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平成３０年度 第１回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成３０年４月２６日（木） 午後３時 

■会  場：協和温泉 四季の湯 

 

■出席委員：１６名 

鈴 木 武 夫、田 崎   孝、豊 島 繁 實、武 藤 利 雄、 

奥 田 聖名子、伊 藤 泰 子、今 野 弘 子、斉 藤 陽 子、 

茂 木 靖 雄、工 藤 幹 子、佐 藤 智 治、佐 藤 幸 雄、 

進 藤 崇 子、豊 島 雅 夫、伊 藤 和 美、豊 嶋 一 郎 

         

■欠席委員： ３名 

佐 藤 仁 美、斎 藤 善 嗣、工 藤 浩 一 

 

■出席職員：１０名 

田口 美和子（まちづくり課長）、高山 知洋（まちづくり課副主幹）、 

佐々木 彰人（まちづくり課主査）、和田 義基（協和支所長）、 

髙橋 幹彦（地域活性化推進室参事）、佐藤 進也（地域活性化推進室主査）、 

堀江 孝明（市民サービス課長）、阿部 成吾（市民サービス課参事）、 

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 支所職員紹介 

３ 委嘱状交付 

４ 委員紹介 

５ 会長あいさつ 

６ 協 議 

（１）地域枠予算申請事業について 

７ 報告 

（１）移住・定住推進事業について 

（２）協和地域の魅力再発見事業について 

（３）各地域の魅力再発見事業について【協和地域以外】 

（４）平成 30年度支所行政組織等について 

（５）平成 29年度地域協議会等開催状況について 

（６）協和地域の行事等について 
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８ 自主的審議【２回目】 

   子供の遊び場と集いの場、併設食育カフェ整備について 

９ その他 

１０ 閉 会 

 

 

（午後３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。 

 本日の出席した職員ですが、支所以外に、企画部まちづくり課より、田口課長、高山副主

幹兼まちづくり班長、佐々木主査に出席していただきまして、後ほど業務説明をいただきま

す。 

 ただいまから、第 1回協和地域協議会を開会いたします。 

 最初に、4 月 1 日付けの定期人事異動により、支所長、市民サービス課に異動がありまし

たので紹介いたします。 

 最初に、支所長の和田義基でございます。 

 次に、市民サービス課長の堀江孝明でございます。 

 最後に、同参事の阿部成吾でございます。 

 よろしくお願いします。 

 次に、4月 12日付けで委員になられました方に委嘱状を交付いたします。 

 推薦団体とお名前をお呼びいたしますので、その場でお立ちになりまして、支所長より委

嘱状をお受け取り願います。 

 協和認定農業者協議会推薦、茂木靖雄様。 

【委嘱状交付】 

それでは、改めまして委員の紹介をいたします。 

【委員の紹介】 

 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） 

 ご紹介に預かりました豊島でございます。ようやく桜の花も咲き始めまして、今年の協和

桜まつりはちょうどいいのではないかなと思っております。 

 本日は、平成３０年度の第１回目の地域協議会にたくさんの委員のみなさま、あるいは市

の職員の皆様方からご参加いただきまして、誠にありがとうございました。 

先ほど、ご紹介ありましたとおり、協和支所の和田支所長を始め、堀江課長、阿部参事は

これまで本庁の方でがんばってこられましたけども、今度から協和ですので、協和地域のこ

とについてもお力添えいただければと思います。 

それから今日は、本庁の方からも３名の職員の方々がこられています。企画部のまちづく
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り課の田口課長を始め、３名来られていますけど、特に田口課長は、大曲の花火の司会者と

いう大変有名な方でございます。後ほど、移住定住推進事業について私どもにご教授いただ

きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日の協議の案件ですけども、中身については事前に配布されておりますので、地

