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令和元年度 第５回協和地域協議会 会議録 

 

■日 時：令和元年１２月１１日（水） 午後２時 

■会 場：協和庁舎４階大会議室 

 

■出席委員：１２名 

   鈴 木 武 夫、武 藤 秀 一、武 田 春 樹、武 藤 利 雄、

伊 藤 泰 子、今 野 弘 子、茂 木 靖 雄、工 藤 幹 子、

佐 藤 幸 雄、豊 島 雅 夫、伊 藤 和 美、豊 嶋 一 郎 

 

■欠席委員： ７名 

   奥 田 聖名子、佐 藤 仁 美、斉 藤 陽 子、佐 藤 智 治、

斎 藤 善 嗣、工 藤 浩 一、進 藤 崇 子、 

 

■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）、 

佐川 悦章（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）、加藤 登志美（地域活性化推進室副主幹） 

 

■次  第 
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   ２ 会長あいさつ 

   ３ 協 議 
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ものづくり応援事業申請について（きょうわジビエ研究会） 

   （２）第５期（Ｒ２～４年度）地域協議会委員の 

選任に関する方針について 

（３）協和地域の行事等について 

   ５ その他 

   ６ 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、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５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、武藤会長が皆様にごあいさつを申し上げます。 

 

○武藤利雄 地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

 皆様ご苦労様です。今年もあと２０日ほどとなりました。年末を迎え、お忙しい

なか本日の協議会に出席いただきありがとうございました。 

 今年も全国的には自然災害等ありまして大変な年ではありましたが、１０月２２

日には天皇の即位の礼など喜び事もありました。 

 協和地域としては自然災害にも見舞われず、米の収穫も良かったというお話しを

聞いております。 

 当協議会としては、皆様のご協力により事業も順調に進められ、何事もなく今年

を終えようとしております。来年も良い年でありますとともに、皆様のご健勝も併

せてご祈念申し上げまして、あいさつといたします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 ありがとうございました。 

 本日は、委員定数１９人中１２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、武藤会長が議事進行をつとめます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

 それでは、次第に従い進めてまいります。 

 最初に、協議案件であります「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、市民主導型の新規事業、継続事業が各１件です。 

 最初に、市民主導型の新規事業、わんぱくスキー・スノーボード大会＆協和スノ

ーフェスタ事業について、斉藤博幸会長より説明をお願いします。 
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○斉藤博幸 氏 

【地域枠予算申請事業について説明】 

・市民主導型 

  わんぱくスキー・スノーボード大会＆協和スノーフェスタ 

   事業目的：協和スキー場では昭和５４年の開設当初から、わんぱくスキー・

スノーボード大会として開催されてきた事業で、市町村合併後も

市内の小学生を対象として開催されてきた。 

        また、同日開催されているスノーフェスタも協和スキー場の恒例

イベントとして定着しており、市内外から多くの利用客が訪れて

いる。大会の開催だけではなく、スキー・スノーボード技術の向

上とウインタースポーツ人口の裾野拡大を図るとともに、市民の

健康増進および児童・保護者間の交流促進の一助とし、地域の活

性化に繋げることを目的とする。 

   申請者：協和スキー連盟 

   事業費：４００，０００円 

   申請額：３００，０００円（賞品代ほか） 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの件について、何か質問意見等ありましたら簡潔にお願いします。 

 （質問なし） 

 ないようなので、これで説明を終わります。 

 この事業の決定通知は、後日郵送します。それでは、斉藤会長はご退席願います。 

【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、第２０回「冬の詩情 in合貝」について、地域活

性化推進室、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 

  第２０回「冬の詩情 in合貝」 
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   事業目的：次世代を担う子どもたちに小正月行事を継承するとともに、雪上

スポーツを楽しんでもらうことで健康増進及び地域コミュニテ

ィの連携を図る。 

        今回は、第２０回目の節目でもあるため、参加者が冬の一時を明

るく元気に過ごしていただくことを目的とする。 

   申請者：合貝雪まつり実行委員会 

   事業費：６３４，０００円 

   申請額：３００，０００円（事務費、報償費、借上料、燃料費、消耗品費 他） 

 

