
 

 

 

 

平成２７年度第３回協和地域協議会会議録 
 

 

平成２７年８月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協和地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２７年度第３回協和地域協議会会議録目次 

 

■開催日時････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■開催場所････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■出席委員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■欠席委員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■出席職員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■次第････････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■開会････････････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

■委嘱状交付･･････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

■会長あいさつ････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

■協議････････････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

（１）地域枠予算申請事業について････････････････････････････････････  ２ 

（２）地域公共交通計画について･･････････････････････････････････････  ５ 

■報告････････････････････････････････････････････････････････････････  ６ 

（１）地域自治区振興計画について････････････････････････････････････  ６ 

（２）地域協議会及び地域枠予算運用に係る見直し及び問題点・ 

課題について･･･････････････････････････････････････････････････  ７ 

（３）地域協議会研修会について･･･････････････････････････････････････  ９ 

■協和地域の行事等について････････････････････････････････････････････ １１ 

■その他･･････････････････････････････････････････････････････････････ １１ 

■閉会････････････････････････････････････････････････････････････････ １１ 

 



－1－ 

 

平成２７年度 第３回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２７年８月２７日（木） 午後２時３０分 

 

■会  場：協和支所 ４階 大会議室 

 

■出席委員：１４名 

田 崎   孝、 豊 島 繁 實、 小田島 盛 一、 橋 本 琢 史、  
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■欠席委員： ４名 

鈴 木 武 夫、 加 藤 眞理子、 堀 江 美 香、 佐々木 明 美 

 

■出席職員：６名 

佐々木淳一（協和支所長）        佐々木 稔（協和公民館長） 

佐川 浩資（市民サービス課長）     佐藤 英敏（市民サービス課参事） 

髙橋 幹彦（地域活性化推進室副主幹）  佐藤 進也（地域活性化推進室主任）      

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 委嘱状交付 

   ３ 会長あいさつ 

   ４ 協  議 

     （１）地域枠予算申請事業について 

     （２）地域公共交通計画について 

５ 報  告 

     （１）地域自治区振興計画について 

     （２）地域協議会及び地域枠予算運用に係る見直し及び問題点・課題について 

（３）地域協議会研修会について 

   ６ 協和地域の行事等について 

７ その他 

８ 閉  会 
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（午後 ２時３０分 開会） 

○事務局（地域活性化推進室） 

  ただいまから、第３回協和地域協議会を開催したいと思います。始めに、８月６日付で

新たに委員になりました方に委嘱状の交付を行います。お名前を読みますので、その場で

ご起立をお願いします。協和財産区協議会会長 進藤泰秀様。 

 

○佐川市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

【第３回市議会定例会出席により途中からの出席となった支所長に代わり、委嘱状交付】 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  ここで、小田島会長からみなさまにごあいさつがあります。 

 

○小田島地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  第３回の地域協議会にあたり、８月の末と言いつつも、結構寒くなってきて、秋晴れの

ようになっています。今日もこの協議会の話し合いが進んでいくように、ひとつみなさま

よろしくお願いしたいと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

この後の議事進行につきましては、大仙市地域自治区の設置等に関する条例第８条第４

項の規定によりまして、小田島会長からお願いします。 

 

○会長 

本日は、委員の２分の１以上の方が出席されておりますので、会議は成立していること

をご報告いたします。それでは、新規事業が３件ございます。 

最初に、鬢垂（びんだれ）のシダレグリ保存事業について秋田県文化財保護協会協和支

部の五十嵐浩栄さんより説明をお願いします。 

 

〇秋田県文化財保護協会協和支部 五十嵐浩栄氏 

【鬢垂（びんだれ）のシダレグリ保存事業について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

  ありがとうございました。ただいまの件について、何かお聞きになりたいことがあれば

お願いします。 

 

【質疑なし】 

 

なければ、この事業を承認される方は挙手をお願いします。 
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【全員挙手】 

  

