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令和４年度 第１回協和地域協議会 会議録 

 

■日 時：令和４年４月２７日（水） 午後３時 

 

■会 場：協和庁舎４階大会議室 
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   伊 藤 慎 一、武 藤 秀 一、武 藤 利 雄、奥 田 聖名子、
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   武 田 春 樹、茂 木 靖 雄、今 野 珠 希 

 

■出席職員： ９名 

俵谷 憲朗（協和支所長）、加藤 登紀子（市民サービス課長）、 

佐川 悦章（農林建設課長）、加藤 薫（西仙北・協和建設水道事務所長）、 

佐藤 恵（市民サービス課参事）、遠藤 隆伸（農林建設課参事）、 

小林 正（協和公民館副主幹）、加藤 登志美（地域活性化推進室主幹）、 

千葉 桜子（地域活性化推進室主事） 
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３ 会長あいさつ 
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   （４）令和３年度地域枠事業の実績報告並びに 
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   （５）協和地域の行事等について 

   ６ その他 

   ７ 閉 会 
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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 1回協和地域協議会を開会いたします。 

 はじめに、この度の人事異動により地域協議会へ出席する職員体制も変わりま 

したので、新しい体制について支所長が紹介いたします。 

 

○俵谷憲朗 支所長（以下「支所長」と表記） 

 【職員紹介】 

 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 次に、武藤会長が皆様にご挨拶を申し上げます。 

 

○武藤利雄 会長（以下「会長」と表記） 

 桜も散りまして、農作業が一段と熱くなりましたこの頃です。そんな中、本当

に忙しいところ今日の地域協議会にご出席いただきましてありがとうございま

す。ただいま支所長様より、地域協議会に対する市職員の新しい体制が紹介され

ました。委員の皆様と共々、市の皆様と協力し合いながら、地域協議会の発展の

ために頑張ってもらいたいと思っております。これは私の個人の意見ではありま

すが、昨年同様、職員の配置一覧があれば助かるなと思っております。 

さて、新型コロナウイルス、特に大仙保健所管内では、昨日まで 1,083 人と、

3月の 950人を上回っております。感染者が広がっている中、県では警戒レベル

をレベル 2とした報道があります。経済活動ということで、規制緩和をしている

と思いますが、私共としてもコロナの感染予防に十分な注意を払いながら、活性

化のために活動を進めていかなければと思っております。コロナと向き合いなが

らとなり、大変だと思いますが、力を合わせてやっていかなければと思っており

ます。今年度も皆様の協力を得ながら、地域協議会の発展のために頑張りたいと

思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

本日は委員定数 14名中 11 名と 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。 

この後は、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。 
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○会 長 

次第に入る前に「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、伊藤泰子委員と加藤久則委員にお願いいたします。 

それでは、次第に従い進めてまいります。最初に（１）令和 4年度支所行政組 

織等について、俵谷支所長よりお願いします。 

 

○支所長 

【（１）令和 4年度 支所行政組織等について】説明 報告資料１ 

 

〇会 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。 

 無いようでありますので、（１）についての報告を終了いたします。 

 続いて（２）令和 3 年度地域協議会の実績並びに令和 4年度地域協議会開催日 

程について、（３）地域の魅力再発見事業の報告並びに地域拠点利活用活性化事 

業について、加藤主幹よりご説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 【（２）令和 3年度地域協議会の実績並びに令和 4年度地域協議会開催日程に 

ついて】説明 報告資料 2 

 【（３）地域の魅力再発見事業の報告並びに地域拠点利活用活性化事業につい

て】説明 報告資料 3 

  

○会 長 

 ありがとうございました。ただいまの（２）令和 3年度地域協議会の実績並び

に令和 4年度地域協議会開催日程について、（３）地域の魅力再発見事業の報告

並びに地域拠点利活用活性化事業について、事務局より説明がありましたので、

何かお聞きしたいことがあればお願いします。 

特に、（３）の地域拠点利活用活性化事業ということで、拠点が和ピアとなっ 

ておりますが、これから中学生を交えたワークショップということで、事務局か

らも説明がありましたが、地域協議会と同日開催してもよいのか、学校側の日程

もありますので、ワークショップを終えてからの地域協議会とするのか、それと

もワークショップと地域協議会を別々にするのか、ご審議をいただければと思っ

ております。事務局としては、同日開催が好まれると思いますが、皆様の意見を

聞いた中で進められればと思っております。 
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〇加藤弘栄 委員 

