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平成２９年度 第１回協和地域協議会 会議録 

 

 

 

■日  時：平成２９年５月１０日（水） 午後３時３０分 

■会  場：協和支所 ４階 大会議室 

 

■出席委員：１６名 

田 崎   孝、豊 島 繁 實、武 藤 利 雄、奥 田 聖名子、 

伊 藤 泰 子、佐 藤 仁 美、今 野 弘 子、斉 藤 陽 子、 

三 浦 孝 一、工 藤 幹 子、斎 藤 善 嗣、工 藤 浩 一、 

佐 藤 幸 雄、進 藤 崇 子、豊 島 雅 夫、伊 藤 和 美 

         

■欠席委員： ３名 

鈴 木 武 夫、佐 藤 智 治、豊 嶋 一 郎 

 

■出席職員：７名 

五十嵐 秀美（企画部長）、煙山 斉（総合政策課主席主査）、 

加藤 博勝（協和支所長）、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）、稲葉 久則（農林建設課長）、 

今 辻子（協和公民館長） 

 

■次  第 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 職員紹介 

４ 会長及び副会長の選出について 

５ 会長あいさつ 

６ 協議 

（１） 大仙市地域公共交通活性化再生協議会の委員推薦について 

（２） 地域枠予算申請事業について 

７ 報 告 

（１）平成 29年度支所行政組織等について 

（２）平成 29年度主要事業について 

（３）平成 28年度地域協議会等開催状況について 

（４）地域の魅力再発見事業について 



－2－ 

 

（５）地域枠予算申請事業について 

（６）人口減少対策について 

（７）協和地域の行事等について 

８ その他 

９ 閉 会 

 

 

（午後３時３０分開会） 

 

○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。 

 本日の資料を事前に配布したところですが、このたびの会議において支所各課からの情報

提供はありません。企画部総合政策課より情報提供がありましたので、後ほど、担当者より

報告していただきます。 

 ただいまから、新委員による第 1回協和地域協議会を開会いたします。 

 最初に、4月 1日付け及び 4月 23日付けで委員になられました皆様に委嘱状を交付いたし

ます。 

 所属と御名前をお呼びいたしますので、その場でお立ちになり、支所長より委嘱状をお受

け取り願います。 

 

【 支所長 委嘱状交付 】 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

続きまして、職員を加藤支所長が紹介いたします。 

 

【 支所長 職員紹介 】 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

次に、会長及び副会長の選出を行います。 

 大仙市地域自治区の設置等に関する条例第 6 条の規定により、地域協議会に委員の互選に

より会長及び副会長を置くことになっております。 

 今後３年間、この会の取りまとめ役・舵取り役をしていただくことになります会長並びに

副会長を決めます。 

どのように選出したらよろしいでしょうか。 

 

（「事務局一任」の声あり） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 
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ただいま、事務局一任の声があがりましたが、こちらの素案を発表いたします。 

まず、会長には船岡地区振興協議会推薦、豊島繁實さん。副会長には、学識経験者でござ

います佐藤幸雄さんと考えます。 

 委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 ありがとうございます。 

 それでは、豊島新会長並びに佐藤新副会長は、前方の席に移動願います。 

ここで、お二人より一言いただきます。最初に、豊島会長お願いいたします。 

 

○豊島地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

 ただ今、会長に選出されました、船岡の豊島でございます。 

前任者の小田島会長に少しでも近づきたいなと思っておりますので、役目を精一杯果たし

たいと思っております。 

皆様のご協力をお願いしたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

ありがとうございました。 

 次に、佐藤副会長、お願いいたします。 

 

○佐藤地域協議会副会長（以下「副会長」と表記） 

 副会長を仰せつかりました佐藤幸雄と申します。峰吉川からきました。 

会長の足手まといにならないように務めていきたいと思っております。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。 

 ここで、改めまして、主催者を代表しまして、豊島会長が皆様にごあいさつを申し上げま

す。 

 

