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平成３０年度 第２回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成３０年６月１９日（火） 午後１時３０分 

■会  場：協和庁舎４階大会議室 

 

■出席委員：１４名 

鈴 木 武 夫、武 藤 秀 一、豊 島 繁 實、武 藤 利 雄、 

奥 田 聖名子、佐 藤 仁 美、今 野 弘 子、斉 藤 陽 子、 

茂 木 靖 雄、工 藤 幹 子、工 藤 浩 一、佐 藤 幸 雄、 

進 藤 崇 子、豊 嶋 一 郎 

         

■欠席委員： ５名 

伊 藤 泰 子、佐 藤 智 治、斎 藤 善 嗣、豊 島 雅 夫、 

伊 藤 和 美 

 

■出席職員：１０名 

和田 義基（協和支所長）、堀江 孝明（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） 

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） 

 

■次  第 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 会長あいさつ 

４ 協 議 

（１）地域枠予算申請事業について 

（２）地域公共交通について 

５ 報告 

（１）５月１８日の大雨被害状況について 

（２）ひとづくり応援事業について 

（３）平成２９年度地域枠予算事業の実績報告について 

（４）協和地域の行事等について 

６ 自主的審議【３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 

７ その他 

８ 閉 会 
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（午後 1時 30分 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。 

 ただいまから、第 2回協和地域協議会を開会いたします。 

 最初に、5月 21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。 

 推薦団体と御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。 

 峰吉川地区振興協議会推薦、武藤秀一様。 

【委嘱状の交付】 

次に、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 2 回協和地域協議会にご出席くださいまして、誠にありがとうございます。皆さ

んもご承知のとおり、大阪の方で大変大きな地震がありました。被害に遭われた方に対しま

して、お悔やみとお見舞いを申し上げますとともに、1 日も早く復興されることをお祈り申

し上げます。 

 さて、本協議会ですけども、案件につきましては事前にお配りしていますので、質問され

る場合は、簡潔にお願いしたいと思います。 

 それから、皆さんにご報告でございますが、ひとづくり応援事業の資料があったと思いま

す。実は、その事業の第 1号ということで、よしかたんぽぽの会から事業申請がありまして、

5月 22日に審査会が行われています。佐藤副市長を始め、企画部長、各地域協議会長が集ま

りまして、それぞれ協議、審査を行っております。日本たんぽぽを使ったお菓子などで地域

が活性化されるのではないかなという風に思っております。委員の中でも誰も反対する人は

おりませんで、ありがたい評価をいただいたということでございました。 

 後ほど事務局の方から詳しい説明があるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

本日は、委員定数 19 人中 14 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 
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 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案件といたします。 

今回は、市民主導型の新規事業が 1 件、継続事業が 4 件、市民協働型の継続事業が１件の

計 6件の申請となっています。 

 最初に、市民主導型の新規事業でありますネオビート協和結成 15 周年記念事業について、

ネオビート協和 佐藤誠さんより説明をお願いします。 

 

○佐藤 誠氏 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

「ネオビート協和」結成 15周年記念事業 

事業目的：ネオビート協和が今年度結成 15周年を迎えることから、より多くの人々に

感動を与え、さらなる地域活性化への貢献ができるよう、結成 15周年記念

事業を行う。 

申請者：ネオビート協和 

事業費：３８７，０００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、意見等ありますか。ありましたら簡潔にお願いします。 

ないようなので、これでネオビート協和結成 15周年記念事業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、佐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、同じく市民主導型の継続事業であります第 35回商工まつり「夜市」＆感謝フェステ

ィバル、沢庄納涼演芸会、本郷地区盆踊り、学童相撲唐松大会及び市民協働型の継続事業で

あります桜の木伐採事業の計 5件を一括で、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） 

【地域枠予算申請事業について資料に基づき説明】 

・市民主導型 

１ 第３５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 
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事業費：１，４５０，０００円 

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 

事業費：５６０，０００円 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

３ 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 

事業費：５００，０００円 

申請額：３００，０００円（補助金） 

 

４ 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 

事業費：２００，０００円 

申請額：１６０，０００円（補助金） 

 

・市民協働型 

桜の木伐採事業 

事業目的：宇津野農村公園内にある桜の老木を樹木の保全と地域住民が安心できるよ

う剪定する。 

申請者：宇津野自治会 

事業費：２４３，０００円 

申請額：２４３，０００円（使用料及び賃借料） 

 

○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。 

 

○茂木靖雄委員 

桜の木伐採事業についてですが、これは高所作業車だけの金額ですか？ 
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○事務局（地域活性化推進室） 

軽トラやチェンソーについては、自治会で出していただくということになっております。

高所作業車、オペレーターの金額となっております。また、1日ではできない量ですので、

その日数分のレンタル代ということになっています。 

 

○会長 

 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、地域公共交通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。 

 

○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） 

【地域公共交通について資料に基づき説明】 

 

○会長 

 では、説明が終わりましたので、質問等ある方はお願いします。 

 