域枠予算に関すること、その他市からの報告、本所の事業についてもいろいろ説明があるか

と思います。 

そして、斉藤委員からの提案がありました件についても皆様方から質問等あるかと思いま

すので、本日もよろしくお願いしたいと思います。 

この後の予定もございますが、十分意見を出し合って、適切なるご判断をいただきますよ

うお願い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。 

どうかよろしくお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

本日は、委員定数 19 人中 16 人と、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。 

 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。 

 

○会長 

 それでは、次第に従い進めてまいります。 

 最初は、協議事項であります「地域枠予算申請事業について」を案件といたします。今回

は、市民協働型の新規事業が 2 件、継続事業が 1 件、市民主導型の継続事業が 4 件、行政主

導型の新規事業が 3件の計 10件の申請となっています。 

 最初に、市民協働型の新規事業であります大盛フラワーガーデンについて、大盛花卉同好

会 進藤日出弥さんより説明をお願いします。 

 

○進藤日出弥氏 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民協働型 

大盛フラワーガーデン 

事業目的：地域住民の交流を図り、大盛館への来館者を歓迎するとともに、国道を通

過する車窓から花を見てもらうことで心を和ませてもらうために行うもの。 

申請者：大盛花卉同好会 

事業費：９３，９３３円 

申請額：９３，９３３円（消耗品費） 

 

○会長 
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 ありがとうございました。 

 何か質問、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」との声あり） 

ないようなので、これで大盛フラワーガーデンについての説明を終わります。 

 この事業の決定通知は、後日郵送します。それでは、進藤さんは退席願います。 

【退席】 

 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） 

賛成多数で承認といたします。 

次に、同じく市民協働型の新規事業であります境シダレザクラ周辺環境整備事業について、

シダレザクラ愛護会 伊藤弘樹さんより説明をお願いします。 

 

○伊藤弘樹氏 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民協働型 

境シダレザクラ周辺環境整備事業 

事業目的：市内外から多くの観光客が訪れる萬松寺のシダレザクラの保護柵が腐食し

ているため、新たな保護柵を設置する。 

申請者：シダレザクラ愛護会 

事業費：３２３，５６８円 

申請額：３２３，５６８円（原材料費） 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 何か質問、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」との声あり） 

ないようなので、これで境シダレザクラ周辺環境整備事業の説明を終わります。 

 この事業の決定通知は、後日郵送します。それでは、伊藤さんは退席願います。 

【退席】 

 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） 

賛成多数で承認といたします。 

 次に、同じく市民協働型の継続事業であります平成 30年度花と緑のまちづくり事業及び市

民主導型の継続事業であります淀川地区地域づくり元気アップ事業、農村と都市との交流事

業、中淀川地域がんばる集落応援事業、協和カラオケ発表大会及びボランティア活動事業、

第 23回きょうわミニコンサートを一括で、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） 
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【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民協働型 

平成３０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。 

申請者：合貝集落会 

事業費：１５２，８５０円 

申請額：１５２，８５０円（消耗品） 

 

・市民主導型 

 １ 淀川地区地域づくり元気アップ事業 

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 

事業費：５００，０００円 

申請額：５００，０００円（補助金） 

 

２ 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事業者の活性化

を図る。 

申請者：協和観光まちづくり推進チーム 

事業費：５１１，０００円 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

３ 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形成と地域の活性化のため、地域内の市立中淀川

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

間の交流を図るイベントを開催。 

     先人がもたらした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。 

申請者：中淀川自治連絡協議会 

事業費：４００，０００円 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

４ 協和カラオケ発表大会及びボランティア活動事業 
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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、地域の活性化を図ることを目的とする。 

申請者：協和カラオケ同好会 

事業費：３６０，０００円 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

５ 第 23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、地域の活性化に繋げることを目的とする。 

申請者：ＫＭＣ．１１ｔｈ 

事業費：６０１，０００円 

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。 

 

○田崎孝委員（以下「田崎委員」と表記） 

 カラオケ同好会ですけど、発表大会の入場者数が少なくなってきていることについて、会

員はどう考えているのでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 事業経緯説明書を出していただいた際に、実はそのお話させていただいておりまして、そ

