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平成２６年度 第５回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成27年1月28日 午後3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、今野 弘子、佐々木 明美、佐藤 幸雄、菅原 俊一、

鈴木 武夫、鈴木 啓悦、田崎 孝、橋本 琢史、畠山  忍、堀江 美香＇13名（ 

            

・欠席委員：伊藤 和美、加藤 眞理子、佐藤 重孝、斉藤恵美子、佐川 長範＇5名（ 

 

・大仙市関係者 

大 仙 市:高橋総合政策課参事 

             

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． 委嘱状交付 

 

鈴木 啓悦委員へ委嘱状を交付。 

 

３． 会長あいさつ 

 

〇小田島会長 

今日はどうもお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。この天気が荒れ模様

の中、地域振興のためにご出席いただき、感謝申し上げたいと思います。今日は様々な課題を踏まえ

て考え方をある程度述べながら今後に対応にしていきたいという考え方でありまして、まちづくり体制を

どのようにして進めていくかというのが一つの今日の課題になると思います。時間を充分とりながら皆さ

んと色々な方向付けで議論していきたいと考えておりますのでどうか一つよろしくお願いして、この後

もスケジュールがいろいろありますけれども時間はゆっくりととってあるはずですのでどうかよろしくお

願いして一言ごあいさつに返させていただきたいと思います。 

 

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 

 

堀江 美香委員、畠山 忍委員が選任される。 

 

５． 議   題 

 

＇１（ 新市建設計画＇大仙市まちづくり計画（の変更について 
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○小田島会長 

    新市建設計画の変更について総合政策課の高橋参事よりお願いします。 

 

【 高橋総合政策課参事 説明 】 

○小田島会長 

    何かご質問ございませんか。 

 

○田崎委員 

71ページの歳入の方のゴルフ場利用交付金というのは昔から同じ額ですか？ 

  

   ○高橋参事 

     これまでは同じでございます。 

 

   ○田崎委員 

     これからも同じですか？  

  

   ○高橋参事 

     この後については先ほど言いましたとおり、推計値ということで財政担当課の方で調整をしていると

ころですので、その点については推計値が出た時点で皆さまにお知らせしたいと思っています。 

 

○田崎委員 

     ゴルフ場というと、大曲の河川敷と協和と後その他はどこにあるのですか？ 

  

○高橋参事 

     市営として、捉えられているのは大曲のみと考えられると思います。他の民間のゴルフ場とはまた別

のものと考えております。 

 

○田崎委員 

     どうもすみません。勘違いをしておりました。 

 

○高橋参事 

     私もそれについてあまり詳しくないので、確認してまた今後の部分を含めてご返事ができればと思

います。 

 

○高橋参事 

     失礼いたしました。利用税の部分でございますのでいわゆる大仙市内のゴルフ場です。ウインズとロ

イヤルセンチュリーです。 

  

○佐々木支所長 

     おそらく計画なので、実績に基づいてそのまま載せただけだと思われます。 

 

○田崎委員 

     最初にゴルフ場造るときはゴルフ場の税金で協和町が持つと言われた時代でした。分かりました。 
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＇２（ 平成２６年度地域枠予算申請事業について 

 

○小田島会長 

始めに前回の会議においてご承認済みの「東京協和会創立３０周年記念事業」に変更が生じたため

に私に変更承認願いを事務局が提出しましたが会議を開く間がなかったために会長先決ということでご

承認いたしました。その内容について事務局よりご説明申し上げたいと思います。 

 

【 事務局 説明 】 

   ○小田島会長 

     ただ今、説明がありましたがご承認しても良いでしょうか？皆さんから何か一言ありましたらお願いし

ます。 

【 なし 】 

   ○小田島会長 

     それでは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Ⅲ型の継続事業であります「第 15 回「冬の詩情 in 合貝」」について事務局よりご説明

申し上げます。 

【 事務局 説明 】 

○小田島会長 

     ただ今、説明がありましたが皆さんの中でご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

 

○鈴木武夫委員 

     この参加者は何人くらいおりますか？ 

 

   ○事務局 

     昨年ですと述べ３００人ぐらい参加しております。 

 

