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（午後３時００分 開会） 

 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤副主幹 

 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。 

 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。 

  

○武藤利雄会長（以下「会長」と表記） 

皆さんこんにちは。 

今朝７時半頃、記録的短時間豪雨が降りましたが皆さんの所は大丈夫でしたで

しょうか。 

 また今年の夏は真夏日、猛暑日が今も続いております。皆さん体調の方は大丈

夫でしょうか。私は夏バテのような状態でございます。そのようななか、第２回

協和地域協議会にご出席いただきありがとうございます。 

 今年は新型コロナウィルス感染対策ということで、自粛要請により各地区でも

様々なイベント等が延期・中止・縮小されるといったこととなり、計画どおり行

われていないというのが現状であります。これも致し方ないことかと思いますが、

昨日も秋田市管内にて１名感染者が出まして４９人目となっております。 

 このような状況の中、本日の地域協議会では皆様でいろいろな意見を出しなが

ら今後できることを話し合っていきたいと思います。 

 現在台風１０号が発生し西日本では大きな被害が発生すると報道されており

ます。秋田県内、特に協和地域では収穫期も迎えておりますので台風の被害が無

いことを祈り、本日の会議がスムーズに進行することをお願いし挨拶といたしま

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１４人中９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

4 項の規定により、武藤会長が議事進行を務めます。 

 

○会長 

それでは次第の協議に入る前に、『会議録署名委員の指名』をさせていただき

ます。会議録署名委員には、武田春樹委員と加藤弘栄委員にお願いします。 

それでは、次第に従い進めてまいります。 
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協議事項の「地域の魅力再発見提案事業について」を案件といたします。 

まずは、継続提案について事務局より説明をお願いします。 

 

○地域活性化推進室 加藤副主幹 

 まず、第１回協和地域協議会でご説明いたしました、「地域の魅力再発見事業」

についてですが、委員の皆様からもご意見並びにご提案をいただきたいというこ

とで、事前に調査用紙を配布させていただきました。お忙しいところご協力いた

だきましてありがとうございます。 

 まずは継続提案について委員の皆様からのご意見・ご提案を反映させた内容で

資料を作成しておりますので、説明させていただき、その後でご意見がありまし

たらお願いできればと思います。資料１をご覧ください。 

 【継続提案 ｢食｣×「企画」による地域活性化 説明】  資料１ 

 

 

○会長 

 ただいまの件で何か質問等ありますか。 

  

○斉藤陽子委員 

 この事業により開発された商品はふるさと納税の返礼品に指定されています

か。 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤副主幹 

 全てではありませんが、一部ふるさと納税の返礼品に指定されております。 

 

○斉藤陽子委員 

 具体的には何の商品でしょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤副主幹 

 きょうわ縁結びグルメガイドに掲載されている中では合貝食品のきりたんぽ

とスープカレーだまこ、道の駅協和で作られている協和産アカシア蜂蜜プリンが

返礼品となっております。 

 

○武田春樹委員 

 資料 1を見るときりたんぽや蜂蜜プリンはある程度の販売実績があるようで

すが、同資料の６．令和３年度の展開について の２番目に首都圏での販売につ

いてという項目があるわけですが、やはり首都圏は人口も多く購入者も見込める

わけですので、大正大学のアンテナショップでの販売が実現できたときには開発

した販売者の方々も売り上げが上がるとますます意欲が湧いてくるものだと思
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いますので地元での販売も大事ですがそちらにも力を注いでもらいたいと思い

ます。 

 

○佐藤幸雄副会長 

 私はこの「食」×「企画」の事業から発足した『きょうわ縁結びグルメ研究会』

の会長を務めておりますが、大正大学のことがでましたのでその件について説明

します。大正大学には出川真也教授という地域活性に大変ご尽力されている方が

おります。卒業し地元で地域活性のために活動している教え子と共に全国各地に

て活動しております。 

私が秋田県で先生の講演を聴く機会があり、グルメ研究会設立に向けて準備し

ていた時期でもありましたのでお声かけし、平成３０年１２月出川先生の講演と

生徒さん達も含めた交流会を実施しました。現在も県内に卒業生がおり交流して

いるわけでありますけども、大学のアンテナショップ『座・ガモール』は都内巣

鴨にあり全国の特産品などを取扱い、連日盛況となっております。今後は商品を

納めるだけでなく、人の交流も必要と考えていたところでありますが、昨今の新

型コロナウィルスの問題があることから終息したら進めて行きたいと思ってお

ります。確かに首都圏は人口も多く販売力もあることですのでご意見のとおり長

いお付き合いができるよう計画していきたいと思います。 

  

