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平成２７年度 第６回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２８年３月２４日（木） 午後２時 

 

■会  場：協和支所 ４階 大会議室 

 

■出席委員：１４名 

鈴 木 武 夫、田 崎   孝、小田島 盛 一、橋 本 琢 史、  

佐 藤   正、菅 原 俊 一、今 野 弘 子、石 田 裕美子、          

佐 藤 幸 雄、伊 藤 和 美、加 藤 眞理子、佐 藤 智 治、 

進 藤 泰 秀、畠 山   忍 

 

■欠席委員： ４名 

豊 島 繁 實、斉 藤 恵美子、堀 江 美 香、佐々木 明 美 

 

■出席職員：９名 

佐々木 淳一（協和支所長）       佐川 浩資（市民サービス課長） 

佐々木 稔（協和公民館長）       伊藤 博明（農林建設課主幹） 

加藤  薫（農林建設課主席主査）    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 報  告 

     （１）平成２８年度当初予算事業について（協和支所管内） 

     （２）地域の魅力再発見事業について 

（３）地域枠予算の運用に係るガイドライン等の見直しについて 

   ４ 協  議 

     （１）地域枠予算申請事業について 

   ５ 協和地域の行事等について 

６ その他 

７ 閉  会 

 

 

（午後 ２時００分 開会） 
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○小田島地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

第６回地域協議会開催にあたって、ごあいさつ申し上げます。 

雨の中いろいろお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。平成２７年度 

の体系は今日でほとんど終わりだと思います。また、今回は２８年度の中身を検討するとい

うことになっておりますので、一つ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） 

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、最初に、（１）の平成２８年度当初予算事業についてを、地域活性化推進室、

市民サービス課、農林建設課、公民館の順番に報告していただきます。質問等は、公民館

が終わった時点で一括して伺います。 

それでは、最初に、地域活性化推進室の報告を高橋副主幹からお願いします。終わりま

したら、市民サービス課、農林建設課、公民館の順にお願いします。 

 

○地域活性化推進室、市民サービス課、農林建設課、公民館 

【平成２８年度当初予算事業（協和支所管内）について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

地域活性化推進室、市民サービス課、農林建設課、公民館から来年度の方向付けの説明が

ありました。その中でみなさんから、ご質問ご意見等ありましたら、お話ししていただけた

らと思います。よろしくお願いします。 

 

〇田崎 孝委員（以下「田崎委員」と表記） 

先程の土地改良事業ですけれども、市の負担は 10％となっていますけれど、地元負担はど

のくらいですか？ 

 

〇農林建設課 

地元負担は 7.5％となっておりますが、今は新法人に 85%以上の集積でほとんどないという

状況になっていて、利子だけ払えばいい状況で、地元負担は０に近くなっています。 

 

〇田崎委員 

土地の集積が出来ればと言うことですか？ 
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〇農林建設課 

そうです。新法人に土地の集積が 85%以上なれば負担が少なくなるということです。 

 

〇田崎委員 

負担はいくらかはあるのですね。 

 

〇農林建設課 

マックスで 7.5%なので、集積が多ければ多いほど負担が少ないということです。 

 

〇佐藤 幸雄委員（以下「佐藤（幸）委員」と表記） 

各事業名の下に本庁予算とあります。右側に事業費ということで謳われてますけど、本庁

予算だけど協和に係る予算ということなのでしょうか？ 

例えば、住宅のリフォームについては６千万円となっておりますけど、協和について６千

万円の予算があるという理解でよろしいですか？ 

 

〇農林建設課 

住宅リフォームにつきましては、申し込みがあった順でその予算を消化していくというこ

とで、地域の予算の配分はございません。 

 

〇佐藤（幸）委員 

そうすると、大仙市の予算として６千万円ということですね。 

 

〇農林建設課 

その通りです。 

 

〇佐藤（幸）委員 

そうすれば、他の予算については協和に配分されたものということですか？ 

 

〇農林建設課 

土地改良事業につきましては、協和に振り分けられた予算ということになっております。 

 

〇会長 

他に質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇会長 

他にないようですで、次に進めさせていただきます。 
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次に（２）の地域の魅力再発見事業について、地域活性化推進室の佐藤主任、説明をお願

いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域の魅力再発見事業について、配布資料に基づき説明】 

 

〇会長  

 ありがとうございました。ただいまの件について、何か質問、意見等ありますか。 

 

〇鈴木 武夫委員（以下「鈴木委員」と表記） 

開発団体のへちゃまげかぁさんの募集はしているの？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

募集はしていないです。食の開発を３年を目途に進めていく予定ですが、とりあえずは小

規模な団体から始めたいと考えておりますので、最初から公募して広く集めるというように

は考えておりません。 

 

