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平成２７年度 第４回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２７年１０月２８日（水） 午後２時００分 

 

■会  場：協和支所 ４階 大会議室 

 

■出席委員：１３名 

鈴 木 武 夫、 田 崎   孝、 豊 島 繁 實、 小田島 盛 一、  

佐 藤   正、 菅 原 俊 一、 今 野 弘 子、 石 田 裕美子、  

佐 藤 幸 雄、 加 藤 眞理子、 進 藤 泰 秀、 堀 江 美 香、 

佐々木 明 美 

 

■欠席委員： ５名 

橋 本 琢 史、 伊 藤 和 美、 斉 藤 恵美子、 佐 藤 智 治、 

畠 山   忍 

 

■出席職員：５名 

佐々木淳一（協和支所長）        佐川 浩資（市民サービス課長） 

小野 大輔（市民サービス課主事）    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 会長あいさつ 

   ３ 協  議 

     （１）地域枠予算申請事業について 

   ４ 報  告 

     （１）地域枠予算事業の実施報告について 

     （２）地域協議会全体研修会について 

（３）雪対策事業について 

   ５ 協和地域の行事等について 

６ その他 

７ 閉  会 

 

 

（午後 ３時３０分 開会） 
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○小田島地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  今日はお忙しい中、お越しいただき誠にありがとうございます。今日は、地域枠予算１

件と継続の実施報告が５件と委員研修会のことも若干ありまして、みなさんから意見を出

してもらいながら、いい方向付けをしていけたらと思います。どうかひとつよろしくお願

いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

ありがとうございました。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、大仙市地域自治区の設置

等に関する条例第８条第３項の規定により会議は成立していることをご報告いたします。 

それでは、（１）の地域枠予算申請事業を議題といたします。今回は、新規事業が１件申

請されております。それでは、岩瀬バス停待合室修繕事業について、岩瀬の加藤隆さんよ

り説明をお願いします。 

 

〇湯野沢部落会 加藤隆氏 

地域枠予算事業説明書を見ていただければ、説明することは特にないと思います。ただ、

付け加えて申し上げますと、屋根が腐って水浸しになって大変な状況です。どうかよろし

くお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【岩瀬バス停待合室修繕事業について、配布資料に基づき補足説明】 

 

〇会長 

この中で、みなさんからご質問、ご意見等どうぞお願いしたいと思います。ありません

か。無ければ採決を採りたいと思います。事業に賛成するという方は挙手をしていただ 

きたいと思います。 

 

【全員挙手】 

 

全員賛成でございます。ありがとうございます。 

それでは、次に報告に移りまして、（１）地域枠予算事業の実績報告について説明してい

ただきたいと思います。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算事業の実績報告について、配布資料に基づき５件を一括で説明】 
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〇会長 

ただいまの５件の報告の中で、ご質問ありましたらお願いします。 

 

〇鈴木武夫委員（以下「鈴木委員」と表記） 

実績報告は、いつも写真とか付けていませんでしたか？回してみんなに見せるなどして

いたと思うのですが。 

あと、参加人数を書いているところもあるが、統一してみんな参加人数を出してもらっ

た方がいいと思います。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

はい。写真については、今回覧いたします。 

 

〇会長 

他に質問が無いようなので、報告は以上で終わりたいと思います。 

では、続いて（２）の地域協議会全体研修会について担当者から説明願いたいと思いま

す。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

【地域協議会全体研修会について、配布資料に基づき説明】 

 

〇会長 

ただ今、事務局からの説明がありました。この中身について何かありますか。各振興協

会議会の会長さんから、一つの考え方を出しながら、物事を進めていったらいいんじゃな

いかということです。 

 

〇鈴木委員 

タイトルが地域協議会委員研修と書いているので、例えば、部落会長さんから見るとち

ょっと出席しづらいのかなと思う。委員会並びに自治会長さん宛のそういうスタイルにし

たら、参加しやすいのではないかと思う。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

参集範囲は、委員の方はもちろん、各種団体、部落会長、それから職員という参集範囲

となっています。おそらく、正副会長には別途通知が届いているかと思います。 

 

〇佐々木淳一協和支所長（以下「支所長」と表記） 

この内容を見ると、地域協議会委員研修がメインのようなので、できるだけみなさんか

ら出席していただくということで、それに加え、市民サービス課も若干行きますし、せっ

かくコミュニティ関係の講演もあるので、興味がある方は部落の会長さん方からも何人か
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参加していただきたいと、そういうことだと思いますので、部落に周知だけ、振興協議会

の会長さん方からお願いしてもらえれば、ありがたいと思います。とりまとめは、こちら

でやりますので。委員の方々からできるだけ多く参加していただきたいと思います。 

 

