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平成２９年度 第６回協和地域協議会 会議録 
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６ その他 

７ 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、年度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６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、今年度最後になります第６回協和地域協議会を開催しましたところ、年度末の大

変お忙しい中をご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

一年を振り返って見ますと、昨年の７月には大きな豪雨災害がありました。そして、冬は

ここ数年雪が少なかったのに多く降りまして皆さん大変だったろうと思います。雪も最近で

は消えてきまして、春の訪れがきたのかなと思います。 

また、世界では、オリンピック、パラリンピックで日本人が大活躍しました。多くの感動

と勇気を与えてくれました。 

 さて、本日の協議会ですけども、協議内容については事前に資料を配布されておりますの

で、熟読されていると思いますので、事務局の説明にあたっての質問、回答それぞれ簡潔に

していただくことをお願い申し上げまして簡単ではございますが、開会のごあいさつとさせ

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つとめます。よろしくお願いします。 

 

○会長 

 本日は、今年度最後の地域協議会ですが、委員 19 名中 17 名、過去最高の約９割の委員が

出席しております。 

 よって、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して会議を進めてまいります。 

 それでは、３の協議に入ります前に、類型の変更がありますので、お知らせします。Ⅰ型

が行政主導型、Ⅱ型が市民協働型、Ⅲ型が市民主導型となります。協議資料の右上には、行、

協、主と記載されております。 

 それでは、（１）地域枠予算申請事業についてですが、行政主導型の継続が１件、市民主導

型新規が２件、同継続が１件の計４件の申請がありました。 

 最初に、行政主導型事業の「オラほの写真コンテスト及びカレンダー作成事業」について、

髙橋主幹より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】 

・行政主導型 

オラほの写真コンテスト及び平成３１年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 

事業費：６９９，９６８円 

申請額：６９９，９６８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。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

 ないようなので、これで「オラほの写真コンテスト及びカレンダー作成事業」についての

説明を終わります。 

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） 

賛成多数で承認いたします。  

 次に、市民主導型の新規事業であります「第９回協和さくら祭り」について、実行委員長

の鈴木辰美さん、説明をお願いします。 

 

○鈴木辰美協和さくら祭り実行委員長 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

第９回協和さくら祭り 

事業目的：道の駅「協和」に隣接する米ヶ森公園を桜の景勝地・観光スポットとして

アピールするため、イベントを通じて地域住民の保養を行うため、春の祭

典事業として実施する。 

申請者：協和さくら祭り実行委員会 

事業費：３９０，０００円 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 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。 

（「なし」の声あり） 
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ないようなので、これで「第９回協和さくら祭り」についての説明を終わります。 

 ここで、鈴木さんは退席願います。 

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） 

賛成多数で承認いたします。  

次に、同じく新規事業であります「協和小学校創立１０周年記念事業」について、実行委

員会の加藤弘栄さん、説明をお願いします。 

 

○加藤弘栄協和小学校創立１０周年記念事業実行委員（以下「加藤実行委員」と表記） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

協和小学校創立１０周年記念事業 

事業目的： 協和小学校が創立してからの１０年を振り返り、子どもたちの成長と地

域や保護者の皆様のご協力に感謝しながら、次の１０年への確かな一歩を

刻むことを目的とする。 

申請者：協和小学校創立１０周年記念事業実行委員会 

事業費：２７０，０００円 

申請額：２１０，０００円（補助金） 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 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。 

 

○伊藤泰子委員 

 全戸配布する印刷は自分達で刷るのですか？ 

 

○加藤実行委員 

 業者さんに依頼する予定でして、見積額を予算額にしています。 

 

○会長 

 ほかにないようなので、これで「協和小学校創立１０周年記念事業」についての説明を終

わります。ここで、加藤さんは退席願います。 

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。 

（賛成多数の挙手） 

賛成多数で承認とします。 

次に、同じく継続事業であります「福祉教育ボランティア事業」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】 