同日開催の場合は、地域協議会の委員もワークショップに参加し、そのまま今 

度は地域協議会へ参加という形になるのでしょうか。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

最初にワークショップを協議会委員と中学生で開催した後で、地域協議会とい 

う形で同日にできれば、委員の方々もそれぞれお忙しい時もあると思いますので、

可能であれば同日開催がいいのかなというところではありますけども、必ず一緒

にやらなければいけないということではないので、時間帯を含めて可能であれば、

ということでお伺いするものです。 

 

〇佐藤幸雄 委員 

そうすれば当然、地域協議会終わってからやるということになりますよね。地 

域協議会の時間が少し早くなりますよということ。 

（ワークショップの後に地域協議会） 

逆になるとすれば、我々が遅くなりますよということ。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

ワークショップも大体 4時半頃を目途にということで、その後に地域協議会と 

なるので 4時半過ぎから 1時間、1時間半程度となれば 6時頃までにはなるのか

なと。案件にもよりますけども。 

 

〇佐藤幸雄 委員 

 もう 1つよろしいでしょうか。4月に県南の NPOセンターとの事前協議という

ことで、これもやられたと思いますが、この後ワークショップをやるにあたって、

この NPOセンターの方がコーディネーターとなって進めていくということにな

るのでしょうか。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 はい、その通りです。 

 

〇佐藤幸雄 委員 

 はい、分かりました。 

 

○会 長 

 他にありませんか。はい、斉藤さん。 
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〇斉藤陽子 委員 

 中学生は和ピアまでバスで移動してくるということになりますか。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 中学校の方からは、中学校から会場まで車で送ってほしいというお願いをされ

ております。生徒会の子供達 8人くらいという話でしたけども、こちらで車を準

備しまして、学校から会場まで連れてきて、終わったら会場からバス停までとい

うお願いをされていますので、送迎についてはこちらの方で対応したいと考えて

おります。 

 

○会 長 

 他にありませんか。 

では、無いようでありますので、次の件に進みたいと思います。  

（４）令和 3年度地域枠事業の実績報告並びに令和 4年度地域枠事業の実施予 

定について、事務局よりお願いいたします。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 【（４）令和 3年度地域枠事業の実績報告並びに令和 4年度地域枠事業の実施

予定について】 説明 報告資料 4 

 

○会 長 

 ありがとうございました。ただ今の件について、何かお聞きしたいことがあり

ましたらお願いいたします。 

 なかなか、コロナの影響で事業も、昨年は大分出来なかったですけども、今年

はなるべく活性化のために進められればと思っております。まだまだ予算がある

ようなので、なるべく多くの行事を申し出てくれればと思っております。 

 何か聞きたいことありませんか。 

 ちなみに、事務局にお伺いしますけれども、昨年度の地域枠予算の中で、実際

は行事ができなくて返還されたということもあると思いますけども、年度末にも

やったかなと思いますけども、大体どれくらいだったのですか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 令和 3年度は、60％いかない程度で、900万の予算に対して 400万程の実績で

す。それくらいの事業しかできなかったということです。 

 

〇会 長 

 わかりました。実際、実行率が 60％くらいだったということであります。各

地区、コロナ禍で大変だと思いますが、実行率をなるべく上げて、私共として一
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番怖いのは、だんだん予算が減らされてくると、さあコロナが収まった、事業す

るぞというときにどうなるのかなという不安が無いわけではないので、というこ

とであります。 

 では、無いようでありますので、（４）については、報告を終わりたいと思い

ます。 

 それでは（５）協和地域の行事等について、俵谷支所長よりお願いいたします。 

 

〇支所長 

【（５）協和地域の行事等について】 説明 報告資料 5 

 

〇会 長 

 ありがとうございました。ただ今の件について、何かお聞きしたいことがあり

ましたらお願いします。 

 無いようでございますので、（５）の報告については終わりたいと思います。

その他に移りますが、委員の皆様から何かありましたら、なんでも結構でござい

ますので、普段気になっていることがありましたら、色んな懸案など自由にお話

しできれば幸いと存じております。 

 ありませんか。はい、斉藤さん。 

 

○斉藤陽子 委員 

 報告資料 3の「食」×「企画」による地域活性化事業について、以前、促進の

ためのアイディアはないかということでアンケートを取られたと思いますが、そ

の時に提案させていただいた、動画の撮影とか、SNSで協和の地区の紹介をする

動画の発信等を提案させていただいたと思っていますが、そちらの方が、報告資

料 3をパッと見たときに載っていなくて、その後どうなったのかなと思っていま

す。大仙市地域おこし協力隊の方などに、ドローンなどを使って動画の撮影をし

ていただければいいのかなという話で終わったと記憶していますが、その後どう

なりましたでしょうか。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 以前、委員の方から、魅力再発見事業の 1つとして、SNS発信や動画の撮影と

