前に皆様にご

連絡を申し上げたいと思います。前回、おじゃまさせていただいた時に「コミュニティ FM」のことについ

て若干のご説明をさせていただきましたが、その後、まずは愛称が決まりまして、広報でもお知らせい

たしましたが「FM はなび」、アルファベットで「FM」、ひらがなで「はなび」という愛称に決まってござい

ます。また、8月17日からイベントFMということで試験放送が始まります。その周波数も 87.3MHｚに決

定してございます。これにつきましても 8月 16日の広報「お知らせ版」で皆さまの方にその周波数、そ

れから実施時間の番組表も併せて皆様にお示しすることとしておりますので、どうか広報が渡った際に
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はご覧になっていただければと思います。ただし、まだ試験放送という段階でございまして中継局の設

置等はまだまだこれからということで特に協和地域におきましては、聞こえる範囲、聞こえない範囲が

あろうかとございます。皆様におかれましてはその周波数を合わせていただいて、「私の家では聞こえ

る。」、「私の家では聞こえない。」というような情報も私どもの方にいただければと思っておりますので

どうかよろしくお願いいたします。それでは早速でございますが大仙市総合計画における地域編、地

域振興計画について担当の富樫より説明をさせていただきます。 

 

【 富樫総合政策課主席主査 説明 】 

 

〇小田島会長 

ただ今、高橋さん、冨樫さんから説明をいただきました。この中で皆さんからこれについてのご質問、

ご意見等がありましたら、一つきたんのないお話しをしてもらえればありがたいと思っております。どう

ぞ一つお願いしたいと思います。 

【 なし 】 

 

〇小田島会長 

今回この中身について充分でないとすれば次の機会の時にでも、もし様々な方向付けがあるとすれ

ば次の会議の中でまた話をしていただければ結構だと思います。そういう方向付けでも良いと思いま

すので、その節は様々なことで皆さんからの声をいただきながら歩んでいければありがたいと思って

います。他になければこれで一つ区切りとして閉じたいと思います。今回は大変ご苦労をかけましてあ

りがとうございました。 

 

４． 会議録署名委員の指名 

 

  ○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 

 

加藤 眞理子委員、佐々木 明美委員が選任される 

 

５． 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 

今回は新規が 5件、継続が 1件の申請がありました。始めに新規事業の実施類型Ⅲ型の「小種宝寿

会 創立50周年事業」につい当会の会長さんである佐々木さんより事業の内容についてご説明をお願

いしたいと思います。 

【 小種宝寿会長の佐々木さん 説明 】 

   

   ○小田島会長 

     ただ今、佐々木さんから「小種宝寿会 創立50周年事業」の内容について説明がありました。その
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中で皆さんからご質問等ありましたら、ご意見でも結構です。よろしくお願いしたいと思います。 

 

   ○田崎委員 

     会員は何人くらいいますか？  

 

   ○小種宝寿会長の佐々木さん 

     会員は、昔は多かったのですが現在は 50人です。大変少ないです。 

 

○田崎委員 

     多い方だと思います。 

 

○小種宝寿会長の佐々木さん 

     昔は 100人を超えておりました。 

 

○田崎委員 

     峰吉川地域では誰もいなくなりました。 

 

○小種宝寿会長の佐々木さん 

     そういうことは言わないで、協和の高齢者としてがんばってください。 

 

○田崎委員 

     わかりました。 

 

○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「小種宝寿会 創立50周年事業」についてご承認しても結構ですか？ 

 

 【 異議なし 】 

○小田島会長 

     承認することに決定いたします。 

  

○小田島会長 

次に実施類型Ⅲ型の新規事業についてでありますが「交通安全啓発看板設置事業」について当会

の会長である渡邊さんから内容の説明をお願いいたします。どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 