○会長 

承認決定いたします。次に、協和中学校創立４０周年記念事業について、協和中学校 PTA

会の今野幸雄さんお願いします。 

 

○協和中学校ＰＴＡ会 今野幸雄氏（以下「今野氏」と表記） 

 【協和中学校創立４０周年記念事業について、配布資料に基づき説明】 

  

○会長 

  ありがとうございました。この件について、何かお聞きになりたいことがあればお願い

します。 

 

〇田崎孝委員（以下「田崎委員」と表記） 

  私たちは手に入らないのですか？ 

 

〇今野氏 

  計画としては、資料のとおり４５０部ということで、予算が限られていて、できないと

言うことだと思います。在校生、市役所等に置くということで、住民に配るということで

はないです。 

 

〇田崎委員 

  ５０周年もこのような形でやるのですか？ 

 

〇今野氏 

１０年刻みでやっていますので、協和中学校がある以上は５０年の記念誌の発行はある

と思います。５０年という節目ですので、大きな事業もあろうかと思います。そのときは

またお願いすることになろうかと思います。 

 

〇石田裕美子委員（以下「石田委員」と表記） 

３０周年の時には、３２０部となっているが、今回は４５０部ということで１３０部の

増となっているんですけど、多くの場所に置かれるということですか？ 

 

〇今野氏 

そうです。配布先のところで在校生全員となっていますけど、教職員等にはお配りした

いなと思っております。在校生が減っていますが、４５０部作成してそれを活用したいと

いうことです。ただ、住民に配るまでは予算的に難しいです。 
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〇石田委員 

市役所及び公共施設とありますけど、どういうところに置こうと思っているんですか？ 

 

〇今野氏 

市役所とか和ピアとかそういうところになってくると思います。残ったものは、過去の

校長などからもメッセージをいただくので、そういう原稿依頼した人たちにも送りたいと

思っています。 

 

〇今野弘子委員（以下「今野委員」と表記） 

１０周年、２０周年、３０周年の記念誌は、今どこに行けば見られますか？中学校には

ありますか？ 

 

〇今野氏 

中学校に保管されていると思います。 

 

〇会長 

他に、質問ありませんか。無いとすれば採決に入ります。 

この事業を承認される方は挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

承認決定いたしました。今野さんどうもありがとうございました。 

次に大仙市・宮崎市交流事業（旅費一部助成）について、佐川市民サービス課長、ご説

明をお願いします。 

 

〇事務局（市民サービス課長） 

【大仙市・宮崎市交流事業（旅費一部助成）について、配布資料に基づき説明】 

 

〇会長 

  ご質問ありますでしょうか？ 

 

【質問なし】 

 

 質問がないようですので、採決に移ります。承認される方は挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

 承認決定いたしました。 
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続いて、地域公共交通計画を議題とします。市民サービス課佐藤参事より説明をお願い

します。 

 

○佐藤市民サービス課参事（以下「市民サービス課参事」と表記） 

前回の協議会で、地域公共交通に関する市への意見書をお願いしたところ８名の委員か

らいただきました。ありがとうございます。P4 から P8 までが、地域公共交通についての

資料でございます。P4をご覧ください。 

 

【地域公共交通に関する市への意見書について、配布資料に基づき説明】 

 

〇会長 

地域公共交通の経過について、佐藤さんの方からご説明がありました。この中身につい

てみなさんからいろんな方向付けがあるかと思います。どうか質問ご意見等をだしながら、

方向付けをしながら進めて行きたいと思います。 

 

〇田崎委員 

タクシーは公共交通に入っているのですか？ 

 

〇事務局（市民サービス課参事） 

入っています。 

 

〇田崎委員 

うちのほうにもスクールバスが通っているが、スクールバスに子供だけ乗ると思ってい

て、大人は乗れないと思っている。あと、峰吉川から湯野沢とかまでとかでなくて、境か

ら中村まで通って小種に行って強首に行ってくるっとまわってくるというそういう路線を

考えてもらいたいなと私は思います。 

 