〇会長 

今、支所長が言ったことが一つの案としてあると思います。こういった方向付けを持っ

て、いきたいと思います。ぜひとも、２８日は出席していただきたいと、また地域の現状

に興味がある方は、だいたいわかると思うので、そこら辺は出席をお願いしたいというこ

とです。どうかよろしくお願いします。 

では、次に雪対策の事業について、担当の方からご説明願いたいと思います。 

 

〇事務局（市民サービス課） 

【雪対策事業について、配布資料に基づき説明】 

 

〇会長 

はい。ただいま、担当者からのご説明ありましたけれども、この中で、みなさんお聞き

になりたい点ございませんでしょうか。 

 

〇佐々木明美委員（以下「佐々木委員」と表記） 

よくお年寄りの家とかに、体不自由な人で、一人暮らししている人とかに、社協から雪

寄せに来てくれたとかって、毎年聞くんですけれども、そういった事業と重複していると

か、一緒に併用して使うとかあるのでしょうか。まったく別物ですか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

はい。別物で、併用できます。 

 

〇佐々木委員 

高齢者の方は、こういう制度があっても、知らないですよね。まずインターネットも見

ないし、あまり文章も見ないし、理解もなかなかできないので、こういう良い制度があっ

ても、使うことを知らないでいると、不利益になると思うので、これをどうやって、利用

対象者に利用してもらうように周知していくかが大事だと思います。せっかく作ったのに、

分かっている人だけ使って、知らない人は自分で業者に頼んで、高いお金を払うことにな

ってしまう。自治会長を通してもらって、対象となる人には、やってもやらなくても、教

えてあげたいなって思うし、そういうことが大事だと思うので、そこあたりを力を入れて、

対象者に周知徹底してもらいたいと思います。 

 

〇事務局（市民サービス課） 

貴重なご意見ありがとうございます。周知については、課題の一つとなっているところ
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ですけれども、民生委員の方を対象といたしまして、説明会を開催しております。そこで、

各地域の民生委員の方にも雪対策事業について詳しく説明いたしまして、地域の雪問題に

ついて周知していただくようお願いしたところです。 

 

〇石田裕美子委員（以下「石田委員」と表記） 

予算があると思いますが、たくさん申し込みあったので、１００人で打ち切りとかそう

いうことはないですか？協和地域の予算としてあるのか、大仙市トータルであるのかどっ

ちなのでしょうか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

地域ごとではなく、全市的に置いている予算となります。上限を設けることや、募集人

数に制限を設けるなどは、まだそういった連絡は入っておりませんので、現在のところそ

ういったことはないと考えていただければと思います。 

 

〇会長 

集落の会長さん達には連絡はしてあるのですか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

はい。しております。パンフレットを送付しております。 

 

〇加藤眞理子委員（以下「加藤委員」と表記） 

資料９ページの助成要件のところの「二親等以内の親族から除雪の援助を得ることがで

きない方」とありますけど、これというのは、実際の除雪とお金の面とがあると思うので

すが、そこのところを具体的に教えて下さい。 

 

〇事務局（市民サービス課） 

「二親等以内の親族から除雪の援助を得ることができない方」について、補足で説明い

たします。資料１２ページの利用申請書の例をご覧ください。中ほどに、要件確認欄とい

うことで、四角い枠が４つあると思います。申請の段階で、申請者から４つの項目を確認

していただいて、それぞれチェックを付けてもらいます。あくまでも自己申告ということ

になります。申請者の方が、市外にいる息子さんから援助が得られないとすれば、これに

該当するものとして、申請は受け付けております。 

 

〇石田委員 

その確認というのは、あくまでも自己申告ですか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

そういうことです。例えば、４点目の「住宅敷地内には、世帯が別となる者は居住して
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おりません」にチェックを付けて７０歳以上の方が２名で申請してきたことがあります。

確認は、大曲の方で、一括して行うのですが、申請を受け付けた後に、「住所を見れば、実

際には老夫婦だけではなくて、お子さんたちも住所があるようだけれど、どうなっていま

すか？」というように確認はとってあります。ただし、除雪の援助を得られるかという確

認は、あくまでも自己申告になっております。 

 

〇石田委員 

たぶん、今お話しあったのは、労力として雪を寄せる、金銭的に援助するという２つの

援助の仕方があるのではないかというお話しだと思います。 

あと、私の家の周りなどは老人世帯が多く、そうすると、これに殺到すると、除雪をや

ってくれる人がいないなんてことがあるのではないかと思います。 

また、雪降るときはどこも一緒に降るわけで、朝早くに除雪車が走って、家に来てくれ

るのが１０時、１１時とかそういうようなことにもなりかねないということを、覚悟しな

ければいけないですか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

実際に人員が足りないという懸念はございます。シルバー人材センターに連絡してすぐ

に来てくれるという確約は今のところ取れません。遅れることも想定し得るということで

す。 

援助については、労力的なところで解釈していただければと思います。 

 

