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（午後４時 開会） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 本日は、年末で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。 

 ただいまから、第５回協和地域協議会を開会いたします。 

 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、１２月の大変お忙しい中、地域協議会に出席いただきまして誠にありがとうござ

います。 

今回は、本年最後の地域協議会ということで、みなさんそれぞれ想いがあるでしょうけど、

今年は協和地域におきまして、７月に大変大きな災害が発生いたしまして、今回の災害を契

機としまして今後ますます防災のあり方、防災の考え方について、今まで大丈夫だったから

大きなことはないだろうという観念をぬぐい捨てなければいけないなという感じがいたしま

す。 

今回の資料の中にも冬の防災訓練が盛り込まれておりますので、大きな成果を残せるよう

にご祈念申し上げたいと思っております。 

今日の協議会の中身は、地域枠の事業も２つほどあります。その他に報告ということであ

りますので、事前に皆様方に資料を配布しておりますので、活発な意見が出ますように、一

つお願いいたしまして、簡単ではございますが、開会のあいさつに代えさせていただきます。

どうか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。 

 続きまして、１２月定例議会の開会中で大変お忙しいところご出席くださいました、佐藤

副市長が皆様にごあいさつを申し上げます。 

 

○佐藤芳彦大仙市副市長 

６月から大仙市の副市長を仰せつかっております佐藤でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

常日頃から皆様方からは、私どもの市政運営につきまして、ご理解、ご協力をいただいて

おります。改めまして皆様方に御礼を申し上げたいと思います。 

そして、今会長さんからお話がありましたけども、今年を振り返って見ますと、大仙市は

大きな自然災害に見舞われたというふうに思います。７月２２日からの豪雨災害、そして、

１ヵ月後の８月２４日からの豪雨災害、そして、９月８日には、神岡を震源地とする震度５

強の直下型の地震があったところでございます。被災されました皆様に改めてお見舞いを申

し上げたいと思います。 

そして今、国の方の災害査定も終わりまして、復旧に努めているところでございます。復
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旧を実際やっていく中において、私どもの組織の中に新たに災害復旧事務所という新しい部

