
■平成 23 年度第 2回中仙地域協議会会議録 

 

 

1 日 時   平成 23 年 7 月 14 日（木曜日）午後 2 時から 3時まで 

 

2 会 場   大仙市役所中仙支所 第 21 会議室（2階） 

 

3 出席委員等 

（1）委 員（敬称略） 

①出席＝井上美雪、小原杏平、金子美喜男、木元洋子、草薙幸隆、草彅昌美、児玉 

誠良、佐藤育男、高橋修、高橋辰美、大畠清三郎、長谷山祥子、平瀬一浩、 

藤田貞子…以上 14 人 

②欠席＝秋山康、高貝昇太郎、寺田文夫、傳農富士夫…以上 4 人 

（2）市職員 

   皆川貢中仙支所長、田口祥吾市民サービス課長、阿部利美中仙公民館長、小松孝

勝市民サービス課参事、後藤明彦市民サービス課主席主査（事務局） 

…以上 5人 

 

4 地域協議会内容 

 

【開会】 

開会を宣言 

 

【会議の成立】 

事務局から出席委員が 14 人で 2 分の 1 以上の出席があることから地域協議会が成立

する旨を報告した。 

また、秋田おばこ農協中仙担当理事が高橋一さんから大畠清三郎さんに交代したこと

に伴い、中仙地域協議会委員も交代したことを説明し、大畠さんからあいさつしていた

だく。前回欠席の中仙亀の子クラブ会長の井上美雪さんからもあいさつをいただいた。 

 

【長谷山副会長あいさつ】 

 皆様にはお忙しいところご出席いただき、ありがとうございます。 

 今回、傳農会長がご欠席とのことで、急きょ私が進めさせていただくことになりまし

た。何分不慣れなものですから、皆様のご協力を得ながら進めていきたいと思いますの

で、何卒よろしくお願いいたします。 

 



