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平成２７年度 第５回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２７年１２月２１日（月） 午後３時３０分 

 

■会  場：協和支所 ４階 大会議室 

 

■出席委員：１１名 

鈴 木 武 夫、 田 崎   孝、 豊 島 繁 實、 小田島 盛 一、  

菅 原 俊 一、 今 野 弘 子、 石 田 裕美子、 佐 藤 幸 雄、  

伊 藤 和 美、 畠 山   忍、 佐々木 明 美 

 

■欠席委員： ７名 

橋 本 琢 史、 佐 藤   正、 加 藤 眞理子、 斉藤 恵美子、 

佐 藤 智 治、 進 藤 泰 秀、 堀 江 美 香 

 

■出席職員：９名 

老松 博行（副市長）           佐々木淳一（協和支所長） 

阿部 慶彦（農林建設課長）       佐々木 稔（協和公民館長） 

佐川 浩資（市民サービス課長）     進藤 博秀（総合政策課参事） 

鈴木 一徳（総合政策課主任）      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 市長あいさつ 

   ４ 協  議 

     （１）地域枠予算申請事業について 

   ５ 報  告 

     （１）地域協議会及び地域枠予算運用見直しの概要について 

     （２）平成２７年度各地区振興協議会要望事項及び市の回答について 

（３）第２次大仙市総合計画基本構想（素案）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 ３時３０分 開会） 

○小田島地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  今日は、年末のお忙しい中、また雨降りの中、ご出席いただき誠にありがとうございま

す。全員出席できればよかったのですが、１８名中９名ということで、２人は後から来る

という連絡が入っておりますので、ご勘弁願いたいと言うことです。今回は、地域枠予算

の申請は、１件しかございませんけれども、地域協議会の見直しと言うのが今回の１番の

課題となっておりますので、一つのまとめを今回の方向付けの中でしていきたいと思いま

すので、どうかよろしくご審議いただきたいと思います。それから、終わった後、５時で

一つの区切りをつけまして、今日は一年間の締めくくりと言うことで、懇親会を開催する

予定となっておりますので、よろしくお願いしたいということで、あいさつに代えさせて

いただきます。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 それでは、老松副市長からみなさまにごあいさつがあります。 

 

〇老松大仙市副市長（以下「副市長」と表記） 

まずもって、本日は平成２７年度の第５回の協和地域協議会にご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。本日、出席いただいております委員の方々には、市政のさま

ざまな分野で特段のご協力をいただきまして、この場をお借りして厚く御礼を申し上げま

す。   

昨日、一昨日ですけれども、みなさんもご承知のとおり、いろいろな全国大会がこの年

末ありまして、１９日はマーチング大会の全国大会がありまして、私も初めて応援に行か

せていただきましたけれど、小学校の東北代表で、花館小学校が出まして金賞でした。小

学校は最優秀賞とか決めていないので、金賞が一番上です。中学校では、大曲中学校が東

北代表で出まして金賞、さらに最優秀賞という賞をもらいまして６年連続、６連覇という

ように新聞でも出ていました。一般の部では、神岡地域の方々を中心に活動しております、

高校生と一般の方の団体がありますが、これも金賞ということで、小学校、中学校、一般

の部でも、大仙市のみなさんが金賞を獲られたということで、本当にすごかったなぁと思

っております。一緒に出ました美郷中学校、たまたま順番が大曲中学校のすぐ後というこ

とでしたけれども、銀賞ということで健闘されました。また、昨日ですけれども、高校駅

伝ということで、京都の方でありましたが、秋田工業高等学校が男子の代表と言うことで、

２番手は太田中学校出身の高橋響君でした。５９チーム中２８番の成績で健闘されたと思

います。去年、みなさんご存知のとおり、地元の續木選手が第２区を走ったりして、秋田

工業高校が第４位という素晴らしい成績を収めた年でしたので、今年も期待させていただ

きましたが、まずまずだったのかなと思います。その續木さんの弟さん、秋田工業高校の

一年生でいましたが、来年以降兄さんに続く形で、がんばっていただけるのではないかな

と思っています。また、秋田工業高校の駅伝部のコーチに今年から就任しました、協和地

域出身の高橋正仁さんですが、秋田工業高校から駒澤大学に進みまして、箱根駅伝、２年、
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３年、４年と１０区、９区、９区だったと思いますが、いずれも区間賞を取った高橋正仁