○小田島会長 

     他にございませんか？ 

 【 なし 】 

○小田島会長 

     ないようですのでご承認しても結構ですか？ 

 

【 異議なし 】 

○小田島会長 

     それでは「第15回「冬の詩情 in合貝」」についてご承認することに決定いたします。 
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＇３（ 大仙市総合計画地域振興計画の策定について 

 

○小田島会長 

     次に大仙市総合計画地域振興計画の策定について議題といたします。中身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 

ただ今各担当者の方から地域振興計画の中身について、様々な角度からご説明いただきました。こ

れについて聞いてすぐ結論というのは少し無理だと思いますし、２、3 回会議を重ねて様々な中身の事

業体系にしていった方が良いのではないかと思っています。できることからやったら良いのではないか

と思います。まず、一つの考え方をこの会議の中で出してもらって、そして、事業体系に踏み出していく

という考え方が良いのではないかという気がします。これで一つ時間をとってありますので、一つ皆さん

から忌憚のないご意見、ご質問等を承っていきたいと思っていますのでよろしくお願いしたいと思って

います。加藤委員は何かないですか？こういうことが一番良いのではないかというものないですか？ 

  

   ○加藤委員 

     非常に広範囲に渡ることでありますので、これの全てについて、この会で協議するということは時間

がかかりすぎるのでここにある分野ごとに企画・観光分野とか公民館とか農林関係とかに委員の人たち

を分けて、意見を聞いて、最終的に皆の意見を出してもらうという方法もあると思います。 

 

   ○小田島会長 

     分科会ごとに分かれて、おおよそ 3つの形をとりながら様々な方向付けを出し合っていくというのも

一つの方法であると思います。事務局、そういう考え方もあるということですか？ 

  

   ○事務局 

     範囲が全体に渡ることですので、そのように分かれるということは効率的だとは思います。 

 

○小田島会長 

     おおよそ何回ぐらいである程度の結論を出したら良いものですか？ 

  

○事務局 

     4月頃の年度の最初の地域協議会にはまとめて出して、総合政策課の方へ提出する形になると思い

ますので、2月、3月くらいでまとめたいと思います。 

 

○小田島会長 

     これ会合1回では勝負できないかもしれないと思います。そこの辺り、皆さんどうでしょうか？鈴木武

夫委員はどうですか？ 

  

 

○鈴木武夫委員 

     各分科会に分かれてやると言われましたがせっかくだから今日からでも分かれてやって、そういう課

題を持ってこの次に集まったときに意見を出すような形にした方が良いと思います。 
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○小田島会長 

     ２回から３回程度で、3月中で終われるようにするために会議をある程度、最低でももう２回程度やる

必要があると思います。現に全体の中で協議していても中々容易ではないです。 

 

○菅原副会長 

     課題について、私たちが現状をどうやって把握しているかということで私も分からないのでそれで聞

きたいのですが荒川鉱山の件ですが前に坑道が崩落して、あまりにもお金がかかるということで坑道に

蓋をして秋田大学の地学的な研究をしていたと思いますが、その後、どのようになっているかということ

を聞きたいです。 

 

○事務局 

     今はですけれども、秋田大学と連携をとりながら今後の荒川鉱山につきまして模索しているところで

あります。当初は坑道を利用いたしまして秋田大学で利用し、研究や学習等で使用するということであ

りましたけれども、少しその方向が変わりまして荒川鉱山を産業遺産ということで登録を目指して秋田大

学といろいろ連携しているところでございます。いずれ市といたしましては荒川鉱山の周りの環境整備

ということで平成26年度から 28年度までの３ヵ年の計画を立てまして、平成 26年度については、ほぼ

終えたところでございます。 

 

○菅原副会長 

     オートキャンプ場はどうなりましたか？ 

  

○事務局 

     オートキャンプ場はやっております。少しですけれども利用する人がおります。今後はいろいろと検

討要素があると思いますけれども継続中でございます。 

 

○菅原副会長 

     そのような感じで、この課題について分からないところがあるので、ある程度私たちも勉強をして分

かってからでないと現状がどうなっているのか分からないのです。  

 

