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平成３０年度 第６回協和地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成３１年３月２２日（金） 午後２時 

■会  場：協和庁舎４階大会議室 

 

■出席委員：１１名 

武 藤 秀 一、豊 島 繁 實、奥 田 聖名子、伊 藤 泰 子、 

今 野 弘 子、茂 木 靖 雄、工 藤 幹 子、斎 藤 善 嗣、 

進 藤 崇 子、豊 島 雅 夫、豊 嶋 一 郎 

         

■欠席委員： ８名 

鈴 木 武 夫、武 藤 利 雄、佐 藤 仁 美、斉 藤 陽 子、 

佐 藤 智 治、工 藤 浩 一、佐 藤 幸 雄、伊 藤 和 美 

 

■出席職員：６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 会長あいさつ 

３ 協 議 

（１）地域枠予算申請事業について 

４ 報告 

（１）平成 31年度支所管内各課等予算について 

（２）地域枠予算事業の執行について 

（３）くらしの歴史館の閉館について 

（４）協和地域の行事等について  

５ その他 

６ 閉 会 

 

 

（午後２時 開会） 
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○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） 

本日はお忙しい中ご出席いただき誠にありがとうございます。 

この時期は、代替わりの季節ということで、委員の皆様も他の団体の代表でこられている

方もいらっしゃると思いますが、私も船岡地区振興協議会の会長として就任したわけでござ

います。 

今回任期が訪れるということで、これが皆様との最後の会議になるのかなとも思っている

ところでございます。皆様のおかげでここまで来れたと思いますので、本当にありがとうご

ざいます。 

事前に配布された資料をご覧になったかと思います。新年度の予算がありましたけど、か

なり厳しい状態のようでございます。その中でも地域枠予算については、来年度は今年度と

ほぼ同額の予算措置をしていただきましたことについては、御礼を申し上げたいと思います。 

本日の協議案件については、事前に配布されていることと思いますので、どうか忌憚のな

いご意見を賜りますことをお願い申し上げまして、開会の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） 

本日は、委員定数 19 人中 11 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。 

 その前に、4 時から、消防団協和支団の幹部会があり、堀江市民サービス課長及び豊嶋一

郎委員は、会議の進行によっては途中退場になるかもしれません。皆様のご理解とご協力を

お願いします。 

それでは、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。 

 今年度における市民主導型の新規事業が 1件と、行政主導型の新規事業 1件の計 2件。 

 平成 31年度における市民主導型の新規事業、継続事業が各 1件、行政主導型における新規

事業が 3件と継続事業が 1件の計 6件で合計 8件の申請となっています。 

 最初に、平成 30年度分の事業説明となります。 

 市民主導型の新規事業であります、淀川を考える集いについて、淀川を考える会の会長、
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武藤隆男さんより説明をお願いします。 

 

○武藤隆男氏（淀川を考える会） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

 淀川を考える集い 

事業目的：高齢化、担い手不足が深刻な状況となっている。このため、農業者の担い

手を確保、育成するため、新規就農者の就農促進活動を含めた担い手対策

の取組みを検討する。 

申請者：淀川を考える会 

事業費：９６，０７２円 

申請額：７９，５００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。 

 

○伊藤泰子委員 

 対象者はどうなっていますか？また、民謡についてはどういう意味合いで企画されたので

すか？ 

 

○武藤隆男氏 

淀川住民を対象としています。民謡については、集まる年代を考え、保養の意味合いで企

画しました。 

 

○会長 

他にないようですので、これで淀川を考える集い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、武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。 

（多数の挙手あり） 

それでは賛成多数で承認いたします。 

次に、行政主導型の新規事業であります、菜の花畑案内看板・のぼり旗作成について、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「市民サービス課長」と表記） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・行政主導型 
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 菜の花畑案内看板・のぼり旗作成 

事業目的：官民問わず、地域の観光推進体制の連携及び観光案内機能を強化するとと

もに、地域が活性化するために、観光案内板及びのぼり旗を設置する。 

申請者：市民サービス課 

事業費：２４８，４００円 

申請額：２４８，４００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） 

それでは賛成多数で承認いたします。 

次に、平成 31年度分の事業説明となります。 

 最初に、市民主導型の新規事業であります、きょうわのうめもの作って売るどーについ

て、きょうわ縁結びグルメ研究会事務局の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） 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