署を設けまして、選任の職員を配置しまして、よりスピーディーに復旧作業を進めていく予

定となっておりますので、皆様方にはよろしくご理解をいただきたいと思います。 

また、今日は、地域協議会が今年度第５回目ということでございます。お忙しい中ご出席

いただきまして誠にありがとうございます。 

大仙市はこれまで市民の皆様と一緒に協働によるまちづくりということで、これまでずっ

と合併後進めてまいりました。４月に私どもの老松市長が誕生いたしまして、このことにつ

いては、さらに推進していかなければならないと思っております 

その際に、一生懸命にがんばっていただいているのが、地域協議会の皆様だと思っており

ます。改めまして、これからもよろしくお願いをしたいと思います。 

また、この後、説明があるかと思いますけども、地域枠予算については、来年度、これま

でより一層拡充をした形でやっていかなければならないと思っております。 

その運用の仕方についても、ご説明があると思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

そして、８つの地域それぞれで地域の魅力再発見事業というのをやっていただいておりま

す。大仙市には広いそれぞれの地域がありますので、地域の特色を活かした形で地域づくり

を進めていただきたいということで、やっていただいております。 

その中で、みなさんご存知だと思いますけども、いわゆる食をテーマとした地域の魅力再

発見事業ということで、きょうわ縁結びグルメということをやっていただいております。食

をテーマとしたところは協和地域だけでございます。 

他の地域ではやっていない取り組みでございます。このことについては、とても大事な取

り組みなので、がんばっていただきたいなと思っております。 

先月も四季の湯におきまして、これまでの経過報告と新しく開発した試食品ということで、

そのとき私も試食させていただきました。個人的に印象に残ったのが、熊の肉を使ったカレ

ーということで、個人的には鯨の肉に近いのかなと思いました。 

もう一つ、うさぎの肉を使ったシチューもあったんですけど、これは鶏肉のササミを少し

硬くしたような食感がしました。商品になるかはこれからでしょうけど、そういった取り組

みをしていくことが、大事だなと思っております。 

今年度から、新たにチームに四季の湯と道の駅の皆さんにも参加していただいております

ので、ぜひ、協和地域では地元の食材を使って、そういった取り組みを行っていただいて、

これを内外に発信していただいて、交流人口を増やしていただいて、地域活性化を図ってい

ただきたいと思います。また、協和地域が盛んになることによって、大仙市全体がベースア

ップしていくというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

長くなりましたけども、今日ご参会の皆様方の今後ますますのご健勝、そして、今年もあ

と半月で終わりになります。平成３０年は、私どもとしては、災害のない、できれば少ない、

年になってもらいたいと願っていますし、また、皆様方にとりましても、平成３０年が今年

よりもよい年でありますことをご祈念申し上げまして、少し長くなりましたけども、私のあ

いさつとさせていただきます。 

今日は、どうかよろしくお願いします。 



－4－ 

 

 

○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、４の協議に入ります。 

 （１）地域枠予算申請事業についてですが、Ⅲ型新規が１件、同継続が１件の計２件の申

請がありました。 

 最初に、新規事業の「大仙市営協和スキー場 縁結び花火【男女の出会い創出】について、

五十嵐誠紀さんから説明をお願いします。 

 

○五十嵐誠紀庄内自治会書記 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・実施類型Ⅲ型 

大仙市営協和スキー場 縁結び花火【男女の出会い創出】 

事業目的：男女の出会いを創出するとともに、スノーフェスタと連携して花火を打ち

上げることで、イベント効果を高め、地域の交流人口増加を図るために実

施する。 

申請者：宇津野自治会 会長 豊島 繁實 

    庄内自治会  会長 田口 功市 

    沢内自治会  会長 田村 辰巳 

事業費：６７０，０００円 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

○会長 

協和振興開発公社の富樫支配人もきておりますので、もし、補足説明がありましたら、お

願いしたいと思います。 

 

○富樫正幸㈱協和振興開発公社総支配人（以下「富樫支配人」と表記） 

 大丈夫です。 

 

○会長 

はい。では、説明を終わりますが、何か質問、要望、意見等ありますか。ありましたら簡

潔にお願いします。 
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○鈴木武夫委員（以下「鈴木委員」と表記） 

先ほど、自己負担の話がありましたが、各集落で負担するのですか？ 

そして、花火ですが、一般の方も見学していいのでしょうか？ 

 

○富樫支配人 

 このイベントに関しまして、自己負担３１万円になっておりますが、私どもの会社の方で

スキー場の花火代の方を負担させていただければと思っております。 

それと、花火については、一般の方でも見ていただくことができます。 

 

伊藤泰子委員 

応募できる条件とかございますか？ 

また、地域的なものもありますか？例えば、大仙市に限るとか。 

 

○富樫支配人 

秋田市に一番近いスキー場ということで、秋田市のお客さんが来てくれるかもしれません

し、そういった広い考え方をしているところです。大仙市に絞り込むというのも、プライバ

シーの関係から難しいものですから、若い方で出会いを希望している方には門戸を広げるこ

とを考えているものです。 

 

○田崎孝委員（以下「田崎委員」と表記） 

 婚活コンシェルジェというのは、どういうことをされる方ですか？ 

 

○富樫支配人 

 昔で言うと、仲人みたいな捉え方をしていただければと思います。男女の出会いの場の世

話をするということで、コンシェルジェという言葉を使っているようです。 

 

○進藤崇子委員 

年齢の制限は設けるのでしょうか？ 

また、３０名以上の申し込みがあった場合はどうされるのでしょうか？ 

 

○富樫支配人 

 スキー場でやりますので、スキーとかボードとか滑走できる方ということで、ある程度年

齢は絞られてくるかと思います。 

それと、３０名以上であった場合には、私どもとしては非常にうれしいことと思っており

ます。いくらでも応募していただいて、出会いの人数が多ければ多いほど、出会いが膨らん

でいきますので、逆に少ないのを心配しています。 

もし、男女で偏りが出た場合は、先ほどの話にもあった仲人の人に声をかけてもらって最
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低でも３０人にはこぎつけていきたいと思っております。 

 

○伊藤和美委員 

この会で、結ばれた方々には何か特典があるのでしょうか？ 

 