〇石田委員 

私もバスって良く分からなかったのですが、稲沢の方であれば角館の花葉館までとか、

あのあたりまで行って帰ってくる。それから、船岡の方であれば、スキー場の方まで行っ

て戻ってくる。峰吉川に行ったことなかったので、峰吉川の中だけだと思っていたけど、

刈和野の駅まで行っていた。町の人たちが買い物とか病院に行くには使うにしては大変不

便なルートや時間になっている。 

 

〇事務局（市民サービス課参事） 

その辺りはもっと良くしていく必要があると思います。 

 

〇今野委員 
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どうしても、子供中心の計画だから。 

 

〇石田委員 

それをもっと増やしてもらいたいといっても無理だろうし。バスがないと非常に困るこ

とだし、高齢化なってもっと困っていくことだし、今車でもなんでも乗れる私たちの意見

でこれが出ているけど、もっとそれを利用したい人たちや利用しなければいけない人たち

の意見というのは、本当は必要なのだろうなと思いました。 

 

〇会長 

他にみなさんの中で方向付けありましたらお願いします。 

 

【質問なし】 

 

〇事務局（市民サービス課参事） 

この意見書は、ここの地域協議会でこういう形で提案してもよろしいかということで、

意見を諮っていただきたいと思います。 

 

〇会長 

それでは、承認かどうか挙手をお願いしたいと思います。 

 

【挙手多数】 

 

〇会長 

  それでは承認したいと思います。それでは、次に地域自治区振興計画について事務局よ

り報告をお願いします。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

【協和地域振興計画の修正点について、配布資料に基づき説明】 

  

〇会長 

ただいま、協和自治区の振興計画の中身についての説明がございました。その中身につ

いてみなさんから、ご意見とご質問をお願いしたいと思います。 

 

〇石田委員 

今の説明があった計画は良くまとまっていると思います。観光ルートの通過点となって

いるというところは、これをプラスに取れれば、まだまだ余地があるなと思いました。そ

れから、健康福祉のところで検診率の低下というところがありましたが、去年からどれだ

け下がったとか数字はまだ上がって来ていませんか？もし、数字があれば次の計画を立て
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るときに良さそうだなと思いました。 

実は交通のこととか、検診場所が少なくなったとか、私自身あまり感じてなくて、今、

こうしてみなさんの意見をまとめてもらったものを聞くことによって、そうだよなぁと思

うところがあります。今はまだそうではないが、これから年を取っていくとみんなそうい

う状況になるなぁと思って、一生懸命考えなければなぁと思いました。子供のスポーツ少

年団のこと、それから地域の行事のことだが、ここ２、３年町内会の行事に参加してみて

思うのが、お母さんたちが出てこないと子供は出てこないし、保護者への働きかけ、お隣

さんなどへの声の掛け合いが大切だなと痛切に思っているところです。それから、もしか

したらこれはスポーツ少年団のほうに言って調整してもらうのもあるし、それ以上に私た

ち地域の人たちがもっと隣の家に声を掛けることが大切なんだなと思いました。 

 

〇会長 

他にないとすれば、これについては終わりにしたいと思います。次に地域協議会及び地

域枠予算運用に係る見直し及び問題点・課題について、事務局より説明お願いします。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

【地域協議会及び地域枠予算運用に係る見直し及び問題点・課題について、配布資料※

に基づき説明】 

 ※この資料は地域協議会委員からの地域協議会及び地域枠予算の問題点についての意

見をまとめたものになっている。 

 

〇会長 

ただいま、地域協議会と地域枠予算の運用方法についての問題点について、みなさんの

アンケートを含めて出しました。この中で物足りない点、もっと進めて行きたい点、みな

さんから意見をもらいたいなと思います。ありませんでしょうか？ 

 

〇田崎委員 

地域枠予算これ自体は悪いとは思わないけど、一般予算を補てんする意味で地域枠予算

があるのか、この辺を地域協議会でも一般会計の方に口出しをするような仕組みを作って

もいいのではないかと思うけども、その辺はどう考えていますか？ 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

