
 1 

平成２７年度 第１回協和地域協議会 会議録 

 

日時  平成２７年５月１２日 火曜日 午後３時３０分 

場所  大仙市役所協和支所 ４階大会議室 

 

出席委員（１０名） 

鈴木武夫、田崎 孝、豊島繁實、小田島盛一、橋本琢史、佐藤正、今野弘子、 

石田裕美子、伊藤和美、畠山 忍 

            

欠席委員（８名） 

菅原俊一、佐藤幸雄、加藤眞理子、斉藤恵美子、佐藤智治、鈴木啓悦、堀江美香、 

佐々木明美 

 

大仙市関係者（１１名） 

副市長 老松博行、企画部長 小松英昭、協和支所長 佐々木淳一、 

市民サービス課長 佐川浩資、農林建設課長 阿部慶彦、公民館長 佐々木稔、 

総合政策課参事 冨樫真司、まちづくり課主幹 田口美和子、 

まちづくり課主席主査 高橋靖弘、協和支所地域活性化推進室副主幹 髙橋幹彦、 

協和支所地域活性化推進室主任 佐藤進也 

 

１  開 会 

 

２  委嘱状交付   

【副市長が次の３名に委嘱状交付】 

（１）船岡地区振興協議会長 豊島繁實氏 

 （２）協和中学校ＰＴＡ会長 橋本琢史氏 

 （３）協和小学校ＰＴＡ会長 佐藤正氏 
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ＪＡあきたおばこ青年部協和支部長 佐藤智治氏は欠席のため、委嘱状を後 

日郵送。 

 

３ 職員紹介 

【佐々木支所長による出席職員の紹介】 

４ 会長あいさつ 

 〇 小田島会長 

本日は、第１回目の協和地域協議会に参集頂きましてありがとうございます。 

今日は、副市長を始め、本庁の方からもたくさんこの協和地区のために、ご参

加頂き、ありがとうございます。数を重ねるごとに総合計画等もできてきていま

すが、これを含めて皆さんからいろんなご意見を頂戴しながら、協和地区の皆さ

んのために、頑張っていきたいと思っておりますので、どうか一つよろしくお願

いします。今日はよろしくご審議お願いします。 

 

