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平成２８年度 第２回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２８年６月２１日（火） 午後２時 

■会  場：協和支所 ４階 大会議室 

 

■出席委員：１０名 

鈴 木 武 夫、田 崎   孝、豊 島 繁 實、小田島 盛 一、 

菅 原 俊 一、畠 山   忍、佐 藤 智 治、堀 江 美 香、 

石 田 裕美子、今 野 弘 子 

         

■欠席委員： ７名 

渡 邊 恭 悦、佐々木 明 美、橋 本 琢 史、工 藤 浩 一、 

伊 藤 和 美、斉 藤 恵美子、佐 藤 幸 雄 

 

■出席職員：１５名 

佐々木隆幸（総務課参事）     三浦 政輝（総務課主席主査） 

佐々木顕彦（総務課主任）     五十嵐秀美（総合政策課長） 

鈴木 一徳（総合政策課主任）   高橋 靖弘（まちづくり課主席主査） 

佐川 浩資（協和支所長）     伊藤 博明（市民サービス課参事） 

佐々木 稔（協和公民館長）    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 会長あいさつ 

４ 協 議 

（１）地域枠予算申請事業について 

５ 依 頼 

（１）新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について 

（２）移住・定住に関する推進体制整備支援事業について 

６ 報 告 

（１）大仙市公共施設等総合管理計画（案）の概要説明について 

（２）平成２７年度地域枠予算事業の実績について 

（３）協和地域の行事等について 

７ その他 
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８ 閉 会 

 

 

（午後２時 開会） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 本日は、大変お忙しいところご出席くださいまして誠にありがとうございます。 

 最初に、市民サービス課長の加藤は本庁で会議のため参事の伊藤が代理出席、阿部農林建

設課長は国土交通省との会議で欠席、公民館長の佐々木は本庁で会議であり欠席となります

のでご了承願います。 

 また、先程委嘱状を交付する予定であった渡邊恭悦さんから急遽出席できなくなった旨の

連絡をいただきました。委嘱状につきましては、後日交付したいと思います。 

 ただいまから第２回協和地域協議会を開会いたします。 

 ここで、佐川支所長は、農林建設課長と同様、４時からの国土交通省との会議がありまし

て、ここで退席しますのでご了承願います。 

 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。  

 

○小田島地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

今日は暑い中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は議題がたくさんあ

りまして、地域枠予算は新規が１件と継続が６件あります。事前に委員の方々に配布されて

いてそれを見ていただいていると思います。 

また、今日は本庁のほうから職員のみなさまがいらっしゃっています。誠にありがとうご

ざいます。私たちにわかるように説明していただき、そして活発に議論していきたいと思い

ますのでどうか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。 

資料についてですが、事前配布させていただいたものとは別に机の上にあると思います。

大仙市公共施設等総合管理計画が報告１－１から１－４まであると思います。それから、昨

年地域枠予算で承認いただきました協和中学校４０周年記念誌が１冊あると思います。そし

て、これも昨年度みなさまからご協議をいただきました協和地域振興計画、今月１日ですけ

ど、全戸配布をしたところでございます。委員のみなさまにはもう１冊お渡ししたというと

ころでございます。 

本日は、本庁より大仙市公共施設等総合管理計画（案）の概要説明について、総務部総務

課から３名の方々に来てもらっています。そして、新市建設計画の変更説明には、企画部五

十嵐部長待遇と担当者の方、それから移住定住に関する推進体制整備支援事業については、

まちづくり課の方がきております。 

 このあとは、次第に則りまして、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
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規定により、小田島会長が議事進行を務めます。 

 その前に、次第の６番報告（１）大仙市公共施設等総合管理計画（案）の概要説明につい

て、プロジェクターを使用して説明しますので、この報告案件を最初に行うこととし、他の

案件は次第のとおり進めていきます。 

 それでは、準備のため、しばらくお待ちください。 

 

（総務課でプロジェクターの設置） 

 

〇会長 

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、次第の６番報告（１）大仙市公共施設等総合管理計画（案）の概要説明につい