今年４月から地域活性化推進室が各支所に職員が常駐で２人いるのですが、担当者会議

や正副会長の会合もありまして、同じような意見が出ています。そして、地域枠予算の使

い道については、現在会議で話し合っている最中です。結論はまだ出ていません。今のご

質問に的確な回答ができませんけども、会議では同じような話は出ています。 

 

〇田崎委員 
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区別というか、委員のみなさんにも一般予算の理解を求めても良いのではないかと思い

ます。そういう意味でちょっと物足りないなと思っています。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

〇菅原俊一委員（以下「副会長」と表記） 

本庁の会議に出た時も、事務局が言ったとおりその話が出ました。地域枠予算というの

は、私たちは行政が一般財源でやらないのを地域枠でやると思っていました。でも、やっ

ぱり全体の会議を見るとⅠ型というのは一般財源でやってもいい事業です。と、私はそう

思っています。そして、Ⅰ型をやっていないのは大曲地域だけです。あと、他の地域は全

部やっています。大曲地域では、Ⅰ型の使い方を知らないということだそうです。大曲は

予算を使わなくても予算は減らないというのは不公平だなと思います。大曲が中心だから

一般予算で何でもできるのかなぁと思ってしまいます。支所長とかは、Ⅰ型を使わないと

支所でも大変だろうなって思いますけど、支所で要求しても予算措置しなくて、大曲だと

予算措置するものなのかなぁと根性を曲げて聞いていました。支所長からその点何かあれ

ばお願いします。 

 

〇佐々木淳一（以下「支所長」と表記） 

Ⅰ型というのは、みなさん感じていると思いますが、本来であれば、一般会計の予算で

やるべきことが多いようなものだと思います。Ⅱ型、Ⅲ型というのは、民間の活力を引き

出すためのいろんな行事とかに使われているので、そういったことに集中して、使ってい

ければいいですけれども、実際にⅠ型で使っているのは、緊急性のある修繕関係とか、当

初予算で通らなくて、落とされてしまった事業も中にはあると思います。みなさんの要望

が来て、行政の方で予算要求して、それが通って行けばいいですけれども、なかなか通っ

て行かない部分が多いんですよ。そういった部分について、地域枠予算の中でできそうな

ものについては、やっているものもあります。また、協和は環境保全基金があるので、そ

れを使ったりもしています。そういった意味でも、協和はいろいろやっていける部分もあ

ると思います。一般予算がそのまま通って行けばいいですけれど、なかなかそうはならな

いので、他の支所を含めて、地域枠予算を活用させてもらっている部分はあります。 

 

〇会長 

これは、今後の課題点ですね。 

 

〇支所長 

このあと、支所の考えや本庁の考えを摺合せするでしょうから、その中で出てくるのか

なぁと思いますけれども、現状としては、一般予算的なものにも地域枠予算を使っている

のはあると思います。 
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〇副会長 

確か、予算を満額使わなければ翌年度予算を減らされますよね？ 

 

〇支所長 

いや、減らされることはないです。 

 

〇副会長 

前は、人口割と事業費割で減らされると言うことがあったと思うが。事業費割というの

はないのか？ 

 

〇支所長 

ないです。均等割と人口割だけで算出されています。 

 

〇会長 

いずれ、この件については、地域協議会の全体会議もあります。正副会長と事務局が参

加することになっていますので、いい方向付けがありましたら、言ってもらえればご意見

を述べてきたいと思います。次は、地域協議会研修会について事務局より説明をお願いし

ます。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

【協和地域協議会研修会について、配布資料※に基づき説明】 

※この資料は地域協議会委員からの委員研修会についての意見をまとめたもの。 

 

〇会長 

はい。これについてみなさんの意見を教えてもらえば幸いです。みなさん何かないです

か？ 

番号２の意見というのは、他の地域で協議したらどうなるのかなぁとそういうことだと

思います。 

 

