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平成２９年度 第２回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成２９年６月３０日（金） 午後２時 

■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、奥 田 聖名子、 

伊 藤 泰 子、佐 藤 仁 美、今 野 弘 子、斉 藤 陽 子、 

工 藤 幹 子、佐 藤 智 治、進 藤 崇 子 
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佐 藤 幸 雄、豊 島 雅 夫、伊 藤 和 美、豊 嶋 一 郎 

 

■出席職員：９名 

佐々木 彰人（企画部まちづくり課主査）、渡邉 衣里（企画部まちづくり課地域おこ 

し協力隊）、村山 涼（企画部まちづくり課地域おこし協力隊）、 

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）、進藤 春海（市民サービス課長）、 

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 会長あいさつ 

３ 協議 

（１）総合戦略推進会議委員の推薦について 

（２）地域枠予算申請事業について 

（３）委員の自主的審議について 

４ 報 告 

（１）地域おこし協力隊の活動について 

（２）協和地域の行事等について 

５ その他 

６ 閉 会 
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（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。 

 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が、企画部まちづくり課にお越しいただき、地域おこし協力隊について、

後ほど報告があります。 

 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。 

 

○豊島繁實地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

本日は、暑い中ご出席くださりありがとうございます。 

６月１５日に五城目町に視察研修に行ってきましたけども、大変いいものを見せていただ

きました。 

また、昨日ですけども、この場所にて大仙市議会主催で市政懇談会が行われました。直接

議員の皆さま方に情報提供いただく絶好の機会ですので、今後もみなさんもご都合を繰り合

わせの上、ご出席いただければ大変ありがたいなと思います。 

本日の議題については、事前に皆さまにお渡しされているとおりでございますので、 

どうか活発なる議論をお願いいたしまして、開会のあいさつとさせていただきます。 

 

○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、次第に従い進めてまいります。 

 最初は、3(1)総合戦略推進会議委員の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） 

 【総合戦略推進会議委員の推薦について説明】 

 

○会長 

 ただいま、事務局から私を推薦したいとのことでしたがよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

 それでは、総合戦略推進会議委員に、私、豊島繁實と決定いたします。事務局は、後日推

薦してください。 

 次は、3(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、Ⅱ型の新規事

業が 1件、Ⅲ型の継続事業が 6件の計 7件申請されております。 

 最初に、Ⅱ型の新規事業、桜の木伐採事業ですが、自治会より説明するべきでありますが、

急遽来られなくなり、事務局に説明をお願いします。髙橋主幹、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 

桜の木伐採事業 

事業目的：自治会が運営管理している物置小屋に倒れかかっている桜の老木による 

災害の未然防止を図るため。 

申請者：宇津野自治会 

申請額：１７８，２００円（使用料及び賃借料） 

 

○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） 

 この事業について、賛成しますけど、こういうのは一般会計で対応できないのでしょうか？ 

 

○加藤博勝協和支所長（以下「支所長」と表記） 

 今回は、緊急性もありましたし、市と自治会との協働ということで、地域枠予算を活用さ

せていただきたいということです。 

 

○田崎委員 

 わかりました。 

 

○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） 
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○会長 

それでは、承認といたします。 

次に、Ⅲ型継続事業について 6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． 第３４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。 

申請者：商工まつり実行委員会 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

２． 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。 

申請者：沢庄地区連絡協議会 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

３． 淀川地区元気アップ事業 

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  

域社会を目指すことを目的とする。 

申請者：淀川振興協議会 

申請額：２８０，０００円（補助金） 

 

４． 農村と都市との交流事業 

事業目的：協和地域のイベントを組み込んだ秋の観光コースを作成し、都市在住者 

に体験してもらう場を創出することで、地域内の宿泊施設や商店街の活 

性化を図る。  

申請者：協和観光まちづくり推進チーム 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

５． 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。 

申請者：本郷地区盆踊り実行委員会 

申請額：３００，０００円（補助金） 
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６． 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。 

申請者：学童相撲唐松大会実行委員会 

申請額：９０，０００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。 

 

○斉藤陽子委員（以下「斉藤委員」と表記） 

私自身、このような様々な行事が協和の中で実施されていることを初めて知りました。恐

らく一般の人も知らないと思うので、ラジオを活用するとか、SNS を活用するとか、もっと

いろんな媒体を活用して、周知したほうがいいのではないでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

そのとおりだと思います。他の団体からも年々参加人数が少なくなっているというお話を

聞いております。今後、団体の方とお会いする機会がありますので、その旨をお伝えしたい

と思います。 

 

○進藤崇子委員 

学童相撲大会の件についてですが、怪我とかがあった場合の救護の関係はどうなっている

でしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

怪我をした場合は、応急セットを用意しているというお話は聞いております。本当に深刻

な怪我の場合については、救急車とか直接病院に連れて行くとか、そういった対応になるか

と思います。費用については、傷害保険に入っているようですので、そちらで賄われことに

なるかと思います。 

 

