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平成２８年度 第１回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２８年５月１３日（金） 午後３時４５分 

 

■会  場：協和支所 ４階 大会議室 

 

■出席委員：１０名 

鈴 木 武 夫、豊 島 繁 實、小田島 盛 一、進 藤 泰 秀、 

佐々木 明 美、橋 本 琢 史、工 藤 浩 一、石 田 裕美子、 

今 野 弘 子、伊 藤 和 美 

         

■欠席委員： ７名 

田 崎   孝、菅 原 俊 一、畠 山   忍、佐 藤 智 治、 

堀 江 美 香、斉 藤 恵美子、佐 藤 幸 雄 

 

■出席職員：１５名 

久米 正雄（副市長）       高橋 正人（まちづくり課長） 

加藤健一郎（総合政策課副主幹）  高橋 靖弘（まちづくり課主席主査） 

佐川 浩資（協和支所長）     加藤 博勝（市民サービス課長） 

安田キヱ子（市民サービス課参事） 伊藤 博明（市民サービス課参事） 

阿部 慶彦（農林建設課長）    稲葉 久則（農林建設課参事）  

佐々木 稔（協和公民館長）    佐々木 春美（協和公民館参事） 

鈴木 政勝（協和公民館副主幹）  髙橋 幹彦（地域活性化推進室主幹） 

佐藤 進也（地域活性化推進室主査）      

 

■次 第： 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 委員紹介 

４ 職員紹介 

５ 会長あいさつ 

６ 市長あいさつ 

７ 協 議 

（１）地域枠予算申請事業について 

８ 報 告 

（１）平成２８年度支所行政組織等について 
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（２）平成２７年度地域協議会委員等の活動について 

（３）各支所における地域の魅力再発見事業について 

（４）だいせんまちづくり基本条例について 

（５）がんばる集落応援事業について 

（６）平成２８年度各地区振興協議会要望事項について   

（７）協和公民館の行事等について   

（８）秋田県神社庁新嘗祭献穀田御田植祭について   

（９）協和地域の行事等について   

９ その他 

１０ 閉 会 

 

 

（午後 ３時４５分 開会） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 それでは、ただいまから第 1回協和地域協議会を開会いたします。 

 まず最初に、4 月 1 日をもちまして、新たに就任されました委員の方に委嘱状の交付をい

たします。お名前をお呼びいたしますので、その場にご起立をお願いいたします。 

 大仙市立協和小学校 PTA会長 工藤浩一(くどうひろかず)様。 

 

（久米副市長から委嘱状交付） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 最初の会議になりますので、委員のご紹介をいたします。お名前をお呼びいたしますので、

その場にご起立願います。 

 

（協和地域協議会委員の紹介） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 ここで、本日出席している職員を、佐川支所長がご紹介いたします。 

 

〇佐川協和支所長（以下「支所長」と表記） 

 

（出席職員の紹介） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 続きまして、主催者を代表しまして、小田島会長がみなさまにごあいさつを申し上げます。 
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○小田島協和地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。今日は、久米副市長、そして本 

庁からも職員の方々に来ていただいております。いろんな角度からみなさんに説明していた

だきながら、協議していきながら、今後の体制を作っていきたいと思っております。みなさ

んからいいご意見をいただけたらと思います。これをお願いしまして、あいさつとさせてい

ただきたいと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 続きまして、久米副市長が、みなさまにごあいさつを申し上げます。 

 