の理由をお聞きしたところ、２８年度については、峰吉川のイベントと日程が重なってしま

ったということです。昨年度は、非常に天候が悪かったと。実は、この発表大会実は結構長

い時間やっておりまして、午前から午後にかけてやっています。午前中は足が鈍かったけど

も、午後からはだいぶ入ってきましたというお話は聞いております。 

日程調整とか広報活動をどうしていくかというところが課題ということでしたので、今後

はその辺について改善していただくようにというお話はさせていただきました。 

 

○伊藤和美委員（以下「伊藤（和）委員」と表記） 

農村と都市との交流事業ですが、これはどういうところで募集をされているのでしょう

か？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

こちらで把握しているところでは、例えば、観光物産協会のホームページ、また、魁の新
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聞の方にも毎年出されておりまして、そういったところで募集しているようです。 

 

○斉藤陽子委員（以下「斉藤委員」と表記） 

淀川地区地域づくり元気アップ事業についてお聞きします。 

昨年度は事業費が約３５万円に対し、今年は５０万円となっていますが、上がった理由が

あれば教えてください。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

通常の補助金の金額というのは、３０万円を限度としまして補助対象経費の６分の５をか

けた金額ということで計算されます。 

ただ、これまではそうでしたが、４月の要綱改正に伴いまして、地区コミュニティ会議、

自治連絡協議会等、協和でいうと４つの振興協議会ですけど、こちらは５０万円を限度に引

き上げられております。 

それに伴いまして、これまで元気アップ事業をやられてきましたけども、その事業をより

パワーアップした形で今回申請していただいているということです。 

 

○会長 

 他にはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、淀川振興協議会長でもある武藤委員は一時退席をお願いします。 

【退席】 

 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） 

賛成多数で承認とします。 

次に、行政主導型の新規事業、自治会及び市民等向け災害時対応マニュアル作成及び平成

29年豪雨災害記録誌作成の 2件を一括で髙橋参事より、広報だいせん地域版作成事業につい

てを堀江市民サービス課長より説明をお願いします。 

 では最初に、髙橋参事お願いします。 

 

○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】 

・行政主導型 

１ 自治会及び市民等向け災害時対応マニュアル作成 

事業目的：いつ起きるかわからない災害。道路の寸断により、行政や地域による支援

機能が不全となり、個人だけではどうにもならないことがあり得る。 

地域住民の生命を守り、被害を最小限にとどめるという使命を果たすため

にも、地域の防災力の向上に努め、災害発生時に効果的な防災活動を行う

必要がある。 
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担当課：市民サービス課 

事業費：６１２，３６０円 

申請額：６１２，３６０円（印刷製本費） 

 

２ 平成２９年豪雨災害記録誌作成 

事業目的：激しい雨により土砂崩れや河川の氾濫によって多大な被害をもたらした、

平成２９年７月２２日及び同年８月２４日の大雨災害による協和地域内の

災害状況等を記録した冊子を作成するもの。 

担当課：地域活性化推進室 

事業費：４８３，３００円 

申請額：４８３，３００円（印刷製本費） 

 

○堀江孝明市民サービス課長（以下「堀江市民サービス課長」と表記） 

・行政主導型 

広報だいせん地域版作成事業 

事業目的：協和地域の市民に対し、今年度協和地域で行う主要な事業における予算に

ついて広く周知することを目的とする。 

担当課：市民サービス課 

事業費：７１，２８０円 

申請額：７１，２８０円（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。 

（「なし」の声あり） 

 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） 

賛成多数で承認といたします。 

 ここで、休憩とし、１６時１０分に再開します。 

【休憩】 

 

○会長 

それでは再開いたします。 

次は、報告といたします。 

最初に、(1)移住・定住推進事業についてを、企画部まちづくり課の佐々木主査より説明を 

お願いします。 
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○佐々木彰人まちづくり課主査（以下「佐々木まちづくり課主査」と表記） 

【移住・定住推進事業について説明】 

 