てよろしくお願いします。 

 

○総務課 

 【大仙市公共施設等総合管理計画（案）の概要説明について、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、何かご質問ご意見等ありましたらお願いしたいと思います。 

 

〇堀江美香委員（以下「堀江委員」と表記） 

これとは違うことかもしれませんが、若い２０代とかの年代の人に市の方から大仙市の未

来のためのまちづくりアンケートのようなものが来ていて、大仙市の中で自分たちが住んで

いくための希望を聞くようなアンケートがあったんですけど、その中に子どもたちが集える

場所が欲しいとか意見がありました。今回説明もらったものは廃止していったり、見直しし

たりするという案だと思いますが、市役所の課同士の連携は取れているのでしょうか？ 

 

〇佐々木隆幸総務課参事（以下「佐々木総務課参事」と表記） 

私の方で説明したものについては、現在ある施設をどうしようかということをテーマにし

ております。よって、新しい施設ができた場合は、それはできた時点で今後３０年間はどう

いうふうな形にしていくのかというロードマップに、新しくできた時点で計画に載せるとい

うことになります。今ある施設のみについて、どうしようかというのがこの計画になります。 

また、この計画を作るにあたっては、市役所の中でさまざまな部門の方と協議しておりま

す。福祉の担当の人とか、道路の担当の人とか、それぞれの部門の代表のメンバーを集めて

協議した結果になります。もちろん、支所の方からも支所長を始め、担当職員もこの案を作

るにあたって参加してもらっていますので、全庁体制で作った案ということをご理解いただ
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きたいと思います。 

 

〇鈴木武夫委員（以下「鈴木委員」と表記） 

例えば、リフォームして再利用するという考えはありますか？ 

 

〇佐々木総務課参事 

今ある建物をリフォームして同じ目的で使う方向付けもこの中でしております。そして、

現在使っていない施設、学校統合とかで廃校となった校舎など、何にも使わないでいる施設

もありますけども、それについても有効活用できることがあった時点で、直して新たな目的

のために使う。場合によっては、直して誰かに使ってもらうとか、譲渡とかもあるかもしれ

ないですが、そういうことも検討していくような内容になっております。 

 

〇三浦政輝総務課主席主査 

先程、堀江委員からのご質問に関してですが、市民のニーズがどんどん変わっている中で、

空いているスペースがあるわけです。例えば、先ほどの若い人たちが新しいものが欲しいと

なった場合に、これを代用できないか、できないとすれば、他の機能を集約して新たな施設

を作るなど、トータルで考える計画としておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

〇会長 

ほかにありませんか。ないようですので、これで終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。  

 

○事務局（地域活性化推進室） 

ここで、器材の撤収作業を行いますので、しばらくお待ちください。 

 

（総務課でプロジェクターの撤去作業） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 大変お待たせをいたしました。引き続き、小田島会長、進行をお願いします。 

 

○会長 

 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、新規事業が１件、

継続事業が６件の計７件が申請されております。 

最初に、新規事業であります高寺バス待合室修繕事業について、高寺自治会の佐藤さん、

説明をお願いします。 

 

○高寺自治会 佐藤正 

【高寺バス待合室修繕事業について、配布資料に基づき説明】 
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・実施類型Ⅱ型 

  高寺バス待合室修繕事業 

  事業目的：高寺地域にあるバス待合室が経年劣化していることから、修繕して利用者の

安全性及び利便性の向上を図ることを目的とする。 

  申請団体：高寺自治会  

  申 請 額：70,913円（原材料費） 

 

○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 

 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） 

 

○会長 

全員賛成で承認とします。 

 次に、第３３回商工まつり「夜市」＆感謝フェスティバルについて、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【第 33回商工まつり「夜市」＆感謝フェスティバルについて、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

  第３３回商工まつり「夜市」＆感謝フェスティバル 

  事業目的：地域の賑わい創出と地域住民の交流の場を提供し、地域の活性化と商工業振

興に結び付けることを目的とする。 

  申請団体：商工まつり実行委員会  

  申 請 額：300,000円（需用費、報償費ほか） 

 