○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。 

（質問なし） 

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。 

 次は、報告といたします。 

 （１）ひとづくり応援事業実績報告及びものづくり応援事業申請について、私よ

り報告します。 

 【報告資料に基づき説明】 

 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） 

 ジビエの肉は誰でも買えますか。市販するということですか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 販売するので買えるようになります。 

 

○鈴木委員 

 普通に精肉店で買えるということですか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 保健所の関係もあって、豚肉や牛肉とは違っていて、これから整備する加工施設

では販売しますし、食堂等で加工して提供するということになると思います。 
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○豊島雅夫 委員（以下「豊島（雅）委員」と表記） 

 先ほどのジビエ研究会の報告を聞くと、熊だけの処理加工となるのでしょうか。 

 

○会長 

 猪だとか鳥獣ということですので熊だけではないです。主にこの地域は熊だと思

いますが、農畜産物への被害を軽減するという目的もあります。 

 

○伊藤泰子 委員（以下「伊藤（泰）委員」と表記） 

 以前、試食会を開催しましたよね。熊カレーとか。その時に、今後できれば商品

化したいとか四季の湯で提供したいというお話しがありましたが、それは無くなり

ましたよね。四季の湯の支配人に聞いたところ、どこで捕れたものなのか、どこで

生産されたものなのか分からないので、保健所から許可が下りなかったという話し

を聞いたのですが、今回は助言をいただいてこのような組織を立ち上げたというこ

とですか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 当時は、保健所から販売してはいけませんという指導を受けたもので、差し上げ

る分には良いが販売してはいけないということで、熊カレーも立ち消えになった経

緯があります。ただ、今回は正式に許可をいただいて販売をするということです。 

 

○伊藤（泰）委員 

 そうすれば許可になる見通しが立っているということですか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 事前に保健所に相談してから市に対して補助金申請しております。 

 

○伊藤（泰）委員 

 分かりました。 

もう一つお聞きしたいのですが、熊をペットとして飼っている人はいないわけで

すが、例えば今回は駆除した熊を加工するから大丈夫だとは思いますが、動物の愛

護団体などから苦情やクレームが来ることは想定されないものでしょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 現在、有害として駆除していますので、何かあるとすれば既に愛護団体から何か

しらの意思表示があると思いますが、今年も既に協和地域で４５頭ほど駆除してい

るというお話しもありましたし、駆除して処分するものを加工して商品にして食べ
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ましょうということです。実際のところ他県でも注目されつつありますが、秋田県

全体を見ても加工したジビエ商品を提供する飲食店や、販売している店舗はごく僅

かであり、県民に広く浸透していません。むしろ取り組みが遅いと感じております

が、他県ではペットフードにして売ったりしているので問題ないと思っています。 

 

○会長 

 他になければ、（１）ひとづくり応援事業実績報告及びものづくり応援事業申請

についての報告を終わります。 

 次に、（２）第５期（Ｒ２～４年度）地域協議会委員の選任に関する方針につい

て、和田支所長より報告をお願いします。 

 

○和田義基 協和支所長（以下「和田支所長」と表記） 

 【第５期地域協議会委員（令和２～４年度）選任に関する方針に基づき説明】 

 

○会長 

 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。 

 

○武田春樹 委員（以下「武田委員」と表記） 

 地域協議会委員の改正の説明を受けましたが、現在地域枠予算の承認は協議会で

承認して実行しているのですが、予算の審議をやめると書かれているので、来年度

から地域枠予算を利用したい団体が申請した場合、審査と可否と決定は誰が行うの

か教えていただきたい。それと委員ですけれども、１９人から１４人ということで、

それは支所で考えた人数だと思いますが、ほとんど出席していない委員がおります。

開催日が平日の日中ということもあり、勤務している方は出られないと思いますが、

選任にあたっては出られる人を出来るだけ選んでほしいと思うのですが、この二つ

を質問いたします。 

 