○堀江委員 

     この資料を見て感じたことですが、これから１０年後というと自分の歳が何歳になるかと考えたのが一

つですが小学校とか中学校も大幅にどんどん生徒が減っている中で、この資料の裏に資料として協和

の人口の推移、今後１０年間くらいでどのようになるかとか人口の構成比等の資料を付けてもらえれば

こういう内容を考えやすいと思います。 

  

○事務局 

     今後１０年後の協和地域の人口やお年寄りがどれくらいになるのか、子供がどれくらいまでに減って

いくのかという推計の問題は出せると思いますので、その資料は準備させていただきたいと思います。 

 

○堀江委員 

     例えば、５地区あって地区ごとには出ないのですか？自分で行政協力員を務めていて、広報等を

配布しているうちに「これ何年か後、私が永遠に役員をしていなければならいないのかな。」とか少しそ

ういう身近なことも思うので、地区ごとの年齢層も分かれば良いと思いました。 
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○田崎委員 

     これからのことと言っても今までのことを少し反省しなければならないところがあるのではないかと思

います。それとできれば、各集落の年代別の人口とかの資料は出せないものですか？  

  

○事務局 

     推計値はある程度は出せると思います。  

 

○田崎委員 

     そういう資料があれば我々も意見を出せますが、資料がなければできないと思います。  

 

○事務局 

     そうすれば、その資料等を提出しながらもう１回、それについて考えていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

○田崎委員 

     今までの反省も必要だと思います。 

 

○事務局 

当然、見直しや反省をしながら、今後１０年間について計画していくということでよろしいかと思いま

す。 

 

○今野委員 

この説明を聞きますと、ここまで持ってくるまでにかなり研究をされて様々な資料をもとにしてこの資

料を作成したのだと思います。それに対して分科会に分かれてこれを討議するとかというのは、「何か

がここにあって、そのことについて協議をする。」とかというのであれば、その分科会の意味も出てくると

思います。例えば仮に分かれたとすれば、様々なことではなくて「この面については何をやろう。」、何

であればこの協和でできるのか、やっていく必要があるのかということを絞ってあまり無理をしないで、

できることからすれば良いと思います。その結果と反省のときにも、これは「協和ではこのようにしてや

って良かった。」とこれを全て完璧にやるといったら何１０年もかかってしまうと思います。特に私たちは

いなくなってしまうと思うのですが、できることからやるというようなこと、ここまでもってきたこの計画に対

する感謝の気持ちを持ちながら、この資料を活かすための方法を一番先に頭においておかなければ

ならないと私は思います。 

 

○小田島会長 

今野委員から様々な角度の考え方が出ております。石田委員、忌憚のない話を出し合いたいと思い

ますのでお願いします。  

 

○石田委員 

      皆さんが聞いたとおり、今までが分からないと、それから将来の予測が分からないと何も出せないと

いうのが分かりましたし、幅広くやっても何も分かりません。ただ目標を上げれば良いのではなくて、実

現できる可能なことを上げて、それを実現できるように努力できるような身の丈に合ったものをやるの

が大切だと思いました。例え、分科会に分けられたとしてもやはり私は見てもよく分からなくて、「言っ

ていることがよく分からない。」という部分もあります。やはり得意分野とかそういうところもあるだろうし、
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それもあって私は「何をどう思えば良いのかな。」と思ったのが一つと、それから先ほど荒川鉱山の話

が出たときに「産業遺産として残していく。」と聞きましたが鉱山自体の坑道はどうなるのですか？周り

を整備するとかって言うけれども中に入れなければ、荒川鉱山のただの入口があってもしょうがないだ

ろうし、逆に言えばそういうところに次々とお金を使用するのはどうなのかと思ったりもして、「少し考え

方が違うな。」と思いつつも、何かクエスチョンがいっぱいあって、私ははっきり言って良く分かりませ

ん。ただ今までやってきたことというのは勉強不足で分からなかったので今までどういうことをやってき

たのかというのを知りたいです。やはり５年くらいの人口年齢別の構成を役所の人たちは大変でしょう

けれども、資料を私たちにもう 1回出してくれたらと思います。 

 