○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。せっかくの機会です。些細なことで構い

ませんので遠慮せずに質問をしてください。 

 

○田崎委員 

どれくらい移住定住の手ごたえを感じていますか？ 

 

○佐々木まちづくり課主査 

年に何回か移住相談会を開催させていただいていますが、大仙市出身で U ターンの人が７

割から８割、大仙市と関係のない人の Iターンが２割から３割くらい状況になっています。 

そのときに、一番相談されるのが仕事です。仕事があれば、すぐにでも大仙市に帰りたい

とか言う人がいます。仕事を一番心配される方が多い。そこを市として企業さんの方へ移住

者の方を売り込みして仕事が決まれば、かなりの確率で大仙市の方へ来てくれるのではない

かと思います。 

 

○田口美和子まちづくり課長（以下「田口まちづくり課長」と表記） 

今日の魁新聞をご覧になった方もいらっしゃると思いますけども、県の移住者の内容とし

まして、３１４人移住したという内容が載っておりました。その中で大仙市は何人かといい

ますと、１８人です。これが２９年度の実績という形になります。 

この数字は、秋田県の方に移住したいという相談をされた方、登録された方の人数ですの

で、例えば転勤してきた方だとか、親のために戻ってきた方とかはまったくカウントされて

いない数字になります。 

このほかに大仙市が支援している制度を活用して移住した方が何名かいらっしゃいますの

で、２９年度は４０人弱がこの数字にプラス十何組、つまり、４０人くらいが２９年度は大

仙市に移住されたという風に市の方ではカウントしています。 

例えば、先ほどおっしゃったように、お父さんが亡くなって帰ってくるとか、いろいろな

事情で帰ってくるケースがあるんですが、数え方といたしまして、県の方の数字と市が独自

に押さえている数字はまったく違ってくるのかなと思っております。 

やはり、仕事の面が一番の問題となりますので、そういった面をサポートするために今年、

無料職業紹介所というものを開設させていただくことになっております。 

できるだけ秋田に帰りたいという人のご希望に添えるように相談を受けてまいりたいと思

いますので、もし身近な方にそういう方がいらっしゃいましたら、一報いただいて相談に乗

れればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○斉藤委員 

首都圏の方に対して、どういったアプローチをされているのでしょうか？ 

 

○佐々木まちづくり課主査 

まず一つ目が、秋田県の方で移住希望者登録というのと、A ターンという仕事の登録をさ

れているのですが、そういった方々に大仙市単独の移住相談会なんかもやっていますので、

こういった相談会がありますよということで、ご案内しております。 

ただ、登録されていない人にピンポイントで連絡をとる手段がないので、そういった部分

につきましては、市のホームページですとか、移住・交流情報ガーデンという総務省の施設

がありまして、県の移住相談の担当がいるところがあるので、そういったところにパンフレ

ット置いたり、市の情報を発信したりしておりますし、東京の方で開催される移住相談会が

年３、４回ありますので、そちらの方にも移住の相談ブースを出しまして、相談に乗れるよ

うな体制を整えております。 

 

○会長 

 他にないようですので、(1)移住・定住推進事業についてを終了します。 

 続いて、(2)協和地域の魅力再発見事業についてを、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） 

【協和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。 

（「なし」の声あり） 

 なければ、(2)協和地域の魅力再発見事業についてを終了します。 

 次に、(3)協和地域以外の魅力再発見事業についてを、企画部まちづくり課の高山副主幹兼

まちづくり班長より説明をお願いします。 

 

○高山知洋まちづくり課副主幹（以下「高山まちづくり課副主幹」と表記） 

【協和地域以外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。 

 

○鈴木武夫委員（以下「鈴木委員」と表記） 
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予算が０になっているところは何ですか？ 

 

○高山まちづくり課副主幹 

０になっているところは、例えば、今年度調査や打ち合わせ等連絡調整を行って、次の年

度で予算化して事業を進めるというものもございまして、そういったものが今０予算となっ

ております。 

 