〇久米副市長 

副市長の久米でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

はじめに、熊本県を中心に大きな傷跡を残している熊本地震により犠牲になられた方々 

とご遺族のみなさまに対し深くお悔やみを申し上げますととともに、被災され、いまなお不

自由な生活を強いられている多くのみなさまに、心からお見舞いを申し上げます。 

大仙市では、被災地支援のため、被災建築物の応急危険度の判定業務にあたる市職員を熊 

本へ派遣いたしました。建設部の職員である建築士４名が 被災地に向け出発し、４泊５日

の日程で支援活動にあたったところであります。今後も派遣要請に応じて対応してまいりた

いと考えております。また、市職員による義援金を現在とりまとめており、日赤を通じて、

被災地へ送る予定となっております。依然として大きな余震が続き、復興への道筋がいまだ

見えない状況ではありますが、被災地の一日も早い復興を心から願いたいと思います。 

それでは改めて、本日は大変ご多忙にもかかわらず平成２８年度第１回協和地域協議会に 

ご出席をいただき誠にありがとうございます。 

みなさまには、市民と行政との協働によるまちづくりの推進の核として、地域課題を解決 

する仕組みづくりや、地域枠予算の活用、各種計画への意見、そして、施策や事業に係る提

言の取りまとめなど、地域の特色を活かした活動を展開していただいております。 

また、昨年度は地域協議会並びに地域枠予算について、制度創設から一定の期間が経過し 

たことから、委員のみなさまから多くのご意見をいただくとともに、様々な角度から制度の

検証を行い、地域協議会の運営や地域住民への周知方法、地域枠予算の運用に係るガイドラ

インの改正など、深く掘り下げて見直しを行っていただいたところであります。この場をお

借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。 

さて、大仙市では、この度、平成２８年度から始まる１０年間の重点的な取り組みやまち 

づくりの基本を明らかにした市の新たな羅針盤となる第二次大仙市総合計画を策定いたしま

したが、この総合計画の策定に合わせ、地域協議会のみなさまからのご協力のもと、総合計

画の地域版となる地域振興計画も策定いたしております。この計画では、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組が示されております。 

今後、市が進むべき重要な道筋を示すこれら計画のもと、市民目線に立った実効性のある 

市政の運営にあたってまいりたいと考えております。 
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また、市では、昨年度から各支所に地域活性化推進室を設置し、地域の特性、・独自性を活 

かした地域おこしや地域活性化策の推進など、地域の顔づくりに取り組んでおりますが、そ

の具体的な事業として、今年度から全地域で地域の魅力再発見事業をスタートさせておりま

す。 

ここ協和地域では、協和地域の食材、食文化を知り尽くした「へちゃまげかあさん」が素 

材を使った食の開発を行い、県内外に広くアピールする取り組みを行うこととしております。

この取り組みを地域のみなさまと盛り上げ、大仙市そして協和地域の知名度アップを図り、

交流人口の増加と地域経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。 

また、協和地域の特色ある取り組みといたしましては、宮崎市との交流事業がありますが、 

今年も積極的に取り組んでまいります。 

ご案内のとおり、宮崎市とは、旧協和町時代の平成１３年に「有縁交流提携」を結び、現 

在まで毎年交流事業を実施しており、昨年度は、道の駅協和開設１０周年ということで宮崎

市長他１７名のみなさまから本市を訪れていただきました。今年度は、有縁交流提携締結か

ら１５周年を迎える年であることから、秋の宮崎市神宮大祭にあわせ、宮崎市にて記念事業

の開催を検討しております。 

また、夏には、青少年交流事業として、本市の中学生１２名が宮崎市を訪問し、佐土原地

域内にホームステイしながら、宮崎の中学生と交流を図る予定であります。この交流の中

では、南国ならではのサーフィン体験などの楽しいプログラムもあるようであります。こ

れからも両市の発展に結びつくような交流を進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、協和地域の主な事業についてお話ししますと、県営ほ場整備事業については、 

今年度からは下淀川地区で工事が実施されることとなっており、農地の集約化による生産基

盤の強化を図ってまいります。 

また、道路事業については、昨年度に引き続き市道境・野田・苅谷沢線の改良舗装事業と、 

市道白岩線の舗装打ち換え事業を実施し、交通の利便性と安全性の向上を図ります。平成２

６年度から実施している中央地区簡易水道浄水施設等更新事業については、新たな地下水源

の確保、ろ過設備及び配水池の更新を行い、今年度中の完成を目指し、現在事業を進めてお

ります。 

また、昨年度から実施しております淀川地区簡易水道水源新設事業についても、水源地の 

新設及び浄水場の増設を行い、平成２８年度までに安全で良質な浄水の安定供給を実現して

まいりたいと考えております。 

公民館事業につきましても、今年も市民のみなさまから優れた芸術文化を身近に感じてい 

ただける事業を積極的に推進するとともに、市民のみなさまによる芸術文化活動がさらに活

発になるよう引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 

 大仙市では、今後とも、こうした取り組みをはじめ、本市の発展・飛躍につながるような 

施策を展開するとともに、市民と行政との協働のもと、市民が誇りと責任を持って活躍で 

きるまちづくりを引き続き進めてまいりますので、委員のみなさまには、これまで以上のご 

理解とご協力をいただきますよう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、地域発展に資する契機となりま 
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すことをご期待申し上げますとともに、委員各位の益々のご活躍とご健勝を心からご祈念申

し上げまして、挨拶といたします。 

本日はどうぞ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。 

 このあとは、次第にのっとりまして、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、小田島会長が議事進行をつとめます。 

