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平成３１年度 第１回協和地域協議会 会議録 

 

■日 時：平成３１年４月２５日（木） 午後４時 

■会 場：協和庁舎４階大会議室 

 

■出席委員：１６名 

   鈴 木 武 夫、武 藤 秀 一、武 田 春 樹、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、斎 藤 善 嗣、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、佐 藤 智 治、工 藤 浩 一 

 

■出席職員：１０名 

   嵯峨 美保子（企画部広報広聴課）、和田 義基（協和支所長）、 

髙橋 幹彦（地域活性化推進室参事）、加藤 登志美（地域活性化推進室副主幹）、 

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）、 

佐川 悦章（農林建設課長）、今 辻子（協和公民館長） 

 

■次  第 

   １ 開 会 

   ２ 委嘱状交付 

   ３ 職員紹介 

   ４ 会長選出 

   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）シティプロモーション戦略事業について 

   （２）平成３０年度地域協議会等開催状況について 

   （３）平成３１年度地域の魅力再発見事業について 

   （４）平成３１年度地域協議会等の開催日程について 

   （５）平成３１年度支所行政組織等について 
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   （６）協和地域の行事等について 

   ８ その他 

   ９ 閉 会 

 

 

（午後４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。 

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１４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。 

お名前をお呼びいたしますので、その場にお立ちになって、支所長より委嘱状を

お受け取り願います。 

船岡地区振興協議会 武田 春樹 様。 

【委嘱状交付】 

 

続きまして、このたびの市の人事異動による農林建設課長と地域活性化推進室職

員が代わりましたので、支所長が紹介いたします。 

【支所長職員紹介】 

 

○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。 

それでは、会長の選出を行います。 

この会の会長でありました豊島繁實さんは、出身母体であります船岡地区振興協

議会の役員改選により会長を退いております。従って、この会も自動的に失職して

おります。 

つきましては、大仙市地域自治区の設置等に関する条例第６条の規定により、地

域協議会に委員の互選により会長を置くことになっております。 

では、会長の選出を行います。この会の取りまとめ役・舵取り役をしていただく

ことになります会長ですが、どのように選出したらよろしいでしょうか。皆様のご

意見を伺います。 

 

○豊嶋一郎委員（以下「豊嶋委員」と表記） 

 事務局一任でお願いしたいと思います。 
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○事務局（地域活性化推進室） 

 ただいま、豊嶋委員から事務局一任という意見がありましたが、皆様いかがでし

ょうか。 

（異議なし） 

それでは、事務局の素案を発表させていただきます。 

淀川振興協議会の会長であります、武藤利雄さんを推薦いたしますが、いかがで

しょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。 

武藤利雄さんは、日ごろ、地域の活動を積極的に行っており、平成２９年の豪雨

災害時においては、氾濫する前に河川の下流域にある自治会長などに対して、的確

な避難指示を行うなど、人望の厚い方です。 

また、平成２２年には民生児童委員となり、日々、地域の要支援者やその家族の

相談・支援を積極的に行っております。そのような方ですので、お任せできると思

います。委員の皆様、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。 

 それでは、武藤新会長は前方の会長席へご移動願います。 

 あらためまして、主催者を代表いたしまして、武藤会長が皆様にご挨拶申し上げ

ます。 

 

○武藤利雄地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

 ただいま、協和地域協議会の会長に指名されました、淀川振興協議会の武藤です。 

まさに、青天の霹靂で戸惑いを感じているところでございます。年号も平成から令

和に代わるこの時期に、このような職を仰せつかりまして不安でいっぱいですが、 

微力ながら、協和地域の活性化のために皆様のご協力をいただきながら頑張ってい

きたいと思っております。 

 また、協和支所の職員の皆さんからは、和田支所長をはじめ、堀江市民サービス

課長、佐川農林建設課長、今公民館長、そして幹部の皆さんからもアドバイスをい

ただきならが、運営に努めていきたいと思っているところでございます。 

 来月からは、令和と元号が変わるわけですが、希望に満ちた素晴らしい年になる

ことを願いつつ、皆様のご健勝を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 このあとは、次第に戻りまして、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、武藤会長が議事進行を務めます。よろしくお願いいたします。 
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○会長 

 それでは、次第に従い進めてまいります。 

 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。 

 市民主導型の新規事業が２件、継続事業が３件、市民協働型の継続事業が２件、

行政主導型における継続事業が１件、地域緊急型が１件の合計９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、白岩の歴史を語る会について、白岩

自治会より説明をお願いします。 

 

