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■開催日時：令和３年３月２３日（火曜日）午後２時 

 

■開催場所：中仙支所２階 第２１会議室 
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   伊  藤   悟、遠 藤 ま き、熊 谷 壽 男、小 松 京 子、小 松 正 樹、

佐 川  晃、高 橋 和 政、高 橋  強、高 橋 朝 夫、田 口  馨、

冨 岡 喜 榮、三 浦 和 則 

■欠席委員：  ３名 

   高 橋 トモ子、傳 農 百合子、今 野 貴美子 

 

■出席職員：１１名 

老松 博行（大仙市長）        今  和則（中仙支所長兼地域活性化推進室長） 

鈴木 真紀子（市民サービス課長）   大阪 文博（農林建設課長）       

高橋 千秋（中仙公民館長）      藤原 喜文（農林建設課参事）      

小田嶋 香代子（農林建設課参事）   熊木 雄一（秘書課主幹） 

近藤 厚（秘書課主査）        長谷川 祐城（地域活性化推進室副主幹） 

門脇 友梨華（地域活性化推進室主事） 

    

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 協議 

  （１）道の駅に関するアンケートについて 

５ 市長講話 

   ６ 報告 

     （１）令和２年度地域枠予算活用事業について 

     （２）中仙支所各課所管の事務事業等について 

   ７ その他 

   ８ 閉  会 
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（午後２時００分 開会） 

○事務局（地域活性化推進室） 開会を宣言 

 

○高橋朝夫中仙地域協議会長（以下「会長」と表記） 

今日は天気もよくて冬囲いのしまい方など色々と忙しい時期だったと思いますが、お集

まりいただきありがとうございます。 

まずは、老松市長、本日は中仙地域協議会に、ご多忙のところ出席いただきましてあり

がとうございます。貴重なお話を伺えると一同楽しみにしております。また今年度の地域

協議会では、道の駅なかせんを魅力発信拠点としてどうしていくかということの審議を進

めてまいりまして、来年度の最初にはアンケート調査を予定して協議しておりますので、

市長からもご意見、ご助言をいただければ幸いにございます。また、中仙地域の自治会連

合会の皆様にも、今日市長が来られるということで講話を傍聴に来られておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

それでは、本日も委員の皆様には活発な審議をお願いいたしまして、簡単ではあります

があいさつに代えさせていただきます。 

 

○会長  それでは次第３の「会議録署名委員の指名」に入ります。中仙地域協議会運営規

程第７条第２項により、議長が指名することとなっております。今回は伊藤悟委員、田口

馨委員にお願いいたします。 

それでは次第４「協議」に入ります。「（１）道の駅に関するアンケート調査について」

を議題といたします。 

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） 

資料に基づき説明 

 

○会長  ありがとうございました。ただいま事務局より説明がありました。皆さんにご協

議をお願いしたいと思います。 

 

○三浦和則委員  アンケートの最後のページにある性別欄に性別に配慮してその他となっ

ていますが、その他というのは逆によろしくないのではないかと思います。例えばよろし

ければ性別をお選びくださいなどのほうが良いのではないかと思います。 

 

○佐川晃委員  性別はそのまま男女を選択してもらう形でもよいと思います。今はこうい

う時代だから配慮してあえてその他という回答をつけられ￥たのかもしれませんが、配慮

しすぎても何をやっても何かを言われるようになってしまうでしょうから。 
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〇熊谷壽男委員  その他という表現の仕方に違和感があるようですので、皆さんからもっ

と妥当な表現がないか聞いてみたほうがよいのではないでしょうか。 

 

○三浦和則委員  よろしければ性別をご記入くださいでいいのではないでしょうか。その

他という欄に丸をするものでしょうか。 

 

○佐川晃委員  いたずらする人くらいで本当の意味で丸をする人はいないのではないか。 

 

○老松博之大仙市長（以下「大仙市長」と表記） 

  事務局は何を想定してその他欄を設けたのでしょうか。LGBT に配慮するということは大

事なことで、それに配慮したのではないかと考えたのですが。そのような性的マイノリィ

ティの方の場合は答えたくないという人もいるかと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  LGBTQIA といった性別もあります。他の事例も参考にし、様々な性別のある中で包括的

な表現としてその他という性別欄を設けました。委員の皆様のご意見を踏まえ、事務局と

しては「回答しない」という選択肢を追加しようかと思いますがいかがでしょうか。 

 

○佐川晃委員  そこまで配慮する必要があるでしょうか。答えたくない人はそもそも丸を

しないと思います。 

 