○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。ありましたら質問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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。 

次に、沢庄納涼演芸会について、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【沢庄納涼演芸会について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

  沢庄納涼演芸会 

  事業目的：沢内集落及び庄内集落の住民の交流の場を創出することで世代間交流を図り、

地域の活性化を促すことを目的とする。 

  申請団体：沢庄地区連絡協議会  

  申 請 額：300,000円（委託料、報償費ほか） 

 

○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。ありましたら質問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、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、淀川地区元気アップ事業について、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【淀川地区元気アップ事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

  淀川地区元気アップ事業 
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  事業目的：地区住民を対象とした活力向上のための事業を行い、生きがいのある地域社

会とするため。また、スポーツを楽しみながら健康増進、親睦・交流を図る

ため。 

  申請団体：淀川振興協議会  

  申 請 額：280,000円（報償費、需要費ほか） 

 

○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。 

 

〇石田裕美子委員（以下「石田委員」と表記） 

講師謝礼の５万円というのは、これはよどが祭りで使うものですか？講師は、どういう方

を予定されているのでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

まだ、講師は決まっていないようです。 

 

〇石田委員 

地域でやるには５万円というのは高いのではないかと思って聞いてみました。 

それから、８月２８日のグラウンドゴルフ大会とゲートボール大会、一緒のところでやる

のですか？また、雨天の場合はどうされるのですか？ 

 

〇会長 

一緒のところでやります。雨天の場合は体育館の中でやります。 

 

〇豊島繁實委員（以下「豊島委員」と表記） 

事業費が申請額同額の２８万円ということで、補助率１００％ということですけれども、

事業費に増減があった場合はどうするのでしょうか？事業費が増えたら補助金も追加して交

付されるのでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

事業費が増えても補助金は申請どおりの額となります。 

 

〇会長 

他にご質問はありますか？ 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 
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 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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。 

 次に、担い手活性化（納涼祭）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） 

【担い手活性化（納涼祭）事業について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

  担い手活性化（納涼祭）事業 

  事業目的：地域の人口が減少する中で、世代を超えた交流の場、地域の若者が率先して

活躍できる場を設けるため。 

  申請団体：担い手活性化事業実行委員会 

  申 請 額：200,000円（委託料、報償費ほか） 

 

○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 

 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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。 

 次に、本郷地区盆踊りについて、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【本郷地区盆踊りについて、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

  本郷地区盆踊り 

  事業目的：盆踊りを開催し、地域の生活文化の振興に寄与することを目的とする。 

  申請団体：本郷地区盆踊り実行委員会 
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  申 請 額：300,000円（委託料、報償費ほか） 

 

○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。 

 

〇石田委員 

絵灯籠を作ったり、地域の人たちが参加しているお祭りで非常に良いと思います。私は続

けて行って欲しいなと思います。 

 

〇今野弘子委員 

絵灯籠もすべて新しくではなく、破けたところを直したりしてずっと使ってやっています。

そうやって、毎年続けていくことで地域の連帯感も高まるし、いいことだと思います。ぜひ

皆さんも踊りに来てもらいたいと思います。 

 

○会長 

他に何か質問等ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。 

 次に、学童相撲唐松大会について、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【学童相撲唐松大会について、配布資料に基づき説明】 

・実施類型Ⅲ型 

  学童相撲唐松大会 

  事業目的：学童相撲唐松大会を開催し、地域の生活文化の振興に寄与することを目的と

する。 

  申請団体：学童相撲唐松大会実行委員会 

  申 請 額：90,000円（報償費、消耗品費ほか） 
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○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。 

 

〇堀江委員 

気軽に自由参加できるような、お楽しみの相撲の部門とかを設けて、ちょっとでも相撲に

興味を持ってもらえるような企画を考えたらいいのではないかと思いました。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

ありがとうございます。事業者にそのような意見があったということを伝えたいと思いま

す。 

 

