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平成３０年度 第２回仙北地域協議会 会議録 

 

 

■日  時：平成３０年７月１２日（木） 午後６時 

 

■会  場：大仙市役所仙北支所 第１会議室 

 

■出席委員：１２名 

石 田 常 盤、 大 河 奈々子、 後 藤 孝 子、 小 松 郁 子 

小 柳 伸 一、 佐 藤 あや子、 佐 藤 隆 造、 タベルスキ マイケル 

中 村 健 秀、 藤 原   稔、 森 元 通 友、 吉 田 利 雄 

 

■欠席委員：５名 

大 釜 滝 浩、 草 彅 美 香、 小須田   顕、 佐 藤 美佐子 

原   隆 新 

   

■出席職員：９名 

藤嶋 勝広（仙北支所長）        髙橋 明子（市民サービス課長） 

佐藤 治彦（農林建設課長）       風登 紀英（仙北公民館長） 

須田 康平（仙北公民館主査）      佐々木励二（地域活性化推進室主査） 

草彅 友也（地域活性化推進室主査） 

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 支所長あいさつ 

   ４ 会議録署名委員の指名 

   ５ 協  議 

６ 報  告 

   ７ そ の 他 

   ８ 閉  会 

 

 

 

（午後 ６時 開会） 
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○吉田会長（以下「会長」と表記） 

  どうも、お晩でございます。大変お疲れの中であったと思いますが、お越しいただきま

してありがとうございます。暑かったり寒かったりして体調管理に苦慮しているのは私だ

けでなくてご出席の皆様も苦慮しているのではないかなと思っております。お疲れの中で

の会議になる訳でございますが、限られた時間での協議になりますので、どうかひとつ皆

様から屈託の無い意見を出していただきながら会を運営していきたいと思いますので、お

願い申し上げましてあいさつにさせていただきます。今日は本当にご苦労さんでございま

す。 

 

○藤嶋支所長（以下「支所長」と表記） 

  お晩でございます。この間からの西日本の豪雨では、最新のニュースで亡くなられた方

が２００人を超える甚大な被害が出ているところでございますけれども、被害に遭われた

皆様には心よりお見舞い申し上げます。私からは、今日皆様のほうにお配りしております

けれども８月１５日に毎年行なっている彩夏せんぼくについてお話させていただきたいと

思います。表紙のほうについておりますさくまろ風船プレゼントと大型ふわふわ遊具、秋

田のアイドルグループのプラモのステージなど盛りだくさんの内容となっておりますが、

実は今回で３０回目の周年開催ということで豪華になっております。盛大に開催するとい

うことで現在計画しておりますので委員の皆様方もどうか当日はお誘い合わせのうえ、ご

来場いただければなと思っているところです。今日の地域枠予算との関係でお話しますと、

Ｎｏ．９の仙北地域ＰＲ事業の中にさくまろくんの風船の申請なども入っておりますし、

毎年行なっております魚のつかみ取りに関しましては、Ｎｏ．１０のところでご審議をい

ただきたいと考えております。また、今日プレゼンテーションということで、中学校の部

活動の応援事業、そして旧池田氏庭園のＰＲ事業などの地域枠予算の申請がございますの

で、どうかよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げましてあいさつとさせていただ

きます。今日はどうかよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

  それでは、議事に入る前に、会議録署名委員を指名させていただきたいと思います。中

村健秀委員と藤原稔委員に署名委員を務めていただくようお願いいたします。よろしくお

願いします。それでは、議事に入らせていただきます。地域枠予算についてご説明願いま

す。 

 

○仙北中学校米澤教頭 

  配布資料に基づき説明。 

・市民協働型   

Ｎｏ．１２「仙北中学校部活動応援事業」 

  事業目的：仙北中学校では、多くの部活動が全県大会へ出場することになり、これらの

成果に対して、全校生徒、保護者、地域の方々から広く応援に参加していた 
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だくことで、地域と生徒達の一体感が生まれ、ふるさとへの想いを再確認し、

これからの地域発展を支えていく気運を醸成する。 

  申請団体：仙北中学校部活動後援会 

  申 請 額：９１７，０６０円（使用料及び賃借料、燃料費、委託料、消耗品費） 

 

○会長 

  ありがとうございました。ただいま仙北中学校部活動応援事業についてプレゼンしてい

ただきましたが、この件について皆様から申請者へ質問等ありましたら承りたいと思いま

す。 

 

○藤原稔委員 

  初戦の応援っていうのは分かりますよね。例えば決勝戦も行くと。行って欲しいと思い

ますよ。ただ、運悪くその前に負けた場合はどうなりますか。 

 