５ 市長あいさつ 

 〇 老松副市長 

本日は、ご多忙にも関わらず、平成２７年度第１回協和地域協議会にご出席く

ださいまして、誠にありがとうございます。委員の皆様には、日頃から市民と行

政との協働のまちづくりの推進役として、地域課題を解決する推進役として、地

域枠予算の活用、各種計画の意見や施策事業に関する提言など、地域の特色を活

かした活動を展開して頂いております。この場をお借りしまして、厚く御礼申し

上げます。本日は、第１回目の地域協議会ということでありますので、今年度の

重点事項等について４点ほどお話しをさせて頂きます。 

まず一つ目は、誕生１０周年を迎えたということについてお話しをさせて頂きま

す。大仙市は、この春記念すべき１０周年を迎えました。３月２２日には、多く

の市民の皆様のご出席のもと、大仙市誕生１０周年式典を開催し、これまでの歩

みを   



 3 

振り返る、そして決意を新たに、次の１０年のスタートを切ることが出来たと思

っております。この節目の年を迎えることができましたのも、市民の皆様や大仙

市の未来を願う方々からのご理解とご支援のお陰であるというふうに思っており

ます。心から感謝申し上げたいと思います。 

次に２点目になりますけれども、旧仙北組合総合病院改築を核とする、市街地 

再開発事業についてお話しをさせて頂きます。 

現在、市街地再開発事業は、旧仙北組合総合病院がありました南街区の整備に 

移っております。南街区には、市の健康増進センターや社会福祉協議会の本部が

入る健康福祉棟、認定こども園となる児童福祉棟、大曲商工会議所が入る事務所

棟及び地上４階建の駐車場棟が整備され、今年９月末には、全ての施設が完成い

たします。そして、１０月には竣工式、そして、１１月１日には北街区、南街区、

全てがオープンと言う形になろうかと思います。このうち、健康福祉棟には８月

８日に開局するということになっております、コミュニティ FM、通称 FMはなび

ですけれども、今日は最後の方に、広告があるようですけれども、FMはなびのス

タジオもこの健康福祉棟に入ることになっております。各地域のイベントを中心

とした地域に密着した情報を発信するほか、災害時には、市民の皆様に緊急情報

の伝達手段としての役割を担うことになっております。地域活性化や、災害対策

の観点から多くの期待をされているところであります。 

次に３点目になりますが、大仙市総合計画についてであります。様々な市の政

策、取り組みの基になる大仙市総合計画というものがございます。大仙市で最も

重要な上位の計画であります。この総合計画につきましては、平成２８年度から

３７年度までの計画案とする新たな総合計画の策定に向け、現在作業を進めてい

るところであります。現在が総合計画の最終年度ということで、２８年度からの

新しい総合計画の策定に向け作業を進めているということであります。これまで

の１０年間の取り組みを検証しながら、より市民目線に立った、実行性のある新

たな羅針盤、新たな総合計画にしたいと考えているところであります。 

また、これに併せまして、総合計画の地域版となる地域振興計画を策定するこ
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ととしております。協和地域の場合は、協和地域振興計画というものになるわけ

ですけれども、現在お集まりの委員の皆様からもご協力を頂きながら、策定作業

を進めておると伺っております。１０年先を見据えた地域の目指すべき姿とそれ

を実現するための具体的な取り組みにつきましては、皆様と一緒に考えて参りた

いと思っております。 

更にこれらの計画、総合計画や地域振興計画に基づきまして、地域活性化策を

推進するため、今年度から新たに本庁の企画部総合政策課にありました地域政策

班をまちづくり課という課にして独立させております。今日も担当の職員が来て

おりますけれども、これと併せる形で各支所に地域活性化推進室を設置いたしま

した。ですから、今協和支所には市民サービス課と農林建設課の他に新たに地域

活性化推進室というものができております。支所長が推進室長でありますけれど

も、専任の職員が２人、それから公民館長も兼務で入っておりますし、公民館の

職員も１人入っておりまして、５人態勢ということになっております。地域の特

性、独自性、特色ある地域資源を活かしながら様々な取り組みを打ち出していき

たいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。また、地域枠予算

におきましても、制度ができてから１０年目を迎えていることから、制度の検証、

評価を行った上で、各地域協議会からのご意見を頂きながら、ガイドラインの見

直しを図っていきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。 

次に４点目、最後になりますけれども、協和支所の各課の今年度の主な取り組

みにつきまして、お話しをさせて頂きたいと思います。 

初めに今年度から設置いたしました地域活性化推進室でありますが、地域活性

化に関することを担当するわけですが、これまで市民サービス課が担当しており

ました荒川鉱山周辺の自然環境を活かしながら歴史と文化を感じる産業遺産とし

て、適正な保存と周辺環境の整備を図る荒川鉱山跡地歴史保存活用事業を担当す

ることとなっております。本事業に関しましては、今般、秋田大学から荒川地区

全体の鉱山に関して、調査研究を行い、成果を広く公開していくというようなプ

ロジェクトが示されたところであります。市としましても、できる限りの協力を
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していきたいと考えております。 