 それでは、会長、よろしくお願いします。 

 

○会長 

 それでは、次第に従い進めていきます。 

 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協議案件といたします。今回は、継続事業が６件申 

請されております。 

 最初に、第２１回きょうわミニコンサート事業について、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） 

【第 21回きょうわミニコンサート事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅰ型 

 第 21回きょうわミニコンサート 

 事業目的：コンサートを開催することで、協和地域にいながら芸術を楽しむ機会を創出し、 

将来の芸術家が育つ環境をつくること、また、地域の音楽会をつくることで、地 

域の活性化につなげることを目的とする。 

 申請団体：生涯学習部生涯学習課協和公民館 

 申 請 額：560,000円（報償費、旅費ほか） 

 

○会長 

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

お願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○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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○会長 

賛成多数で承認とします。 

 次に、花と緑のまちづくり事業について、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【花と緑のまちづくり事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅱ型 

平成２８年度花と緑のまちづくり事業 

 事業目的：地域の環境美化意識の醸成を図り、維持管理に携わることによる地域内のコミ 

ュニケーションと連携、そして地域を訪れる人々へ癒しを提供することを目的 

とする。 

 申請団体：合貝集落会 

 申 請 額：138,750円（消耗品費） 

 

○会長 

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

お願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。 

次に、大盛館「はな・花」満開事業について、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【大盛館「はな・花」満開事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅱ型 

 大盛館「はな・花」満開事業 

 事業目的：地域住民の交流を図り、大盛館への来館者を歓迎するとともに、国道を通過す 

る車窓から花を見てもらうことで心を和ませてもらうために行うもの。 

 申請団体：牛沢又部落会 

 申 請 額：136,100円（消耗品費） 

 



－7－ 

 

○会長 

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

お願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。次に、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、説明をお願いします。 

  

○事務局（地域活性化推進室） 

【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、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

 協和カラオケ発表大会及びボランティア活動事業 

 事業目的：生涯学習の振興と地域イベントへの参加、福祉施設へのボランティア活動を通 

じて、地域住民の融和を図ることを目的とする。 

 申請団体：協和カラオケ同好会 

 申 請 額：300,000円（報償費、印刷製本費ほか） 

 

○会長 

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

お願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。次に、荒川焼陶芸発信事業について、説明をお願いします。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

【荒川焼陶芸発信事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

荒川焼陶芸発信事業 

 事業目的：道の駅「協和」内にある遺跡陶芸の里を活用し、協和の荒川焼を広く PRしてい 

くことを目的とする。 

 申請団体：荒川焼陶芸同好会 

 申 請 額：300,000円（材料費・施設使用料ほか） 

 

○会長 

ありがとうございました。ただいまの件について、何か質問等ありますか。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） 

 講師の先生はどちらの方ですか？ 

 

〇加藤市民サービス課長 

昨年度までは、美短を卒業した職員の方がやっておりました。 

 

○会長 

何か他に質問等ありますか？ 

 

（「なし」の声あり） 

 

○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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。次に、日暮山頂桜トンネル育成事業について、説明をお願いし

ます。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【日暮山頂桜トンネル育成事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

 日暮山頂桜トンネル育成事業 

 事業目的：住民が連携して日暮山に植樹されている桜並木の育成・管理の共同作業を行う 
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ことで、住民同士の交流を図るとともに、桜の名所として認知してもらうこと 

を目的とする。 

 申請団体：日暮山頂桜トンネル育成会 

 申 請 額：200,000円（委託料、使用料及び賃借料ほか） 

 

○会長 

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

お願いします。 

 

〇石田 裕美子委員（以下「石田委員」と表記） 

これは、桜がなくなるまでテングス病など考えていかなければいけない問題だと思います。

今回４年目ということですけど、他の地域でも人がいなくなって、高齢化が進んでいて、 

他の地域の方でも地域枠予算を活用したいという声があるのではないかと思いました。 

この事業は来年度からもずっと出てくると思います。桜がきれいで、そこに地域の人が集

まってくることはいいことだと思うんです。ただ、それを維持するためにはずっとこの補助

金をずっと申請し続けなければならないのではないかと思いました。そのあたりはどう考え

たらいいのでしょうか？ 

 