○仙北中学校米澤教頭 

  その前に敗れた場合は、それ以降の申請を取り下げるという形になります。あと、申請

した時点では初日から試合があることを考えて、トラックについては５日分あげていたん

ですが、抽選会の結果、２日目からの登場となりましたので、トラックについては現段階

で１日分減らさせていただきたいと思います。 

 

○会長 

  補足説明もございましたが、活用した分だけの事業報告になろうかと思いますが、基本

的にはフル活用したいという要望でございますので。説明はよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

（説明者退席） 

 

○会長 

  それでは、この件について皆様からご意見をいただきたいと思います。 

 

○藤原稔委員 

  野球応援のバスの予算ってことですか。 
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○中村副会長（以下「副会長」と表記） 

 応援グッツは、全ての部活動応援に使うってことでしょうけれども、バスは野球部で使う

ってことですね。 

 

○支所長 

  この事業は、例えば決勝まで行けなければ、その分の支払いはしないってことです。 

 

○副会長 

  そういうこともあり得るんですよね。 

 

○藤原稔委員 

  初戦と決勝のバスだけだとすると２回戦や３回戦は全校応援しないってことなりますか。 

 

○支所長 

  地域の人達と一緒に応援しにいくのは初戦と決勝となっていますけども、楽器を運搬す

るトラックは毎日分の申請があがってますし、学校側では、行ける生徒は連れて行くとい

う考え方で部活動後援会の寄付金もあるようでしたので、そちらのほうで対応するようで

す。部活動後援会で対応しきれない部分について地域枠予算を活用させていただきたいと

いうことのようです。 

 

○森元通元委員 

  地域の方々を１００名応援参加ということだったんですけれども、チラシ作成だとかい

つチラシを配布するのかとか具体的ものがなかったので。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  チラシの予算については、業者に頼まずに中学校で作成してこの次の広報と一緒に仙北

地域全戸に配布する予定としております。 

 

○会長 

  よろしいですか。その他にご意見ございませんか。それでは承認することでよろしいで

すか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  それでは、この件については承認するということで閉じたいと思います。引き続きまし

て次の事業もプレゼンテーションがございますのでよろしくお願いいたします。 
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○熊谷文化財保護課長 

配布資料に基づき説明。 

・市民主導型   

Ｎｏ．１１「旧池田氏庭園ＰＲ事業」 

  事業目的：旧池田氏庭園内の見学者に分かりやすく観賞していただくため、屋外スタン

ドを設置しているが、１０年以上経過しており老朽化が著しい状況である。

現在設置しているものよりも耐久性と使いやすさに優れたものを購入し、観

賞環境を改善することで見学しやすい環境をつくり、旧池田氏の価値に理解

を深めていただき、地域の魅力を全国に発信するもの。 

  申請団体：池田家顕彰会 

  申 請 額：２１２，５００円（補助金） 

 

○会長 

  ありがとうございました。説明者に質問があれば受けたいと思います。 

 

○タベルスキマイケル委員 

  看板の寿命ってどれくらいでしょうか。 

 

○熊谷文化財保護課長 

  １０年はもつと考えております。 

 

○会長 

  よろしいですか。その他ございませんか。なければ審議に入らせていただきますので、

説明者の方ありがとうございました。 

 

（説明者退席） 

 

○会長 

  それでは、この件について改めて皆様からご審議をいただきたいと思います。ボランテ

ィア事業の備品ということでお願いしたいということでございました。 

 

○佐藤隆造委員 

  現在設置されているものよりも見た目も良いものと思いますけれども、現場からでた意

見だと思いますので、大変結構だと思います。 

 

○小松郁子委員 

  私事ですけれども、この間、庭園を見させていただいたんですけれども、とても素晴ら

しい解説で、看板とかもあれば聞き逃したところも後で確認もできますので、是非お願い



－6－ 

 

したいと思います。 

 

○後藤孝子委員 

  案内だけじゃなく、一目で分かりやすいものもあったほうが良いんじゃないでしょうか。 

 

○石田常盤委員 

  先日、後藤宙外展に行きましたけれども、パネルがあれば非常に分かりやすいと思いま

すね。 

 

○会長 

  ありがとうございます。趣旨を了承していただいたという意見が多数のようでございま

すが、その他にご意見ございませんか。全員からご理解いただいたものとさせてもらって

よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございました。それでは可決させていただいて次に移りたいと思います。こ