〇今野委員 

協議会の進め方とか、いろいろ勉強することはあると思うけども、提出された問題とか

は、その地域によって違うと思うのでそういう個々の内容については、あまり勉強になら

ないと思います。進め方自体は勉強になるかと思いますが。 

 

〇石田委員 

他のところでは協議をするとき、どういう考え方をしてするのかとか、継続などはばー

っと説明して、はいどうですか賛成ですか、どうですかではなくて、どんなふうにして継

続事業など、みんなで話し合って協議していくか、ただ報告だと説明するのではなくて、
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審査したものに直接行って見て意見を聞くとか、どうだったとか、そういうことをやって

いるのかやっていないのか。ここで決定したものを実際どう使われているのかを見ること

は非常に良いことだと思ったし、他の地域を見ることで、もっと良く協議するためのこと

をやっている所もあるかもしれないので、中身でなくて、協議の仕方については、私たち

もっと勉強していかないと。ここのことだから、ここで解決していくのだけれど、やり方

としてはもっと他も見てみないと、ここだけのものになってしまって、委員が代わってし

まうときも、やっぱり若い人も来てほしいし、いろんな世代の人で、いろんな方向で話し

合っていく必要があると思うし、ただ、２０代、３０代、４０代、ではいろんな仕事を持

っているだろうし、そういう難しさもあると思いますけれども、例えばそういう選び方だ

とか、他の地域でも２０代、３０代がいっぱいいるのかもしれないですし、そのあたりを

聞いてくるという、それだって大きいことじゃないですか。真似をするわけではなく、検

討してみるということも必要なんじゃないですか。 

 

〇副会長 

一つの意見としてですが、いつもこういう堅い話をしても頭が固くなってダメだと思う。

研修というのは、この大仙市ではなく、もっと別の地域協議会に一泊とかで行って、いつ

も頭を悩ますようなものでなく、息抜きを兼ねた研修。また、違う空気の中で、研修をし

て頭の中を整理しなければ、なんかいつもつまらない会で終わってしまうようで、そのあ

たりの発想の転換が私は必要かなと思います。 

 

〇会長 

はい。わかりました。話がいろいろ出ました。具体的な内容については、事務局の方で

いろんな中身を検討してもらうということでどうでしょう？ 

 

【異議なし】 

 

事務局ではどうでしょう？ 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

はい。小田島会長、菅原副会長を入れてお話しさせていただきたいと思いますので、ど

うかご協力お願いしたいと思います。 

 

〇会長 

はい。わかりました。今、事務局の方から私と副会長さんと事務局で内容を検討すると

いうことでみなさんいかがでしょうか？ 

 

【異議なし】 
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〇会長 

では、そういう方向付けでいきたいと思いますので、日程的なものは、最終的に次の会

合のときにお示しして進めて行きたいと思います。それでは、最後になりますけれども、

支所長から地域の行事等について報告をお願いします。 

 

〇支所長 

【協和地域の主な行事等について、配布資料に基づき説明】 

 

〇会長 

ただいま、支所長から地域の行事等についての報告がありました。お聞きになりたい点

がありましたら、よろしくお願いしたいと思います。ないようですので、次に移りたいと

思います。７番のその他について事務局からお願いします。 

 

〇事務局（市民サービス課長） 

 【９月１５日開催の荒川鉱山誌発掘プロジェクト講演会についての説明】 

 

〇会長 

 何かご質問ありますか。無いようですが、他にありますか？ 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

【１０月１０日開催の Autumn Live in まほろばについての説明】 

 

〇会長 

ご質問ありませんか。ないようですので、閉会したいと思います。今日は長時間に渡り

ありがとうございました。次の会合は２カ月後になりますけれども、そのときは協和地域

のためにどうかよろしくお願いします。今日はありがとうございました。 

 

 

（午後 ４時 ５分 閉会） 

 

 