次に市民サービス課でありますが、幅広い事務事業のうち、協和地区の特色あ

る事業を挙げますと、やはり宮崎市との交流事業があります。ご案内のとおり、

宮崎市とは旧協和町と１３年に有縁交流協定を結び、現在まで交流事業を実施し

て参りました。この４月２９日に行われた道の駅協和開設１０周年イベントにお

きましても、戸敷宮崎市長ほか１７名が当市を訪れ、交流を深めたところであり

ます。今後も機会を捉えながら、宮崎市と大仙市との相互交流事業を推進し、両

市の発展に結びつけて参りたいと考えております。 

次に農林建設課におきましては、中央地区簡易水道宮ケ沢浄水場の濾過施設の

整備と新たな地下水源の確保に取り組んでおります。これは同浄水場の老朽化が

著しいことや渇水の発生や取水堤に土石が堆積するなど、維持管理に苦慮してい

ることを踏まえたものであります。 

また、秋田県環境保全センターの下流域にある淀川地区簡易水道につきまして

も、水源汚染が懸念されていることから、安全面を考慮した新たな水源地を整備

する予定であります。 

今後、こうした取り組みを進め、安定した飲料水の供給を実現したいと考えて

おります。 

続きまして、公民館におきましては、優れた芸術文化の提供に取り組んでおり

ます。芸術文化を身近に感じてもらえるような事業を積極的に推進し、市民の皆

様による芸術文化活動の更なる向上に努めて行きたいと考えております。 

以上、今年度の主な取り組みなどについてお話しさせて頂きました。 

大仙市では、今後ともこういった取り組みを初め、発展と飛躍に繋がる様な施

策を展開して参りたいと考えておりますので、委員の皆様にはこれまで以上のご

理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

結びになりますが、本日の協議会が、実りあるものとなり、地域発展に資する

貴重な契機となりますことをご期待申し上げますとともに、委員の皆様の益々の

ご活躍とご健勝をご祈念申し上げまして、あいさつとさせていただきます。今年
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度もどうかよろしくお願いいたします。 

 

６ 報告 

（１）  地域活性化推進室について 

【地域活性化推進室 髙橋副主幹が説明】 

 

（２）  平成２６年度地域枠予算活用事業実績報告について 

【地域活性化推進室 佐藤主任が報告】 

 

（３）  平成２７年度各課主要事業及び予算について 

【市民サービス課 佐川課長、農林建設課 阿部課長、公民館 佐々木館長が 

担当事業を説明】 

 

（４） コミュニティＦＭについて 

【総合政策課 富樫参事が説明】 

 

 〇 小田島委員 

（１）から（４）まで一括してご説明いただきました。 

ご質問、ご意見等ありましたらお願いしたいと思います。 

 

〇 田崎委員 

大仙市でも地域活性化推進事業を進めて行っているわけですが、どうなってい

るかという評価をする機会というものはないのでしょうか？我々一般市民でも分

かるような評価をしてもらいたいと思います。 

 

〇 小松企画部長 

市政評価というのは毎年、施策の柱ごとにざっくりとした市民の皆様が満足し
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ているかどうか、重要度はどの程度なのかといったことはやっていますけども、

おそらくご質問の主旨はそのようなことではなくて、今のある総合計画をちゃん

と検証して、次の計画に反映させるための作業を行って、それを市民の皆様にお

披露目をするのかというご質問だと思います。現在、地域版の総合計画を協議会

の皆様を中心にやっているわけですけども、本編の方につきましては、本庁が中

心になりまして、策定作業を進めているところでございます。この中におきまし

ては、過去の１０年間の総合計画を評価して、次の総合計画に活かしていく作業

は当然あるわけです。その作業の中で、こういったものがこういう反省点であり

ましたよと言うようなものが成果物として出てくるのであれば、市民の皆様にお

知らせする義務はあろうかと考えております。いずれ評価の作業をするわけです

が、それがどういった形で出ていくというのは、まだ作業が行われておりません

ので、どこまで皆さんにお知らせできるか分かりませんけど、何らかの形では評

価していきたいなと考えておりますのでよろしくお願いいたします。  

 

〇 田崎委員 

実は合併前から様々な計画があって実施してきました。合併して１０年になり

ます。合併効果はどうだったのかと。人によって見方はあると思うけれども、例

えば、少子高齢化一つ見ても何１０年前から計画して実施してきたのにも関わら

ず、依然として続いています。いきなり少子高齢化が止まるわけでもないし、思

い切った対策を執ってもらって、子供が増えてきたっていう実感を持ってみたい

ものだなってことなので申し上げているところです。質問ではありません。 

 