れは継続事業でございます。説明願います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・市民主導型   

Ｎｏ．８「仙北地域福祉施設慰問事業」 

  事業目的：演奏会に来ることの出来ない高齢者へ歌の演奏を楽しんでもらうため、高齢

者施設への慰問活動を行ない利用している高齢者に対して日々の生活に変化

をもたらし潤いと喜びを感じていただく。 

  申請団体：あじさいコーラス  

  申 請 額：６０，０００円（補助金） 

 

○会長 

  ただいま、説明いただきましたが、継続事業でございますが、これについて皆様からご

意見をいただきたいと思います。 

 

○後藤孝子委員 

  あじさいコーラスは設立して３１年目ということで本当に弛まない努力で毎週練習され

ていて本当に楽しい会じゃないかなと思います。歌というのはその時代のことを思い出し

たり、言葉では表せないものを表すと思います。是非、続けて活動してくださればと思い
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ます。 

 

○会長 

  賛同する意見がございましたが、他にございませんか。継続事業については、マンネリ

化にならないようにきちんと事業を検証することになっておりますが、今、後藤委員さん

がおっしゃられたように地域に対しての貢献度は非常に大きいと思います。 

 

○石田常盤委員 

  継続事業として進めていただきたいと思います。 

 

○会長 

  ただいま、２名の委員さんからご意見をいただいたところでございますが、その他にご

意見ございますか。なければ可決させてもらってよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございました。続いてはＮｏ．９の事業について、これは行政主導型の継続

でございますが、説明してください。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・行政主導型   

Ｎｏ．９「大仙市仙北地域ＰＲ事業」 

  事業目的：仙北地域のカレンダーを作成し、地域内外へ配布することで地域への愛着や

誇りを持つ心を育むとともに、仙北地域のＰＲにつなげる。また、さくまろ

くんをプリントした風船を制作しイベントで配布することで、マスコットキ

ャラクターの知名度向上とイベントの賑わいを創出する。 

  申請団体：仙北支所地域活性化推進室  

  申 請 額：９２９，７８１円（報償費、委託料、印刷製本費、委託料、使用料及び賃借

料） 

 

 

○会長 

  ありがとうございました。冒頭に支所長からもこの内容について触れてもらったところ

ですが、彩夏せんぼく等でも活用したいということでした。この件につきましてご意見を

伺っていきたいと思います。 
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○森本通友委員 

  カレンダーにつきましては、私自身も利用させていただいております。今回は中学校の

美術部さんとか子どもが参加することで地域が盛り上がったり、子どもからも地域への想

いもでてくるので非常に良いことではないかと思います。あと風船に関しましても今回、

初めての試みですが、イベントには付き物で子どもも喜びますし、子どももイベントに参

加したという実感も持つと思いますので、私としては良いんじゃないかと思います。 

 

○タベルスキマイケル委員 

  風船っていいですね。でも風船は飛んでしまえば残らないものになってしまうので。そ

れは少し思ったところです。 

 

○石田常盤委員 

  カレンダーですけれども、期間はいつからいつまでのものになりますか。 

 

○会長 

  今、皆さんのところへ配布しているのは１月から１２月までのものです。ただ今回作る

にあたって気をつけなきゃいけないところは来年、休日が変わったりするところもあるで

しょうから。そこを考慮しながら作らないといけないと思います。 

 

○佐藤隆造委員 

  今年は、ドローンを使ったものでしたけれど、良かったなと思っています。意外な角度

から見せてもらって、今回は絵画クラブと写真同好会で絵画と写真が組み合わさるようだ

けれども、どういうデザインでお目にかかれるのかなという楽しみな部分の期待もありま

す。 

 

○会長 

  その他、ご意見ございませんか。なければこの事業についても皆さんからご理解いただ

いたものとさせてもらってよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございました。それではＮｏ．１０の事業についてご説明ください。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  配布資料に基づき説明。 

 ・市民協働型   

Ｎｏ．１０「子ども健全育成実践事業」 
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  事業目的：彩夏せんぼくに合わせて協賛事業として子ども魚つかみ取りを実施し、地域

の子ども達の健全な育成を図るほか、祭りを通して地域活性化に協力するも

の。 

  申請団体：仙北漁業協働組合仙北支部  

  申 請 額：２１０，６００円（消耗品費） 

 

○会長 

  ただいま説明がございましたが、この事業について皆様からご意見をいただきたいと思

います。 

 

○藤原稔委員 

  イワナ１００キロとあるんですが、おおよそ何匹くらいでしょうか。あと子どもが何人

来てみたいな構想があったら教えてください。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  去年ですと、８０キロくらいだったんですが、魚の数量まではこちらで把握していませ

んけれども、非常に賑わって魚が足りなかったということで増やしております。子どもは

例年１５０人前後は来ているイベントとなっております。 

 