〇小田島会長 

     畠山委員は何かありますか？ 

  

○畠山委員 

     私も勉強不足で質問というか、分からないことばかりしか思い浮かばなかったのですが、例えば、森

林公園づくりとかは今ある公園をもっと良くしていくのか、それとも新たにつくるのかとかそういう質問ば

かりが思いついてしまいます。 

 

○小田島会長 

     様々な角度から話をしていただいて、次に向けていただきたいと思います。 

 

○堀江委員 

     家の中を見ても子供たちはスマートホン等の最先端をいっていて、自分だけが年をとってきて、お婆

さんたちとアナログで地デジについていくだけでやっとです。家の中でも若い人と自分たちの年代は

かけ離れているので協和広報は私たちの年代では見るけれども子供たちは見ないです。「見なさい。」

と言えば見るけれども、例えば、盆踊りのポスターを貼っていても暗くならないと帰ってこないのでポス

ターは見えません。最先端でやはり協和のそういう情報発信をするような携帯のサイトではないのです

けれども、例えば、学校とかは防犯メールとかそういうのをやってきているので、世の中の動きとして私

たちのようにこれから年をとっていく人たちと若い人たち、例えば、今の中高生が３０歳くらいになったと

きというか、１０年後というか、その中でこう二極化してやっていくような考えがないと若い人たちはただ

住んでいるだけで地域に興味を持たなくなるのではないかというのが自分の子供を見てもそう思うので

少しそういうところが頭の隅にあります。お年寄り向けの発信と若い人向けの発信の両方を考えていく

必要があるのではないかといつも思います。 

 

○小田島会長 

橋本委員、若い方の考え方をお願いします。 

 

 

○橋本委員 

     私も気になっている部分もありますけれども協和地域の場合は少子高齢化という部分が進んでいま

す。その要因がましてや若い人たちが定住しないという部分が大きいのではないかと思います。やはり

学校を出ますとそのまま秋田市なり他に家を求めて出ていくということで何としても若い人たちがいない

ということが一番大きいのではないかと思っております。ただ、その中で今までの協和という地域に魅

力がないのか、様々な部分から入っていっていろいろと模索する部分もあると思います。それこそ小学
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校、中学校の子供たちが１０年後、この協和に住みたいという部分での具体的な何かを見出すことがで

きればもっと若い人たちが定住できるのではないかと思います。ただ、それを出すには難しい部分が

様々ありますので、議論は難しい部分がありますけれども、これを中々決める部分は簡単には出てこな

いのではないかと思います。 

 

○小田島会長 

他にございませんか？今後、こういったことを是が非でもという方向付けがあるとすれば出してもらい

たいです。 

 

○佐々木委員 

     考え方ですが、やはり今出された計画や取り組みや具体的なものというのはおそらく必要性があると

いうことだと思います。必要性とかそれが今こうであるからこういう問題が出て方向的にこうしようというの

で出されたことだと思うのですが１０年後となると長いスパーンであり、5年とか長期的な目標と短期的な

目標、どこまでできるか、実現可能なものとかを振り分ける必要があると思います。それぞれ思うところ

があると思いますし、見ると様々な視点があると思います。現状の高齢化率が３７．５％ですが５年くら

い前だと３２．３％でした。５％くらいずつ上がったとしても２人に１人はまもなく６５歳以上になりますし、

それと身近な自分の家庭の中とか地域の様々な買い物事情だとか高齢者がどのようにして買い物をし

ているのかなど、実際の生活の場に出ていると本当に緊迫したものがあります。でも、それが自分の時

代にはどうなるのかという、そういう現状的なことというのは分かりにくいと思います。仕事だからそういう

ことを感じるデータを見るのもそうですし、様々な事業後の状況も見ます。実際にそういうことを思い描

くことで長期的な３年後、５年後、１０年後というのを見方というか持っていき方というのか、何が今必要

なのかというような所が見えてくるのではないかと思います。後、具体的な問題とか、民間というか私た

ち一人一人ができることと、それから様々な事業、民間の方と提携してできることそれから行政ではな

いとできないこと、行政もお金がないから民間に押しつけるようなことも少しあるのではないかと思いま

す。その中で自分たちが良ければ、隣に対して何をできるのか、何かこうできることがあるのではない

かということを見つけていけるような感じがします。 

 