○会長 

 ありがとうございました。このような大学などとの交流が地域の魅力発信につ

ながり活性化につながるのではないかと思います。他にありませんか。 

 無いようですので、この提案については来年度も継続していくこととします。 

 次に新規提案についてですが、こちらの提案は斉藤陽子委員からの提案ですの

で、説明の方を斉藤委員よりお願いします。 

 

○斉藤陽子 委員 

 【新規提案 協和の魅力“SNS”発信 説明】  資料２ 

 

○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。 

 

○佐藤副会長 

 大変素晴らしい提案だと思います。我々の年代になると SNSと言われるとやや

億劫になるところもありますが、現在のコロナ禍によりリモートワークなど言わ

れるようになりますます重要な分野だと思います。先ほどは大正大学のお話しし

ましたが、現在峰吉川地区で活動する NPO 法人『よしかタンポポの会』では秋田

大学の学生さん達とタンポポの植栽作業を行うなどの交流を行い地域活性化に
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向け頑張っている訳ですが地元住民も年齢層が高いためその辺が疎くなってい

るため、大学生には Facebook、Instagramなどでの情報発信をお願いしていると

ころであります。 

また大仙市でも地域おこし協力隊の皆さんがいて市の魅力を発信しています

が先日驚いたのは峰吉川地区の白糸の滝が Instagramに投稿されていてそれを

目当てに来た人から道を訊かれたという住民がいたとのことです。 

このように若い人の発想、地元の人間は当たり前でも他から見ると素晴らしい

ものの発見など小さな事でも地道に発信していくということが大事だと感じま

す。  

○会長 

 ありがとうございました。佐藤委員から SNSによる情報発信の良さについて情

報提供ありました。他にありませんか。 

 事務局の方から何か意見はありませんか。 

 

○地域活性化推進室 加藤副主幹 

 現在の社会情勢を見ますと従来の紙媒体、テレビ・ラジオ、広告等ありますが、

近頃は SNS、インターネットを活用した情報配信が主流となっていることは皆様

もご存じかと思います。その中でも動画を使った情報配信がとても多いように見

受けられます。斉藤委員の提案についても縁結びグルメ研究会商品の紹介、協和

地域の良いところの PR を配信するということで非常に的を射ていると思います。 

 ただせっかく動画を作成するのであれば興味を持って視聴してもらえなけれ

ばなりません。PR動画を作成、配信していることを周知しなければならないと

思います。 

 大仙市でもたくさんの動画を作成しておりますが、視聴回数はあまり多い方で

はないと思われます。やはりせっかく制作したとしても見られなければ何の意味

も無くなってしまいますし、まだ予算のところまで話は詰めておりませんが、や

はり動画作成となると費用も安くはありません。そのため費用対効果という面か

らもよく検討が必要ではないかと思います。 

 例えば、検討委員会、プロジェクトチームを立ち上げ動画制作の必要性から検

討を重ねてもらい、協和地域で詳しい方がいれば携わってもらったり、市民の

方々からアイディアを取り入れるなどすれば魅力ある動画ができるのではない

かと思います。 

 そのため事業を開始するまでの準備期間も要すると思われます。そこで魅力再

発見事業としての提案ではなく、地域枠予算として検討委員会などの立ち上げ、

内容検討などにかかる費用を来年度に予算要求し進めて行くことも可能かと思

います。 
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 事業自体はとても良いことですので、せっかく制作するのであれば今後の地域

協議会での検討テーマとして次回の協議案件としていただいても良いと思いま

すのでご検討のほどよろしくお願いします。 

 

○会長 

 協和を発信する意味でとても良い提案だと思いますが、先ほどの事務局の意見

も考えていかなければならないと思います。今後の提案事業の取扱いについては

事務局一任ということでよろしいでしょうか。 

 