【皆川中仙支所長あいさつ】 

お忙しいところ、また、暑い中ご出席いただきありがとうございます。 

前回、5 月 19 日の地域協議会後の中仙地域に関係した大仙市の動きを若干ご報告さ

せていただきます。 

最初に東日本大震災関係についてです。被災地からの大仙市への避難者は、7 月 4 日

現在で69世帯153人、うち中仙地域に避難されているのは6世帯7人となっています。 

遠野市に開設しました「だいせん応援ハウス」は、4 月 18 日から 6 月 18 日まで約２

か月で計 20 次隊、延べ 593 名が参加し、宮古市、大槌町、釜石市、陸前高田市などで

のボランティア活動を支援してきました。 

今後は、拠点を陸前高田市内に移し、そとらでのボランティア活動を中心に支援して

まいります。 

次に、清水診療所閉所式についてです。昭和 54 年開設以来、今年 3 月 31 日で 32 年

間の役目を終えた清水診療所の閉所式とその間奉職された滑川先生に対する感謝の集

いを 6 月 4 日に清水地区の利用者や栗林市長など関係者約 40 人が参加して中仙農村環

境改善センターで開催されました。 

前回の地域協議会でご承認賜りましたコミュニティづくりレクリエーション事業の

各地域での運動会・体育祭等は、6 月 5 日に豊川で第 50 回豊川地区大運動会、鴬野で

第 40 回鴬野地区住民体育祭、鑓見内で第 40 回鑓見内地区大運動会、6 月 12 日に長野

で第 15 回長野地区レクリエーションスポーツ祭、6 月 19 日に豊岡で第 53 回豊岡地区

住民体育祭、清水で第 50 回清水地区住民体育祭として行われ、今年は各地区とも好天

のもと無事全プログラムをけが人もなく終了しております。 

6 月 23 日から 24 日の大雨は、玉川で 24 日午前 9 時に 4ｍ46 ㎝、20 分後には 4ｍ53

㎝となり氾濫危険水位 4ｍを超え、斉内川では 8 時 50 分に 2ｍ73 ㎝の水位で同じく氾

濫危険水位 2ｍ15 ㎝を超える増水がありました。午前 8 時 40 分に避難準備の広報車を

巡回させましたが、午前 9 時現在の玉川の水位と小滝川の増水に伴う呑川など市街地の

水路の水位も上昇したことなどを勘案し、午前9時10分に玉川及び斉内川沿いの集落、

長瀬、西村、遠藤、九日町、栄町、横町、二日町、新町、開、下川原、幕林、野中、長

戸呂など 31 行政区 922 世帯 2,682 人を対象に避難勧告を出しました。勧告に応じて避

難された市民は改善センターに新町などから 7 人、鴬野分館に長瀬西村から 11 人とな

っております。幸いなことに午前 10 時過ぎ頃から徐々に水位が下降し始めて人的被害

はありませんでしたが、竹原集落で床下浸水３件、中仙地域での水田の冠水 180 ヘクタ

ール、農地や農業施設等の被害箇所 15 か所、道路等の損壊などが 7 か所となっており、

その後の降雨によって地盤が緩んだ八乙女公園東側遊歩道の法面が崩落するなどして

おります。 

支所では、本庁主管課と連携し国に対しては以前から要望しておりました玉川と斉内

川の合流地点にある中洲の改修を再要望し、県へは下延橋南側の玉川へ排水する排水路

箇所の不具合を報告するなどし、今後の対応を図っております。市としての災害復旧の



基本的なスケジュールとしては緊急を要するものは議会臨時会で予算措置し、その他に

ついては 9 月定例会に補正予算を上程し、その対応を図ることとしています。 

次に、中学校郡市総体で中仙中学校の野球部が 7年ぶりの優勝、男子バスケットボー

ル部も平成元年以来の県大会出場を果たし、豊成中学校からはソフトテニスの女子個人

戦にペアの出場があります。今年の全県大会はインターハイの開催と重なったために日

程や会場が例年と違って開催されます。先日 9 日に行われた全県バスケットボール大会

では残念ながら中仙中が泉中学に 1 回戦で敗退しておりますが、このあと 16 日から 18

日にはソフトテニスが、24 日から 28 日にかけて大曲・横手を会場に全県少年野球大会

が行われます。また、16日から 18日の全県陸上競技大会にも両中学校から選手が出場

しますので、委員の皆様からも応援をよろしくお願いいたします。 

 本日は、地域枠予算 10 件の申請が出されておりますが、皆様からの慎重なご審議の

上、承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

以下、長谷山副会長の進行のもと、議題に入る。 

 

【議題】 

（1）会議録署名委員の指名 

   副会長が井上美雪及び平瀬一浩の両委員を指名、異議なく了承された。 

 

（2）地域枠予算事業について（説明者：田口市民サービス課長） 

資料に基づき説明した。主な内容は次のとおり。 

【実施類型Ⅰ型】市が主体となる事業について 

 ①中仙庁舎駐車場ライン引き事業 

   昨年度も提出し、承認をいただきましたが、機械が不調のため実施を見送った経 

緯があります。今年は機械が大丈夫とのことで、市民からラインが見えにくいと指

摘がありますので、実施させていただきたいと思います。事業費は、塗料代等消費

税込で 141,750 円です。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  説明が終わりましたが、ご質問やご意見はございませんか。（なしとの声） 

ご異議ないようですので、本件は承認することに決定します。 

次の説明をお願いします。 

 

 ②中仙小学校土俵補修事業 

   中仙小学校の土俵は、昭和 61年完成で 25年の歳月と共に劣化してきている状況

です。今回、同小で旧中仙町時代から続く子どもたちの体力づくりや伝統的スポー

ツ体験を目的とする「わんぱく相撲大会」が開催されることから、今後の利用も考



慮し、補修するものです。事業費は、土俵補修一式で 106,050円です。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  説明が終わりましたが、ご質問やご意見はございませんか。（なしとの 

声）ご異議ないようですので、本件は承認することに決定します。 

次の説明をお願いします。 

 

 ③「ドンパンじっちゃ」着ぐるみ制作事業 

   近年のイベントにおきまして、当中仙地域では「ドンパン節のふるさと」をテー

マに実施しています。昨年から、ドンパンの円満造じいさんをデザイン化した手ぬ

ぐいなど様々作っていますが、そのデザインで着ぐるみを作成し、各種イベントで

活用し、「ドンパン節のふるさと中仙」ということで地域の活性化を図りたいと考

えています。事業費は作成費一式で 498,750 円です。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  説明が終わりましたが、ご質問やご意見はございませんか。 