○富樫支配人 

そこまでは考えておりませんでした。今、非常にいいご意見をいただきましたので、ホー

ムページを作るときに、金銭が絡まないようなそういった形でなら出来るのかなと思ってお

ります。 

 

○会長 

他にありませんか？ 

他に質問がないようなので、これで大仙市営協和スキー場 縁結び花火【男女の出会い創

出】についての説明を終わります。 

ここで、五十嵐さんと富樫支配人には退席願います。 

 

（退席後） 

  

それ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 

 それでは、承認といたします。 

 次に、継続事業の第１８回「冬の詩情 in合貝」について、事務局の佐藤主査、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 

第１８回「冬の詩情 in 合貝」 

事業目的：次世代を担う子どもたちに小正月行事を継承するとともに、雪上スポーツ

を楽しんでもらうことで健康増進及び地域コミュニティの連携を図るため

に実施する。 

申請者：合貝雪まつり実行委員会 委員長 斉藤 重春 

事業費：５６４，０００円 

申請額：３００，０００円（補助金） 
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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。 

 報告に移ります。最初に、地域振興計画前期アクションプラン及び新たな地域活性化事業

についてを、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及び新たな地域活性化事業について説明】 

 

○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。 

 

○鈴木委員 

 まったく新しい酒米ということでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 秋田県農業試験場で開発された新しい酒米でございます。どこもその酒米を使って日本酒

を造って販売しておりませんので、協和地域でそれを先駆けてやっていきたいと思っていま

す。 

 

○会長 

 他になければ、冬季防災訓練についてを、市民サービス課の小野主任、説明をお願いしま

す。 

 

○小野大輔市民サービス課主任（以下「小野市民サービス課主任」と表記） 
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【冬季防災訓練について説明】 

 

○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。 

 

○佐藤幸雄協和地域協議会副会長 

これについての案内というのは、各防災会の方に出されるのですか？ 

 

○小野市民サービス課主任 

船岡の振興協議会長でもあります豊島会長の方には、沢内、庄内、宇津野の方々にも参加

していただくということで、協力の依頼文書をお送りしております。 

また、各地域振興協議会には、今後、開催の文書を出させていただきたいと思っておりま

す。 

 

○会長 

他になければ、次に今後の地域枠予算事業についてを、髙橋主幹、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【今後の地域枠予算事業について説明】 

 

○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、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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（「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？ 

 

○今野弘子委員 

毎回わかりやすいいい資料を作っていただいて、ありがたいなと思っております。 

また、どの会にもどの事業にも高齢者がいっぱいで子どもの参加が少ないとか出てきます。

今回の資料にありましたけども、小中学校に参加依頼をして子ども達に出てもらうというこ

とは、とても大切なことです。こういうことをもっと進めていかなければいけないなと思い

ます。 

そして、何かイベントに参加するときは、自分は知っていても、他の人は知らないかもし

れませんので、自分だけが行くのではなく、誘い合っていくべきだと思います。そういうこ

とをしていくことで、もっとよくなっていくのではないかなと思います。 

 

○豊島雅夫委員 

 先日の１０月２９日の吉本お笑い芸人のイベントで委員から参加してくださいということ

で、行ってきましたけども、来た人の案内をしてくださいということで、案内をしていたん

ですけど、支所の方は名札があってスタッフだということがわかるのですが、私どもは何に

もなくて、これからも参加する機会があると思いますので、何かあった方がいいのではない

かなと思いました。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

大変申し訳ありませんでした。 

次から、きちんと名札を用意させていただきますので、これからも一つよろしくお願いい

たします。 

 

○会長 

事務局からありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

次回の今年度最後となる第６回地域協議会は、３月中旬から下旬の間に開催する予定です。 

 

○会長 

 各課長は何かありませんか？  

 

○稲葉久則農林建設課長 

いよいよ雪が本格的に降ってまいりました。除雪体系には万全を期していますけども、一
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番危険なのが、朝早く道路横断しているときが非常に危ないということで、黒い服を着て除

雪を行うということですので、除雪の際は十分に注意していただきたいと思います。 

 

○会長 

 他にないようなので、これで、第５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５時１５分 閉会） 

 