〇石田委員 

子どもが参加すれば、親たちもついてきます。そうなれば唐松神社も見て行ってもらえる

でしょうし、そういった効果を見込んで、どんどんそういった取り組みをやっていることを

アピールしていったらいいのではないかと思いました。事業者さんに伝えていただければと

思います。 

 

○会長 

他にはありませんか？  

 

（「なし」の声あり） 

 

○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） 

 

○会長 

賛成多数で承認とします。  

 次に、依頼事案です。 

 最初に(1)の新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について、ご説明願いたいと思

います。 

 

〇総合政策課 

【新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について、配布資料に基づき説明】 

 

〇会長 
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 ありがとうございました。 

 ただいまの件について、お聞きになりたい点がございましたら、お願いします。 

 

〇菅原俊一委員（以下「菅原委員」と表記） 

国でも地方が良くならなければならないといけないということを言っているので、合併し

て大きい所ばかり良くなっても全体として良くならないと思う。周辺が良くなれば自然に中

心部が良くなる。そうしていかなければいけない時代になったということで、国でも地方創

生というふうにやっていると思うけど、それが住民にいまいち理解されていないのではない

か。結局、田舎だから何もできないだろうとあきらめていると活性化にならないのではない

かなと思っている。地域の人たちがそのことを理解して、まずはがんばることではないかな

と思います。 

 

〇五十嵐秀美総合政策課長（以下「五十嵐総合政策課長」と表記） 

菅原委員が言ったとおりで、われわれも計画を作るのですが、やっぱり市民と協働でなけ

ればできないと感じております。 

市が一方的に支援など、補助金を出しても長続きしないなと思っています。民の方々がや

るものに対して市と両輪でやっていかなければ、活性化とか交流人口の拡大とか、そういっ

たものは達成できないのではないかなと感じております。 

秋田杉の問題とか、農地の問題とか、遊休農地とかのさまざまな施策を各地でうっており

ます。そういったところが、我々旧町村のほうの課題なのかなと思っております。この前、

知事も移住定住の中で、秋田県で何人移住定住しているのといったときに１２０何人だとい

うことです。１２０何人が移住定住しているくらいですから、市町村割にしてみたら我々の

ところには何人というところも見えてくるわけですけども、やっぱり数字よりもその行為そ

のものが実っていかなければならないのかなと思っております。 

ただ、我々が研修しに行った五城目では、ものすごい移住定住が進んでいます。馬場目小

学校というところで、我々が行った時、５社ありまして、１０社は今年クリアできるという

ことでした。その他に、若い人と首都圏からくる人が朝市をバックアップしておりましたの

で、そういった活動が賑わいや移住定住に結び付いているのではないかなと感じてきたとこ

ろです。８月には、そういった講演会を企画しているようでしたので、そういったところを

参考にしていただければ、我々も大変ありがたいですし、ご意見をぜひともいただきたいと

思います。 

 

○会長 

ありがとうございました。 

それでは、(1)の新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更についてを終了したいと思

います。 

次に、(2)の移住・定住に関する推進体制整備支援事業について、説明願いたいと思います。 
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〇まちづくり課 

【移住・定住に関する推進体制整備支援事業について、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、何かお聞きになりたいことはありますか。ありましたらお願いし

ます。 

 

〇堀江委員 

これは始まったばかりのものだと思いますが、大仙市まち・ひと・しごとと書いています

けど、この３つのうちどれを先に走らせるとかあるのでしょうか？ 

 

〇五十嵐総合政策課長 

これは地域性があると思いますが、やっぱり雇用がないといけないと思います。雇用があ

ればすべてが付いてくる話だと思います。ただ、これは地域性がありますので、順番を付け

るというものではなくて、地域にとって手を付けて行かなければならないものを探した方が

いいと思います。 

例えば、雇用というのはなかなか市も企業もがんばっても、急激に増えるという話はなく

て、私の中で理解しているのは、若者が賑わい創出を図っている町がどんどん移住とか定住

とか、雇用が生まれている話もありますので、順番よりもその町に合ったものを一つ手を付

けていかなければならないというふうに思っております。若者が定住するということは、何

らかの形で雇用も生まれてくるでしょうし、人口交流が定住移住に繋がっていくという報告

もされております。我々は前職で花火産業構想というもので雇用を生ませることと、販路拡

大とかやりましたけども、やっぱり賑わい創出とか本来の企業誘致とかそういったものがあ

ろうかと思いますので、それに偏ることなく、市民と一緒にやらなければいけないように思

っております。ですから、順番はここではつけられないのかなと思っております。みなさん

が提案して、どれから手を付けて行かなければならないのかというところを協議して参りた

いと思います。 

 