○加藤弘栄委員 

 動画内容について提案ですが、例えば小中学生にカメラを預け子ども目線の協

和の良いところ、好きなところや面白い方をレポートしてもらい、それを編集し

発信するということも良いのではないでしょうか。それを他の子ども達も見るこ

とによって再発見につながり、地元への愛着が生まれるのではないでしょうか。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 今の加藤委員からの提案ですけれども、子どもの純粋な目線で大人には見えな

い協和の魅力を発信してもらう良い方法かと思いますので、このご意見も踏まえ

て事務局より今後考えてもらいたいと思いますが皆さんよろしいでしょうか。 

 

○委員 

 異議無し 

 

○会長 

 その他斉藤委員からありましたように、皆様から協和の魅力再発見のために提

案したいことなどありませんでしょうか。 

 加藤委員からは斉藤委員の提案に追加で意見がありましたが、他に何か提案し

たい事業などはありませんか。 

 

○加藤委員 

 私としては協和地域の良さ、歴史を先人から学ぶ事業があればと思います。 

 今日も中学生は課外授業で町内を回っているようですが、昔はここに道路があ

ったとか、橋が架かっていたとか実際に現地で先人からふるさとを学ぶ機会があ

ればと思います。 

 例えば荒川鉱山は昔、１万人以上が住みとても栄えたところで鉄道も通ってい

たということは記録などでは知ることができます。その痕跡を実際に辿っていく

というのも面白いのではないかと思います。 
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 そうやって学んだことを先ほど提案あった SNSなどで地域の魅力として発信

していくのも一つではないかと思います。 

  

○会長 

 ありがとうございました。協和の歴史を子ども達に知ってもらう事業というこ

とですが、他に何かありませんか。 

 伊藤泰子委員、何かご意見等ありませんか。 

 

○伊藤泰子委員 

 以前協和中学生による地域活性化アイディアコンテストというイベントを行

い事業化することを目標としていましたが進捗状況を教えてください。 

 加藤委員のおっしゃるとおり子どもの目線で協和の良いところを発見しても

らい一つにまとめるというのは良いことでそれが郷土愛につながり今後の協和

地域の活性化を担う人材が育っていくと思います。費用面も考えなければなりま

せんが、地域おこし協力隊の方々や、ICT推進課という部署もあるのでそちらか

らの協力をもらい経費を抑える方法もあると思います。 

 以前新聞に西仙北中学校の生徒さんが考案したお菓子を地元の菓子店が作成

販売しているという記事がありました。事務局にはその経緯を調べてほしいと依

頼しております。そのような地域と学校のつながりを作ることで地元への愛着、

活性化につながる事業が展開できると思いますので加藤委員の提案も以前行わ

れたアイディアコンテストを事業化するための一助となると思います。 

  

○会長 

 ありがとうございました。伊藤委員の意見の中にありました、アイディアコン

テストの状況、西仙北中学生考案のお菓子作成の経緯について事務局より説明願

います。 

 

○事務局（地域活性化推進室）加藤副主幹 

 まず、協和中学生による地域活性化アイディアコンテスト事業化についてです

が、コンテストで市長賞に選ばれた協和地区のツアーを事業化するため昨年度実

行委員会を立ち上げツアー内容を決め、羽後交通(株)に運営を委託することとし

ておりましたが、新型コロナウィルスの影響によりツアーのメインとしていた協

和七夕花火が中止となり延期としておりました。その後ツアー内容を再度考え直

して 10月中実施を図りましたが、コロナウィルス感染拡大の状況から実施不可

能と考え本年度は中止ということとしました。ただ来年度に向けもっと中学生が

携われる内容、PRの方法も効率的、広く行うよう検討しているところでありま

す。 

 西仙北中学校のお菓子作成については次の案件にて説明させていただきます。 
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○会長 