 きょうわのうめもの作って売るどー 

事業目的：●農・商・観光等の産業振興、経済、人的交流、農畜産物の有効活用及び

販売物品の知名度アップを融合させ、地域の活性化（元気創造）を目指

し、店舗及び関係団体と積極的な交流をし、常時販売できるようにする。 

●地域の産業振興と地域活性化に貢献することを目的に、大仙市のふるさ

と納税返礼品としても活用可能な魅力ある新たな商品を開発。 

●様々な食を広く提供し更なる売り上げを伸ばすためにも、SNS を作成、

又、市及び市観光物産協会等のホームページを活用しながら積極的に情

報を発信する。 

申請者：きょうわ縁結びグルメ研究会 

事業費：５５３，０００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。 
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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） 

それでは賛成多数で承認いたします。 

次に、継続事業であります、協和さくら祭りについて、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説明】 

・市民主導型 

 第１０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内の桜を利用した春の祭典事業「さ 

くら祭り」を開催し、地場産物の販売事業や協賛イベントを実施すること 

によって、地域の活性化及び産業の促進を図ることを目的とする。 

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。 

 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） 

それでは賛成多数で承認いたします。 

次に、行政主導型の新規事業であります、まほろば唐松能楽殿活用促進事業について、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） 

・行政主導型 

 2019まほろばコレクション!! “着物リメークファッションショー” 

事業目的：「まほろば唐松中世の館」をより多くの方へ知っていただくと同時に、能だ

けではない様々な活用方法をこのイベントを通して知っていただきたいた

め。 

担当課：地域協議会・地域活性化推進室、市民サービス課、協和公民館 

事業費：６６０，０００円 

申請額：６６０，０００円（委託料、使用料及び賃借料） 

 

○会長 

 ありがとうございました。 
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【質疑応答】 

 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） 

次に、防火啓発用看板について、堀江市民サービス課長より説明をお願いします。 

 

○市民サービス課長 

・行政主導型 

 防火啓発用看板 

事業目的：市民等に対し、火災を未然に防止すること及び火災による被害の軽減を図

る役割を認識してもらうことにより、火災等の災害を減少させる。 

     また、火災予防思想の普及を図ることで、火災の発生を防止し、死者の発

生と財産の損失を防ぐことを目的とする。 

申請者：市民サービス課・市消防団協和支団 

事業費：１８３，１６８円 

申請額：１８３，１６８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） 

 次に、花いっぱい運動について、今協和公民館長より説明をお願いします。 

 

○今辻子協和公民館長（以下「公民館長」と表記） 

・行政主導型 

 花いっぱい運動 

事業目的：協和地域内の公共な場所または道路沿いの用地などに花を植栽し、明るく

住みよいまちづくりを目指し、快適な生活環境を創出することを目的とす

る。 

申請者：協和公民館・地域協議会 

事業費：３８４，７５０円 

申請額：３８４，７５０円（消耗品費） 

 

○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。 

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） 

次に、継続事業であります、オラほの写真コンテスト及びカレンダー作成について、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） 

・行政主導型 

 オラほの写真コンテスト及び新元号２年カレンダー作成 

事業目的：●不特定多数の観光客等に対し広報宣伝活動などを行う。 

●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。 

担当課：地域協議会・地域活性化推進室 

事業費：５７４，４６３円 

申請額：５７４，４６３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。 

 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） 

次は、報告といたします。 

 最初に、(1)平成 31 年度支所管内各課等予算について、全体の予算を和田支所長から説明

していただき、その後、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

番で説明をお願いします。 

 委員の皆さんからの質問や確認などについては、全説明が終了してから伺います。 

 それでは、和田支所長、お願いします。 

 

○和田義基協和支所長（以下「支所長」と表記） 

【全体の平成 31年度支所管内各課等予算について説明】 

 

○会長 

次に地域活性化推進室の予算について髙橋参事よりお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【地域活性化推進室所管予算について説明】 
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○会長 

市民サービス課の予算について、堀江課長より説明をお願いします。 

 