〇 小松企画部長 

いずれ国も地方創生ってことで肝となっている部分は人口減問題です。人口ビ

ジョンと言うものを作りなさい、地域版総合戦略の中に盛り込みなさいってこと

を言っているわけですけれども、大仙市の場合、その前に総合計画という前提と

なっている部分がどういうふうにできるのかが分かりません。その後に、人口問
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題に特化したような施策の集合体としての地域版総合戦略を策定するということ

で、色々なアイディアが盛り込まれていくのだろうなと思いますが、今しばらく

お時間を頂ければなと思います。人口問題については、自治体そのものがやれる

ものとやれないもの、国レベルのものまでそういったものを含めて考えていきた

いと考えております 

 

〇 小田島会長 

田崎委員よろしいですか。 

 

〇 田崎委員 

   わかりました。 

 

〇 豊嶋委員 

１０ページの消防施設設備事業の消火栓設置１２８万６千円とありますが、こ

れは何ヶ所くらいですか？ 

 

〇 佐川市民サービス課長 

１ヶ所です。防火水槽解体の代替措置として、消火栓を設置するということで

す。 

 

〇 豊嶋委員 

１か所だけですか？ 

私も冬の間、集落を回っているが、だいぶ寂れたものがあると感じています。

併せて、消火栓、防火水槽のある場所に看板が立っていますよね。あれの色が取

れて来ているんですよ。冬ですと、どこにあるかわからない状況です。すぐにで

はないが、これから改善していくように考えてもらえばと思います。 
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〇 佐川市民サービス課長 

幹部会にこういうご意見があったということで伝えまして、今後、改修や交換

をしていきたいと思います。 

 

〇 小田島会長 

   他にはありませんか。 

 

〇 今野委員 

ただ今の報告を聞いて、今までの話し合いが活きているなと感じました。 

去年まで資料を見ていましたが、花火のように一気に成果が出るってことはな

くて、徐々に徐々にここで話し合われたことが、ちゃんと計画の中に活きている

ということ、これを私たちが認めてあげないと、なぜ私たちが大切な時間を掛け

て話し合ってきたかってことが見えないじゃないかなと思いました。 

全てマイナスに考えないで、小さなことでもいいから前向きに考えて行けばい

いのではないかと思います。そういうふうに考えていかないとこの地域協議会の

私達の仕事が消えてしまうような感じがしますので、これからもそういう目で見

て行きたいなと思います。 

 

〇 小田島会長 

   これから更に協力しながら頑張っていきましょう。 

  他にございませんか。無いようなのでこれで終わりたいと思います。 

 

【小田島会長が委員の２分の１以上の出席がある会議は成立する旨を報告】 

   

７ 協議 

（１） 平成２７年度地域枠予算申請事業について 

① 第２０回きょうわミニコンサートについて 
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【地域活性化推進室 髙橋副主幹が説明】 

〇 小田島会長 

質問ございませんでしょうか。ないとすれば承認してもよろしいでしょ 

うか。 

   

〇 委員一同 

異議なし。 

 

〇 小田島会長 

   この事業について承認いたします。 

 

② 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 

【地域活性化推進室 髙橋副主幹が説明】 

〇 小田島会長 

質問ございませんでしょうか。ないとすれば承認してもよろしいでしょう

か。 

   

〇 委員一同 

異議なし。 

   

〇 小田島会長 

この事業について承認いたします。 

 

③ 大盛館「はな・花」満開事業について 

【地域活性化推進室 髙橋副主幹が説明】 

〇 小田島会長 

質問ございませんでしょうか。ないとすれば承認してもよろしいでしょう
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か。   

 

〇 委員一同 

異議なし。 

 

〇 小田島会長 

   この事業について承認いたします。 

 

④ 日暮山頂桜トンネル育成事業について 

【地域活性化推進室 髙橋副主幹が説明】 

〇 小田島会長 

質問ございませんでしょうか。ないとすれば承認してもよろしいでしょう

か。   

 