○会長 

 私達、地域協議会の役目については、委嘱状交付式に皆様にお配りしている資料でご覧に

なっていることと思いますけど、この協和地域において、課題等について私達自身がそれを

協議して大仙市に対して意見書を送付することもできますので、そういう重要な役割を持っ

ております。 

発言をする際には、協和地域の視点に立って、あるいは大仙市全体の立場に立って話をし
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ていただければ大変ありがたいなと思っております。 

こういうことを言っちゃいけないのかな、など迷いもあるかなと思いますけど、迷ったと

きであっても発言するように心掛けていただければありがたいと思います。 

この３年間、このメンバーで地域協議会を担っていくわけでございますので、皆様方のご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

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

規定により、豊島会長が議事進行を務めます。 

会長よろしくお願いいたします。 

 

○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、次第に従い進めて参ります。 

 最初は、6(1)「大仙市地域公共交通活性化再生協議会の委員推薦について」を協議案件と

いたします。 

 髙橋主幹、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【大仙市地域公共交通活性化再生協議会の委員推薦について説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。ただいまの件について、どなたを推薦したらいいでしょうか。 

 

（「事務局案はありませんか」の声あり） 

 

○会長 

ただいま、事務局案との意見がありましたので、事務局案があればお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 今回、4月 15日の地域協議会委員の研修会の際に、地域の活性化などを話し、積極的な考

えの持ち主であると確信し、このたび、初めて委員に就任されました斉藤陽子委員と考えま

す。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

ただいま、事務局から斉藤陽子委員と発表がありましたが、どうでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

それでは、協和代表の地域公共交通活性化再生協議会委員に斉藤陽子委員と決定いたしま

す。 

次は、6(2)「地域枠予算申請事業について」を協議案件といたします。 

今回は、Ⅰ型の新規事業が 2 件、継続事業が 1 件、Ⅱ型の継続事業として 1 件、Ⅲ型の新

規事業が 1件、継続事業が 3件の計 8件申請されております。 

最初に、Ⅰ型の新規事業、2017まほろばコレクション オータムファッションショー及び

吉本芸人と秋田美人に会わへんか～の 2件を一括で髙橋主幹より説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

 

・実施類型Ⅰ型 

１．２０１７まほろばコレクション オータムファッションショー 

事業目的：施設の利用促進と利用者サービスの向上、そして、効果的な広報・宣伝を 

図るため、能楽殿でファッションショーを行う。 

担当課：地域活性化推進室 

申請額：５０１，１２０円（委託料、使用料及び賃借料） 

 

２．吉本芸人と秋田美人に会わへんか～ 

事業目的：芸術文化を提供できる施設等があっても、魅力あるイベントや気軽に参加 

できるイベントが少ないことから、落語やトークによって楽しめるイベン 

トを開催する。 

担当課：地域活性化推進室 

申請額：４７９，７２０円（報償費、旅費、広告費、手数料） 

 

○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。 

 

○田崎 孝委員（以下「田崎委員」と表記） 

これには協和の人は入ることができますか？（出演者として） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 
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寄席ができる方がいればいいですが、協和地域の中でなると、いるかどうかちょっとわか

りません。 

 

○田崎委員 

もっと地元住民が参加できるイベントが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） 

地域内で落語ができる方がいるかどうかについては、もう一度探しまして、いた場合はお

願いしたいと思います。 

また、例えば、大喜利を参加者から募るなど地域の方々が参加できるようにしたいと思っ

ております。 

 

○会長 

 他になければ、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 

それでは、承認といたします。 

次に、Ⅰ型継続事業について、佐藤主査、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・実施類型Ⅰ型 

第 22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、地域に根ざしたコン 

サートを開催することで、地域の活性化につなげることを目的とする。 

担当課：協和公民館 

申請額：５００，０００円（委託料） 

 

○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。 

 

○今野 弘子委員 

このミニコンサートは、地域のあらゆる人たちが肩肘張らずに参加できる非常にいいイベ
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ントです。こういったイベントはぜひ続けていって欲しいなと思います。 

 

○会長 

他にありませんか。 

 