○田中盛耕 氏 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

  白岩の歴史を語る会 

   事業目的：当自治会は、少子高齢化並びに過疎化が急速に進み、一人・二人

暮らし世帯が地区の半数を占めています。また、空き家も年々増

加傾向にあり、近い将来限界集落になることを危惧しております。

こうしたなか、白岩自治会の歴史を後世に残していくために白岩

の歩みを刻んだ記念石碑を修復し、併せて歴史を顧みるとともに、

今後の集落のあり方を語り合いながら地域住民が力を合わせ元

気な地域づくりを目指すことを目的とする。 

   申請者：白岩自治会 

   事業費：３２２，４００円 

   申請額：２５０，０００円（報償費、印刷製本費、修繕費） 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 何か質問、意見等ありましたら簡潔にお願いします。 

 ないようなので、これで白岩の歴史を語る会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、ご退席願います。 

【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をお願いします。 

（多数の挙手あり） 

 賛成多数により承認いたします。 

 次に、下淀川地区を活性化する集いについて、下淀川部落協議会より説明をお願

いします。 
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○武藤秋雄 氏 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

  下淀川地区を活性化する集い 

   事業目的：平成２９年７月２３日の記録的な大雨被害により、現在も精神的

にダメージを受けている人もおります。また、昨年の大雨被害に

より、農作物の減収により、農家が大打撃を受けております。以

上のことから、秋田県や大仙市から災害復旧に向けて各種復旧工

事が進められております。これらの工事内容を把握するとともに、

防災への意識向上を図り、水害で受けた閉塞感を打破するため、

地元の願いが叶い、住民が一堂に会して、芸能や音楽で喜びを分

かち合い地域の活性化に繋げることを目的とする。 

   申請者：下淀川部落協議会 

   事業費：１９０，０００円 

   申請額：１５０，０００円（報償費、消耗品費） 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 何か質問、意見等ありましたら簡潔にお願いします。 

 ないようなので、これで下淀川地区を活性化す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、ご退席願います。 

【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をお願いします。 

（多数の挙手あり） 

 賛成多数により承認いたします。 

 次に、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並びに中淀川地域がんばる集落応援事業について、高橋参 

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 

１ 淀川地区地域づくり元気アップ事業 

   事業目的：淀川地区は、少子高齢化により過疎化が急激に進んでおり、また、

平成２９年の豪雨災害により、いまだに地域全体が低下しており、
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地区住民を対象とした活力向上のための事業を行い、各団体と連

携しながら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：５３４，０００円 

   申請額：５００，０００円（報償費、需用費、使用料及び賃借料） 

 

２ 農村と都市との交流事業 

   事業目的：都市在住者との交流活動を通し、地域外の参加者の視点が入るこ

とにより、協和地域内の観光施設の相互の連携と地域の活性化を

図るものであります。住民主体、行政支援の観点から住民自ら地

域の特性を把握し、個性を活かす活動を推進することで、地域の

アイデンティティーの確立が期待できる。 

   申請者：協和観光まちづくり推進チーム 

   事業費：５４０，０００円 

   申請額：３００，０００円（報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料） 

 

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（需用費、印刷製本費、使用料及び賃借料、委託料） 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何か質問等ありましたらお願いします。 

 

○武田春樹委員（以下「武田委員」と表記） 

 資料５ページの農村と都市との交流事業についてですが、前からの事業というこ

とで内容等は、すばらしい事業だと思いますし昨年の参加者も多いようであります

が、６ページの事業内訳のところで教えていただきたいのですが、他の事業は項目
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の欄と摘要の内容が合ってると思うのですが、この事業の使用料及び賃借料の部分

で宿泊料が入ってもいいのか教えてください。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 昨年の申請時も同様であったため見過ごしてしまったが、内容について検討させ

てください。 

 

○武田委員 

 わかりました。 

 

○会長 

 他にありませんか。 

 

○茂木靖男委員（以下「茂木委員」と表記） 

 この事業の開催時期は、大曲の花火と重なりませんか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 大曲の花火は、今年は８月３１日です。 

 

○会長 

 他にありませんか。 

 

○伊藤和美委員（以下「伊藤（和）委員」と表記） 

 ８月２４日～２５日に実施する理由と、以前に協和中学校のプレゼンで提案のあ

ったバスツアーの良いところを絡めても良いのかなと思ったのですが。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 今年は美山湖まつりに合わせて開催するようです。 

 中学校の件については、出来そうな事業について学校と検討することで担当の先

生にはお話しております。 

 

○会長 

 他にありませんか。 

 ないようなので採決を取ります。この３事業を承認される方は挙手願います。 

（多数の挙手あり） 

 賛成多数により承認いたします。 
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 次に、市民協働型の継続事業であります、花と緑のまちづくり事業並びに大盛フ