さんが、今年から秋田工業高校のコーチになられたということで、これからますます工業

は強くなっていくのではないかと思っています。そういう感じで昨日も応援させていただ

きました。また、２３日からはバスケットボール、２１日からはラグビーですが、大仙市

の子供達はいないみたいで、そして、年末はサッカー、秋田商業ですけれども、大仙市の

子供達が３人くらいレギュラーで入っているみたいです。大仙市の子供達も引き続き年末

がんばっているということをご紹介させていただきました。 

  大仙市は、４月から各支所に地域活性化推進室、本庁にはまちづくり課というのを作り

まして、地域の活性化に積極的に取り組むと言う形をとっておりまして、各地域活性化推

進室では、どうやってこの地域を活性化していくのがいいのかというのをいろいろ検討し

てもらっていましたけれども、先月、中間発表みたいな形で、それぞれの支所の地域活性

化推進室からプレゼンテーションしてもらいました。 

それぞれの地域の、伝統、文化、歴史、そして、いろんな資源、そういったものを活用

する形で、なんとか活性化できないかとそういう事業案が多くあったところでございます。   

当協和地域からも４つほど、提案がありましたが、その中では私個人では、食・企画活

性化事業という地元の酒屋さんと関連する形だと思いますけれども、地元の酒に合った肴

を商品化するということで、業者さんと市民のみなさんが一緒に取り組むんだということ

が一つ提案されておりましたけれども、まあ、なかなかいい案なんじゃないかなと思った

次第です。 

いずれ、来月、市長に対して、本番のプレゼンテーションが各支所からあります。市長

の評価をいただきながら、来年度の予算に反映されることになるだろうと考えております。

どうぞ、その件については、地域協議会のみなさまからもご承知おき下さるようお願いし

たいと思います。 

大仙市といたしましても、協和地域のより一層の発展に、人口減尐にブレーキを掛けな 

がら、取り組んでいきたいと考えておりますので、地域協議会の委員のみなさまからも、 

今後も引き続き、ご支援、ご指導を賜りたいと思っております。よろしくお願いします。 

新しい試みによりまして、この協和地域が活性化するきっかけになれればなと思います。 

今日は一日よろしくお願いします。 

 

○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。説明をお願いします。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算申請事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

事 業 名：第１６回「冬の詩情 in 合貝」事業 

  事業目的： 小正月行事や冬季のスポーツを主とした雪まつり事業の開催により、次 

世代の子どもたちに継承が図られるとともに、子どもから高齢者までの雪

上スポーツの楽しさと健康増進及び地域内各種団体との連携と協力により、

地域と世代を超えた交流を通してのコミュニティの促進と地域活性化を図

る。 

  申請団体：合貝雪まつり実行委員会 委員長 鈴木照光 

  申 請 額：300,000円（事務費、報償費、賄材料費、借上料、燃料費、消耗品費、食 

糧費） 

 

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。 

 

〇田崎孝委員（以下「田崎委員」と表記） 

総事業費の中で、かまくらの解体料がありますが、作る方の料金はないのですか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

事業の中で自分達が積みます。壊す段階では、固くなっているので、自力ではできない 

ので、重機などで壊すということだと思います。 

 

〇田崎委員 

わかりました。 

 

〇会長 

他にはありませんか。無いようですので、採決を採りたいと思います。承認される方は 

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

〇会長 

はい。多数ですので、決定いたします。 

それでは、次に、地域協議会及び地域枠予算運用見直しの概要について、私の方から、 

説明させていただきます。 

会長、副会長、老松副市長含めて行いました地域協議会連絡会議として３回、職員は６
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回会議を開いております。このことについて、議論を重ねました。中々十分に議論を尽く

せなかったと言うのは事実です。資料の１－１から１－２までいろいろ書いております。

見直ししながらでも、地域がどうしてもやらなければいけない現状は、それは直すべきで

あるということと、やっぱりマンネリ化して、やろうとすることの方向付けをそれなりに

考えないといけないこともあります。そこの辺りの中身をどうしていったらいいのかとい

うのが今日のテーマですので、その点をご理解してもらいながら、考えてもらいたいとい

うことです。 

もう一つは、若い人が参加して、楽しく幸せな方向付けができないのかということも、

この中に書いてあります。 

また、地域ごとに協和地区にも４つの集落ありますけれども、必要とするものであるも

のはやってあげるべきではないかというような中身も出ておりますので、その点も含めて、

対応してもらいたいということです。 

もう一つは、ガイドライン的なものもありますけれど、地域の格差を何とかしていかな

ければならないというところが最大の方向付けでないかと私は感じました。 

細かいことについては、事務局からの資料にありますので、事務局に聞きながら落とし

込んでいった方が良いのではないかと思います。私の方からは、以上ですけれども、みな

さんからいい方向付けの意見をもらいたいと思います。今まであった経過をご報告させて

いただきました。みなさんからご思案をもらえればと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。事務局から補足的に何かありますか？ 