○会長 

 他になければ、(3)協和地域以外の魅力再発見事業についてを終了します。 

 次に、(4)平成 30年度支所行政組織等についてを、和田支所長より説明をお願いします。 

 

○和田義基協和支所長（以下「支所長」と表記） 

【平成 30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」との声あり） 

 なければ、(4)平成 30年度支所行政組織等についての報告を終わります。 

 次に、(5)平成 29 年度地域協議会等開催状況についてを、髙橋参事より説明をお願いしま

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」との声あり） 

 なければ、(5)平成 29年度地域協議会等開催状況についての報告を終わります。 

次に、(6)協和地域の行事等についてを、和田支所長、説明をお願いします。 

 

○支所長 

【協和地域の行事等について説明】 

 

○会長 
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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、(6)協和地域の行事等についての報告を終わります。 

 次に、自主的審議に入ります。 

 前回、斉藤陽子委員より提出されました子供の遊び場と集いの場、併設食育カフェ整備に

ついての説明と委員より質問や要望等がありました。 

 本日は、前回お願いしておりましたが、委員の皆様から意見をお聞きすることとしており

ました。 

 その前に、前回の質問や要望等を踏まえて、斉藤委員より発言をいただきます。 

 

○斉藤委員 

【子供の遊び場と集いの場 併設食育カフェ整備について説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 では、鈴木委員より順番に質問、意見等を簡潔にお話しください。 

 

○鈴木委員 

学童保育は土日休みでしたっけ？ 

 

○斉藤委員 

日曜日は休みですよね。土曜日はやっていますけど、学童は保育園みたいなもので、登録

して１ヶ月で６０００円とか７０００円とかの利用料がかかります。 

 

○田崎委員 

子どもに関するものであればやってあげるべきだと思います。子どもの環境がよければ、

住みよいまちづくりになるし、移住者が増えることもあるでしょうから。 

 

○武藤利雄委員 

高学年になると部活とかも始まりますが、低学年の子などのためには、あってもいいのか

なと思います。 

 

○奥田聖名子委員 

やはり低学年の子の遊び場がないのではないかなと思います。高学年になれば部活があった

りします。その場合、交通手段が問題になります。境の子たちは自転車で行けたとしても協

和は広いので、しっかりした交通手段がないと、親御さんも心配だと思うので、時間に合わ
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せたバス時間を作っていただくとか。こういった新しいことをやる場合は、問題があって当

たり前なので、協和の人以外やバス会社など協力を仰ぎながら、一つずつ地道にやっていか

なきゃならないのではないかなと思いました。 

 

○伊藤泰子委員 

この提案はとてもいいと思うんですが、斉藤たちだけの意見なのか、地域からのニーズが

あったからこの提案があったのか、学校方面からもそういったことを検討していただけませ

んかという要望があったのか、詳細についてよくわからないのですが、こういう場所がある

というのは、とても有意義だと思います。 

高齢者との交流もできますし、ただ、今この段階で、賛成か賛成でないかというのは、ま

だ先かなと私自身は思います。 

 

○今野弘子委員 

とてもいいお話ですが、私は峰吉川なのですが、こんな立派な施設があっても、組織があ

っても利用は不可能だと思います。 

なぜかというと、峰吉川に子どもが一人か二人しかいないからです。結局、そこに親が迎

えに行かなきゃいけないとかいろいろなことを考えると、今の段階ではせっかくそういうも

のができても利用するのはちょっと無理だと思います。 

それと、学校との話合いをもうちょっと進めたほうがいいのではないかなと思いました。 

 

○茂木靖雄委員 

私は稲沢ですが、やはりなかなか行くのは難しいのかなと思います。支所の隣の施設を活

用することも検討していいと思いますが、何よりも学校の方で学童をやっていると思います

が、その延長で考えていった方がいいのではないかと思いました。比較的に冒険しないで、

できるようなかたちでできればいいのではないかなと思いました。 

 