〇石田委員 

もう一つ教えて下さい。地域提案型の方で、現在は、道路の方は受付をやっていません

となっていましたよね？そういうことですか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

はい。１０月１５日までであれば、道路除雪事業についても申請を受け付けておりまし

たけども、今実際に除雪するところも割り当てているところで、もう計画が決まりつつあ

りますので、道路除雪事業については締め切っています。 

 

〇石田委員 

あと、高齢者等世帯の間口・通路の除雪が８，０００円となっているのは、一季節８，

０００円ということですか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

はい。一季節です。 

 

〇田崎孝委員（以下「田崎委員」と表記） 
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住宅周りは、シルバー人材センターでなければだめですか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

住宅周りはシルバー人材センターが請け負うという形になっています。 

 

〇田崎委員 

普通の建設業者ではだめなのでしょうか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

普通の建設業者でも可能ですが、その利用券を用いて除雪を行ってもらう場合は、シル

バー人材センターのみということになります。業者には利用券は使えないということです。 

 

〇田崎委員 

家の周りとだと、ちゃんとトラック頼まないといけない場合もあるけど。 

 

〇事務局（市民サービス課） 

排雪となった場合は、バリエーションを増やしまして、雪下ろしは必要ないものの、排

雪のみ希望するということも出来ることとなっております。申請の時に、雪下ろしは希望

しないけれども、排雪は希望する旨を私の方へ伝えてもらえば、排雪のとき、業者が排雪

を行った際にも利用券を使うことができます。 

 

〇田崎委員 

業者に頼むときは、市に連絡しなければいけないのか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

特段、連絡は必要ありません。 

 

〇佐藤幸雄委員（以下「佐藤委員」と表記） 

地域提案型の場合、いろいろシミュレーションされた交付申請の例とか書いてあります

けど、こういうものであれば、こういう補助金がありますということですよね。その補助

金は、地域でこの雪寄せに使わなくてもいいわけですよね？雪寄せはしますけど、そのお

金はみんなでコミュニケーションを深めるためにも使ってもいいですよね？みんなで協力

してやるといえば、手間もらうから一生懸命やるというわけではなくて、地域を良くする

ためにやるということだと思います。そういう考え方ですよね。 

 

〇事務局（市民サービス課） 

資料の１９ページ目をご覧ください。交付金の使途という覧がありましたけども、「事業

申請書で提案された事業の範囲内で自由に活用できる」となっております。この事業申請
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書に書かれていないものについては、この交付金を使うことはできないということになり

ます。 

 

〇佐藤委員 

この地域の提案型のものと高齢者が対象のものを併せて一緒にできますか？併用できる

のでしょうか？ 

 

〇事務局（市民サービス課） 

併用はできません。それは、重複がないかチェックいたします。 

 

〇佐藤委員 

ちなみに６団体しか申請がないということでしたが、他の自治会とかではこの制度を理

解されているのですか？ 

 

〇佐川浩資市民サービス課長 

昨年の従来型の事業３９件の申請がありましたけども、現段階で５０件ということで、

関心が高いものだと思っています。広報等にも２回くらい掲載して、周知しておりますし、

関心があって、利用しやすいということで申請が多くなっていると認識しています。 

 

〇今野弘子委員 

今日ここで、私達が得たものを委員一人一人が、それをみんなにわかるように話すとい

うのも私達の仕事だと思います。そうやって、周知していくことが大事なのだと思いまし

た。 

 

〇支所長 

たまたま、先日、淀川と船岡は振興協議会がありまして、その際には説明させてもらい

ました。 

 

〇菅原俊一委員 

実施年度が平成２７年度、２８年度になっているけど、今後どうなるのでしょうか？ 

 

〇支所長 

モデルとして平成２７年度、２８年度でやってみて、検証し直して、それ以降実施する

という意味でそうなっていると思います。 

 

〇石田委員 

地域提案型の方で自治会という大きなものでなくて、数人のグループでもいいのでしょ

うか？ 
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〇事務局（市民サービス課） 

それも可能です。任意組織も３点の要件を満たせば対象となります。 

 

〇会長 

他にはありませんか。無いようですので、雪対策についての報告を終わりたいと思いま

す。 

次は、協和地域の行事等について、佐々木支所長からご報告お願いします。 

 

〇支所長 

【協和地域の行事等について、配布資料に基づいて説明】  

 

〇会長 

はい。今支所長の方から、ご報告ありました。この中でお聞きになりたい点ありました

らお願いします。 

無いようですので、それではその他に入りたいと思います。みなさんから何かありませ

んか。 

無いようですので、今日の協議会を終了したいと思います。大変長い時間ありがとうご

ざいました。 

 

 

（午後 ３時 ３０分 閉会） 

 

 