 よろしいでしょうか。何か他に質問はありますか。 

 無いようですので、協議（２）地域の課題検討について事務局より説明をお願

いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室）加藤副主幹 

 事前に委員の皆様へ課題・検討についてお聞きしましたが、特に無いとのご意

見でしたが、伊藤泰子委員より事務局へのお願いということで２件ありましたの

でそれについてお話しさせていただきます。 

 一つ目は先ほどのご意見でもお話しありました西仙北中学生の考案したお菓

子が刈和野の菓子店「和栄堂」で販売されていますが、その販売に至るまでのプ

ロセスを教えてほしいとのことでした。こちらについては、西仙北支所地域活性

化推進室に問い合わせしたところ、この事業の発端は中学校の職場体験で「和栄

堂」の店主が生徒に新しいお菓子のアイディアを尋ねたところから始まったそう

です。生徒からドーナツの提案があり、それからは原材料の選定、製造、販売な

ど全て「和栄堂」が担い販売に至ったとのことで、学校のカリキュラムや行政の

事業として始めたことではないとのことでした。 

 二つ目に関してですが、加藤弘栄委員の「有限会社弥栄」への質問でグルメガ

イドに掲載されている、いぶり漬けの他にも地元野菜と奥田酒造の酒粕を使った

粕漬け、大仙市産大豆の味噌を使った味噌漬けなど開発できないか、セット商品

として販売できないかとのことでしたので「弥栄」代表の加藤委員からお話しし

ていただきます。 

 

○加藤弘栄委員 

 酒粕については奥田酒造から地元で使うのであればいくらでも無償で提供し

てくださるとお話しいただいており実際に大根の漬け物など試しています。 

 しかし、お土産として販売しても秋田といえばいぶり漬けのイメージが強くい

ぶり漬けの販売数と比較すると１０分の１くらいしか売れないのが現状です。 

 ただ燻した大根を味噌漬けにするというのは今まで誰も試したことがないと

思うのでおもしろいなと思います。燻製の風味と味噌がどのように合わさるのか

未知数で、もしかしたら美味しいかもしれません。自宅で使用している味噌は私

の作った米と地元の大豆を使って合貝食品さんから作ってもらったものですの

で今年の仕込みで試してみたいと思います。 

 

○会長 

 ありがとうございました。地元の食材を使った新商品にチャレンジしていただ

きますよう。特にいぶり大根の味噌漬けがうまくいくことを願いたいと思います。 

 他に事務局でありますか。 
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○事務局（地域活性化推進室）加藤副主幹 

 ありません 

 

○会長 

 それでは次の報告案件について。 

 （１）地域公共交通の再構築（協和地域）について、市民サービス課今課長お

願いします。 

 

○市民サービス課 今課長 

【地域公共交通の再構築（協和地域）について 説明】   資料３ 

 

○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したいことがあり

ましたらお願いします。 

 

○加藤弘栄委員 

 今回の再構築内容の確認ですが、杉山田線が延伸するということですが、する

と境方面からバスで福部羅バス停に降りたらそこから杉山田線に乗り換え大曲

駅まで行けるということでしょうか。 

 

○市民サービス課 今課長 

 そのようになります。 

 

○加藤委員 

 その乗り換えの時間や便数はどのようになりますか。スムーズな乗り継ぎが可

能なのでしょうか。 

 

○市民サービス課 今課長 

 両路線の運行時間、便数もありますのでスムーズな乗り換えと言えるかは今後

状況を見て調整が必要と思います。杉山田線の便数は５往復となります。 

 

○会長 

 他にありませんか。せっかく福部羅より大曲駅に行くルートができるわけで乗

り継ぎがスムーズに行くよう検討していただきたいと思います。 

 次に（２）令和 2年度地域枠事業の申請状況について事務局より説明願います。 
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○事務局（地域活性化推進室） 佐々木副主幹 

【（２）地域枠予算申請状況について 説明】  資料４ 

 

○会長 

 ただいまの件について何か訊きたいことはありますか。 

 私から質問ですが、今年度は当初予定されていた事業がコロナウィルスの影響

により中止となり地域枠予算補助の申請をしていない団体が多いわけですが、来

年度は再び申請は可能でしょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤副主幹 

 今年度新型コロナウィルスの影響により中止した事業については来年度実施

予定である場合は来年度の予算要求を行うことは可能です。 

 

○会長 

 分かりました。他にありませんか。 

 次に（３）協和地域の行事等について説明をお願いします。 

 