○工藤幹子委員 

夜遅くにバスに乗って帰ってこれるのかなと思います。知り合いのお孫さんですけど、家

が忙しいので、学童保育を予約していたんだそうです。でも、迎えに行くのが大変で学校の

方から他に入りたい子がいるようなので、辞退してくださいと言われたようです。 

この提案はすごくいいことだと思うんです。ただ、この先、子ども達がどれくらい増える

のかなとか、子どもがいる家族にとってどれくらい負担になるのかなとかいろいろ考えまし

た。 

 

○佐藤智治委員 

私は淀川に住んでいるので、仮に役場の隣にある施設を使うとすると、実際に使うのは難

しいのかなと思ったんですが、逆に使えるようにするためにはどうしたらいいのかなと考え

た時に、羽後交通さんが無理だとすれば、スクールバスをその時間だけピストン輸送をする
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とか、もしくは学校をうまく使っていくのが現実的なのかなと。 

できるだけみんながリスクを背負わないように、要望に沿ったことができるのかなと思い

ました。学校であったり、保育園であったり、そういう要望があるというのを数字とかで明

確に知らせることができれば、説得力が出てきて周りの方を動かすことができるのではない

かなと思いました。 

 

○進藤崇子委員 

峰吉川に住んでおりまして、子どもが一人ということで、残念に思っていた現状なんです

が、ゆっくりできる場所というのは、小学校を含め高齢者にとってもあった方がいいなと思

いました。 

今お話あったように、通学バスでない送迎してくれるバスがあって、子供さんたちを送迎

しつつ、高齢者にも利用してもらいながら、地域の中に PRをしてもらうという方法も大事な

方法でないかなと思いました。 

 

○豊島雅夫委員 

私は船岡地区です。今の保健センターなど既存の建物を利用することもいいんですけど、

船岡、淀川、峰吉川の子どもさんたちがそこに行くとなれば、なかなか難しいのではないか

なと思います。 

今、小学校の教室を借りまして児童クラブをやっていますよね。そういう建物がないとい

うことで、協和小学校さんを借りてやっているというお話ですが、子どもがこれから少なく

なる状況は、協和でも西仙でも条件は同じですけど、神岡では新しく建物を建てたというよ

うに聞いておりますが、そうなのでしょうか？ 

やはり、新規で建物を建てるというよりは、既存の建物を利用する方がいいと思います。 

 

○伊藤和美委員 

この提案については、どちらかというと賛成です。 

何の分野でもそうですけど、魅力的なものをつくらないと誰もこないと思います。この場

合も、子ども達にとっても、地域の人たちにとっても、内容が魅力的でないとその場所に足

を運ぶことはないのではないかなと思います。 

それから、いつも言われていることですけども、協和はとても広くて交通関係もうまくま

わっていないというところもあるので、現実的に考えた時に例えば、曜日によって回る地域

を変えるとかもあるでしょうし、ここを拠点として今移動児童館とか、移動図書館とかあり

ますよね。 

そういうのもどうなのかなと思います。一ヶ月に何回かは、移動なんとかという名前をつ

けてそこにみんなが集えるようにするとか、そういう考えもあるかなと思います。 

 

○豊嶋一郎委員 

船岡在住です。船岡から行くバスは曜日によって営業していないとかすることもあるので、
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子ども達が乗ったバスだけは、なんとか学校まで行って欲しいなと思っていました。 

また、斉藤さんがおっしゃるように、一人でも二人でも子育てに不安を感じているようで

あれば、そういうものを建てる、それが無理ならなんとかしてやっていければいいのかなと

いう風に思っています。 

 