 

○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見直しの概要について、報告資料１－１から１－３に基

づいて補足説明】 

 

〇会長 

みなさん、何かありませんか。 

 

〇田崎委員 

地域協議会のメンバーは１８人いるけど、いつも半分くらいしか出られません。欠席さ

れる方は、それぞれ事情があるかと思いますが、我々としては残念に思っています。 

私は、合併前の議員でした。地域協議会のことも話題となりました。当時の議員は、地

域協議会というのは、議員の代わりとなると理解していました。当時、これをどういう形

にしていくかという５つの議案を出されて、みんなで協議しましたが、第１番目というの

は、各地区に長を置いて助役並みの給料を払うと、そうして協議会委員には議員並みの給

料を払うというのが第１案でした。そして、２、３、４は、私詳しく覚えていませんが、

第５と言うのは、今我々がやっているような協議会です。これを協和町では賛成する人が

何人もいませんでした。財政的にもこんな人件費を出せないだろうなと、私がこの第５案

に強力に賛成して、協和町でもこの案に落ち着きました。各地区は、それなりの議論はあ
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ったようです。合併協議会の方でも、最終的に第５案に落ち着いてこの形になったようで

す。  

参考までに申せば、当時本荘市は、各地区に長おいて、助役並みの給料を払ったし、委

員には市会議員並みの給料を払ったということですが、これは一期でやめたそうです。 

協議会のメンバーだって、自分の仕事を犠牲にしてきている人もいると思います。尐し

くらい報酬みたいなものを出してもいいのではないかと私は思います。出席率を良くする

ために。以上です。 

 

〇佐々木淳一協和支所長（以下「支所長」と表記） 

確かに、報酬の問題も議題になっておりました。 

 

〇副市長 

この見直しについての議論の中で、田崎委員が申し上げたことが議題としてあったみた

いです。協議会については、私の理解は、地方自治法で地域自治区を各地域において、そ

の事務所としては、総合支所に置いて、それと併せて協議会と言うのを作ると、セットで

いろいろ議論があったかと思いますけれども、最終的には、そういう形にしたということ

だと思います。 

その大きな目的の一つは、前にお話しさせていただいたことがありますが、やはり、市

民の代表として委員のみなさんには、この協議会のメンバーになっていただいて、いろん

な地域の想いや意見や要望や、そういうものを協議会でまとめていただいて、当局に提言、

要望する、それによって、その地域の方と市との関係を近い関係にしたいと、そういうこ

とが私は目的だったと解釈しております。いろんな意見を出していただいて、市の方へぶ

つけていただき、やり取りしていくことが大事ではないかと思います。もちろん、いろん

な団体や、業界の代表をされているみなさんなので、出席できないというのは、残念なこ

とだとは思いますが。 

 

〇田崎委員 

私達いろんな要望をしますが、予算がないというのが一番先にきます。 

 

〇副市長 

ただ、予算がないからできないと、言っていられないものもあると思いますので、地域

の実情というか、現状を踏まえた意見・提言は出していただきたいと思います。私の方か

らも地域協議会委員のみなさんからの了解をもらいながら、見直しについて検討していた

だけませんかと、全支所でやらせてもらったところでしたが、いろいろ意見を出してもら

って、見直し改善案をまとめてもらったということで、それを尊重して進めて参りたいと

思っております。まだまだ、これで完璧だということではないと思いますので、その都度

対応できるものは対応していければと思います。 
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〇田崎委員 

ここの委員は、市民の代表だという認識を市民のみなさんにも持ってもらいたいです。 

 

〇副市長 

そういう意味では、さきほど議員さんという声もありましたが、直接選ばれていません

が、市民の代表ということでは同じような立場にありますが、ここは協議制というか合議

制ということだと思います。 

 