○武藤利雄委員（以下「武藤委員」と表記） 

 必ずバスとかでなくても、高齢者の買い物のための小型の車を使うとか、そういう意見で

もいいのでしょうか？ 

 

○堀江市民サービス課長 

はい。大丈夫です。 

 

○会長 

 他にないようですので、次は報告といたします。 

 最初に、(1)5 月 18 日の大雨被害状況についてを堀江市民サービス課長、稲葉農林建設課

長より説明をお願いします。最初に、堀江市民サービス課長お願いします。終わりましたら

稲葉課長お願いします。 

 

○堀江市民サービス課長 

【5月 18日の大雨被害状況について資料に基づき説明】 

 

○稲葉久則農林建設課長（以下「稲葉農林建設課長」と表記） 

【5月 18日の大雨被害状況について資料に基づき説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。 
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 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。 

 

○武藤委員 

淀川も川原部落が特にひどく、７名が避難しまして、防災訓練とかが功を奏しまして、消

防の方々も頑張っていただいて、早めに避難ができたということで、人的被害なく大変助か

ったということがあります。 

避難所については、社会福祉協議会から物資の提供がありましたし、次の日、川原から川

口まで水道が止まったということで役場の方から給水が来て助かりました。お礼申し上げま

す。 

また、これは本当の話かわかりませんが、協和ダムからの放流があるのではないかという

話があります。地元には情報があるかもしれませんが、下流については情報がないものです

から、それが早めにわかれば対策がとれるのにという話を住民からよく聞きますので、その

辺の情報の伝達についてうまくいかないものかと思っております。 

 

○稲葉農林建設課長 

 今、河川改修の説明会というのが盛んに行われています。伝達方法については、そういう

場で住民の皆さんと一緒に県の方と協議していきたいと思います。 

 

○豊嶋一郎委員 

船岡地区については、特に大きな被害はありませんでした。また、協和ダムからの放流に

ついても今年の 5月も昨年もなかったようです。 

 

○会長 

 ほかになければ、(1)5月 18日の大雨被害状況についてを終了します。 

 続いて、(2)ひとづくり応援事業についてです。 

この事業はこの 4 月より実施していますが、第 1 号として、よしかたんぽぽの会がこの事

業を実施するために、5月 22日に副市長、各地域の協議会長が出席する場において事業概要

を説明し、無事に承認されたものです。審査会の中でも大いに期待されている事業というこ

とを思った次第です。 

 それでは、この事業を先頭になってご尽力されました、よしかたんぽぽの会の会長であり

ます、佐藤副会長より説明をお願いします。 

 

○佐藤幸雄副会長（以下「副会長」と表記） 

【ひとづくり応援事業について資料に基づき説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。 
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 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。 

 ないようですので、(2)ひとづくり応援事業について終了します。 

 次に、(3)平成２９年度地域枠予算事業の実績報告について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年度地域枠予算事業の実績報告について資料に基づき説明】 

 

○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。 

 ないようなので、(3)平成２９年度地域枠予算事業の実績報告についてを終了します。 

 次に、(4)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。 

 

○和田義基協和支所長（以下「支所長」と表記） 

【協和地域の行事等について資料に基づき説明】 

 

○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。 

 ないようなので、(4)協和地域の行事等についての報告を終わります。 

次に、3 回目となります自主的審議に入ります。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（以下「斉藤委員」と表記） 

 継続審議いただき誠にありがとうございます。 

前回 4月 26日の第 1回地域協議会では委員の皆様の貴重なご意見をいただきまして本当に

ありがとうございます。ご意見をいただき、自分なりに考えましたが、ただ場所作りをして

いればいいというわけではなく、どうやって利用していくのか、どうしたら子ども達、地域

の皆様が通いやすく利用しやすいのかをしっかりと考えていくことが重要だということを改

めて感じた次第です。 

 

○会長 

 それでは、委員の皆さんからありませんか？ 

 

○鈴木武夫委員 
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 その後、行政の方では何か検討されたのでしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 活性化推進室の立場から前回四季の湯で開催した際に、まちづくり課長がお話したかと思

いますが、ひとづくりものづくり事業に該当するかと思います。 

ただ、根本的な土台がまだしっかりとしていないのかなと感じています。もうちょっと詰

めていただいてからの話ではないかと思います。 

 前回、保健センターを使うという意見がありました。維持管理的なことを考えれば楽だと

思います。あと、放課後児童クラブとの兼ね合いです。今斉藤委員がやろうとしているのは、

どの曜日にどの時間帯にやるのか、誰を対象とするのかというところをもうちょっと肉付け

してもらえればわかりやすいかと思います。 

 

○斉藤委員 

 ありがとうございます。高橋参事がおっしゃられるように、もっと肉付けして皆様にご提

案できるようにして参りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○会長 

他にはありませんか。 

 

○副会長 

 いい提案だと思います。あと子供達だけではなく、高齢者もくっつけるとか、複合的なこ

とを考えてやらなければ、人の少ない時代には難しいのではないかと思います。あともうち

ょっと方向性をしっかりすれば、地域にとってもいい事業になるのではないかと思います。 

 