○伊藤 泰子委員 

謝礼金４４万円とありますが、これはプロの方に謝礼を支払うということですか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 会員を含む出演者が９人となっておりまして、出演される方々に支出されます。 

 

○会長 

 他になければ、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 

それでは、承認といたします。 

次に、Ⅱ型継続事業について、引き続き佐藤主査より説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・実施類型Ⅱ型 

平成２９年度花と緑のまちづくり事業 

事業目的：地域の環境美化の意識の醸成を図り、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：１５２，８５０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。ありましたら質問内容を簡潔にお願いし

ます。 

 

○副会長 

平成２８年度の事業費が、３９１，５６７円、今年度の事業費が１５２,８５０円となって

おります。これはどういうことなのでしょうか？ 
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○事務局（地域活性化推進室） 

今回、総事業費が１５２,８５０円と書かせていただいておりますが、これは決して事業が

縮小したわけではありません。 

これまで合貝自治会では、地域枠予算の対象箇所以外にもさまざまなところに植栽をされ

ています。それは、自己負担であったりするわけですが、これまではそのような箇所を含め

た事業費として申請されておりました。ただ、今回は実際の地域枠予算の対象箇所としての

事業費を出していただきましたので、そのような金額になっております。 

 

○会長 

 他になければ、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 

それでは、承認といたします。 

次に、Ⅲ型新規事業であります中淀川地域がんばる集落応援事業について、中淀川自治連

絡協議会 会長 安田正一さん、説明をお願いします。 

 

○中淀川自治連絡協議会長 安田正一氏 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・実施類型Ⅲ型 

中淀川地域がんばる集落応援事業 

事業目的：地域住民のコミュニティ向上と地域の活性化のため、地域内の中淀川世代

交流福祉館（温泉・体育施設・集会施設等の複合機能施設）及び隣接の野

球場や伝統ある諏訪神社等を拠点として、子どもから高齢者まで世代間の

交流が図られるイベントを開催。伝統文化の継承やステージイベント等の

交流により、地域の活性化を図ることを目的とする。 

申請団体：中淀川自治連絡協議会 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

○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 

 なければ、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 

それでは、承認といたします。承認されましたので、後日、決定通知書を送付しますので、

事業の適正な執行に努めてくださるようお願いします。では、安田さん、お疲れさまでした。 

 次に、Ⅲ型継続事業について 3件を一括で、佐藤主査、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・実施類型Ⅲ型 

１．福祉教育ボランティア事業 

事業目的：社会教育の団体として、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：１７０，０００円（補助金） 

 

２．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（補助金） 

 

３．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（補助金） 

 

○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。 
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○伊藤 泰子委員 

要望ですが、福祉教育ボランティア事業というものがありました。お弁当を配る役割が民

生委員なんですね。できれば、配布するボランティアを広報等通じて募集したりはできない

ものでしょうか？ 

私自身、受け持つところが１１戸もあるんですね。それも中学生を乗せてなんです。コミ

ュニケーションを図りながらなので、どうしても時間がかかります。ですから、できれば配

達できるボランティアを広報等で呼びかけることは可能でしょうか？ 

 

○今協和公民館長（以下「公民館長」） 

毎年のように、民生委員の方、また社協の方々にご協力をいただきながら、事業を進める

ことができております。本当にありがとうございます。 

今、伊藤委員が言われたように冬の事業でございまして、今後の役員会等の中で検討し、

できるだけ今年度から対策をとりたいと思います。 

 

○会長 

 他になければ、採決を取ります。この３つの事業について承認される方は挙手願います。 

 

（多数の挙手あり） 

 

○会長 

それでは、承認といたします。 

 次は、報告といたします。最初に、7(1)平成 29年度支所行政組織等についてを、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 29年度支所行政組織等について説明】 

 

○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。ありましたら質問内容を簡潔にお願いし

ます。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 なければ、(1)平成 29年度支所行政組織等についてを終了します。 

 続いて、(2)平成 29 年度主要事業について、地域活性化推進室、市民サービス課、農林建

設課、公民館の順番に説明をお願いします。最初は、髙橋主幹、説明をお願いします。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