○和田支所長 

 最初のご質問の地域枠予算の決定につきましては、本庁のまちづくり課において

市長とも協議しておりますが、基本的に支所の地域活性化推進室で支所長権限でも

良いのではないかということです。考えてみますと、私も今年で２年目となります

が、皆様には地域枠予算の申請の審議をしていただいておりますが、事務的には協

議会に提出する前に地域活性化推進室で審査して、適当かどうかを含めて一旦判断

したうえで提出させていただいておりますので、来年度からの決定権は地域活性化

推進室になってしまいますが、今までと事務的には変わらないので承認されるかど
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うかも含めて、事業に影響することはないのではないかと思います。おこなった事

業に対しては、検証していただいて評価していただいて意見をいただくということ

で、継続であれば次年度に向けての事業に反映していくということになると思いま

す。 

 それから委員の選任については、なるべく出席できる方をというご意見はおっし

ゃるとおりでございまして、委員として１９人の方にお願いしておりますけれども、

なかなか日中だと来られない方もいるわけでして、このあと選任する場合は、出来

るだけ出席できる方を選任したいと考えております。聞くところによりますと、大

曲地域と南外地域が夜に協議会を開催しているようです。前回の選任の際に開催時

間についても協議されておりますが、夜だと女性の方々から忙しくて出られないと

いったお話しもあったようです。そういった理由から当地域では日中の開催として

おりますが、今後委員の選任におきましては、出来るだけ出席できる方を選任いた

したいと考えております。以上です。 

 

○会長 

 ありがとうございます。武田委員、よろしいでしょうか。 

 

○武田委員 

 他の地域で夜の開催というお話しがありましたけれども、私の意見として夜は開

催しないでほしいと思います。女性の登用率を増やそうと言っておきながら、出ら

れない夜に開催することは矛盾していると思いますし、日中に出られる人を選任し

ていただきたいと思います。それと地域枠予算の申請ですが、協和の場合は確かに

地域協議会での訂正や意見は出ないわけなのですが、これも協和の特性かと思いま

すが、今はいろいろな組織が出来て変わってきていますが、申請があれば担当職員

がしっかりチェックしてくれて、書類の内容の指導をしてくれている経緯があるの

で、地域協議会を開催してもほとんど質問も出ない状況なのです。ただ、他の地域

のお話しを聞くと、地域協議会の場で拒否されている事例もあるそうで、協和に関

してはそのようなことが無いようにということで、職員が頑張ってやってくれてい

ます。そういうことで、地域協議会を開催しても質問も出ないから意味がないと思

わないようにしていただきたい。 

 

○和田支所長 

 以前にも意見交換いただいた経緯もありまして、夜の開催は考えていませんので

平日の開催となるのかなと思っています。それから、報告して検証していただいて

評価していただいて課題等をいただくような権限は残りますので、決して地域協議
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会委員の皆さんの意見は尊重しないということではありませんので、いろいろとご

意見をいただければと思っております。 

 

○会長 

 ありがとうございました。武田委員からも質問がありましたが、委員の皆さんが

感じている協和地域の活性化に向けての質問だと思いますし、それも踏まえて事務

局で検討いただきたいと思います。 

他にありませんか。 

 

○茂木靖雄 委員（以下「茂木委員」と表記） 

 開催時間も検討いただけないでしょうか。現在は午後２時からの開催ですが、中

途半端な時間で、仕事を中抜けして地域協議会が１時間くらいだとして、帰ってか

らは仕事に戻るような時間でもないので、開催時間についても検討いただきたい。 

 

○和田支所長 

 夕方までに終わるような時間帯の設定についても考慮していきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

○会長 

 ありがとうございました。他にありませんか。 

（質問なし） 

 ないようですので、なければその他に移ります。 

 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。 

 

○和田支所長 

 その他の前に、協和地域の行事について報告いたします。 

【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。 

（質問なし） 

 ないようですので、なければその他に移ります。 

 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。 
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○武藤秀一 委員（以下「武藤委員」と表記） 