○小田島会長 

     鈴木啓悦委員初めて来られて充分に中身をご理解するのは大変だと思いますが感じたことでも良い

のでお願いします。 

 

○鈴木啓悦委員 

     私もあまり分かりませんけれども、この出た資料をたたき台にしてどのようにしていくかを考えたいと

思います。私は民生委員を務めていますけれども、やはり協和地域で出生が一人もいないという月も

あります。それから１０年後とかというのはよく分からないです。 

 

 

○菅原副会長 

     １０年先のことは誰も分かりませんけれども、資料は現状を踏まえて書いていると思います。これでは

だめですか？ 

 

○小田島会長 

     良いのですがその中でやはり順序にやっていけばよいのか、すぐにやらなければいけないものな
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のか、そこの所を議論したいです。 

  

○菅原副会長 

     今、課題が出たと思います。 

 

○小田島会長 

     次の会のときは様々な方向付けを出し合って、一つの形に向けるような中身にしなければならないと

いう気がします。もう一つはやはり加藤委員がおっしゃられたとおりにいち早く物事を決めるとなれば分

科会に分かれて、集中的に話し合いをすれば一つの考え方も出ると思います。そこは最終的になれ

ば事務局と話をして２月、３月の間に１回か２回なりの会議を開いて対応するという方法もあります。特

になければ方法については私を含めて事務局と中身についてどうすれば一番良いのかということも検

討しながら方向付けにしていかなければならないという気がします。時間的には少し余裕がありますの

で中身は充実的にこれだけは必要であるということもありますので、書いたことを全てやるというのは無

理な話ですので、そこの辺りの考え方を皆さんからある程度の意見を出してもらわなければどこにポイ

ントを向けていけば良いのかが分からなくなってきますので、そこの辺りを一つ言って欲しいという気持

ちがあります。 

 

○菅原副会長 

     素案を自分なりに考えて書いて、肉付けしていければと思います。 

 

○小田島会長 

     事務局ではやはり全部を出したという考え方でいると思います。後、委員の人たちの考え方を出して

もらってというのはどうですか？ 

 

○佐々木支所長 

     そういう政策的な考え方でもいろいろあるでしょうし、例えば堀江委員からはその周知の仕方というこ

とで、かなり広範囲に渡って意見が出てきているものですから、この計画ができた段階ではどのように

していろいろと増やしていくかとなれば、いろいろと違ったものを使いながら周知するというのはそれは

確かにあると思います。この計画を見ますと現在がこうでこの後の目標がこうであるという感じの書き方

なわけです。そういった意味では皆さんが言う通り、現状はどのようになっているからこの目標がこうな

るのだというその辺のデータがないというのは質問しにくいと言うか、現状が分からないままに数値目

標が挙げられていっているので中々議論がかみ合っていかないというか盛り上がっていかないし、そう

いうところがやはりあると思います。先ほどの人口のことでもやはり現状がこうで１０年後はだいたいこの

ぐらいの推移、推計としてあるということや例えば、この事業については何人ぐらいの参加があってこう

いう問題があるのかとかそういうところがもう少しこう出てこないと議論になっていかないのではないかと

思います。その辺をもう一回事務局も考えます。 

 

○田崎委員 

     全くその通りだと思います。現状を認識するための資料を出してください。間違いなくこれから人口

が減っていってお年寄りばかりになるし、活性化なんて現実的なものではないと思います。 

 

○佐々木支所長 

     地道な取り組みが必要になってくると思います。 
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○田崎委員 

     何が必要であると言えば、防災と福祉がこれからどのように進めていくかということが誠実な問題で

はないかと私は思っておりますけれども、そういった資料も一つ準備しておいていただければありがた

いと思います。防災組合って協和はどのくらいできているものですか？  

 