いうことでご提案いただいて、市長に対して提案させていただいた経緯はありま

す。正直なところ、実際は予算がつかず、動画の事業もできていないという状況

ですが、大仙市全体を PRするための動画もありますので、その動画等利用しな

がら PRするようにということは指示されています。実際、『きょうわ縁結びグ

ルメ』、『協和のいいところ』などを動画で発信できれば、とてもいい PRには

なると思います。今後、きょうわ縁結びグルメ研究会などを中心に考えながら、

実施できればいいなと検討しているところです。 
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〇斉藤陽子 委員 

 はい、よろしくお願いします。 

 

〇佐藤幸雄 委員 

 よろしいですか。今のことについてですが、やはり業者さんに頼んで、例えば

動画を作ったり、なんかするってやはり少し大変で、コスト的なこともあります。

あまりそこまで私はきっちりしなくてもいいかなと思っておりまして、今はそれ

こそ携帯でインスタに載せるのも 1つですし、市の地域おこし協力隊の皆さんを

引っ張り込んでやるとか、インスタみたいなことでも結構情報が発信できるかな

と思っています。私は、個人的には色々やっていますけども、それを組織でやる

ということはやはり今のところ厳しいのかなと。やはりもう少し実績を上げてや

らないと、大変なのかなと思っているところですけども。 

 

〇会 長 

 他にありませんか。 

 

〇斉藤陽子 委員 

 大仙市で作った動画というのは、どうしたら見られますか。 

 

〇佐藤幸雄 委員 

 大仙市の中のまちづくりの組織ありますよね。そこで協力隊として活動してい

たスタッフの方が自分で仕事を立ち上げて、そういう作るのをやっているじゃな

いですか。私も何回かお会いしていますが、彼は県の様々なことに手を挙げて、

様々な事をやって、実績がありますよね。私はその方が作られているのかなと思

いますけども。 

 

〇斉藤陽子 委員 

 大仙市の公式の何かで発表しているのであれば、それが何なのか知りたいです。 

 

〇事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 ユーチューブ等で見られるそうです。 

 

〇斉藤陽子 委員 

 せっかくそうやって撮ったものがあるなら、それを広めるようにしていただけ

ればいいのではないのかなと思います。 

 

〇奥田聖名子 委員 

 住んでいる人たちが分からないですよね。 
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〇会 長 

 ということで、情報の発信が無ければ、分からないまま終わっているというの

では残念でありますので、なんとか情報の発信をお願いしたいと思っております。 

 他にありませんか。 

 無いようでございますので、市の方から何か報告がありましたら、お願いした

いと思います。 

 

〇加藤 市民サービス課長 

 市民サービス課加藤と申します。私の方から 2 点ご報告お願いがございます。

まず、昨年に引き続き 75歳以上の高齢者と免許返納者を対象に、移動支援事業

として、市内交通機関で利用できる交通助成券『のりのりきっぷ』を交付してお

ります。原則、申請いただいた方は郵送でお届けとなっております。4月 20日

から郵送でお届けしております。申請は代理でも大丈夫ですので、近隣の高齢者

の方でまだ申請されていない方がおられましたら、お知らせいただければと思い

ます。来年の 3月まで利用出来ます。協和地域では羽後交通のバス、タクシー、

乗り合いタクシーの利用ができます。なお、申請受付状況ですが、協和地域の対

象者は 1,628人で、4月 25日までの申請者は 219人。率にして、13.5％となっ

ております。 

 もう 1つですが、4月 3日から 9日まで行われた『春の火災予防運動』、それ

から、4月 6日から 15日まで行われました『春の交通安全運動』では、協和地

域では特に大きな災害や事故も無く終わりました。ただ、市内ではここ最近、野

焼き・ごみ焼き等による火災トラブルが毎日のように発生しております。特に、

昨日今日は風も強く、一気に燃え広がるような気候となっておりますので、十分

に火の取り扱いにはご注意願いたいと思います。私の方からは以上です。 

 