○佐藤幸雄地域協議会副会長 

この会でこのような提案されたということで、素晴らしいと思います。 

やはり、時代が変わってきていて、地域づくりというのも変わってきているのではないか

なと思います。常日頃コミュニティを大切にしてきて、課題を見つけて、解決していくとい

う姿勢でないとどうしても取り残されていくのではないかと思います。 

少子高齢化ということを言われて久しいわけですが、何も解決しない。移住定住の話もあ

りましたけども腹を決めてかからないと、いけないなと思っているところです。 

かつて協和中学校の海外派遣事業ということで１２名の生徒とオーストラリアに行ったこ

とがありますけども、向こう方ではみんな教育委員会の考え方が違うんですね。ですから、

うちのほうはこうだ、ということであればその方向でやっていくと。だから、地域のことで

解決していくスタイルでした。学校に朝食べないで来る生徒もいるわけですね。朝１０時頃

にご飯を食べるのが、一番成長にいいということだそうです。学校にちょっとした売店があ

っていろいろなものを売っているんですね。 

そういう形で子ども達の成長を見守ったり、海外は特にスポーツがプロ化していますから、

そういうことで協力したりしているということでしたけど、我々も時代も変わって一つ一つ

すべて行政に頼るのではなくて、やはりコミュニティで揉んでやっていかないといけないと

思います。 

お年寄りと子どもをつなげるコミュニティビジネスなど面白いのかなと思いますし、地域

のためになるのかなと思いました。 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 では、皆さんの意見等が出揃いました。 

 今、発言していただいた意見を踏まえて、改めて、斉藤委員より発言をいただきます。 

 

○斉藤委員 

皆様から貴重なご意見をいただけてありがとうございます。もっと広げていくためには、

準備委員会とか、学校とかお父さんお母さんとか地区のいろいろな方々のお話をよく聞くこ

とが大切なんだと思いました。 

まず、第１回協和ワークショップという私と３名の４名で検討した経緯もございますし、

準備としては徐々に整ってきているのかなと思います。子どもが少なくなってきていますが、

一人でもいるうちは何とかサポートしていかないと、協和の未来はないと思っておりますの

で、今後ともどうかよろしくお願いします。 
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○会長 

ありがとうございました。 

 本日出席しております、まちづくり課の田口課長より、ご助言等ありましたらお話してい

ただけないでしょうか。よろしくお願いします。 

 

○田口まちづくり課長 

協和の地域協議会の方で一つのテーマに沿って自主的審議をされているということが、非

常に素晴らしいことだなと思います。 

委員の方々それぞれ住んでいる場所も違いますので、それぞれのご意見もあるのだと思っ

て聞かせていただいておりましたけども、斉藤委員のほうには、委員の方々それぞれお話あ

りましたので、どれだけその地域でニーズがあるのかというところはやはりこの先進むにし

ても押さえておいておく必要があるのかなと思いました。 

もちろん、子どもさんのことですので、学校の考えですとか、そういった保護者のみなさ

んのご意見を伺うということが、第一なのかなと聞いておりました。 

この地域協議会の中で進められるというよりも、まず斉藤委員がご自分の仲間とこのテー

マに向かっていくのか、それとも地域協議会がある程度の形まで関わっていくのかというこ

とは次回の話になってくるのかなと思いますけども、第１回の協和ワークショップをやった

ということですが、いろんな興味がある方に参加していただいて、話を聞く機会があればそ

れはすごく前進するのかなと思います。 

副会長がおっしゃってましたけど、佐藤委員のところでも取り組もうとしている事業がご

ざいますので、例えば、準備委員会の立ち上げるということがありましたら、こちらの方で

相談に乗らせていただく体制もございますし、いろいろなご意見を伺うということでもご相

談していただければ、いろいろ一緒にやっていけるのかなと思います。 

この地域協議会の中で、さまざま出たご意見は、それぞれの地区からこられた皆様の意見

ですので、要望として聞くこともできますので、協議会の中でまた相談を続けられていくの

がいいのかなと感じたところでございます。 

 

○会長 

ありがとうございました。斉藤委員は、田口課長、委員の意見を参考に検討していただき

たいと思います。 

 そして、次回の会議で反映し、さらに協議を進めてまいります。 

 それでは、その他ですが、委員の皆さんから何かありませんか。 

 