○佐川市民サービス課長 

     ７５％くらいで８地域の内仙北、太田、南外が１００％、その内南外はこの間の新聞でもあったとおりさ

らに広範囲に分かれた防災組織となっております。 

 

○田崎委員 

     私も組織をつくってみて感じるのはやはり倉庫が必要であると思います。自分たちのもの、器具とか

をどこに置くのかというのが問題です。今はセンターの隅に置いております。 

 

○佐々木支所長 

     南外を見れば、消防と一緒になって進めているみたいです。その地元の消防団とからみもいろいろ

とあるみたいで、そのようになれば消防の小屋等、そういう所を利用できるのではないかという気がしま

した。 

 

○田崎委員 

     中々消防に入ってくる人もいないです。 

 

○今野委員 

私が考えるにやはり私たち委員の役割というか、そういうことも一応考えておいた方か良いと思いま

す。出された案に対してどのようにして進めていったらこの計画が活きるのかということの意見を出した

りするのが私たちの役目だと思います。この出された案を全面的にひっくり返すとかそういうことなどは

絶対にありえないことです。今日の資料は行政の人たちがそれなりに一生懸命、その専門分野で出さ

れたことであると思います。先ほどから出ている人口の推移とかその面については分かりませんので、

その分の資料は出してほしいとかということであれば分かります。そうすれば何からどう進めていけば

良いのかということが目安になっていくと思います。こちらの方が主体であり、出された案に対して私た

ちの意見を出していくところだと思います。そこのところがぼやけてしまってどっちが主体か分からない

ような発言をしたりすることが出てくるような気がしますので、そこのところをきちんと説明をお願いしま

す。 

 

○事務局 

     この次までに現状のデータとはっきりした課題を４分野に分けまして、もう少し丁寧に箇条書き程度

にしまして皆様に事前に配布して、この次の会議のときに調整やご意見をいただきたいと思います。 

 

○小田島会長 

     事務局が配布することは分かりましたが２月中に１回はこのことについての会合は開くという考え方

にしてみてはどうですか？ 

 

○事務局 

     皆さんお忙しいでしょうけれども、２月中にもう一回やれればと思います。 
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○小田島会長 

     皆さん今私が事務局といろいろな話をしましたけれども、２月の中で日にちがまだはっきりとはして

おりませんがこのことについての集中的な審議的な方向付けを出し合って一つおいて３月に入ってか

ら結論的な中身づくりになれば良いのではないかと私なりにそう感じましたけれども皆さんはどうでしょ

うか？  

【 異議なし 】 

○小田島会長 

そういう中身の方向付けで皆さんのご意見したことを事務局で書いてあると思いますので、それを一

つ踏まえて、それから過去のことは過去、そうするとこの過去に対して今後の行き方みたいなものを分

けて方向付けを出し合って様々な審議をしていった方が良いのではないかと思っています。そうすれ

ばこのことについて一つの区切りにしたいのですが皆さんどうでしょうか？ 

 

【 異議なし 】 

○小田島会長 

     そうすれば、次の会に再会することとして、この議題のことは終わりたいと思います。 

 

 

６． 報  告 

 

＇１（ 地域枠予算事業実績報告について 

 

○小田島会長 

次に報告に移りたいと思います。地域枠予算事業実績報告が６件ありますので事務局より説明願い

ます。 

【 事務局 第３１回商工まつり「夜市」＆感謝フェスティバルの実績について説明 】 

【 事務局 沢庄地区盆踊り大会の実績について説明 】 

【 事務局 交通安全啓発看板設置事業の実績について説明 】 

【 事務局 日暮山頂桜トンネル育成事業の実績について説明 】 

【 事務局 大仙市・宮崎市交流事業の実績について説明 】 

【 事務局 協和カラオケ発表大会及びボランティア活動事業の実績について説明 】 

 

○小田島会長 

ただ今、６件の事業について実績報告がありました。これに対するご質問、ご意見等がありましたら

一つお願いしたいと思います。 

○菅原副会長 

「第３１回商工まつり「夜市」＆感謝フェスティバル」について別に反対しているわけではないですが

来年から報告のときに申告していただきたいと思います。事業費が１３０万ほどでこの中の雑費が３０万

ほどありますが、これは報告としてまずいと思いますので項目に当てはめて報告していただきたいと思

います。 

 

