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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。 

 当初予定でありました会議は、７月２２日から２３日の豪雨災害により延期をしたところ

であります。 

 豪雨及び洪水で被害に遭われました皆様並びにご家族・ご親族の皆様には、職員一同、心

よりお見舞い申し上げます。一日も早く平穏な生活に戻られることを心からお祈りいたしま

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、第３回協和地域協議会を開催しましたところ、公私ともご多忙のところ、ご出席

賜りまして、誠にありがとうございます。 

ただいま、高橋主幹からもありましたけれども、先月７月２２と２３日の記録的な大雨が

発生しまして、大仙市の中でも特に協和地域が大きな被害を受けたということで、この中に

も被害に遭われた方々がいると思います。 

それぞれの地域で、みなさん協力して力を合わせて大変なご苦労をなさったと思います。 

被害に遭われた方々につきましては、心からお見舞い申し上げますとともに、１日も早く、

元の生活に戻れるように、皆様とともにお祈り申し上げたいと思います。 

 今回の記録的な大雨、かつてない大きな被害でしたけども、今まではここまでは大丈夫だ

ろうというような観念、それが今回覆されたと思います。 

車の運転をするときも「だろう運転」ではなくて、「かもしれない運転」をしなさいという

ことが言われるかと思います。 

この災害についても、これまでは大丈夫だったから大丈夫だろうということではなく、い

つどんなときに災害があるかもしれない、そういう観念に変えていく必要があるのではない

かというふうに思います。 

そして、昨日のことでございましたけども、北朝鮮のミサイルが飛んできたということで、

日本を直接狙ったわけではないでしょうけども、もしかして、万が一、不具合で日本に飛ん

でくることもないわけではないですので、常にどこからどういうことがあるかもしれないと

いう頭でこれから生活していかなければならないと思っております。 

今回の協議案件につきましては、事前に配布されているとおりでございますので、どうか

質問される方も回答される方も簡潔にお話いただければ、ありがたいと思います。 

今日の会議について、活発な意見を出していただくことをご祈念申し上げまして、開会の

ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

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、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)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 1 件、Ⅰ型の変更事業が 1 件、Ⅲ型の継続事業が 1 件、Ⅲ型の変更事業が 1 件の計 4

件申請されております。 

 最初に、Ⅰ型の新規事業、協和小学校全国陸上競技大会及び協和中学校東北大会出場に伴

う看板作成事業について、髙橋主幹、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 【地域枠予算申請事業について説明】 

・実施類型Ⅰ型 

協和小学校全国陸上競技大会及び協和中学校東北大会出場に伴う看板作成事業 

事業目的：このたびの県大会において、全国大会並びに東北大会へ出場することにな 

った運動部の活躍を祈念するために作成する。 

担当課：地域活性化推進室 

申請額：１０８，０００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。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○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。 

次に、Ⅰ型変更事業、小中学生が考える地域の未来 地域活性化フォーラムについて、佐

藤主査、説明をお願いします。 
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○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 

小中学生が考える地域の未来 地域活性化フォーラム 

事業目的：当室では、協和小学校、協和中学校と連携し、地域の課題と向き合い、生

徒達が考えた地域活性化のアイディアを市が予算化し、実現することを目

的とした「小中学生が考える地域活性化アイディアプレゼンテーションコ

ンテスト（仮称）」を来年度実施する予定である。 

     本フォーラムは、コンテストを来年に控え、生徒達に地域活性化を考えて

もらうきっかけとするために開催する。  

担当課：地域活性化推進室 

申請額：９０，１７６円（報償費、印刷製本費） 

 

○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。 

 

○田崎孝委員（以下「田崎委員」と表記） 

これは、中学生が自由に発言できるシステムになっていますか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

今回の講演を聞きまして、中学生は秋休みに入ります。その秋休み中に活性化のアイディ

アを学校の宿題として出していただくことになっております。それを元に来年度のプレゼン

に反映させていくことになっておりまして、中学生から自由にアイディアを出していただく

形になっております。 

 

○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型継続事業、大仙市・宮崎市交流事業について、佐藤主査、説明をお願いし

ます。 
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○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 

大仙市・宮崎市交流事業 

事業目的：宮崎市佐土原地域と大仙市協和地域との有縁交流をさらに推進し、相互の

人的交流に努めるとともに、会員相互の親睦と地域の発展に寄与すること

を目的とする。  

申請者：さどわら会 

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） 

 

○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。 

 次に、Ⅲ型変更事業、淀川地区元気アップ事業について、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Ⅲ型 

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） 

 

○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
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ます。 

 

○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。 

 次に、4の報告に入ります。最初は、(1)平成 28年度地域枠予算事業の実績報告について、

髙橋主幹、佐藤主査、説明をお願いします。 

 