〇今野弘子委員 

今、報酬の話題がありましたけれど、報酬を渡せば、若い人たちもくるかというとそう

いうことではないと思います。この委員を引き受けるときに、非常に大事な仕事なんだな

と思いまして、どうしたらこの地域の役に立てるかと、そういうことで引き受けました。 

資料の４ページにもありましたけれど、若い人たちの団体と地域協議会との意見交換会

を開催するとありましたが、これはみんなそう思っていることなんですよね。なぜできな

いかというと、結局、若い人たちの団体というと、日中出てくることが難しいということ

で、むしろ、こういう人たちと意見交換会を持つために、来やすい時間帯にするとか、そ

ういう具体的なことを一つ一つやらないとできないと思います。若い人たちの実情をわき

まえて、もっと具体的に考えていったらどうかと思います。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

今野委員のお話しですけれど、どの支所も協議会の時間帯については、設定に苦慮して

いるようです。夜やっているところもあるし、日中やっているところもあるし、いろいろ

あるらしいです。我々は、日中やっておりますけれど、今のご意見を尊重させてもらって、

他の支所との話を聞きながら、詰めて行きたいと考えています。 

 

〇会長 

他にありませんか。 

 

〇鈴木武夫委員（以下「鈴木委員」と表記） 

例えば日曜日の会議、月曜日の会議がぶつかると、なかなか抜けて来られないとか、と

いう話も聞きますし、女性の方は夜になると、いろいろご飯作ったりということもあるか

ら。他の地域では夜やっているところもあるのですか？ 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

南外は、夜やっています。夕方６時くらいですか。大曲地域も夜やっています。 

 

〇鈴木委員 

やっぱり、若い人の意見を聞きたいといっても、仕事を抜けてくるのは大変なんですよ
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ね。そして、曜日的にも、日曜日もあって、月曜日も会議となれば、大変だという話を聞

いたことがありますので、そういうところも参考にしてもらいたいと思います。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

ありがとうございます。 

 

〇佐藤幸雄委員（以下「佐藤委員」と表記） 

いろいろ資料が出ているのですが、できれば１日、２日前に資料をもらえれば、協議す

ることも出来るのかなということと、いい協議されているので、今後、我々が協和のそれ

ぞれの地域に戻った時に、地域の住民に伝える手法というか、きちっとまとめないとその

地域の方々も分からないと思うし、そういうちょっとしたことで、協議会に意見を述べる

とか活性化されるのではないかと思います。せっかく、代表のような形で出ているので、

地域の方々の意見も出せるような会議にしていったらいいと思います。 

それと、今日も地域予算枠ということでお話しありました。去年も提案させていただき

ましたけれど、我々メンバーもいることですから、協和でもメインになるような行事の２

つや３つでいいのですが、みんながそこへ行ってくるとか、これは２月で時間もあります

ので、是非、今年一つやってみたらどうかなと思います。 

 

〇会長 

合貝の冬まつりに協議会委員が全員で参加してみるというのも一つの手段、考え方とし

てはあると思います。 

 

〇佐藤委員 

何も見るもしないで、良いとか悪いとか言ってもあれですので。ガイドラインも決まっ

てきているところですから、さらに良くなるようにしていけば、各事業も成長していくの

かなと思います。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 

他の支所でも、やっているところがあるようですので、佐藤委員のご意見を参考にして

調整しながら、もしできたらということで検討してみたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

〇副市長 

地域協議会連絡会議の中でも、３年に１回チェックシートで評価するとか議論したとこ

ろですけれど、予算を認めているみなさんからすれば、きちっと行われているかどうか、

全員というのは難しいと思いますが、参加したり、見てみたり、こうしたらいいんじゃな

いかとか、継続事業についてはやったほうがいいのではないかという意見もありました。 

３年に１回評価するという、ちょっと上から目線的ですけれども、もっとこうしたらい
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いのではないかという意見も出てくるのかなと思います。自分たちが予算を認めた事業が

きちっと当初の計画どおり使われているのかどうか、もっと良くする方法はないかという

ように見てもらえればと思います。 

また、継続事業でほとんど地域枠予算が埋まってしまっているということで、新しい事

業を提案しても入れないというような地域も出て来ているようで、そうだとすれば、今の

事業でいっぱいだから、新しい事業はだめだというようなのもちょっと変な感じがするの

で、目的がだいたい達成したからいいんじゃないかというようなものがあれば、新しいも

のを入れるというような、そういうことができないかなという意味で、評価ということが

出てきたわけです。この間、会長さん方が、今やっている事業は全部大事だとおっしゃる

ので、評価してもそのまま継続というふうになるということでした。毎回評価していると

いう地域協議会もあって、ある意味それぞれの地域協議会にお任せするしかないかなとい

う感じがしたところでした。ただ、漫然と予算をもらってやっていると、事業が弱まって

行く可能性があるので、そういうことで提案させていただいたものでないかなと思います。 

 