○今野弘子委員（以下「今野委員」） 

新しい委員になった方もおられて、協和にはこういう事業があるということを初めて知る

という方もいらっしゃると思います。 

ですから、ぜひ一度どれかに足を運んでもらい、地域枠予算の協議に参加をしていただけ

ればなと思います。わからないとなかなか協議もできないのかなと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 
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以前もこういう話があって、実際に行かれた委員もいらっしゃったと思います。今野委員

がおっしゃられたように新しい委員の方もいるので、例えば今回の６件の中で行けるもので

も結構だと思いますので、実際見ていただいた上で、協議いただいたほうがいいと思います。 

 

○会長 

改めて通知を出すとかでなくて、これは日時が決まっていることですので、興味がある方

はどんどん参加いただければと思います。他にありませんか？ 

 

○鈴木武夫委員（以下「鈴木委員」と表記） 

例えば荒川地区でも各集落でゲートボールやったり、グランドゴルフやったり、大会をや

っているのですが、集落の大会を荒川地区振興協議会で主催してやれば、地域枠予算は該当

しますか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

はい、なります。あくまでも、振興協議会が主体となっていれば大丈夫です。できれば、

単発のイベントではなく、継続的に実施していくようなものが望ましいです。 

 

○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、3(3)委員の自主的審議について、髙橋主幹、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【委員の自主的審議について説明】 

 

○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。 

 

○田崎委員 

各地区の振興協議会からの要望を取りまとめていると思いますが、それはこれと違うので

しょうか？ 
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○事務局（地域活性化推進室） 

こちらも要望といえば、要望なのですが、子ども達の遊び場があったらいいなとか、あく

までも大仙市の施策として、何かできないかなという話です。これまでの振興協議会の要望

とは違うものです。 

 

○斉藤委員 

年度を跨ぐような事業でもよろしいのでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

これは年度関係ないです。地域にこういう問題があるので、こうしてもらえませんか？と

いう地域の課題や要望を挙げてもらうということです。 

 

○会長 

 他にないようですので、この件については、これで終了したいと思います。 

次は、報告といたします。最初に、4(1)地域おこし協力隊の活動についてを、企画部まち

づくり課の佐々木主査から説明をお願いします。 

 

○佐々木まちづくり課主査 

【地域おこし協力隊の活動について説明】 

 

○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。せっかくの機会です。地域おこし協力隊

にお聞きになりたいことなど、たくさん質問していただければと思います。 

 

○鈴木委員 

大仙市の住み心地はどうですか？ 

 

○渡邉衣里地域おこし協力隊（以下「渡邉隊員」と表記） 

仙台は車がなくても生活できるのですが、大仙市は車がないとだめなわけですが、私自身、

車の運転が好きで、とても楽しく生活させていただいています。 

 

○村山涼地域おこし協力隊（以下「村山隊員」と表記） 

４月からお世話になっておりまして、暮らしていていろいろな生き物であったり、いろん

な年代の方であったり、一緒に暮らしているんだなということを実感する場面がありまして、

地域のいろんな人から昔こんなことがあったんだよとか教えていただきまして、人の温かさ

を実感しているところです。 
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○鈴木委員 

大仙市の人たちは、とても優しい人たちが多いので、がんばってください。 

 

○伊藤泰子委員 

大仙市を志望した理由を教えてください。 

 

○村山隊員 

私事になってしまいますが、私の母が美郷町の六郷でして、秋田新幹線が開通する前から母

に連れられて訪れたことがありました。そうした思い出がありまして大仙市の地域おこし協

力隊をぜひやってみたいなと思いまして、志望させていただきました。 

 

○渡邉隊員 

私は、大曲中学校のマーチングバンド部がとても有名だと思うのですが、そこのカラーガ

ードの振り付けのお手伝いを依頼されたのが、きっかけで大曲中学校を知ったんですが、去

年、一昨年までは大曲の花火を知らなくて、去年大曲中学校さんのカラーガードのレッスン

に行ったときに初めて大仙市を訪れて、北海道みたいな田園風景だなということと、毎月花

火が上がっているという話を聞いて、もっともっと魅力があるんじゃないかと思って、大仙

市に引っ越してくるなら、何か地域のことのためにできることがいいなと思って地域おこし

協力隊に応募しました。 

 

○会長 

ありがとうございました。他にないようなので、(1)地域おこし協力隊の活動についてを終

了します。 

 最後に、(2)協和地域の行事等について、加藤支所長、説明をお願いします。 

 

○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。 
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○会長 

5その他ですが、委員の皆さんから何かありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

企画部まちづくり課の佐々木主査、他に何か情報提供は何かありますか。 

 

○佐々木まちづくり課主査 

ありません。 

 

○会長 

 では、事務局から何かありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

先日、今回の会議資料に同封しておりましたアーカイブズの視察研修及び第３回地域協議

会開催の通知をご覧になっていると思いますが、８月９日（水）に開催しますので、ぜひと

も参加してくださいますようお願いします。 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 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３時２０分 閉会） 

 

 