ラワーガーデンについて、高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】 

・市民協働型 

１ 平成３１年度 花と緑のまちづくり事業 

   事業目的：世代を超え、相互に支え合う地域社会への参加促進と、社会的孤

独感の解消を図ることを祈念し、花いっぱい推進運動を実施して

いる。また、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コミュニケーションと連携の重要性を理

解しつつ、花の育成に従事する者の喜びや生きがい感動や体験等、

訪れる人々に心の癒しを与えることを目的としている。 

   申請者：合貝集落会 

   事業費：１５２，８５０円 

   申請額：１５２，８５０円（消耗品費） 

 

２ 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。 

   申請者：大盛花卉同好会 

   事業費：９７，３７１円 

   申請額：９７，３７１円（消耗品費） 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何か質問等ありましたらお願いします。 

 

○鈴木武夫委員（以下「鈴木委員」と表記） 

 花と緑のまちづくり事業についてですが、和ピアとサンスポーツランドに植栽す 

る会員はボランティアということですか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 そうです。 
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○鈴木委員 

 市役所職員もボランティアで参加するということですね。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 そうです。ボランティアです。 

 

○会長 

 他にありませんか。 

 

○佐藤幸雄地域協議会副会長（以下「佐藤（幸）副会長」と表記） 

 予算の収入と支出のことについて、例えば、花と緑のまちづくり事業で見ると、 

収入１５２，８５０円とありますが、これは消費税も含まれていると思うのですが、 

大丈夫でしょうか？ 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 消費税の取り扱いについては、補助金のみ適用となっていますので、行政主導型、 

地域緊急型、市民協働型は、消費税は対象外でございます。 

 

○佐藤（幸）副会長 

 そうすると、自己資金がなくても良いということですね。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 そうです。 

 

○会長 

 他にありませんか。 

ないようなので採決を取ります。この２事業を承認される方は挙手願います。 

（多数の挙手あり） 

 賛成多数により承認いたします。 

 次に、行政主導型の継続事業であります、広報だいせん地域版作成事業について、 

堀江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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  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。 

   申請者：市民サービス課 

   事業費：６８，０４０円 

   申請額：６８，０４０円（印刷製本費） 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何か質問等ありましたらお願いします。 

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。 

（多数の挙手あり） 

 賛成多数により承認いたします。 

 次に、平成３０年度の地域緊急型で実施した羽後境駅駐輪場支柱補修について、 

堀江課長より説明をお願いします。 

 

○堀江課長 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・地域緊急型 

  羽後境駅駐輪場支柱補修 

   事業目的：羽後境駅駐輪場は、老朽化した 20ｍの駐輪場と比較的新しい 8.5 

ｍの駐輪場が並列されているが、20ｍの駐輪場の支柱が錆びてい 

るため、このまま放置すると、腐食し将来的には、倒壊の恐れも 

ある。 

駐輪場の利用者が減少傾向にあること、また春からの利用者を考 

えると 8.5ｍの駐輪場だけでは賄うことができないことから、半 

分の 10ｍを撤去し、残り半分の 10ｍについて支柱の補強及び塗 

装を行い、安全性を確保する。 

   申請者：市民サービス課 

   事業費：４２１，２００円 

   申請額：４２１，２００円 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

ただいまの説明について、何か質問等ありましたらお願いします。 
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○茂木委員 

実際、どれくらいの利用がありますか？ 

 

○堀江課長 

学生の利用も多いです。 

放置自転車も無くなりました。 

 

○会長 

他にありませんか。 

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。 

（多数の挙手あり） 

賛成多数により承認いたします。 

次は、報告といたします。 

最初に、（１）シティプロモーション戦略事業について、企画部広報公聴課の 

嵯峨主幹よりお願いします。 

 

○嵯峨美保子広報広聴課主幹（以下「嵯峨広報公聴課主幹」と表記） 

【大仙市シティプロモーション推進事業の詳細事業概要について説明】 

 

○会長 

 ありがとうございます。 

 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。 

 本庁よりお越しになっていただいております。せっかくの機会でありますので、

遠慮せずにお聞きください。 

 

○斉藤陽子委員（以下「斉藤委員」と表記） 

 大仙市のホームページですが、なかなか知りたい情報に辿り着かない。大仙市の

情報だけでなく地域の情報もまとめて分かるようなホームページにしてほしい。あ

と、緊急情報もツイッターだけでなく、ツイッターをやっていない人もいるので、

誰でも情報を得られるようにしてほしい。 

 

○嵯峨広報公聴課主幹 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

 １０月末に大仙市ホームページをリニューアルする予定でおります。 
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 いただいたご意見を充分に参考にしながら、自分達が見ても分かるようなホーム

ページにしたいと思っております。 

 

○会長 

 他にありませんか。 

 

○佐藤（幸）副会長 

 説明資料の LINE（ライン）事業の中にある、行政情報を重層的に発信します。

とありますが、まさしくこれが大事だと思います。高齢者でも知るような情報発信

を期待します。災害情報など、みんなに伝わるようにお願いしたい。 

 

