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■日  時： 平成 30年 10月 11日（木）15時 00分から 

 

■会  場：大仙市役所西仙北庁舎 3階第 1会議室 

 

■出席委員：11名 

 金  啓一委員   今田秀俊委員  佐々木孝太郎委員   佐々木好美委員    

佐藤主憲委員     佐藤陽一委員  俵谷武雄委員      豊巻一男委員   

藤林  笑委員     武藤義治委員  吉田範子委員 

  

 

■欠席委員：6名 

 池田裕毅委員   加藤真委員      信田  徹委員       嵯峨幸恵委員   

田口  繁委員  堀江公子委員 

 

 

■出席職員：6名 

佐々木繁隆（西仙北支所長）         鈴木 吉信（市民サービス課長）         

小山田幸哉（西仙北中央公民館長）      田村 一彦（農林建設課長）       

遠藤 隆伸（地域活性化推進室副主幹）    佐藤  剛（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 報  告 

     （1）地域公共交通の再構築に関する意見書について 

     （2）ひとづくり･ものづくり応援事業審査会について 

（3）西仙北地域大運動会について 

（4）地域枠予算執行状況について 

 

   6 協  議 

     （1）平成 30年度地域枠予算の要望について 

   7 そ の 他 

8 閉  会 

 

（15時 00分 開会） 
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○小山田館長（以下「館長」と表記する。） 

  本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。定刻前ではございま

すけれども、皆様出席されているようですので、ただ今から平成 30 年度第 4 回西仙北地域

協議会を開会いたします。 

はじめに佐々木会長がごあいさつ申し上げます。 

 

○佐々木西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する。） 

  台風24号、25号が立て続けに発生しまして心配されましたが、大きな被害も無く安心して

いるところであります。段々と冬の足音が近づいて来ている訳ですけれど、大雪にならなけ

ればいいなと思う今日この頃でございます。本日の協議会は、報告が4件と地域枠予算の審

議で新規が1件、継続が1件となっておりますので、ご審議の程よろしくお願いします。 

 

○館長 

  ありがとうございました。 

続きまして、佐々木支所長がごあいさつ申し上げます。 

 

○佐々木支所長（以下「支所長」と表記する。） 

  本日はお忙しいところ、「第 4回西仙北地域協議会」にご出席いただきまして、ありがと

うございます。 

 出来秋を向かえていますが、お米は思ったほど収量が上がらなかったとの声が聞かれます。

これも、温暖化による重なる異常気象によるものと思われます。また、先週、今週の 24 号、

25 号の週末台風に対応しましたが、ビニールハウスのビニール剥離、倒木 3 カ所など、多少

の報告にとどまり安堵しているところです。 

 さて、八月の協議会から 2ヶ月ほどたちましたが、9月 2日の西仙北大運動会は 850名の参

加を経て盛大に開催され、9月 3日 4日の敬老会には案内の 25％程に当たる 403名が出席され

お祝いをしております。10月に入って 8日の第 30回黒森山健康マラソンは、中学校文化祭の

延期により 145名のランナーが秋の黒森周辺を駆け巡りました。 

 この後の地域の事業としましては、ご存じの通り、綱引きが縁で平成 19 年に友好交流都市

締結を結び、唐津市と大仙市の交流協定締結 10 周年記念を祝しいろいろなイベントが行われ

ます。今日の夜、韓国唐津市キムホンジャン市長一行 6名と明日夕方 12名の関係者計 18名が

来庁します。12日 10時 30分に、大曲市民会館で全体の記念式典、そして午後 1時 30分から

刈和野駅前から大町の国道有坂鉄工さんまでの道路を「唐津市友好通り」と銘打って 3カ所に

看板を設置し駅前での看板除幕式、沿道にはポール手旗をかざして歓迎します。また 2時から、

支所前で記念植樹と記念碑の除幕、皆さんお気づきのエレベーター前の市民ホールでは「韓国

唐津市機池市綱引き特別展」を中央公民館ができるまでの約 2 年間展示します。記念ﾃｰﾌﾟｶｯﾄ

は 2時 30分からですが、この情報については、10月号の広報に掲載しています。お時間のあ

る方は足を運んでいただきたいと思います。 

 また、市全体では大曲の花火秋の章が 13 日開催され、この花火には唐津市の皆さんにも鑑
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賞いただきます。その他秋の稔りフェアが 20・21 日大曲駅前のイベント広場で、西仙北地域