 市民サービス課長にお伺いしますが、１２月の市広報の地域版チラシの中に地域

の古くなった防災サイレンは撤去するという記事を見たのですが、消防の緊急情報

というのは火事だとか災害が発生したという情報だけで、地域に洪水等が発生した

場合に、いまの状況だとかは分からないわけです。やっぱり緊急な場合を知らせる

手段としてサイレンは身近なものだと思いますので、有るものを壊してしまうと次

に建てるとなると大変だと思うわけですよ。ですから、できれば補修して使用でき

る状態にしていただきたいと思います。平成２９年７月の洪水の際も、サイレンの

音で気づくこともありましたので、うるさいという意見ばかりを聞くのではなく、

実際に災害にあった人の意見も聞くべきではないのかなと思います。有るものに予

算は付けやすいと思いますが、無いものに付けるとなると大変だと思いますので、

その辺りも今一度考慮していただきたいと思いましてお話しさせていただきまし

た。以上です。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 

○堀江孝明 市民サービス課長（以下「堀江課長」と表記） 

 サイレンの件ですが、修理のできないという場所については、通知によりお知ら

せしたところですが、これに至る経緯として本庁の総合防災課とも協議を重ねまし

て、支所としては故障するたびに修理できないものかというお話しはしております。 

全く新しく付け替える場合は、５０万～６０万の予算が必要ということです。今回

の通知は協和地域の６集落にお知らせしたものですが、各集落からもいろいろとご

意見をいただいております。この通知を出すきっかけとなったのが、上淀川集落の

サイレンの故障でありましたが、時報が鳴らないので修理していただけないかとい

うお話しでして、業者に見てもらったところ全く使える状態ではないということで、

総合防災課へ相談したこところ財政的な面でも厳しいということでした。サイレン

に関しましては、地域ごとにいろいろと事情があると思いますが、うるさい等のご

意見に関しましては、大仙市全体の話しでありまして、地域での話しでは無いと言

うことです。先日、船岡地区振興協議会の行政懇談会に出席した際に渡邊議員から

もお話しがありましたが、どのような形になるか分かりませんが、検討してサイレ

ンを取り付けていただきたいと考えてはおりますけれども、本庁と支所との考え方

に温度差がありますので、いろいろな方策を考えながらサイレンを復活させていく

ということも考えておりますが、一斉に直すことは難しいので地域のご意見も尊重

し順番も考えながら検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○武田委員 

 サイレンの件ですが、先ほど堀江課長からもお話しがありましたが、この間の日

曜日に船岡地区振興協議会の行政懇談会が開催されたわけですが、その会議のなか

では出なかったのですが、ある集落の会長さんからサイレンが壊れても市では直さ

ないということだが理由はどうしてだと聞いたところ、予算が無く直せないので、

今後はそのような方針となるということだったので、ちょっとそれは待ってくれと

いうお話しをしたわけなのですが、消防のサイレンというのは、いざ災害が起きた

場合に住民に知らせる手段だと思います。もし市の方針で廃止するとすれば、それ

に代わる代替案を出していただかないと困ると思います。直すのに５０万かかると

説明がありましたが、人の命が係っているのです。そのあたりを充分に考えていた

だき、慎重に進めていただきたいと思います。それと、サイレンがうるさいという

意見は一部の意見だと思います。いざという時にサイレンで消防団員に連絡される

ようになっているのですよね。そういう役目もあるとすれば、壊れたら修理すると

いう方向で本庁と協議していただきたい。もし出来ないとすれば、各振興協議会で

要望書を提出することも検討します。これは切実な問題でもあるので、仙北地域の

ように防災無線などの代替措置があれば良いけれども、防災無線を協和地域全域に

整備することになると、５０万～６０万以上に経費が掛かると思うので、その辺り

も含めて考えていただきたいと思います。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 防災サイレンのことで質問がありましたが、命に係わることですので検討いただ