〇 委員一同 

異議なし。 

  

〇 小田島会長 

  この事業について承認いたします。 

 

⑤ 協和ボランティア学級について 

【地域活性化推進室 髙橋副主幹が説明】 

〇 小田島会長 

質問ございませんでしょうか。 

 

   〇 田崎委員 

     これは会員が何人くらいいて、年代的にはどういう人が入っているのです
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か？ 

 

   〇 高橋副主幹 

会員につきましては、現在４６名です。 

 

〇 田崎委員 

１００人くらいいるのではないですか。年代的にはどうですか？若い人か

ら年配まで様々ですか？ 

 

〇 佐々木支所長 

７０歳前後でしょうか。 

 

   〇 田崎委員 

弁当とか作ってやってるみたいですね。 

 

〇 佐々木支所長 

そうです。 

 

〇 小田島会長 

他にはありませんか？ 

 

〇 委員一同 

ありません。 

   

〇 小田島会長 

それでは承認いたします。 
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⑥ 荒川焼陶芸発信事業について 

【地域活性化推進室 髙橋副主幹が説明】 

〇 小田島会長 

質問ございませんでしょうか。ないとすれば承認してもよろしいでしょう

か。   

 

〇 委員一同 

異議なし。 

  

  〇 小田島会長 

それでは承認決定いたします。 

 

⑦ 平成２７年度花と緑のまちづくり事業について 

【地域活性化推進室 髙橋副主幹が説明】 

〇 小田島会長 

質問ございませんでしょうか。 

 

   〇 豊嶋委員 

大盛館の「はな・花」の事業も同じ花の事業ですけれども、大盛館の方は

１００％出て、合貝のほうは、３分の１くらいしかないですけれどこれはパ

ターンってあるのですか？ 

   

〇 高橋副主幹 

     集落のほうで最初から合貝負担分ということで、この分はうちのほうで出

しますと、いうような意思表示されています。申請の段階で１３万８千７百

５０円と言うふうに出てきているそのようになっています。 
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   〇 豊嶋委員 

後で、規約とか資料が欲しいです。終わってからでいいです。 

 

   〇 高橋副主幹 

はい。わかりました。 

 

   〇 小田島会長 

     他にございませんか？ 

     無いようですので、承認決定いたします。 

 

（２）  協和地域振興計画について 

【市民サービス課 佐川課長、農林建設課 阿部課長、公民館 佐々木館長が説明】 

〇 小田島会長 

ただ今、各課長さん方から総合計画の中の一つの考え方、この前に協議した

もの、追加したもの含めてご説明ありました。皆さんから、ご質問等ありまし

たらお願いします。 

無いようですので、私の方から計画のことについて、お話しいたします。 

昨年、いろんな方向付けで、みなさんとお話ししました。これを一つにまと

めた考え方を出しております。更に追加したものもございます。それをこうや

っていち早く、みなさんに提示してできることはありがたいことだなと思って

います。私事ではありますが、２７日に総合計画第２回目の会議がございます。

協和地区の場合は、だいたいの一つの考え方が出ましたので、これを契機にし

て、会議の中に持って行けるということになっています。ただし、他の方では

全然やっていないというところもあるそうです。これからだという所もあるそ

うですし、うちの方はそこまで発展しておるので、これは皆さんのお陰だと思

っております。 
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８ 協和地域の行事について 

【佐々木支所長が説明】 

〇 小田島会長 

   委員の方々から特にありませんか？ 

事務局からもありませんか？ 

 

１０ 閉会 

本日は長い間、色んな中身について審議していただいて、一通り終わったと思

います。これも皆さんのお力添えの賜物と思います。ありがとうございました。    

総合計画は今話した中身を煮詰めて方向付けしていきたいと思っています。こ

れを契機にしていい協和地区に発展することができるように頑張っていきたいと

思っています。 

今日は忙しい中、ご出席いただきましたことを厚く御礼申し上げて、会議を終

わりたいと思います。今日はありがとうございました。 

 