○会長  確かにいろんな考え方がありますからね。仮に自分が女だと思うのであれば、女

に丸をすればよいということですよね。その他をその他として残すのか、またはその他と

いう項目以外に何か良い書き方があるのでしょうか。 

 

○田口馨委員  配慮するということもよいのですが、配慮しすぎるというのもどうなので

しょうか。私は男女の欄だけで良いと思います。 

 

○会長  性別については回答する人の意識に任せるということでよろしいでしょうか。 

 

○三浦和則委員  やはりよろしければという言葉が必要なのではないでしょうか。書きた

くない人は書かないという選択ができるでしょうから。性別を強制すべきではないでしょ

う。 

 

〇熊谷壽男委員  そう書くなら、その他の項目は必要ないですね。 

 

○会長  では、性別欄については、設問の頭によろしければという文言を入れることにし

て、その他という項目は外すということでよろしいでしょうか。 
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  （意義なし） 

  では事務局のほうはそのように進めてください。 

資料１－３についてですが、調査対象者の抽出比率をどのようにすればいいのかという

ことについてですが、ご意見などはございませんか。 

 

〇伊藤悟委員  事務局としてはどの比率を推奨したいなどという意見はあるのでしょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  （１）の通常の人口比率で抽出した場合、道の駅なかせんのアンケートであるのに中仙

の対象者が少ないように感じられましたので、市の総合政策課のアンケーで実施するとし

た場合は中仙を重点的にということはできなかったのですが、独自に実施するアンケート

であれば対象者の抽出にも工夫ができますので、地域協議会で協議いただくために提示し

た資料となります。（２）は中仙を全体の半数の５００人としていますが、この人数を３

００人とすることも可能ですし、東部３地域を６００人ではなく５００人にするというこ

とも可能ですのでご審議いただければと思います。 

 

〇伊藤悟委員  中仙が５００人でいいのではないでしょうか。 

 

〇佐川晃委員  動態はどのようになっているのでしょうか。このアンケートをとってどの

ように活用していくのでしょうか。また、人を呼び込むということであれば市外の人を呼

びこむ目的でしょうか。それとも地元の人に来てもらうようにするものなのでしょうか。

中仙の人を多く呼び込むためであるならば、（２）や（３）がいいのではないでしょうか。 

 

〇高橋和政委員  私は中仙を重点的にしたほうが良いと思いますので（２）が良いと思い

ます。 

 

〇遠藤まき委員  私は（３）の案がいいと思います。道の駅を利用するのは、太田、仙北

の口コミから発展していってほしいと思います。まず地元から発信できればなと思います。 

 

〇会長  ほかにございませんか。例えば比率を変えたほうがいいということもありますの

で、良い意見がございましたらお願いします。 

 

〇小松正樹委員  県外のお客さんもいると思われるので、地域内の人に限定せず、別のア

ンケートをすることはできないでしょうか。 

 

〇会長  そうなると、このアンケートにおいては抽出の関係もあって難しいのではないで

しょうか。市内から抽出をかけて送るものになりますから、このアンケートの趣旨からも

外れることになります。 
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〇熊谷壽男委員  市外から来た人に対してはアンケート箱を設置するのはどうでしょうか。

今回のアンケートとしてはこの抽出方法を使うとして、私としては（３）の抽出が良いと

思います。 

 

〇小松京子委員  過去のデータはないのでしょうか。観光シーズンになれば、県外の方が

たくさん見えていますが、地元の方が来ているかというのは過去のデータにはないのでし

ょうか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  意見箱の設置については、すでに設置しておりまして、市内外に関わらず道の駅のほう

で独自に実施しているものになりますが、そういったデータはございます。 

 

〇小松京子委員  あまり偏らないようにしてもらえれば良いのかなと思います。中仙のみ

ということにならないようになれば良いと思うので（１）、（３）が良いと思います。 

 

〇高橋和政委員  （３）というのもありだと思います。ただもっと地元の人に関心を持っ

てもらいたいと思います。 

 

○会長  市外、県外のお客さんについては道の駅に設置してあるアンケートに協力しても

らって、集計するということもできます。今回は市内の人を対象として抽出比率について

は（３）の意見が多かったようですがよろしいですか。 

  （異議なし） 

  では（３）ということでよろしくお願いします。 

  ほかに、アンケートについて意見、質問などはございませんか。 

 