【平成 29年度主要事業について説明】 

 

○会長 

続いて、市民サービス課の分をお願いします。 

 

○支所長 

【平成 29年度主要事業について説明】 

 

○会長 

続いて、稲葉課長、お願いします。 

 

○稲葉農林建設課長 

【平成 29年度主要事業について説明】 

 

○会長 

続いて、今館長、お願いします。 

 

○公民館長 

【平成 29年度主要事業について説明】 

 

○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、もう少し詳しく聞きたいことはあります

か。 

 

○武藤 利雄委員 

環境保全基金は、現在どれくらいあるのでしょうか？ 

 

○支所長 

 約１億円弱あるかと思います。毎年２,３００万円ずつ県の方から入ってきております。 

 

○斉藤 陽子委員 

地域の中に子ども達が気軽に集える場が必要だと思いますがどうでしょうか。 

 

○公民館長 

特に市民センター「和ピア」は、いろいろな人が気軽に集える憩いの場であるべきだと思

っております。また、協和の中にも児童館がありますので、連携をとりながらやっていきた
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いと思います。 

 

○五十嵐企画部長（以下「企画部長」と表記） 

 この問題については、実は高橋君から相談されております。 

「子ども」というところと、人口減少における「拠点」というところで、先ほど話しされ

た内容を協和地域の中で将来的にできないかということで、若者の定住と結びつけながら、

事業を組み立てていかなければならないという話をしております。 

そういった課題は私達も身近に感じておりますので、みなさんの中からも要望として出し

ていただければと思っております。 

 

○会長 

 他になければ、(2)平成 29年度主要事業についてを終了します。 

 次に、(3)平成 28年度地域協議会等開催状況についてを、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 28年度地域協議会等開催状況について説明】 

 

○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） 

 

 なければ、(3)平成 28年度地域協議会等開催状況についてを終了します。 

次に、(4)地域の魅力再発見事業についてを、髙橋主幹、佐藤主査、報告をお願いします。 

 

○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） 

 

 ないようですので、(4)地域の魅力再発見事業についての報告を終わります。 



－13－ 

 

 次に、(5)地域枠予算事業申請ですが、３月に承認になったⅠ型について、髙橋主幹、報告

をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

・実施類型Ⅰ型 

事業名：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、観光スポットや旬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。 

担当課：地域活性化推進室 

申請額：６１７，１８４円（報償費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費） 

 

○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） 

 

 ないようですので、(5)地域枠予算事業申請についての報告を終わります。 

次に、昨年度、総合政策課内に新たに設置されました人口対策班長の煙山斉主席主査にお

越しいただきましたので、(6)大仙市の人口減少対策について、報告をいただきます。 

 煙山主席主査、お願いします。 

 

○煙山総合政策課主席主査 

【大仙市の人口減少対策について報告】 

 

○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。せっかくの機会であり

ますので、遠慮せずに質問してください。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 ないようですので、(6)大仙市の人口減少対策についての報告を終わります。 

 報告の最後になります。(7)協和地域の行事等についてを、加藤支所長、報告をお願いしま

す。 
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○支所長 

【協和地域の行事等について報告】 

 

○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） 

 

 ないようですので、(7)協和地域の行事等についての報告を終わります。 

 

○会長 

8その他ですが、委員の皆さんから何かありますか。五十嵐部長、何か追加でありますか。 

 