〇支所長 

これまで、本庁の予算で大仙市桜守プロジェクトというものがありまして、各地域からそ

れぞれの桜の病気の枝を除去するために申請してもらって、そういう箇所が協和地域内でも

これまで数ヶ所あります。そして、それで及ばないところにはこの地域枠予算を活用しても

いいということがございました。 

本来では、桜守プロジェクトの事業で、市が事業主体ということではなくて、地域の住民

と協働でやるような事業でございまして、そちらを活用したいと思っておりますけれども、

予算の関係もありまして、その事業でできないところについては、地域枠予算も活用してい

きたいと思っております。 

 

○会長 

何か質問等ございますか？  

 

（「なし」の声あり） 

 

○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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○会長 

賛成多数で承認とします。 

次に、報告とします。最初に(1)の平成 28 年度支所行政組織等について、佐川支所長、説

明をお願いします。 

 

○支所長 

【平成 28年度支所行政組織等について、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、何か質問等ありますか。ありましたら

お願いします。 

 

〇石田委員 

ちょっと組織とは違うかもしれませんが、やすらぎの里のことが気になりまして、今どの

ような方がどれくらい入っているのでしょうか？  

 

〇支所長 

 生活支援ハウスにつきましては、昨年の夏場については、確か２人の入所者だったと思う

んですが、高齢者にとって冬場の生活は困難だと言うことで、入所者が７名～９名に増えて

いると聞いております。 

 

○会長 

何か他に質問等ありますか。ありましたらお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

 なければ、(1)の平成 28年度支所行政組織等についての報告を終了します。次に、(2)の平

成 27年度地域協議会委員等の活動について、髙橋主幹、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【平成 27年度地域協議会委員等の活動について、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はあります

か。ありましたら内容を簡潔にお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 
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○会長 

 なければ、(2)の平成 27年度地域協議会委員等の活動についての報告を終了します。 

次に、(3)の各支所における地域の魅力再発見事業について、引き続き髙橋主幹、説明をお

願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【各支所における地域の魅力再発見事業について、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はあります

か。ありましたら内容を簡潔にお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

 ないようですので、(3)の各支所における地域の魅力再発見事業についての報告を終了しま

す。次に、(4)のだいせんまちづくり基本条例について、総合政策課加藤副主幹、説明をお願

いします。 

 

〇総合政策課 

【だいせんまちづくり基本条例について、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ありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

 それでは、(4)のだいせんまちづくり基本条例についての報告を終了します。次に、(5)の

がんばる集落応援事業について、まちづくり課高橋主席主査、説明をお願いします。 

 

〇まちづくり課 

【がんばる集落応援事業について、配布資料に基づき説明】 

 

○会長 

 ありがとうございました。 
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 ただいまの件について、何かお聞きになりたいことはありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

 ないようですので、(5)のがんばる集落応援事業についての報告を終了します。次に、(6)

の平成 28年度各地区振興協議会要望事項について、佐川支所長より概要を説明していただき、

要望件数の多い農林建設関係については、阿部農林建設課長から説明をしていただきます。

それでは、佐川支所長お願いします。 

 

〇支所長、阿部農林建設課長 

【平成 28年度各地区振興協議会要望事項について、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はありますか。ありましたら内容を簡

潔にお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

 ないようですので、(6)の平成 28 年度各地区振興協議会要望事項についての報告を終了し

ます。 次に、(7)の協和公民館の行事等について、佐々木館長お願いします。 

 

〇佐々木協和公民館長 

【協和公民館の行事等について、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はありますか。ありましたら内容を簡

潔にお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

 なければ、(7)の協和公民館の行事等についての報告を終了します。次に、(8)の秋田県神

社庁新嘗祭献穀田御田植祭について、佐川支所長お願いします。 
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〇支所長 

【秋田県神社庁新嘗祭献穀田御田植祭について、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はありま

すか。ありましたら内容を簡潔にお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

 ないようですので、(8)の秋田県神社庁新嘗祭献穀田御田植祭についての報告を終了します。 

次に、(9)の協和地域の行事等について、引き続き佐川支所長お願いします。 

 

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はありますか。ありましたら内容を簡

潔にお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

 なければ、(9)の協和地域の行事等についての報告を終了します。次に、９．その他ですが、

皆さんから何かありますか。 

 

〇鈴木委員 

 非常に資料のボリュームも多いので、できれば資料を事前配布していただきたいと思いま

す。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 わかりました。次回から対応させていただきます。 

 

○会長 

事務局から何かありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 特にありません。 
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〇会長 

ありがとうございました。これで、第１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。長い時間お疲れさまでした。 

  

（午後５時３９分 閉会） 

 