・市民主導型 

福祉教育ボランティア事業 

事業目的：学級生の資質向上のための講演会や研修会を開催して、ボランティア精神

を育成する。また、地元他団体や他地域のボランティア団体との情報交換

を図りながら交流を深め、ボランティア活動の地域定着を目指すことを目

的とする。 

申請者：協和ボランティア学級 

事業費：２１０，０００円 

申請額：１５０，０００円（補助金） 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

 ないようなので、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。 

（賛成多数の挙手あり） 

賛成多数で承認とします。これで「福祉教育ボランティア事業」についての説明を終わり

ます。 

続いて、４の自主的審議に入ります。 

 早速ですが、「子供の遊び場と集いの場整備」について、提案者の斉藤陽子委員、説明をお

願いします。 

 

○斉藤陽子委員（以下「斉藤委員」と表記） 

【「子供の遊び場と集いの場整備」について説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 今回は説明のみであり、３０年度の地域協議会にて、委員全員が意見交換しながら、そし

て市からの制度等の情報を提供してもらいながら、最終案を市長に提言書を提出することに

なります。 

 それでは、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。 

 

○三浦孝一委員（以下「三浦委員」と表記） 

 議会とかに持っていったほうがいいのではないでしょうか？この協議会で話し合ったこと

を議会に持っていくことはできるのでしょうか？ 
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○事務局（地域活性化推進室） 

実は、数年前に協和の地域協議会の自主的審議の中で出た案件が、市の予算をつけたとい

う実績があります。 

議会は、予算の承認とかですので、その案を出すのはこの協議会だということです。その

案を出したもので市長がよしとすれば、担当部、担当課に予算が盛られ、それを承認するの

が議会ということになりますので、そこをご理解いただきたいと思います。 

ですので、今回斉藤委員が出したのは、あくまでも地域の課題というものを地域住民の代

表としていらっしゃるみなさまに発案して、みなさんで協議して最終的なものにしていきま

しょうという目的のものですので、ご理解をいただき、今後ともご協力をお願いしたいと思

います。 

 

○会長 

 今回、提案の説明をしていただきましたけども、今日何かを決めるという風には考えてい

ません。次回へまた持ち越しして、いろいろと協議をしていくというように考えていますの

で、気にしないでどんどん意見を出してもらいたいと思います。 

 

○斉藤委員 

今年の３月末で協和の児童館が閉館になるんだそうです。それで新しく作る予定もないと

いうことで、子ども支援課さんのほうから聞きまして、ちょっと調べてみたんですけど、大

曲地域には１１箇所の児童館がありまして、子どもたちが自由に遊ぶ場所があるんですけど、

協和にはそれがないということは、子どもの健全な育成のためにも良くないのではないかと

いう危機感もあります。ですので、みなさまのご協力とご意見を重ねてお願いいたします。 

 

○田崎孝委員 

今の児童館を閉館するんですか？ 

 

○進藤春海市民サービス課長（以下「進藤市民サービス課長」と表記） 

総合計画に則って閉館という措置をとっております。まだ建物は残りますので、普通財産

として１年間は存在しますけども、児童館という名前はなくなります。 

 

○佐藤幸雄副会長（以下「副会長」と表記） 

素晴らしい提案だと思いました。これまでなかったスタイルの会議なのでみなさんも戸惑

っているのかなと思いますが、やはり生活スタイルも違ってきているし、家に帰ってもお父

さんも、お母さんもいないような時代になってきています。 

だから、必要だというのもわかるんですが、ただ子どものためだけではなくて、年よりも

一緒にやるだとかお互いに協力しながらやるなどして、例えば新しく施設を作るだけでなく

ても一般の住宅でもいいわけですよね。我々が小さい頃のように山に行って遊ぶとか田んぼ
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で野球やるだとかそういう遊び方はしないわけです。 

ただ、なければないなりに工夫してやらないと我々がセットしたからそこでやるとかでな

くて、これから実行委員会とか設立しながら、新しい方向へ向かうのもいいでしょうし、そ

うなれば今日の会議も良かったのではないかと思えるようになるのではないかと思います。 

 