○企画部長 

４月１５日地域協議会の全体研修会が行われ、そのときに市長もあいさつで述べられてお

りますし、４月１９日、初臨時議会で市長が所信表明というところで述べられております。 

先ほどからいろんな方々から質問されている事項も入っておりますし、協働のまちづくり

というところで、地域協議会が関わる部分がありますので、私なりに簡単に説明させていた

だきます。 

お手元にあります所信表明の資料の２ページの中段から市長の言葉なんですけど、「明日の

大仙を拓く新たなチャレンジとして、大きく２つのまちづくりを進めてまいります。」という

ことを述べられております。 

一つは「大仙市のすべての地域をすみずみまで元気にするまちづくり」、そして、もう一つ

が、「市民の皆様が住み良さを実感し、将来に希望が持てるまちづくり」でありますというこ

とでございます。 

大仙市の元気は、各地域の元気から生まれますということで、前と違って、各地域という

のは、例えば協和地域とか西仙北地域とか、そういったものを示してございます。 

「各地域の特色を強みとして生かした取り組みを積極的に展開し、市全体を元気にするま

ちづくりを進めてまいります」というところが、二つの中で大きなところです。この部分に

ついては、我々部長も支所長職にも訓示もされております。 

それと、３ページ目。「１つ目は、地域の商工業振興と企業誘致強化であります」というと

ころです。 

そして、４ページ目でございます。「企業誘致実現に向けた積極的な施策を展開してまいり

たいと考えております。さらに、こうした取組とあわせ、多くの市民が望む働く場の確保に

ついても、自ら各企業に足を運び、雇用枠確保の要請をさせていただくとともに、市の雇用

支援策を充実させ、一人でも多くの就業に結びつけてまいります。」とあります。 
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そして、５ページのところで、稲葉課長からもあったんですが、「中山間地農業への支援、

ほ場整備の促進、畜産や林業の振興、６次産業化などをより一層進め、厳しい農業の現状を

打開し、農業所得の向上と大仙ブランドの確立を目指してまいります。」ということです。 

３つ目なんですけど、「若者がチャレンジできる環境づくりであります。」というところで、 

ここの部分は、下から三行目の「若者の意見や声を反映させながら、起業支援や就農支援、

ベンチャービジネスの育成支援など必要な環境づくりを行い、将来の大仙市を支える担い手

の育成を推進してまいります」と述べられております。こういったところで、先ほど煙山君

の方から話ありましたけども、若者の意見を聞きながらというところをますます進めていく

のかなと思っております。 

６ページ目お願いします。 

４つ目は「子育て・教育の充実であります」というところで、中段の「とりわけ、保育サ

ービスの充実については、女性がより活躍できる社会を構築していくためには欠かすことが

できない要素でありますので、待遇改善による保育士の安定的な確保等、待機児童ゼロの実

現に向けた対策などに取り組んでまいります。」という部分が強く述べられております。 

５つ目は、「医療・福祉の充実であります」というところです。「高齢者自身が心豊かで生

きがいを持ち、充実した人生を過ごすことができるよう、健康づくりや介護予防活動に身近

な場所で積極的に取り組むことができる環境づくりを進めてまいります。」という内容になっ

ております。 

６つ目は、「地方創生への挑戦であります」というところで、ここの二行目、「花火を核と

した新たな産業を創出し、国内のみならず世界進出も視野に入れた構想として、私は地方創

生のモデルとも言えるものと考えており、この取組をさらに推進してまいります」となって

おります。 

みなさまのお手元の資料に炭焼きの機械がついております。 

この花火産業構想というのは、恐らくみなさん大曲の話ではないかなと思っているかもし

れません。実は、協和地域の花火産業構想で今年、国の推進交付金が決まりました。この人

口釜４台で協和地域からスタートしていくということになっております。淀川財産区の松と

か船岡財産区のところとか、今年からこの花火産業構想の原料となる松炭を協和地域から焼

いていくという話です。そこで、若者の定住とか雇用も期待できるというところでございま

す。 

次のページにいきたいと思います。 

８ページの下の部分、「私は、花火産業構想に続く第２、第３の夢のある活性化構想に取り

組んでまいりたいと考えております。大仙市には花火だけではなく、魅力的な地域資源がた

くさんあります。例えば、市内外に誇れる農畜産物や優れた日本酒、渓谷などの大自然や森

林地帯、史跡、文化財、伝統行事などであります。」とあります。 

１０ページにいきます。地域協議会と密接な関わりの部分になりますが、２行目、「市政運

営にあたっては、市の施策や事業を積極的に情報発信・ＰＲしながら、市民の皆様をはじめ

各方面からの意見等をよくお聴きし、各種の取組を進めてまいります。また、市内各地域の

元気づくりのため、市役所の本庁及び各支所が その拠点となり、市民の皆様との協働のまち
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づくりを一層推進してまいりたいと考えております。」とあります。 