○市民サービス課長 

【市民サービス課所管予算について説明】 

 

○会長 

農林建設課の予算について、稲葉課長より説明をお願いします。 

 

○稲葉久則農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記 

【農林建設課所管予算について説明】 

 

○会長 

協和公民館の予算について、今館長より説明をお願いします。 

 

○公民館長 

【公民館所管予算について説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。 

 ただいまの件について、質問、確認したいこと、お聞きになりたいことがありましたら内

容を簡潔にお願いします。 

 なければ、(1)平成 31年度支所管内各課等予算についてを終了します。 

続いて、(2)地域枠予算事業の執行について、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） 

【地域枠予算事業の執行について説明】 

 

○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、(2)地域枠予算事業の執行についてを終了します。 

次に、(3)くらしの歴史館の閉館について、今館長より説明をお願いします。 

 

○公民館長 

【くらしの歴史館の閉館について説明】 
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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。 

 

○武藤秀一委員 

資料はそのまま保管しておくということですか？ 

 

○公民館長 

 はい。２階に保管している資料をそのまま１階に持っていくということです。 

 

○今野弘子委員 

 貴重な資料を保管していて、見た方は皆さん感心して行かれます。資料はもちろん、外の

管理も素晴らしいと言っています。 

 ２階から資料を持ってくるということでしたが、単純に空きスペースに持ってくるのでは

なく、しっかりと活用を考えた展示の仕方をしてもらいたいと思います。 

 

○会長 

 他になければ、(3)くらしの歴史館の閉館についての報告を終わります。 

次に、(4)協和地域の行事等についてを、和田支所長より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 

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)協和地域の行事等についての報告を終わります。 

その他に移ります。 

 委員の皆さんから何かありませんか。ありましたらお話しください。 

 

○会長 

ないようですので、次に支所長、何かありませんか。 

 

○支所長 

今年度最後の協議会ということで、１年間お疲れ様でした。６回の会議、研修等いろいろ
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ありがとうございます。 

また、新年度についても６回ほどの協議会を予定しておりますが、委員の任期も平成３１

年の３月３１日までということになっておりますので、また１年間よろしくお願いします。 

また、地域協議会の中で地域枠予算の審議以外にもいろいろとざっくばらんに話し合った

方がいいのではないかというお話もあります。今後どうなっていくかわかりませんけど、そ

ういったことも考えております。 

今年１年間ありがとうございました。来年度もよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

堀江課長は何かありませんか。 

 

○市民サービス課長 

 １年間お疲れ様でした。４月からまた１年間よろしくお願いします。以上です。 

 

○会長 

稲葉課長は、今月末日をもってご退職となります。あいさつを兼ねまして一言お願いしま

す。 

 

○農林建設課長 

 さきほど御紹介にありましたとおり、３月をもって退職いたします。 

 やはり記憶に残っているのが災害のことです。特にこの２年間というのは、いろいろあっ

て、国、県の方々にもがんばっていただきまして、今ようやく形になってきています。 

 今後予算が今後少なくなっていく中で、事業をまとめていくということは大変なことだと

思います。その中で地域協議会委員のみなさまの貴重なご意見、御協力を頂ければと思って

おります。 

これからも協和地域をよろしくお願いしたいと思います。短いですが、これで私のあいさ

つとさせていただきます。本当にありがとうございました。 

 

○会長 

 今館長は何かありませんか。 

 

○公民館長  

今年度も大変お世話になりました。４月からもどうかよろしくお願いいたします。 

 

○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） 
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新年度最初の第 1回地域協議会ですが、4月 27日より 5月 6日まで 10連休となります。 

例年からすれば 6～7件の地域枠予算事業申請があります。我々とすれば、団体において即

活動していただくために、団体への通知を遅くとも 26日までには発送しなければなりません。 

 先日、会長と協議した結果、4月 25日（木）に開催することにしました。皆様においては、

日程調整をして出席してくださいますようお願いします。会議通知は、4 月 1 日付けで発送

しますのでよろしくお願いします。 

 

○会長 

これで、第 6回協和地域協議会を終了します。お疲れさまでした。 

 また、この一年、ありがとうございました。31年度も引き続きよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

（午後３時４２分 閉会） 

 