ければと思います。淀川振興協議会の場合も、協和ダムの放流時に淀川の下流へ通

達できる方法を考えてほしいという要望がありましたが、実際どの程度まで協議さ

れているのかは分かりませんが、大雨でダムから流れてくる水が一気に増えた場合

に、どうしても下流の水位が上がるため予期しない災害に遭うわけなのですが、そ

れでも到達するまでの３０分～１時間の間に、命だけは助けられる方策があるので

はないかということで質問しました。そのことも含めて考えていただければと思い

ます。 

 他にありませんか。 

（質問なし） 

 次に、各課長より我々に対して何か報告するべきことがありましたらお話し願い

ます。 
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○堀江課長 

 先般ご審議いただきました、羽後境駅前の桜の剪定及び伐採事業ですが、１１月

１５日に「森林組合」から実施していただいております。あと、民生児童委員につ

いてですが、１１月３０日に任期が終わっております。３名の方の交替がありまし

たことを報告いたします。こちらからのお願いとなりますが、皆様マイナンバーカ

ードは作られているかと思いますが、まだの方は是非窓口へお越しいただければ手

続きが出来ますのでご協力をお願いいたします。以上です。 

 

○佐川悦章 農林建設課長（以下「佐川課長」と表記） 

 今年度の熊の捕獲頭数は４５頭というお話しがありましたけれども、今月初めに

雪が降ったあとでも目撃情報がありまして、もう少しすれば冬眠するのかなとは思

っていますが、目撃情報があるなかで今は禁猟の期間を過ぎて狩猟可能となってお

りますけれども、目撃してから猟友会の方々が駆けつけるのは厳しいということで、

特別に県に対して檻の申請をして、対応にあたっているところでございます。熊を

目撃された場合には遠慮なさらず、市に連絡いただきたくご協力お願いいたします。 

以上です。 

 

○今 辻子 協和公民館長（以下「今館長」と表記） 

 公民館からは、荒川にある「大盛館」ですが、以前皆様にもご報告していたかと

は思いますが、冬期間の入館者数が非常に少ないということから、事業の見直しを

行いまして今年度冬期間を休館といたします。１２月２８日から３月３１日までの

冬期間を休館として対応いたしますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 他になければ事務局から何かありますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 二つほどお知らせがあります。一つ目は、皆様に封筒をお配りしておりますが、

次回の地域協議会の開催通知をお配りしております。１月２４日（金）午後２時か

らとなります。今回の協議会ですが、今年度は大仙市の最上位計画となります、第

２次大仙市総合計画基本構想に関連した各種計画が計画期間の最終年度を迎え、新

たな時代に向けた計画等の策定に取り組んでいるところでございます。企画部総合

政策課が素案を取りまとめたということですので、それを委員の皆様に説明し意見

をいただきたいということでございます。よろしくお願いいたします。 
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それから最後の第７回地域協議会ですが、３月中旬若しくは下旬の開催を予定し

ております。会議開始時刻は、案件数にもよりますので未定です。 

年度末でお忙しいこととは思いますが、最後の地域協議会となりますので、日程

調整の上、出席くださるようお願いします。以上です。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 他にありませんか。 

 

○伊藤和美 委員（以下「伊藤（和）委員」と表記） 

 第２４回きょうわミニコンサートのチラシを皆様にお配りしております。 

地域協議会で承認いただいた事業となります。今年は初めて年明けのコンサートに

なります。地元協和の音楽家３名、県外の音楽家３名をゲストにお迎えしてコンサ

ートを開催いたします。２０２０年はオリンピックイヤーということで、オリンピ

ックにちなんだ曲を集めてみました。是非協議会委員の皆様にもご覧いただき、ご

意見いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○会長 

 ありがとうございました。協和地域協議会も後援となっておりますので、見に行

って楽しんでいただければと思います。 

 他にありませんか。 

（なし） 

 ないようでありますので、これで、第５回協和地域協議会を終了します。お疲れ

様でした。 

 

 

（午後３時１５分閉会） 

 