一番の締めの部分で「協働のまちづくり」とありますが、これを私なりに説明したいと思

います。 

例えば、市がインフラ整備、水道施設とか道路とかは市が直接やらなければできない話な

んです。 

市民の皆様と協働のまちづくりを推進してまいるというところでは、特にイベントだけを

特化して今日お話しますが、市民の皆様と一緒にやっていくイベントは、熱意や目的がしっ

かりとしております。それが、活性化に繋がっていると思います。 

市民が盛り上がって行政も一丸となっている事業は、継続もされていくし、活性化もされ

ているというところです。 

一方的に市民ががんばってもできないし、役所ががんばってもだめ。役所の場合は異動が

あります。異動あった場合に、その事業が頓挫してしまうというケースが多いという話です。 

その中で、花いっぱい運動とかは協働のまちづくりの一つの例なのかなと思います。ごみ

拾いとか、自治コミュニティがやっていく事業は協働のまちづくりであるのかなというとこ

ろです。 

市民参加型という田崎委員の方から話ありました、私もこれを見たときになぜ市民参加型

じゃないの？と感じました。 

これは、高橋主幹には話したんですが、例えば、やれるかどうか別にして、まるごと協和

市を開催するとか。地域協議会の委員の皆様が声がけして例えば、青空カフェをやるとか、

伊藤委員のところではコーヒーを出していますので、カフェをやるとか、そういった取り組

み。全市を挙げて、農業とか商業とか、買い物弱者支援とか。そういうところにも目を向け

て欲しいなと思います。 

例えば、日用雑貨を売るでもいいし、例えば施設へ行くためのバスを出すとか、そういう

ものでもいいでしょうし、そういったものも一つの事業なのかなと思います。 

それで、例えば協和にない産物が必要あれば、持ってきますし、そういった意気込みをも

とにやらなければできないのではないかなと思っております。 

市民参加型のイベントであったり、一方的に一過性のイベントではなくて、それが継続で

きるようなイベントを仕掛けていかなければいけないのかなと感じております。 

私達職員は、まずは連携をとりながらやっていかなければならないのですが、壁があって

連携がとれていないのが実情です。そういったものは、自分の熱意や意気込みで取り払う気

持ちでやっていかなければいけないなと思っております。 

例えば、この事業は活性化推進室の事業だとか、市民サービス課でも公民館でも自ら提案

して、自分でやるくらいの気持ちでないといけないと思います。それくらいの意気込みでな

いと、市民の要望には答えられないと思います。 

６月１５日に行く五城目の丑田さんの講演の話ですが、丑田さんが五城目に移住した理由

の一つが、五城目の役場職員の熱意とやる気があったので移住しましたと言っています。 

そういったところからも、我々が連携しながら、協和地域の皆様と一緒に考えながら、そ

ういった意気込みを出していければと思っているところです。 
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また、先ほどありましたけれども、「住んでよかった」、「誇れる郷土」というのを目指しな

がら進めていきたいなと思っております。 

 

○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） 

３点ほどございます。 

以前、地域協議会の開催時間のアンケートを取らせていただきました。 

１９人中１４名の方からご回答をいただきまして、「平日午後２時から」というのが、最も

多く、７票を占めましたので、今年度は「平日午後２時から」を原則とさせていただきます。 

そして、２回目の地域協議会の開催ですけれども、６月３０日金曜日、午後２時を予定し

ております。これは、後日改めて通知を差し上げます。 

そして、先ほど、部長からもお話ありました。６月１５日、我々も行きますが、地域協議

会委員の研修会ということで、これも改めて通知の方を差し上げます。 

以上でございます。 

 

○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。 

 

（午後６時２分 閉会） 

 

 