【 船岡地区交通安全会長の渡邊さん 説明 】 

   ○小田島会長 

     今、実施類型Ⅲ型の新規事業の「交通安全啓発看板設置事業」について説明がありました。皆さん

の中でご質問、ご意見等ありましたら一つお願いしたいと思います。 



 4 

 

○今野委員 

     ただ今の説明でよくわかりました。やはり住んでいる人たち全員が例外を問わず関心を持つというこ

とが一番大事なことだと思いますので、その子供の標語を使用できるということで非常に大賛成です。 

 

 

○船岡地区交通安全会長の渡邊さん 

     ありがとうございます。最初の看板が壊れたときに方向性について考えておりましたけれども学校に

行ったら校長先生が快くやってくれるということで大変助かりました。 

 

○菅原副会長 

     昨年、庄内でも壊れた看板を撤去しましたけれども、今回は一ノ渡ですけれども、来年あたり、そっ

ちの方も看板を立てる計画等はありますか？  

 

○船岡地区交通安全会長の渡邊さん 

     庄内の方に同じような看板がありましたが、その看板は当会で立てた看板ではなくて、旧協和町で

立てた看板です。その看板を使ってやろうと思いましたが結構作業代が掛かるようでした。役所の関係

で予算的には撤去するのはお金を出すけれども、新しく作ることはできないと言われまして、それで撤

去してもらいました。  

  

○菅原副会長 

     来年、庄内の撤去された看板を船岡地区交通安全会として啓蒙のために新しく立てる計画はありま

すか？ 

  

○船岡地区交通安全会長の渡邊さん 

     何をやるにしても予算が第 1になりますので、その辺を考えなければ中々できないというのが実情

です。今回、一ノ渡をやりまして予算を見ながらどうするか考えて行きたいと思います。 

 

○菅原副会長 

     ぜひ、やって欲しいです。 

 

○佐藤幸雄委員 

     この設置場所の地図がありますけれども、これは 1か所に両面の看板を 3つ立てるのですか？ 

  

○船岡地区交通安全会長の渡邊さん 

     三角の看板を 1つです。  

 

○佐藤幸雄委員 

     三角の両面の看板を 1つですか？ 
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○船岡地区交通安全会長の渡邊さん 

     三角柱を立てます。生徒からは 4句もらったのですけれども、その内の 2句だけ選ばせてもらって 1

句は交通安全会の標語を使用しました。 

 

○佐藤幸雄委員 

     資料に 6面ついていたので 3か所に立てるのかと思いましたが今の説明でわかりました。 

 

○小田島会長 

他にありませんか？  

 【 なし 】 

○小田島会長 

それではないようですので「交通安全啓発看板設置事業」についてご承認しても結構ですか？ 

 

 【 異議なし 】 

○小田島会長 

ご承認することに決定いたします。 

 

○小田島会長 

次に実施類型Ⅰ型の新規事業になりますけれども「旧船岡小学校フェンス撤去工事」についての説

明をよろしくお願いしたいと思います。 

 

【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

ただ今、ご説明のありました「旧船岡小学校フェンス撤去工事」について皆さんからご質問等はござ

いませんでしょうか？  

 

○菅原副会長 

     あのフェンスは危ないと思っておりましたが予定ではいつ頃に工事は完了しますか？ 

  

○事務局 

     今、盛んに 500歳野球の練習もありますのでお盆過ぎ頃には撤去する予定でございます。 

 

○菅原副会長 

     それまでの間は「危険です。」とかって紙等を貼っておかなければ、倒れたり、台風とかきたりすれ

ば大変だと思いました。 

 

○事務局 

     ネットも大至急、前の方に張るようにしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○小田島会長 

     他にありませんか？ 
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 【 なし 】 

○小田島会長 

ないようですので「旧船岡小学校フェンス撤去工事」についてご承認しても結構ですか？ 

 

 【 異議なし 】 

○小田島会長 

ご承認することに決定いたします。 

 