○豊嶋委員 

宮崎市との交流事業ということでありましたけども、こういう交流もありますので、ぜひ

みなさんも宮崎に行ってもらえたらうれしいと思います。また、向こうから来たときはみな

さんで歓迎をするということです。 
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○会長 

次に、支所長、何かありませんか。 

 

○支所長 

初めて協議会に出させていただきましたけども、後半のほうはいろいろ活発なご意見を聞

かせていただきまして、大変勉強になったところです。 

年６回この会議があるということですけど、またいろいろと皆様からいいアイディア、意

見等をいただきながら、地域の活性化に繋げていけたらいいなと思います。 

今、市長は地域が元気にならないと全体が元気にならないということでいろいろ施策をや

っているところですので、皆様の力を貸していただければと思いますので、今後ともよろし

くお願いします。 

 

○会長 

田口まちづくり課長、何かありませんか。 

 

○田口まちづくり課長 

参加させていただきましてありがとうございます。 

今年度初めて大曲以外の地域協議会に参加させていただきまして、非常に活発な意見交換

がされていると実感させていただきました。 

今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。 

 

○会長 

 各課長は何かありませんか。 

 

○堀江市民サービス課長 

今日はありがとうございます。 

ちょっとお時間をお借りして学童保育の件についてですけど、神岡に建てたというのは、

神岡小学校は、北神小学校と一緒になって、余裕教室がないという状況がありまして、建て

たことですけど、協和小学校も実は余裕教室を使っているんですけど、本来、学童保育とい

うのは、学校から切り離した状態でやるのが、ベストだと言われております。 

学校の先生方も多忙でいろいろと学童保育の子ども達の様子を見るということが厳しいと

ころもありまして、できれば学校のすぐ近くに学童保育があればベストだということで、神

岡の場合は建設した経緯があります。ちなみに大曲小学校も余裕教室を使っています。 

学童保育というのは、やはり学校に近いところがいいということでございまして、斉藤委

員の提案は地域活性化に繋がる部分もあると思いますので、ぜひご審議お願いします。 

 

○稲葉久則農林建設課長 
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昨年度の災害復旧、雄物川と淀川の河川改修、川原地区については３月下旬から入ってお

ります。小さな災害につきましては、５月１０日まで全力で終わらせるということで、工事

が進められております。ダンプが頻繁に通っておりますので、特段のご協力をお願いしたい

と思います。 

 

○今辻子協和公民館長 

大変お疲れ様でした。和ピア行事一覧ということで、１枚物の資料があると思いますが、

その中の自主事業自衛隊コンサートが載ってあります。 

当初の予定では、行う予定でしたけど、自衛隊のコンサートというのは、やはり非常に人

気がありまして、競争率が非常に激しいコンサートでございます。 

市内の市民会館４館あるんですが、４館の中で申し合わせ事項といたしまして、この自衛

隊コンサートは、２年連続で行わないということになっております。 

協和の場合、昨年行っておりますので、できないということで７月下旬に予定してありま

した自衛隊コンサートは、仙北のふれあい文化センターの方にお譲りいたしました。ですの

で、その部分を訂正させていただきます。 

 また、５月３０日チャレンジデーがございます。また、みなさんのご協力をお願いいたし

ます。今年も一年どうかよろしくお願いいたします。 

 

○阿部成吾市民サービス課参事 

久しぶりに帰ってまいりましたけど、見慣れた方々と一緒にできるのが楽しくてあっとい

う間に一ヶ月が過ぎました。 

また、昨年の豪雨災害で施設の方も修復はされつつありますけども、まだひどい状況にあ

りますので、お子さんの遊び場等もかなり危険と思われます。みなさん気をつけて使ってい

ただければと思います。 

 

○会長 

事務局からありますか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

次回の地域協議会は、6月下旬を予定しております。 

 日時が確定しましたら、お知らせいたします。 

 

○会長 

これで、第 1回協和地域協議会を終了します。お疲れさまでした。 

 

 

（午後５時４７分 閉会） 

 