〇佐川 農林建設課長 

 農林建設課からお知らせいたします。報告資料 5の方でもありましたが、本日、

種苗交換会の大仙市協賛会設立総会ということで、今現在こちらの方で持ってい

る情報をお話しさせていただきたいと思います。 

本年度、大仙市の方で種苗交換会が行われるということで、今年の 10月 29日

の土曜日から 11月 4日の金曜日まで開催が予定されております。主会場は、大

曲体育館。協賛第 1会場が大曲武道館と市役所の駐車場。協賛第 2会場として『大

曲の花火』公園ということで河川敷の公園、そちらの方で物産販売展、農業機械

化ショーなど行われる予定です。あと第 3協賛会場ということで大曲市民会館・

中央公民館・交流センターなどで、秋田県の農業委員会大会など、開催が予定さ

れているところです。詳しい内容につきましては、8月にポスター・チラシを作

成予定となっておりますので、そちらが出来た際にはご覧いただければと思って

おります。 
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最後に、同じようなことを言わせていただきますけれども、雪が解けまして熊

と出会う機会が増えるかと思います。山菜取りのシーズンが間もなくやってきま

すので、注意喚起をお願いしたいと思います。一人では山に入らない、複数人で

入る。あと熊除けの鈴などを活用いただいて、取られる方には注意喚起をお願い

したいと思います。私からは以上です。 

 

〇加藤 西仙北・協和建設水道事務所長 

 西仙北・協和建設水道事務所です。今年度も各地区で道路、上下水道工事 17

箇所を予定しております。現在、計画通り発注できるよう準備を進めております。

工事期間中は皆様にご不便をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。また、工事に関しましてご意見などがありましたら、改善するよう努めます

のでご連絡くださるよう、よろしくお願いいたします。建設水道事務所からは以

上です。 

 

〇小林 副主幹（協和公民館） 

 協和公民館の小林です。本日、館長の方が所用により欠席となっておりますの

で、私の方から代わりに 2点ほどお知らせしたいと思います。 

まず 1つですけれども、昨日 4月 26日をもちまして、和ピアでの 3回目のコ

ロナワクチン接種が終了しております。こちらにつきましては、予約が予定より

も少ないということもありまして、和ピアでの 3回目のワクチン接種は終了とな

っております。明日、会場の方が撤去となりますので、29日以降につきまして

は和ピアの方が使用可能となっております。ただ、新聞でもありましたけれども、

3 回目を打ってから 5 ヵ月経ってから 4 回目接種ということもありましたので、

もしかすれば 9月か 10月頃には 4回目の接種があるのかなと思っております。

こちらの方はっきりしましたら、また広報・ホームページなどでお知らせするこ

とになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。4回目接種に備え

まして、物品の方、若者ホールとシルバーホールの方に収納する関係もありまし

て、そちらの方の使用が不可となりますけども、その他の研修室・ホールにつき

ましては使用可能となりますので、どしどしご利用していただければと思ってお

ります。 

2 点目ですけども、和ピアの今年度の自主事業でございます。今年度ですが、

9 月 3 日土曜日、神奈川県の鎌倉市より鎌倉能舞台というところがありまして、

観世流定期能公演と狂言の方が開催予定となっております。また、12月 11日日

曜日、和ピアを会場に、自衛隊の音楽隊のコンサートを開催予定としております。

今年度は今のところ、陸上自衛隊の第 9音楽隊に来ていただく予定になっており

ます。こちらの方、まだ正式な決定ではないので、変更があるかもしれませんが、

今のところは陸上自衛隊となっております。以上で、公民館からのお知らせを終

わります。 
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○会長 

 ありがとうございました。事務局から何かありましたらお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 加藤主幹 

 次回の地域協議会ですが、ワークショップの開催も予定しております。皆さん

ワークショップ、ご存じだと思いますが、グループになって協議を進めていただ

くということです。地域協議会委員と中学生が一緒になって、グループに分かれ

て協議するというようなやり方になるかと思いますので、協議会委員の皆様にお

かれましては、お忙しいところではあると思いますが、是非ワークショップへの

ご協力をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。日程につき

ましては、また後日、通知にてご連絡したいと思っております。 

また、大仙市の温泉対策室からのお願いということで、今年度、市が管理運営

しております温泉施設の今後の方向性に関するご意見を地域協議会委員からお

聞きしたいという連絡が入っております。そちらの方で、地域協議会の開催時に

2回程出席しまして、1回目は温泉施設に関する現状の説明、2回目開催時に委

員の皆様から回答ということでご意見をいただきたいということを想定してい

るようですので、こちらにつきましても開催通知を以て、委員の皆様にはお知ら

せしたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。事務局からは以上

です。 

 

〇会 長 

 ありがとうございました。 

 次回の地域協議会には、ワークショップも予定しておりますので、全員が参加

できればと願っております。それではこれで、第 1回協和地域協議会を終了させ

ていただきますので、本当に皆さん色々ありがとうございました。 

 

（午後 3時 55分閉会） 
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