○小田島会長 

次に実施類型Ⅰ型ですが「協和地区ラージ卓球普及活性化事業」について佐々木公民館長からご

説明をお願いしたいと思います。 

 

【 佐々木公民館長 説明 】 

○小田島会長 

今、佐々木公民館長からご説明がありました。皆さんの中でご意見等ございましたらお願いします。

この事業については賛成ですけれどもラージボール卓球クラブに参加している人はどんな人たちで、

会長は誰ですか？ 

 

○協和公民館長 

     会長は峰吉川の高橋浩さん、その方が会長でございます。 

 

○田崎委員 

     ラージボールとはどのようなボールですか？  

  

○佐々木公民館長 

     ラージボールというのは普通の公式ボールよりも少しボールが大きいです。ネットの高さも若干２㎝

か３㎝高いです。若い人の様に激しいラリーとかはあまりできない方が音で言うピンポン的なそういう

延々としたラリーが続けられるということで高齢者の方々からは大変喜ばれております。 

 

○田崎委員 

     わかりました。 

 

○小田島会長 

それでは「協和地区ラージ卓球普及活性化事業」についてご承認しても結構ですか？ 

 

 【 異議なし 】 

○小田島会長 

ご承認することに決定いたします。 

 

○小田島会長 

次にⅠ型ですが「協和地域講演会事業」について佐々木公民館長から説明をお願いいたします。 
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【 佐々木公民館長 説明 】 

○小田島会長 

ただ今、佐々木公民館長から「協和地域講演会事業」についてのご説明がありました。皆さんの中で

もっと良い方法とか何かありましたら質問等でも結構です。ご意見でも結構です。よろしくお願いしたい

と思います。ありませんか？ 

 【 なし 】 

○小田島会長 

ないようですので「協和地域講演会事業」についてご承認しても結構ですか？ 

 

 【 異議なし 】 

○小田島会長 

ご承認することに決定いたします。 

 

○小田島会長 

     次に継続事業の審議に入りますけれども「農村と都市の交流事業」について事務局から説明をお願

いいたします。 

【 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。そのことについて皆さんからお聞きになりたい点がありました

らお願いしたいと思います。ありませんか？  

 

○小田島会長 

     これ去年から始めましたか？ 

 

○事務局 

     この事業は平成23年度からで 4年目ですけれども、場所と行程は昨年度からこの様になっておりま

す。 

 

○小田島会長 

     この事業について私も昨年度に参加させてもらいました。大仙市外からもけっこう来てもらって盛会

裡に終わったという経緯がありました。非常に楽しかったです。この事業について皆さんからさらに良

い方法があるとすれば出してもらいたいと思います。ご質問、ご意見等がありましたらお願いしたいと

思います。 

 

〇加藤眞理子委員 

事業目的の中にある食文化というところがやはり非常に大事なところですが協和の例えば「横手焼き

そば」の様な、その食というのがすぐに協和の中で出てくるものが自分の中では思い浮かばないので

す。今回このプログラムの中でどのような食をどこの場面で参加者の皆さんにお伝えしようと考えている

か教えてください。 
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〇事務局 

2日目に美山湖フェスティバルがありますがそこで協和で養殖されているイワナやヤマメを実際に焼

いて食べたりする体験や道の駅で地元の食材を使った料理なども提供できると考えております。 

 

〇加藤眞理子委員 

そうするとやはり「協和であれば、この料理がある。」というのが印象に残るような、どこかの場面で例

えば荒川焼きのお皿などを使っていただくだとか、その様な工夫が必要だと思います。秋田市、同じ秋

田県でも知らない料理等がありますがせっかく来ていただくので「協和ってこれだ。」というようなものが

必要です。現在、他のところでも工夫をし、大曲の納豆汁などは情報として入ってきますがその様な目

玉となるものが単なる観光案内ではないと思いますので、こういうときに何か１つでも、もう少し協和らし

さの部分を考えて企画していくことが必要ではないのかと希望ですけれどもそう思います。 

 