○嵯峨広報公聴課主幹 

 ありがとうございます。 

 コミュニティーＦＭ（ラジオ）でも行政情報番組がありますので、活用していた

だいて情報の確認もお願いしたいと思っております。 

 

○佐藤（幸）副会長 

 我々は、携帯の中にＦＭはなびのアプリが入っていて、情報を得ることができま

すが、そうでない人もいるので、うまく伝わるようにお願いします。 

 

○会長 

 他にありませんか。 

 なければ、（１）シティプロモーション戦略事業についてを終了します。 

 続いて、（２）平成３０年度地域協議会等開催状況、（３）平成３１年度地域の

魅力再発見事業並びに（４）平成３１年度地域協議会等の開催日程について、高橋

参事よりお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【平成３０年度地域協議会等開催状況、平成３１年度地域の魅力再発見事業並びに

平成３１年度地域協議会等の開催日程について説明】 

 

○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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 なければ、（２）平成３０年度地域協議会等開催状況、（３）平成３１年度地域

の魅力再発見事業並びに（４）平成３１年度地域協議会等の開催日程についての報

告を終わります。 

 次に、（５）平成３１年度支所行政組織等並びに（６）協和地域の行事等につい

て、和田支所長よりお願いします。 

 

○和田義基協和支所長（以下「和田支所長」と表記） 

【平成３１年度支所行政組織等並びに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せんか。ありました

ら内容を簡潔にお願いします。 

 なければ、（５）平成３１年度支所行政組織等並びに（６）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。 

 特にないようですので、次に、支所長、何かありませんか。 

 

○和田支所長 

 本日は、新年度最初の地域協議会ということでお疲れ様でした。ありがとうござ

いました。さきほども、人口減少、少子高齢化というお話も出ていましたが、今日

も老人クラブ連合会の総会に出席してお話ししましたけど、協和地域では合併時か

ら２，４００人減っていまして、率にして２７％くらい、合併時の船岡地区の人数

くらいが減っているということになります。合併時の高齢化率が３２．３％、今が

４３，７％となっています。いわゆる、人口が減少すると交付税も減るため予算の

編成が非常に厳しかったのですが、職員が減っても事業が減っていないということ

で、それはなぜかというと施設等が減っていないということで、歳入不足がこのあ

とも予測される状況です。今年も削減になった部分もありますので、皆さんにも痛

みを伴っていただくこともあるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思ってお

ります。 

 あと、東京協和会ですけども今年で３５周年を迎えます。その記念を何かやりた

いと計画しておりまして、ただ補助金の追加となると厳しい状況でして、地元で東

京協和会を応援する会を設立する予定でして、このあと広報等で周知して会員の募

集をおこなう予定ですが、首都圏方面に知り合い等がおりましたら是非、趣旨にご

賛同の上、ご協力をお願いしたいと思います。以上です。 
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○会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、堀江課長よりお願いします。 

 

○堀江課長 

 今年もよろしくお願いいたします。 

 ３月に新年度予算について説明したなかで、中淀川世代交流福祉館のエアコンを

設置するというお話をさせていただきましたけど、春先にお風呂の配管が破れてし

まいまして、急遽修繕しないとお湯が出ないという状況になってしまい、エアコン

設置の予算を配管修繕として予算計上しましたので、皆様にお知らせいたします。 

 あと、下淀川の川原、西、沼ノ上の会館を３部落合同で建てるということになっ

ておりまして、財源として宝くじのコミュニティ助成が採択になりました。６月補

正で予算の組み替えを予定しております。以上でございます。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、佐川課長お願いします。 

 

○佐川悦章農林建設課長（以下「佐川課長」と表記） 

 今年度からどうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、工事関係についてご紹介させていただきます。 

 今年度、大きな事業といたしましては、県営事業ですが、下淀川地区の圃場整備、

こちらはＨ３１年度完成を目指して工事が進められております。また、川口地区の

圃場整備ですが、今年度から本格実施ということでよろしくお願いいたします。 

 あと、水道関係ですが、南部地区（峰吉川）配水管の更新事業を行っております。 

災害工事の関係ですが、淀川の諏訪橋から下流につきましては、県で工事を行っ

ております。関係車両等が多く入っておりますので、よろしくお願いします。 

私からは以上です。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、今館長お願いします。 

 

○今辻子協和公民館長（以下「今館長」と表記） 

 今年度も引き続きよろしくお願いいたします。 
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 直近の事業といたしましては、先ほど支所長の報告にもありましたが、今年で７

回目の参加となります、チャレンジデーが５月２９日に開催されます。対戦相手は、

兵庫県の豊岡市となります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局から何かございますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 特別ございません。 

 

○会長 

 これで第１回協和地域協議会を終わります。お疲れさまでした。 

 

 

（午後５時３３分 閉会） 

 

 

 

 