○奥田聖名子委員 

 斉藤委員にお聞きしますが、魁新聞に子供食堂が２０００箇所を越えたということで、記

事が出ていました。本県でもあるということです。運営されている方々に話を聞いたりだと

か、資料をいただいたりしたのでしょうか？ 

 

○斉藤委員 

 私もその記事を拝見いたしました。インターネットなどで情報収集しましたが、町内会と

かで食材を子供カフェとか子供食堂の方に寄附してくれたりだとか、町内のお母さん達が持

ち回りで調理したり、いろんな年代の方々が集まっているということです。協和地域にもい

ろんな年代の方がいますので、そういった方向性がないかと思っています。 

 

○副会長 

これ、実は子供が多い都市だといっぱいあるんです。これを一つのビジネスにしていると

ころはいっぱいあります。ただ、この協和の地にあって、人が少なく、住んでいるところも
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ばらばらだと、どこに設置するのかという問題もあったりして、そこあたりが難しいところ

だと思います。それに経費が発生した場合、どこから出すのか、電気代でも水道代でも、そ

れを行政が負担するのか、その辺も決めないといけないのかなと思います。 

 

○斉藤委員 

この事業を提案させていただいた背景として、協和地域には児童館がないということがあ

ります。大曲には、各町内会に子供が遊べる児童館があります。協和地域の子ども達が自由

に遊べるような場所とご飯を食べられる場所が欲しいと思ったのがそもそものきっかけでし

た。 

 

○会長 

今日ここで決を採るとかではありませんので、また次回に持ち越しということにさせてい

ただきたいと思います。次に、支所長から何かありませんか。 

 

○支所長 

 皆さんに協和地域を良くするためにいろいろと検討していただいておりますが、市の状況

について少しお話させていただきたいと思います。 

合併してちょうど１４年目になりました。合併の目的というのは、行政のスリム化という

ことで全国的にやったわけですが、財政的な部分を考えますと、メリットが１５年でまった

くなくなるということなんです。実際にメリットがあったのは１０年間でそれから段々減っ

ていって、１５年で全くなくなるということです。だから、１５年かけて行政をスリム化し

てくださいというそういう国の考え方だと思います。 

今、大仙市を見てみますと、確かに職員数は減ったんです。合併した時に１５００人いま

した。それが今は８５０人ですから、計画以上に減っているんですけど、どうしてもそれ以

外の部分で８つの市町村が合併したものですから、施設の維持管理費だとかそういうものが

ネックになっていまして、非常に財政状況は厳しいものがあります。 

そこで今やっているのが施設の見直しなんですね。今までもやってはきたんですが、本格

的に取り組んでいます。旧市町村時代に建てたハコモノの維持補修費だとか、運営費、そう

いうものがかなりのウェイトを占めているということで、そこの見直しが一つ。 

あと、事務事業についても一旦ゼロベースで聖域なく見直しをするという方向でございま

して、新しい事業もやらなければいけないのでしょうけど、みなさんからも痛みを伴った改

革、変革の方向へ進んでいるということを情報としてお知らせしておきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

○会長 

 各課長は何かありませんか。 

 

○稲葉農林建設課長 
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雄物川の堤防と県の河川、かなりトラックが入ってきております。通勤の時間等は避ける

ようにしておりますが、できるだけ注意して通行されるようお願いいたします。 

 

○堀江市民サービス課長 

市民サービス課からですが、自治会の活動支援補助金の支払いが各自治会の方にされると

思います。 

あと、お願いですが、大仙市のホームページで「ふるさとこんにちは」というものがあり

まして、これは各地域の広報担当が取材して載せるということになっております。この記事

はふるさと納税の方のページからも開くことができまして、納税のきっかけとなるのではな

いかなと思っています。何かイベント等をお知らせしたいなということがありましたら、私

の方へ教えていただければと思います。 

 

○今辻子協和公民館長 

私の方からはお礼ということで、５月３０日に行われましたチャレンジデーに御協力をい

ただいて大変ありがたく思っております。残念ながら、敗退という結果に終わりましたが、

来年度新たな企画を取り込んでやっていきたいと思います。 

 もう一つは、９月１日に定期能公演を予定どおり実施することとしております。８月の上

旬でまほろば能楽殿の工事完成ということで工事を進めていますので、２年ぶりとなる定期

能公演ですので、機会がありましたら、ぜひご覧いただければと思います。以上です。 

 

○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） 

 先ほど、市民サービス課長が説明をしました地域公共交通の件ですが、次回の地域協議会

までとお話されていました。そして、10月 9日（火）ですが、市長との意見交換会を開催す

ることになりました。後日正式文書を送付しますが、日程の確保をお願いするとともに、委

員全員が出席されますようお願いします。 

二点目ですが、次回の地域協議会は、8 月上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 2回協和地域協議会を終了します。お疲れさまでした。 

 

 

 

（午後 3時 13分 閉会） 

 