〇小田島会長 

この事業は様々な方向付けを対処すればもっと協和を活かした方向付けというのが出てくるかもしれ

ませんので、もっとそういうことを踏まえて行うことも一つの手段、方法だと思います。 

 

〇佐川市民サービス課長 

8月20日に協和観光まちづくり推進チームの今年度の総会が予定されております。その際に加藤委

員からお話しのありました食文化に関する件につきまして、私もその会議に参加することになっており

ますので、その際に意見をお伝えしたいと思っております。この中にも道の駅という場所も出ておりまし

たけれども、平成25年度の大仙市の特産品コンクールの中で、皆さんもご存知のとおり道の駅の協和

開発振興公社が製作しました地酒ようかんが優秀賞ということで昨年度の「秋の稔りフェア」のオープニ

ングの式で受賞しております。こういう機会に各地域から市外から来た皆さんにも提供できるのではな

いかと思っております。 

 

〇石田委員 

地酒ようかんがコンクールで 1位になり、確かに新しいものとして奥田酒造店の雰囲気があるようか

んであり、私もいただいて美味しかったです。それ以外にこの事業に私は参加したこともないし、中身

が良くわからないので教えて下さい。例えば道の駅に行ってお昼になると思うのですが、そのご飯の

中にこれは協和産というようなものを普通にただ出されるのではなくて、何かの説明がありますか？そ

れからあそこに野菜の直売所がありますが地元の野菜とか、例えばそういうものであれば、並べていて

「はい。どうぞ。皆さん買って下さい。」ではなくて、もう少しＰＲしてくれるとかそういうものはないもので

しょうか？そして、今回 4年目に入るということでしたけれども、効果として実際、他との交流があったり

するので皆さんが聞かれてくれたと思うのですけれども、それ以外にもう少し文化だとかそういうところ、

それから農業、林業、商業、伝統文化というところで例えばこれを行ったがゆえにこういう効果が出てい

るという数字はとっているものでしょうか？あったら教えていただきたいと思います。 

 

〇事務局 

昨年度、25人の募集に対して14名が参加していただいたのですけれども、団体の方からお聞きしま

すと皆さんに楽しんでいただいたというお話しを聞いております。道の駅でどのように紹介するかにつ

きましては、観光まちづくり推進チームが道の駅に関することもＰＲしていると思っております。 
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〇石田委員 

もし、できるのであれば結果として一番にくるのではなくて、こういう工夫を自分たちで行い、こうゆう

効果があるというのをこの次の会議のときからもう少し事務局が申請団体から詳しく聞いていただき、そ

れから実施していただけたらと思います。私も道の駅で野菜等を頻繁に買うのですが他の様々なとこ

ろにも行って見ましたが野菜を単に並べて、レジスターがあるというスーパーと同じ様な雰囲気であり、

もう少しプラスにすべき方法があると思います。また、参加者が来たときに１人とか２人とか「新しい野菜

を作って見たのですけれどもこういうのです。」というような説明があっても良いと思います。この間行っ

たとき、プニュプニュトマトというか小さくてミニトマトなのだけれども小さくて皮が軟らかいのですがゼリ

ーのような食感のトマトがありました。そういうものを単純に置くのではなくて、参加者が来たときに今回

の交流に対しては「これはこういう新しい野菜ですよ。」とか「こんな風にして食べるのですよ。」というよ

うに何か一声かけていただければと思います。単純に置いてあっても、見たことも食べたこともなけれ

ば手が出せないものです。そういうところも、この中で検討していただけたら良いと思います。この事業

は様々な関わりの人が来て楽しんでもらうことが一番だと思いますので、そのようなもうひと押しの工夫

が必要だと思います。もう一つ、私がもし参加した場合に目指すことですが他に行ったときに「こういう

ふうに食べれば美味しいです。」とか「こういう食べ方もあるよ。」というような説明があれば主婦の感覚

からして良いと思います。同じ例えば漬物でも「この漬物はこういうふうにして漬けたものです。」とか「こ

れで漬けたものです。」という説明があるとあそこで漬物の素を売っているので「少し使ってみよう。」と

か「200円でも買おう。」というように言ってもらえると思います。 

 