○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。 

 なければ、(2)地域振興計画前期アクションプランについて、各課長よりお願いします。 

 最初に、地域活性化推進室 髙橋主幹、佐藤主査、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域振興計画前期アクションプランについて説明】 

 

○会長 

次に進藤市民サービス課長、お願いします。 

 

○進藤春海市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

【地域振興計画前期アクションプランについて説明】 

 

○会長 

 次に今公民館長、お願いします。 

 

○今辻子協和公民館長（以下「公民館長」と表記） 

【地域振興計画前期アクションプランについて説明】 

 

○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。 
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○伊藤泰子委員（以下「伊藤委員」と表記） 

１ページ目の課題というところに、魅力再発見事業から考えられた「岩魚の押し寿し」に

使用する岩魚の量が不足とありますが、実際に岩魚の押し寿しに使われている岩魚の量とい

うのはどれくらいですか？今後の見通しとしてはどうですか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

毎月仕入れの数が一定ではありませんので、具体的な数字は申し上げることができません。

ただ、お話を聞くと特定の月、特に春先に岩魚の数が減少してしまうということです。 

他の養殖場が少なくなってきたことで、協和の養殖場の需要が上がって、遠方からのお客

さんも増えていることも岩魚が減少している要因のようです。  

 

○武藤利雄委員（以下「武藤委員」と表記） 

フラワーガーデンについてですが、地元の花を栽培する人を巻き込んで、いくらかでも協

和地域にお金が落ちるようなやり方を考えてもらえればと思います。 

 

○公民館長 

ご意見として頂戴したいと思います。 

ただ、フラワーガーデンとしての位置づけとして考えている事業でございまして、シーズ

ン通しての花卉の選定というのがなかなか難しいようです。 

花卉を試験植栽しながら、どれが一番長続きする花なのかというのをこれから試しながら

いかなければならないものですから、地元の花を行っている方々にお願いできるようなもの

であれば、ご意見のとおり、お願いすることを検討していきたいと思います。 

 

○佐藤幸雄協和地域協議会副会長（以下「副会長」と表記） 

フラワーガーデンについてですが、何か収入ということは考えていますか？それとも、集

客のための一つの施策ということでしょうか？ 

 

○公民館長 

集客が目的ですが、これが定着することで、入場料というのも見込んでいきたいと思いま

す。また、食堂とか売店とかそちらの収入が上がると考えております。 

 

○会長 

他にございませんか？ 

ないようですので、次に参りたいと思います。（3）７月２２日から２３日の大雨による被

害状況及び活動状況について、各課長よりお願いします。 

 最初に、進藤市民サービス課長、説明をお願いします。 
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○市民サービス課長 

【７月２２日から２３日の大雨による被害状況及び活動状況について説明】 

 

○会長 

 次に稲葉農林建設課長、お願いします。 

 

○稲葉久則農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記） 

【７月２２日から２３日の大雨による被害状況及び活動状況について説明】 

 

○会長 

 最後に、今公民館長、お願いします。 

 

○公民館長 

【７月２２日から２３日の大雨による被害状況及び活動状況について説明】 

 

○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。 

 なければ、（4）地域枠予算事業の中止について、髙橋主幹、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算事業の中止について説明】 

 

○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。 

 

○副会長 

私どもの地域で本郷地区盆踊り実行委員会ということで、承認をいただいておりました。

その中で、今回の災害があったわけですけども、いろんな地域にいろんな会がありまして、 

有志の中でこの後、地域の防災のあり方だとか、この盆踊りとは関係なく、考えるべきなん

じゃないかなという話になりました。 

そういう中で盆踊りは中止になりましたけども、いくらか予算をいただいて防災関係のこ

とが実施できるのかなと思いましたけども、どうでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 
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災害関係ですが、地域振興計画の中にも地域の部分、市の部分、それぞれ防災の関係につ

いて記載をさせていただいております。 

ですので、峰吉川全体とかで防災のアクションを起こすということであれば結構だと思い

ます。 

 

○会長 

 他になければ、（5）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。 

 

○加藤博勝協和支所長 

【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） 

 

 なければ、その他です。委員の皆様から何かありますか？事務局から何かありますか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

次回の第４回地域協議会は、１０月下旬に開催します。併せて前回延期したアーカイブズ

の視察研修を行います。予定では、１３時分に支所を出発し、１３時３０分から１４時１５

分まで視察、１５時から第４回地域協議会を行う日程と考えています。 

 

○会長 

各課長は何かありませんか？ 

 

○農林建設課長 

８月１７日付けで人事異動がありまして、災害に対する異動の職員が３階におります。農

林建設課の配属となっておりますので、どうかよろしくお願いします。 

 

○会長 

 これで、第３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４７分 閉会） 

 

 