〇会長 

他には何かありますでしょうか？無いようですので、見直し関係については報告を承っ

たと言うことで、よろしいでしょうか？それでは、これは終わりたいと思います。 

次に、平成２７年度各地区振興協議会要望事項及び市の回答についてご説明願います。 

 

〇支所長 

（２）についてですけれど、今までみなさんから意見いただいて、その地区のコミュニテ

ィのそういった意見を、いかに地域協議会の中で集約して、市へ提言していくのかという

ことも、この協議会に求められることだと思います。実際に、協和は他の地域と違って、

他はコミュニティ会議がありまして、そして地域協議会というものがあるのですが、協和

地域は、そのコミュニティ会議に代わるものが、各地区の振興協議会がとりまとめをして、

それを上げているという形態になっています。そういったことで、各地区の振興協議会で

どういった要望が出されているかということを共通認識として、会議の中で持っていいた

方がいいのではないかということで、今回この資料を上げさせていただきました。 

【以下、平成２７年度各地区振興協議会要望事項及び市の回答について、報告資料２に基づ

き説明】 

 

〇阿部慶彦農林建設課長 

【報告資料２に基づき、農林建設課所管部分について説明】 

 

〇会長 

この中身について、みなさんからお聞きになりたい点ありましたら発言してください。 

 

〇副市長 
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今、道路要望が大変多いということで、毎年交付税が減る方向になっていますので、厳

しいことですけれども、これだけ道路要望が多いということを踏まえて、今道路を造る事

よりも道路を活かすことというようなそういう方針になっております。道路維持管理です

が、こちらの方にはだいぶ予算を増やして参りたいと考えております。そういう方向で予

算編成に向かっているところです。 

特に急がれるのが、道路舗装の方です。これについては、業者に発注するだけでなく、

市の直営でやっていくのが一つあります。ただ、数人のグループ、機械を持ってですけれ

ども、なかなか全市それで回って行くというのはできないということで、直営部隊を増や

す方向で今検討しております。理想は、西部に１部隊、東部に１部隊、大曲地域に１部隊

あれば、安く、早くできるのではないかと思っていますけれども、そういうことも今検討

しております。 

 

佐藤委員 

要望事項に対しての、達成率とかだいたいわかりますか？ 

 

〇支所長 

達成率まではわかりません。ただ、継続要望というのも結構残っていますので、そのく

らいの率になるのかなと思います。 

 

〇副市長 

何年もかけてやっていくものについては、当然継続要望になるかと思います。 

要望事項については、一人の目ではなく複数の目で、全部の要望箇所を見て、優先順位

を決めたりして、偏りがないようにしています。 

 

〇佐々木明美委員 

道路だけではなく、橋も含むわけですよね。いろいろ仕事柄回ると古い橋もあるので、

除雪車も歩く、何１０年ともなる橋があるのですが、そういうのも含んでいると考えてい

いですよね。  

 

〇副市長 

橋についても同じ考え方です。架け替えるかというと、大変なことになるので、長寿命

化対策ということで、長く持たせるようにやっているというのが実際のところです。当然

架け替えが必要になる場合もあると思いますけれども、もし壊れている橋があればすぐ連

絡していただければと思います。 

 

〇会長 

それでは、他に無いようですので、平成２７年度各地区振興協議会要望事項及び市の回

答については、報告を終わります。 
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それでは、第２次大仙市総合計画基本構想（素案）について、事務局の方からご説明願

いたいと思います。 

 

〇事務局（総合政策課） 

【第２次大仙市総合計画基本構想（素案）について、報告資料３に基づき説明】 

 

〇会長 

ただいま、事務局の方から、第２次大仙市総合計画基本構想（素案）についてのご報告

ありました。この中で何かお聞きになりたい点ありましたらお願いします。 

無いとすれば、これで、ご報告を終わりにしたいと思います。 

次に、協和地域の行事等について、支所長からご報告いただきたいと思います。 

 

〇支所長 

【協和地域の行事等について、資料４に基づいて説明】 

 

〇会長 

この中で聞きたいことがありましたら、お願いします。無ければ報告を終わりたいと思

います。 

最後になりますが、その他の中で何かありましたらお願いします。無いようですので、

これで第５回協和地域協議会を終了させていただきます。 

大変長い間ありがとうございました。 

 

（午後 ５時 ５分 閉会） 

 

 