○事務局 

わかりました。  
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○小田島会長 

他にありませんか？  

【 なし 】 

○小田島会長 

ないようですので地域枠予算事業実績報告についてはこれでご承認することに決定して終わりたい

と思います。 

 

＇２（ 協和地域の行事等について 

 

○小田島会長 

次に佐々木支所長より協和地域の行事等についてご報告をお願いします。 

 

【 佐々木支所長 報告 】 

○小田島会長 

ただ今、佐々木支所長より行事等の中身について報告がありました。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 

１月８日に中山間地域資源活用推進協議会とありますがどのような会議ですか？  

 

○佐々木支所長 

農林建設課関係ですけれども、協和地域が中山間地域ということで峰吉川と荒川と船岡が指定され

ています。その３地域でこれから耕作されていないところや田んぼを転作するために様々な事業をや

って土壌改良や水路をつけるとか違う作物をやるために機械が必要であるとかそういった事業で補助

率の良い国の補助事業がこれから展開されるということで協和は来年度に計画を作成し、平成２８年度

に事業を実施するということで、これからその会議の中でどういったことを行っていくのかということを農

家の皆さんにも説明していかなければいけないし、どのようなことを行いたいかという希望をとりながら

計画をまとめていくというような会議でございます。 

 

○田崎委員 

がんばってください。 

 

○小田島会長 

他にありませんか？ 

【 なし 】 

○小田島会長 

ないようですので報告はこれで終わりたいと思います。 

 

 

７． その他 

 

○小田島会長 

次に「その他」について、皆さんからお聞きになりたい点等ございますか？  
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○鈴木武夫委員 

保育園のことなのですが、去年は保育園の通園で国道を横断する等で自宅まで向かってきてもらっ

て良かったのですけれども、今年、２人目の子どもが生まれるということで東京に行っている子どもが来

て保育園に少し預かりたいという話をしていましたがそういう場合に保育園で対応できるものですか？

例えば、３ヶ月に１回預かってもらうというのはありますか？  

 

○佐々木支所長 

その年齢によって違うと思います。小さいと１人に対して先生が何人か付くという形だと思います。 

 

○鈴木武夫委員 

２歳くらいの子どもです。できるものですか？ 

 

○佐々木支所長 

はっきりとしたことは分からないです。 

 

○鈴木武夫委員 

保育園は定員に余裕はありますか？ 

 

○佐々木支所長 

定員にはどこの保育園もなっておりません。ただ、年齢によっては年長になればすごい余裕がある

とは思いますが年齢が小さくなるほど何人に対して先生が１人付くとかという基準がかかってきますの

で急に対応できるかどうかというのは分からないです。 

 

○鈴木武夫委員 

これはどこに聞けば分かりますか？ 

 

○佐々木支所長 

保育園に直接聞かれた方が良いと思います。 

 

○鈴木武夫委員 

分かりました。 

 

 

・ この会の後の老松副市長との懇談会について 

 

【 事務局 案内 】 

 

・ 大仙市誕生１０周年式典実行委員会の進展について 

 

【 佐藤幸雄委員 説明 】 

○小田島会長 

「その他」の中で佐藤委員より１０周年の説明ありがとうございました。なんとか２月までがんばって良

い式典になるようにお願いしたいと思っています。 
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８． 閉   会 

 

○小田島会長 

それでは、本日の日程が全部終わりました。様々な審議をして振興計画が貴重な中身をこれからつ

くろうとしている実態でございます。皆さんから様々なご意見を拝聴しながらこの会の方向付けと来春

に向けて良い皆さんの考え方を出していただければ幸いだと思っています。どうか一つよろしくお願い

したいと思っています。この後、懇親に向けて老松副市長もいらっしゃるそうですので今後の様々な議

論と飲みながら話すと良い話がでると昔からそういう話がありますので、それを踏まえて大いに懇談し

てきたいと思っています。本日はどうも本当に長い間ありがとうございました。 

 

 