〇佐川市民サービス課長 

大変貴重なご意見をありがとうございます。実際、道の駅の中の直売所は協和振興開発公社内の課

題としまして、この後、様々な取締役会等の会議がございますので、そういう場でこういうご意見があっ

たということを機会を見て報告させていただきたいと思います。あくまでも今、ご意見をいただいたのは

店側の方の考え方に繋がると思いますので、こちらの方からもお話していきたいと思っています。 

 

〇石田委員 

地酒ようかんの話なのですけれども道の駅に行かないと買えません。奥田酒造店に昨年用事があり

お茶の会に出てきたのですけれども、これはどこで買えるか聞きましたら「家では売っていないので道

の駅まで行って買って下さい。」という話でした。非常にもったいない話だと思いました。奥田酒造店側

では「それを売るとなると様々な設備が必要である。」という話を伺ってきたのですけれども、せっかくコ

ンクールに出て賞をもらった良い物があるのに奥田酒造店に行っても地酒ようかんがないとなると店先

に行くのが少し遠く感じます。１３号線から４６号線の交差点のところで、曲がらないと行けないということ

もあります。あの辺もこれとは関係ないのですけれども地域全体の活性化という意味で何かもっとやる

ことができれば良いと思います。もったいない話だと感じました。 

 

○佐川市民サービス課長 

     地酒ようかんにつきましては昨年度の会社側の売り上げの実績として初年度でかなりの本数が出た

ということでしたが道の駅の店頭で売られています。それからもう一か所で売られております。それが四

季の湯です。同じ協和振興開発公社の担当施設なのですけれども、場所としては今のところその２か

所ということになっているようですが、この後、奥田さんとも連携しながら、販路拡大しながら、そういう方

向性に向けてなっていくと思っています。 
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○石田委員 

     期待しております。 

 

○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「農村と都市の交流事業」についてご承認しても結構ですか？ 

 

 【 異議なし 】 

○小田島会長 

ご承認することに決定いたします。 

 

 

６． 報 告 

 

○小田島会長 

それでは報告に移りたいと思います。佐々木支所長より協和地域の行事等について報告願います。  

 

【 佐々木支所長 報告 】 

○小田島会長 

ただ今、佐々木支所長から今までの経過報告がありました。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 

  ７月１６日のビデオと講演の集いの「社明」とはどういう団体ですか？ 

  

○佐々木支所長 

社会を明るくする協議会という団体でございます。 

 

○小田島会長 

他にございませんか？  

【 なし 】 

 

７． その他 

 

○小田島会長 

     「その他」に入りたいと思います。皆さんの中でありませんでしょうか？  

 

○小田島会長 

     私の方からですがこの前の大仙市地域協議会連絡会議の中で大仙市誕生１０周年記念式典を実施
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するということを知りました。そのときに今までは本庁で一切を決めてあったそうですがあまりにも単純

すぎて各地区から推薦者を出して、その中で様々な方向付けを決定していくという連絡がありました。

それで私が事務局と様々な話をしながら最終的にこの委員の中から推薦するということで峰吉川の佐

藤幸雄さんに決まりました。幸雄さんによろしくお願いしたいと思います。 

 

○小田島会長 

他に皆さんの中でありませんでしょうか？ 

【 なし 】 

 

８． 閉   会 

 

○小田島会長 

本日は大変長い時間ご協議いただきましてありがとうございました。今後も引き続きこの協議会がお

互い努力しながら皆さんで良い方向付けにしていくようにお願いして、これで今日の会議を終わりたい

と思います。今日はどうも大変ありがとうございました。 

 