○進藤崇子委員 

市の使用していない建物を再利用してもいいのではないでしょうか？ 

例えば、保健センターを活用している団体がいるときに、一緒に使ったり出来るのではな

いかと思いました。 

 

○会長 

次回までに、みなさまの意見をまとめてきてもらって、もう一度協議するということにさ

せていただきたいと思います。斉藤委員ありがとうございました。 

 次は、５の報告に入ります。 

 最初に、「地域枠予算に係るガイドライン等の改正」について、髙橋主幹お願いします。な

お、関連がありますので、次の「ひとづくり・ものづくり応援事業」についての説明も併せ

てお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域枠予算に係るガイドライン等の改正、ひとづくり・ものづくり応援事業についての説

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、次に、平成３０年度協和支所管内各課等の当初予算についてを、地域活性化推

進室、市民サービス課、農林建設課、協和公民館の順番でお願いします。質問は協和公民館

の説明が終わってから一括でお願いします。 

 では、最初に地域活性化推進室の髙橋主幹、説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域活性化推進室の当初予算について説明】 

 

○進藤市民サービス課長 

【市民サービス課の当初予算について説明】 
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○稲葉久則農林建設課長 

【農林建設課の当初予算について説明】 

 

○今辻子協和公民館長（以下「今協和公民館長」と表記） 

【協和公民館の当初予算について説明】 

 

○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。 

 

○副会長 

地域活性化推進室の資料の防災マニュアルのところで、豪雨災害の記録誌の作成というこ

とで、これはⅠ型でやられるのかなと思いますけど、Ⅰ型となると地域協議会も一体となっ

てというようなスキームとなってきますので、ぜひ各地域のいろんな情報も盛り込む必要が

あるかと思いますので、地域協議会の総意を持って進められたらいいのではないかと思いま

す。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

防災マニュアルにつきましては、地域振興計画に登載してございます。 

このマニュアルにつきましては、近年の熊本地震もございました。それと似たような地形

が協和にもあるということもありますので、この地域に合ったマニュアルということで作っ

ていきたいということで、予算を計上させていただきました。 

豪雨災害の記録誌についてですが、これも昭和６２年頃にあった大雨災害の際にも記録誌

を発行していたということを聞いておりますので、これにつきましても２９年の尋常ではな

い雨の被害というのも後世に残していく必要があるのではないかということで、予算を計上

したところでございます。 

副会長の言葉にもあったとおり、みなさんと一緒に進めて参りたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 

○三浦委員 

まほろば唐松はいつから使えるようになるのでしょうか？ 

 

○進藤市民サービス課長 

予定では、能公演が９月１日なので、それに間に合うように工事を進めてまいります。 

 

○会長 

 他になければ、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。 
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○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。 

 なければ、その他です。委員の皆様から何かありますか？ 

 

○会長 

事務局から何かありますか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

新年度第１回目は、４月下旬に開催しますので、日程が決まりしだい早急にお知らせしま

す。よろしくお願いします。 

 

○会長 

 次に、各課長、何かありませんか。 

 

○今協和公民館長 

先ほど予算説明の方でお話させていただいたんですが、協和小学校の統合１０年の着ぐる

みということで、紹介させていただきます。 

これが協和小学校の今現在のマスコットキャラクターになっておりまして、これをモチー

フにした着ぐるみという形をとらせていただきたいと思っています。４月２８日に１０周年

の記念事業がありますので、そこに登場させたいと考えています。 

 

○会長 

最後になりますが、３月３１日付けでご退職されます、市民サービス課 進藤課長より一

言いただきたいと思います。進藤課長、お願いします。 

 

○進藤市民サービス課長 

 １年間という短い時間でしたけども、大変お世話になりました。本当にありがとうござい

ました。 

 

○会長 

これで、第６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。 
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（午後３時５５分 閉会） 

 