〇鈴木委員 

参加したい人もいるのではないですか？また、参加する人が多ければ、いろんな意見も出

るのではないでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

はい、その辺については、事業者の方々と相談しながら進めていきたいと思います。 

 

〇会長 

 ほかになければ、(2)の地域の魅力再発見事業について、報告を終了します。 

 続いて、(3)の地域協議会及び地域枠予算運用の見直しについてですが、事前に送付されて

いますので、概略は把握していただいたと思います。また、事前の質問もなかったようです。 

 それでは、事務局お願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算の運用に係るガイドライン等の見直しについて、配布資料に基づき説明】 

 

〇会長 

ありがとうございました。ただいまの件について、何か質問、意見等ありますか。ありま

したら内容を簡潔にお願いします。 

 

〇田崎委員 
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事業が３年経過すれば、４年目には補助対象にならないということですか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

３年以上継続した事業につきましては、３年を目途に一度検証する場を設けましょうとい

うことです。それで問題ないものについては、翌年度通常どおり申請していただきまして、

事業を継続していただければと思います。そこで問題があるということであれば、翌年度の

申請の際に改善した上で申請していただくということになりますので、何も問題ない事業に

つきましては、そのまま継続していただくことになります。 

 

菅原 俊一委員（以下「菅原委員」と表記） 

何も３年で辞めろと言っているわけではないと思います。問題がないか３年に１回チェッ

クして問題なければそのまま継続できるし、問題があれば申請の段階で修正して申請してい

ただく。そういう理解でいいですよね？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

そのとおりです。 

この事業評価は事業のマンネリ化から出てきた話です。全支所共通の認識で評価シートを

使って評価していくことが決まったということです。継続はダメだとかそういう話ではなく

て、検証してよければまた続けていってもらうというのが本来の筋なので、そこは誤解しな

いでいただきたいと思います。 

 

〇会長 

 他にないようですので、(3)の地域協議会及び地域枠予算運用の見直しについての報告を終

了します。 

 続いて、（1）地域枠予算申請事業についての協議に入ります。事務局の方からお願いしま

す。 

 

〇佐川市民サービス課長 

【第７回協和さくら祭りについて、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅰ型 

  第 7回協和さくら祭り 

  事業目的：道の駅「協和」と隣接する米ヶ森公園を活用し、地場産物や有縁交流都市特

産品販売や各種イベント等を実施し、地域の活性化を図る。 

  申請団体：市民サービス課 

  申 請 額：567,913円（報償費、印刷製本費ほか） 

 

〇会長 

 ありがとうございました。 
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 ただいまの件について、何か質問、意見等ありますか。ありましたらお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇会長 

 ないようですので、採決を取ります。この事業を承認される方は挙手願います。 

 

（全員の挙手あり） 

 

〇会長 

全員賛成ですので承認とします。 

 次に、オラほの写真コンテスト及びカレンダー作成事業について、事務局から説明をお願

いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【オラほの写真コンテスト及びカレンダー作成事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅰ型 

  オラほの写真コンテスト及びカレンダー作成事業 

  事業目的：不特定多数の観光客等に対し、観光スポットや旪のイベントなどを広く情報

発信、広報宣伝活動などを行い、観光の認知度向上を図るとともに、関係機

関等と連携しながら観光客の誘致促進を図ることを目的とする。 

  申請団体：地域活性化推進室 

  申 請 額：577,880円（印刷製本費、報償費ほか） 

 

〇会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの件について、何か質問、意見等ありますか。ありましたらお願いします。 

 

〇加藤 眞理子委員（以下「加藤委員」と表記） 

配付箇所に秋田空港というのがないです。空港に行くと角館とかのポスターは目に入るの

ですが、空港から角館に行く途中に必ず協和に寄って行くと思います。秋田空港が配付箇所

から抜けた理由はあるのでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室）  

配付箇所から抜けていたというのが本音でございます。空港はぜひ追加して入れたいと思

います。 

 

〇佐藤 智治委員（以下「佐藤（智）委員」と表記） 
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配付箇所の提案なのですが、コンビニとかスタンドも地域外から来られた人が寄るのでい

いのかなと思いました。それと、高速道路の西仙北サービスエリアなども寄る人が多いのか

なと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

部数も部数なので、コンビニだと協和で３か所です。確かに不特定多数の方もいらっしゃ

るので効果はあると思います。 

ただ、協和地域外に宣伝したいというのがありますので、来年のこともありますので検討

させていただきたいと思います。ご意見ありがとうございます。 

 

〇菅原委員 

協和地域内で欲しい人の希望とって売ればいいのではないでしょうか。県外に宣伝するに

しても当の協和の人がそのポスターを知らないのではあまり良くないのではないですか。 

協和を知ってもらうためには協和の人に周知徹底しないと、協和を売ることはできないの

ではないでしょうか。だから、希望をとって、欲しい人には買ってもらう手段もいいのでは

ないかと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

 