 

佐藤委員佐藤委員佐藤委員佐藤委員        作るのは 1着だけですか。 

 

田口課長田口課長田口課長田口課長        そうです。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  見本がないと是非を判断できません。 

 

田口課長田口課長田口課長田口課長        業者に見積もりを依頼し、キャラクターのデザインは観光協会の柴田さん

が行っています。ジャンボうさぎフェスティバルで使っているうさぎのよう

な材質で、デザインは手ぬぐいにある円満造さんがひげをはやして頭巾をか

ぶったものになると考えています。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  他にございませんか。 

 

草薙委員草薙委員草薙委員草薙委員  今の件で補足です。観光協会から相談を受け、キャラクターのデザイン者

である柴田さんを著作権者として文化庁に登録しました。同庁ホームページ

から検索できます。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  他にございませんか。（異議なしの声）ご異議ないようですので、本件は 

承認することに決定します。 

次の説明をお願いします。 

 

 



【実施類型Ⅱ型】市民と行政による協働事業について 

①ドンパン節のふるさと活性化及び宣伝事業 

  ドンパン祭り実行委員会との協働事業です。ドンパン祭りは地域の活性化に大い

に貢献しております。昨年度と同様に、ポスターや全戸配布プログラム、高橋市蔵

さんのキャラクター入り手ぬぐいを市が準備し、実行委員会がこれを用いて祭りの

成功と地域活性化を図るものです。事業費は、ポスター500 枚 131,250 円のほか、

チラシ 4,000 枚 66,150 円、プログラム 3,500 部 393,225 円、手ぬぐいが 1500 本で

341,775 円、合わせて 932,400 円です 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  説明が終わりましたが、ご質問やご意見はございませんか。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員        プログラムの広告料は花火に使うのですか。 

 

田口課長田口課長田口課長田口課長        そうです。今回は観光協会が秋田県の補助をもらって「頑張ろう東北」と

いうことで（メッセージ花火）、今までより多くの花火が上がります。 

                        ただ、経費はかかりますので、従来どおり地域枠予算での援助をお願いし

たいということです。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  それでは今年もこのとおりでよろしいでしょうか。 

 

藤田委員藤田委員藤田委員藤田委員  ドンパン踊りの参加者が年々減っているという話を聞いていますが、参加

者の確保策は考えていますか。 

 

平瀬委員平瀬委員平瀬委員平瀬委員  私は祭りにかかわっていますが、参加者は減少していません。地域の婦人

会の参加者は若干減少しているかもしれませんが、見に来てくれた方が多数

踊りに参加してくれます。参加者には手ぬぐいを差し上げていますが、1,500

本では全然足りません。ですので、それ以上の方が踊りに参加されているの

は間違いありません。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  今年はこれで仕方がないと思いますが、地域枠予算の 6分の 1 の予算（執

行）は大きい感じがします。 

 

佐藤委員佐藤委員佐藤委員佐藤委員  市の助成が年々減少している中、皆ボランティアで頑張っていますので、

ご理解をお願いします。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  この件に関しまして他に何かございませんか。（なしとの声）ご異議ない 

ようですので、本件は承認することに決定します。 



次の説明をお願いします。 

 

②学社融合講演会事業 

  中仙地区連合 PTA との協働事業です。地域内の児童・生徒及び市民を対象に、数

学者の秋山仁さんによる講演会を開催し、算数・数学力の向上や生きる力の醸成、

地域内の連携を図るものです。経費を市が負担し、連合会が運営するものです。 

            内容としましては、9 月 22 日に中仙市民会館ドンパルを会場にして行います。 

第１部と第２部に分かれて開催します。事業費は、講演料が交通費込で 500,000 円、 

そのほか横一文字等の消耗品費が 52,600 円、合計で 552,600 円です。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  この件に関しまして、何かご意見・ご質問はございませんか。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  講演会の時間は 1 時間ですか。 

 

支 所支 所支 所支 所 長長長長  学校の授業時間に合わせて、それぞれ 45 分を予定しております。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  講演料が随分安いのではないですか。 

 

支 所支 所支 所支 所 長長長長  太田地域に秋山先生の知り合いがおり、その方を通じてお願いしたところ、 

その金額でよいとのことでした。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  入場料は取らないのですか。整理券は渡しますか。 