○堀江支所長 

【（３）協和地域の行事等について 説明】    資料５ 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 協和地域の行事の他７月の大雨の被害状況、コロナ対策の説明を受けました。 

 何か質問はありますか。 

 その他に移ります。委員の皆様から何かありますか。 

 

○武藤秀一委員 

 ７月下旬の集中豪雨について、今回はこの山間部への豪雨であったため田んぼ

の冠水などが多かったわけですが、峰吉川地区にある芦沢、前田集落にある用水

路が増水し集落一部が冠水したのですがいつもは私が市役所の方へ排水作業の

要望をしてから行ってもらっていたのですが、今回は対応が早かったと地域住民

の方々から私に報告がありました。御礼を申し上げると共に今後もこのような対

応を執っていただきますようお願いいたします。 

○会長 

 ありがとうございました。 

 次に各課長から何か連絡等あればお願いします。 
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○市民サービス課 今課長 

 ９月広報地域版にも掲載しましたが、庁舎の二酸化炭素排出抑制を目的とする

いわゆるカーボンマネジメント事業として工事が行われます。工事内容は庁舎１，

２階の照明設備を LED化、１階市民フロア空調設備を冷温水型から電気エアコン

型にする工事となります。工期は９月下旬から１２月末を予定しております。そ

のため駐車場一部が現場事務所、資材置き場となります。安全面には十分配慮い

たしますが、市民の皆様にはご不便おかけすると思いますが何とぞご理解ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○農林建設課 佐川課長 

 明日５日にため池の防災訓練が峰吉川前沢地区のため池で行われます。日雨量

２００ミリの雨が降り続いており溢れ出す恐れがあるという想定で避難訓練を

予定しております。 

 次に災害復旧の進捗状況ですが、林道、農業用施設で業務委託している件数１

２６件の内、８月３１日現在４５箇所が完了しております。 

 最後になりますが、鳥獣被害の状況についてご説明します。協和地区は６地区

に分けて県より熊の有害駆除の申請をしております。直近では９月１日に小種地

区で１頭捕獲されており、今日現在で協和地区では１５頭の熊が捕獲されており

ます。加えて今年に入り稲沢地区でイノシシによる農作物被害の報告があり捕獲

を試みておりますが捕まっておりません。また８月２６日には鹿が国道で車に轢

かれるという事案がありました。近年鹿やイノシシが出没するようになりました。

有害駆除申請を行うにも地区住民からの情報提供が必要ですので遠慮なさらず

農林建設課までご連絡ください。 

 

○西仙北・協和建設水道事務所 加藤所長 

 ７月末の集中豪雨について道路河川とも大きな被害を受けております、早期復

旧を目指しておりますのでご理解のほどお願いいたします。 

 工事の発注状況について、当初計画されているものでは淀川地区の県道災害復

旧工事、橋の架け替えに伴う上下水道移設工事以外は全て発注済みです。同工事

も早期完成を目指しておりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○協和公民館 阿部館長 

 先ほど加藤委員からの提案にもありましたが、４月から市教育委員会全体で地

域学校共同事業というものに力を入れております。地域のみんなで子どもの成長

学びを支えていくというもので、皆様にも地域の先生となってもらうという事業

です。興味ある方、協力していただける方がいましたら公民館までお問い合わせ

願います。 
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 １０月１０日開催のきょうわ祭ですが規模縮小、感染予防対策を講じ実施いた

します。 

 他事業ですが、１０月１７日に自衛隊吹奏楽のコンサートを予定しております。

詳細が決まり次第皆様にご連絡いたします。 

 最後に、各種団体の会長さんには教育バス購入の要望書をいただいておりまし

たが、先日市当局へ提出し、しっかりとした回答をいただくよう依頼しておりま

すのでお時間をいただきますようお願いいたします。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 事務局からは何かありませんか。 

 

○事務局（地域活性化推進）加藤副主幹 

 長時間にわたりありがとうございました。次回第３回協議会については１２月

上旬を予定しております。会長と日程調整次第ご連絡いたしますのでよろしくお

願いいたします。 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 以上で第２回協和地域協議会を終了したいと思います。長い時間ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

（午後４時５３分閉会） 
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