〇佐藤（智）委員 

 応募資格なのですが、協和の人に限定しているのは何か理由があるのでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

もともと協和地域の事業ということもあります。地域の市民が一体となってというもとも

との趣旨であるので限定しています。 

ただ、人口も少なくなっていますから、協和地域に会社もありますので協和在勤者という

のもプラスして応募資格としています。 

 

〇会長 

 他にないですか。 

 

（なしの声あり） 

 

〇会長 

 では、採決を取ります。この事業を承認される方は挙手願います。 

 

（多数の挙手あり） 
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〇会長 

賛成多数で承認とします。 

 次に、協和地域振興計画概要版作成事業について、事務局説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【協和地域振興計画概要版作成事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅰ型 

  協和地域振興計画概要版作成事業 

  事業目的：第 2 次総合計画（H28～H37）の策定に際して、地域の課題や目指すべき方向

性を洗い出し、今後 10年間、地域の特徴・特色を活かしたまちづくりを推進

することから、市民に対して公表する必要があるため。 

  申請団体：地域活性化推進室 

  申 請 額：379,080円（印刷製本費） 

 

〇会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの件について、何か質問、意見等ありますか。ありましたらお願いします。 

 

（なしの声あり） 

〇会長 

 ないようですので、採決を取ります。この事業を承認される方は挙手願います。 

 

（多数の挙手あり） 

 

〇会長 

賛成多数で承認とします。 

 次に、協和ボランティア学級事業について、事務局説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【福祉教育ボランティア事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

  福祉教育ボランティア事業 

  事業目的：社会教育の一団体として、学級生の資質向上のための研修の場を設けボラン

ティア精神を育成し、他団体との交流等を深めながらボランティア活動の地

域定着を目的とする。 

  申請団体：協和ボランティア学級 

  申 請 額：226,000円（消耗品費、報償費ほか） 
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〇会長 

ありがとうございました。 

 ただいまの件について、何か質問、意見等ありますか。ありましたらお願いします。 

 

（なしの声あり） 

 

〇会長 

ないようですので、採決を取ります。この事業を承認される方は挙手願います。 

 

（多数の挙手あり） 

 

〇会長 

 賛成多数で承認とします。これで、協議を終わります。 

 最後になりましたが、協和地域の行事を、佐々木支所長から説明をお願いします。 

 

〇佐々木協和支所長（以下「支所長」と表記） 

【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 

ただいまの件について、何か質問、意見等ありますか。ありましたらお願いします。 

 

〇田崎委員 

財産区の委員は変わりましたか？ 

 

〇支所長 

変わりました。荒川地区が３名。峰吉川はそのまま再任、船岡が１名、淀川が３名となっ

ております。全部で７名の方々が変わっております。 

 

〇会長 

他にありますか。ないようなので、その他として事務局からお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 ４月を迎え、職場などの人事異動やそれぞれの団体での改選等で入れ替わりがあるかと思

います。 

 そこで、その事実が発生した時には、先般、お届けしています変更届及び承諾書に必要事

項を記入していただき、私か佐藤まで、決定しだいお早めに提出してくださるようお願いし

ます。 
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 新年度第１回目の開催日は、秘書課等と調整した結果、久米正雄副市長の出席のもと、５

月１３日金曜日に開催することになりましたので、日程調整の上出席くださいますようお願

いします。 

  

〇支所長 

本日は大変お忙しい所、ご出席いただきまして本当にありがとうございます。 

みなさまの任期は来年の３月３１日ということですけど、私は３月をもちまして定年退職

を迎えることになりました。この支所に戻ってきまして３年間ということで、みなさん委員

の方々が新しくなったところで大変お世話になりまして本当にありがとうざいました。みな

さまに感謝申し上げます。 

今日のさきがけ新聞にも載っておりましたけども、私の後の支所長に佐川市民サービス課

長が４月からなりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

佐川市民サービス課長の後に、加藤市民サービス課参事が課長としてお世話になりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

館長はこのままもう１年おります。農林建設課長もそのまま１年おりますので一つよろし

くお願いしたいと思います。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

〇会長 

ありがとうございました。 

支所長が協和に来られてから私も自治基本条例などで行政に携わることが多くなり、私に

とって大変いい経験をさせてもらいました。これも支所長のお陰だと思っております。 

今後なお一層健康に留意され、お元気でお過ごしくださるよう、委員を代表して心よりお

祈りいたします。今まで本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 

〇会長 

これで、第 6回協和地域協議会を終了します。ありがとうございました。 

  

（午後３時５７分 閉会） 

 