 

支 所支 所支 所支 所 長長長長  入場料は無料で、整理券も必要ないと考えています。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  何か他にございませんか。これで決定してよろしいですか。（はいとの声） 

それでは本件は承認することに決定します。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  このあとの案件はすべて同じような内容でありますので、一括しての協議 

としてよろしいですか。（よいとの声）それでは、以下の案件をまとめて説

明してください。 

 

 

③中仙小学校区域パトロール事業 

  平成 18 年に地域枠予算の市の補助事業として実施しましたが、今回は市と同小

学校の協働事業として実施するものです。物品を市が支給し、PTA がそれを使って

学区内をパトロールします。事業費は、ジャケット 40 着 164,000 円、110 番の幟



40 枚 100,400 円、マグネットシート 20枚で 47,600 円の合計 312,000 円です。 

 

④豊川小学校かわっ子見守り隊事業 

  中仙小学校と同様に必要な物品を市が支給し、豊川小学校 PTA が活動を行うもの

です。ジャンパー30着やタスキ 10 本のほか、自転車の交通安全指導用のカラーコ

ーンを準備します。事業費は、187,000 円です。 

 

⑤豊岡キッズ見守り隊活動事業 

  前２校と同じ内容ですが、防犯パトロールマグネット 20 枚 47,600 円、反射コー

ト 20 着 82,000 円、青色 LED 点滅指示灯 20 個 57,000 円の合わせて 186,600 円が事

業費です。 

 

⑥中仙中学校区域防犯活動事業 

  これまでは、中学校から申請がありませんでしたが、今回、中学校でもぜひ、定

期的なパトロール等による登下校時の交通安全対策を行いたいとのことで、市との

協働事業の申請がありました。市が物品を支給し、PTA 役員と教職員が連携して登

下校時や長期休業中に郊外指導を行うものです。蛍光ブルゾン 20 着、青色 LED 点

滅指示灯 10 個、腕章 20個で合計 131,500 円の事業費です。 

 

 ⑦豊成中学校区域防犯活動事業 

   これも新規事業で、前の中仙中学校と同様です。事業費としまして、ブルゾン

20 着 82,000 円、青色 LED 点滅指示灯 10 個 28,500 円、合わせて 110,500 円です。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  以上の件について、質問や意見はありませんか。 

 

金子委員金子委員金子委員金子委員  市が物品を支給するので、各学校ばらばらではなく、統一して支給すれば

よいのではないでしょうか。 

 

支 所支 所支 所支 所 長長長長  単価は統一しています。できるだけ物品を統一するようにお願いはしまし 

たが、各学校で要望が違ったので、強くも言えない経緯があり、ご理解くだ

さい。 

  なお、本事業は、毎年の事業ではありません。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  今回はこのとおり承認してよろしいでしょうか。（はいとの声）次回から 

は、全体の PTA 連合会一本で統一性を持って申請していただきたいとの意見

を付して、承認としたいと思います。 

それでは、議題２の地域枠予算に関しましては、すべて原案どおり承認さ



れました。ありがとうございました。 

 

副 会副 会副 会副 会 長長長長  その他何かございませんか。 

 

草薙委員草薙委員草薙委員草薙委員  地域協議会でご承認いただいた「豊岡祭り」は震災の影響で延期になって 

いましたが、7月 3 日にドンパルにて開催し、大盛況でした。私は参加でき

ませんでしたが、無事に終了しました。ありがとうございました。 

 

田口課長田口課長田口課長田口課長  お手元の地域枠予算事業一覧をご覧ください。本日ご審議いただいたもの

を含めて、4,857,020 円の執行で、残額が 1,163,980 円となっておりますの

で、ご確認ください。 

 

会会会会        長長長長  他にございませんか。（なしとの声） 

      本日は長時間にわたり、お疲れ様でした。以上をもちまして協議会を終了

したいと思います。ありがとうございました。 

 

 

署名 

中仙地域協議会運営規程第７条第２項の規程により会議の次第を記載しこれに相

違ないことを証明するためここに署名する。 

 

平成 23年 7 月 14 日 

 

 

会議録署名委員 

                  議長            

              

委員            

 

                  委員            