○三浦和則委員  アンケートの個数が５個となっていますが、３個でいいのではないかと

思うのですがいかがでしょうか。５個となると集計も大変でしょうし、特に問５は選択肢

が９つしかないですし、その他と特にないを除くと７つの選択肢のなかから５つ選ばなく

てはいけなくなりますから、そんなに多くなくてもよいのではないかなと思います。 

 

○会長  そうしますと問５については選択を５つから３つということでよろしいでしょう

か。 

  （異議なし） 

  そうしますと他に意見、質問等ございませんか。 

  （なし） 

  なければ、異常で「（１）道の駅に関するアンケート調査について」の協議を終わります。 
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  続きまして次第５「市長講話」に進みます。事務局の準備があるようですので、皆様は

準備が整うまでしばらくお待ちください。 

 

  それでは、準備ができたようですので、次第５「市長講話」に入ります。老松市長、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

○市長 

講話 

 

○会長  老松市長、ありがとうございました。それでは、委員の皆さんから、講話の内容

についてのご質問や感想などお話いただければと思います。 

 

〇遠藤まき委員  コロナワクチンの接種に関してですが、６５歳以上から優先するとのこ

とですが、優先接種するべきと思われる介護士では６５歳以上という方はあまり多くない

のではないかと思います。医師会で年齢一律の方針とのお話がありましたが、その辺が不

安だと思うのですけれどもいかがでしょうか。 

 

○市長  今は集団接種の話で統一してお話しましたが、高齢者施設等の方については、そ

の施設内に医師がいる場合は施設内で接種していただくことになります。ただ自分で受け

に行きたいという方については集団接種を受けることも可能です。国のほうでは介護士、

看護師で６５歳未満の方も施設内で接種可能ですので、大仙市もそのようになると思いま

す。現在まだ高齢者施設等の従事者のワクチン接種については医師会とも協議中ですので

はっきりとは言えないですが、６５歳未満だから受けられないということはないと思いま

す。ワクチン接種についてはまだ細かいところを調整しているところです。 

 

○会長  他にありませんか。 

  （なし） 

  ないようですので、これで次第５「市長講話」を終わります。老松市長はここでご退席

となります。本日は貴重な講話をいただきましてありがとうございました。 

  それでは、傍聴席の皆様方もここでご退席いただきます。お忙しいところご参席くださ

いましてありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

続きまして次第６「報告」に入りたいと思います。「（１）令和２年度地域枠予算活用

事業について」、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

資料に基づき説明 
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○会長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明ありました。これに関して質

問、意見などございますか。 

  （なし） 

ないようですので次の報告に移ります。 

それでは「（２）中仙支所各課所管の事務事業等について」、担当各課から説明をお願

いします。 

 

○支所長 

 鈴木市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

 大阪農林建設課課長（以下「農林建設課長」と表記） 

 高橋中仙公民館長（以下「中仙公民館長」と表記）   

  資料に基づき説明 

 

○会長  ありがとうございました。ただいま各課から説明がありました。これについて質

問、意見ございましたらお願いします。 

 

○会長  ありがとうございました。ほかにございませんか。 

（なし） 

ないようですので、次第６を終わらせていただきます。 

   

  次に次第７「その他」に移ります。支所各課、委員の皆さん、なにかございますでしょ

うか。 

（なし） 

これで次第７「その他」を終わります。 

 

最後になりますけれども、ここで私から一つご提案がございます。いつもであれば開会

の時に支所長にも挨拶をお願いしていたのでございますが、今日の新聞で皆様ご存じかと

思いますが、今支所長が建設部長としてこの度ご栄転なさいます。そこで急ではございま

すが、この場で一言いただきたいと思います。今支所長よろしくお願いします。 

 

〇今支所長（以下「支所長」と表記） 

  ４月１日より人事異動によりまして、本庁の建設部へ異動となりました。後任には本庁

農林整備課長である斎藤秋彦が着任することとなっております。どうかよろしくお願いい

たします。中仙支所では２年間お世話になりました。地域協議員の皆様には大変お世話に

なりました。ありがとうございました。 

 

〇会長  ありがとうございました。この後もどうか協議会のことをお忘れなくいただきた

く思います。 



－8－ 
 

 

以上で、本日の地域協議会で予定されておりました案件等の審議は終了となります。本

日は、長時間にわたりご審議ご協力いただきましたが、これをもちまして令和２年度の第

６回地域協議会を終了したいと思います。 

ありがとうございました。 

 皆さんお疲れさまでした。 

 

（午後３時５０分 閉会） 
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