〇会長 

ありがとうございました。他にありませんか？ 

 

〇石田委員 

ちょっとずれるかもしれないのですが、やはり仕事がないことが一番だと思います。若者

が定住しているところにいろんなものがくっついていくのもわかります。 

ただ、若者だけではなくて、私も年を取ってから思うことなのですが、今住んでいる人た

ちが自分の住んでいるところが楽しくなければ次の世代にここに住めとは絶対に言えないと

思います。 
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協和であれば秋田にも通える距離なわけです。大仙市の中にいるけども、大仙市に仕事が

なくても、秋田にでも行けるわけですよ。ここに住んでいる親が、仕事もなくて雪も多いよ

と言っていれば、定住している人が少なくなるのもわかる気がします。 

年をとれば何もできないのではなくて、限界集落だとしても住んでいる本人たちがそう思

っていない暮らし方をすればなんの問題もないわけだし、そういう人たちが本当に欲しいも

のややりたいことは、その人たちの年になってみないとわからないことだと思います。少子

高齢化が悪いというように言われますが、実際に住んでいる人に悲観的な気持ちを持たせな

いということも大切なのではないかと思います。 

また、仕事がないから戻ってこられないという問題もありますが、就職の情報が出てくる

のが遅いというのもあって、どうしても県外に仕事を決めてしまうようです。大きい工場と

か企業を持って来るということだけではなくて、早めに就職の情報を出すということも大事

なのではないかと思います。 

 

〇五十嵐総合政策課長 

住みよい街が一番いいのではないかなという話があります。各地域で除排雪を地域ぐるみ

でやるとかそういった取り組みもされております。私も基本的には住みよい街が一番望んで

いるところです。これは年齢に関係なくて、住みよい街であって欲しいなと我々も思ってお

ります。 

雇用の開示の関係ですが、中小企業というのは、零細企業ですので、経済動向が大きく影

響してきます。大手は経済動向関係なく打って出るという話なんですが、中小ですと経済の

行動を見まして、今年最後の３月頃に１名採れるのか、そういったレベルの話でしか現実は

できないです。大手で資金繰りができて、人を育てるとかそういった企業がなかなかいない

というところで、募集なんかも遅れてしまう。大曲商工会議所さんと一緒に回って見ればそ

ういったふうに感じます。 

 

〇会長 

はい。ありがとうございます。そうすれば、(2)の移住・定住に関する推進体制整備支援事

業についてを終了します。 

次に、報告案件に移ります。 

 (2)の平成 27年度地域枠予算事業の実績について、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年度地域枠予算事業の実績について、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、何かお聞きになりたいことはありますか。ありましたらお願いし

ます。 
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なければ、(2)の平成 27年度地域枠予算事業の実績についてを終了します。 

次に、(3)の協和地域の行事等について、支所長報告ではありますが、退席していますので、

支所長代理として、伊藤参事、説明をお願いします。 

 

〇伊藤 博明市民サービス課参事 

【協和地域の行事等について、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、何かお聞きになりたいことはありますか。ありましたらお願いし

ます。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 なければ、(3)の協和地域の行事等についての報告を終了します。 

次に、7のその他ですが、皆さんから何かありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇会長 

 ありがとうございました。事務局から何かありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

８月２１日の全体研修会が終わった後、その話をもって第３回の地域協議会を開きたいと

思っております。今のところ大曲の花火が終わった後ということで９月上旪から９月中旪の

間に開催する予定です。 

 

〇会長 

 これで、第２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４時１２分 閉会） 

 