○小柳伸一委員 

  私も交通指導隊で毎年彩夏せんぼくに行っておりますが、子ども達もかなりやって来て

楽しみにしてるんだなと思っておりますので、継続して実施していただければと思います。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  ありがとうございました。その他にご意見ございませんか。このＮｏ．１０の事業です

が、皆さんからご理解いただいたものとさせてもらってよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  これで地域枠予算の審議については終わりましたけれども、その他に何かあれば受けた

いなと思います。 
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○風登公民館長 

  前回の協議会の中でご承認いただきました案件ですが、委員の皆様からのご提案で備品

を追加した形で実施いたしましたのでご説明いたします。 

  配布資料に基づき説明。 

 

○会長 

  前回、協議いただいた事業ですが、これはよろしいですね。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

  その他にはございませんか。なければ次の審議に入らせていただきます。地域公共交通

の再構築に関する意見書の提出ということで、既に皆さんのほうに配布されていると思い

ますが、この件について事務局のほうから説明いただけますか。 

 

○髙橋市民サービス課長 

  地域公共交通の再構築に関する意見書の提出ついて配布資料に基づき説明。 

 

○会長 

ありがとうございました。ただいま説明いただきましたけれども、これからも高齢化が

進むということで地域の足として活用するということですので、この意見書を期日まで提

出願いたいということですので、自分なりに考えをまとめて提出してくださるようお願い

します。やはりこれは、これからの課題だと思います。免許証を返納すると公共の乗り物

に頼らなければならなくなると思いますので、その辺を考慮しながら意見書を提出願えれ

ばと思います。この件に関してはよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 それでは、次の仙北地域の未来を語る会についてお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  仙北地域の未来を語る会について配布資料に基づき説明。 

 

○会長 

 ただいま説明いただきましたが、次の仙北地域の未来を語る会のテーマ等について皆様

からご意見をいただきたいということでございましたが、この件についてはいかがですか。

よろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 次のひとづくり・ものづくり応援事業についてお願いします。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  ひとづくり・ものづくり応援事業について配布資料に基づき説明。 

 

○会長 

 ありがとうございました。このひとづくり・ものづくり応援事業の審査会には私も出席

してございます。協和のよしかたんぽぽの会ですが、これは日本古来のたんぽぽを増やし

ていきたいという事業で、秋田大学の教授を巻き込んで事業を推進していくということで

した。これは、ひとづくり、まちづくり両方の事業で申請されたものということで、これ

によって地域のコミュニティがより一層、良くなったという報告もございました。それか

ら、もう一つのほうでございますが、これはひとづくりのほうで申請されてございます。

ひとづくりの後でものづくりのほうに申請をするという状況でございます。それからもう

１件、太田からも提案されていて現在調整中ということでございました。やはりこの仙北

地域でもこの事業に活用できるものがあると思いますので是非、活用していただければと

思います。この件に関してご質問あればお受けしますが、ございませんか。なければ次の

自治会連合会の自主事業について説明いただけますか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

  資料はございませんが、仙北地域自治会連合会の総会が６月２１日にふれあ

い文化センターで開催されておりまして、今年度の事業計画並びに予算が審議

の結果、可決されております。昨年度、地域協議会で審議していただいた「仙

北地域の防災の進め方」ということで、皆様の意見を集約した意見書を自治会

連合会と災害予防組合に５月にそれぞれ提出しております。自治会連合会では、

地域協議会からの意見を踏まえまして、今年度事業として災害予防組合や地域

協議会と連携して、支所の隣にありますさくまろ館を利用して冬期間に「雪下

ろし講習会」を開催することが総会で可決されております。講習会の実施日が

近くなりましたら、地域協議会のほうにも通知が自治会連合会から届くと思い

ますので、その際は皆様にご連絡差し上げますので、ご参加くださるようお願

いいたします。  

 

○会長 

 ただいま、自治会連合会の事業について説明がございました。時期がくればご案内いた

だけるということでしたのでよろしいでしょうか。 
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（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 以上で予定された議事については終わりましたけれども、その他のところで何かあれば

伺いたいと思います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

 ・太田分高校レストランについて 

・東部地区地域協議会委員研修会について 

・地域協議会全体研修会について 

 

○会長 

その他、事務局、委員の皆様からご意見ございますか。なければこの会を閉じてよろし

いでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

皆様からご協力いただきまして定めた時間内に終了することができました。ご協力に対

して感謝を申し上げて終わりたいと思います。今日は本当にご苦労さんでございました。 

 

 

（午後 １９時２０分 閉会） 
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