の文化祭は 27・28 日スポーツセンターで開催されます。また、金婚式や安全安心集会等も開

催されるなど、多彩な行事が各地で広げられるようですので足を運んでいただきたいと思いま

す。 

 最後に、本日の案件は報告 4件、地域枠予算要望審議 2件でありますが、よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

○館長 

ありがとうございました。 

このあとは、「大仙市地域自治区の設置等に関する条例」第8条第4項の規定によりまし

て、佐々木会長が議長を務めることになっておりますので、議事進行をよろしくお願いい

たします。 

 

○会長 

  それでは、次第にそって進めてまいりたいと思います。 

  議題に入る前に、次第の 4にあります会議録署名委員を指名について、会議録署名委員に

は、名簿順に佐藤陽一委員、俵谷武雄委員にお願いします。 

なお、今日の出席委員は、17名中 11名おりますので、2分の 1以上出席しておりますの

で、会議は成立していることをご報告申し上げます。 

  それでは報告に入らせていただきます。 

（１）地域公共交通の再構築に関する意見書ついて、市民サービス課より説明をお願いい

たします。 

 

○鈴木市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記する。） 

  【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。 

ただいまの説明に関し、皆様からご意見、ご質問ございましたら、お願いいたします。 

 

○佐藤主憲委員 

このまま市の方に報告する予定ですか。 

 

○市民サービス課長 

  これはあくまでも案ですので、今日委員の皆さんから意見をいただいて、まとまればそれ 

を報告する予定です。 
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○佐藤主憲委員 

分かりました。私個人的には、案 1の全地区に市民バスというのがいいと思いますが、週 

に 1回程度の運行ですと全然足りないと思うので、せめて 2回くらいの運行が必要ではない

かと思います。また、第 2案は非常に難しいと思います。集落に公共交通を預けられても運

用していくのが大変だと思います。例えば 2種免許の取得ですとか、色々大変だと思うので、

もしやっていくとすればしっかりとした体制をつくらなければいけないと思います。 

 

○市民サービス課長 

  現在大沢郷地区に市民バス、そして土川地区、強首地区の一部に乗合タクシーを運行して

おりますが、市民バスは料金が 200円、乗合タクシーが 500円ということで不公平だという

声がありましたので、全地域市民バスという案を出させていただいたところであります。 

  全地区に 2回ずつとなれば難しいかもしれませんが、スクールバスの活用ですとか工夫し

ながらできるかもしれません。ただ、これは意見書ですので 2回以上の運行を要望するとい

うことで出してもよろしいかと思います。 

 

○今田委員 

  私個人的には第 2案がよろしいと思います。各地区や集落範囲で公共交通を代行する、こ

れはもう既に横手の方でやっている取り組みです。ですから、それを参考にすれば大仙市で

も可能だと思います。この地域公共交通を利用している人のほとんどは交通弱者と呼ばれる

お年寄りです。その方達は、病院ですとか買い物をするために利用していると思いますが、

そうなると先程佐藤委員がおっしゃったとおり、週 1回では足りないと思います。ですので、

集落でそれを代行して、将来的にそれをやっていければいいのではないかと思いました。 

 

○市民サービス課長 

  本庁でもこの話になりましたが、これをやっていくとすると核となる法人を立ち上げなけ

ればいけないと、そこが一番難しいということでした。ですから、そういう法人やそれをや

る人をつくっていかなければならないというのがネックになると思います。 

 

○佐々木好美委員 

  今回の協議会だけで、この意見をまとめるというのはとても難しいと思います。やっぱり

もう 1回か、2回くらい協議会をやってまとめていかなければいけないと思います。 

 

○会長 

  なかなか意見を一本化するというのは難しいと思いますがいかがでしょうか。 

 

○佐藤主憲委員 

  先程スクールバスの活用とありましたが、それはできるんですか。 
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○市民サービス課長 

いいえ、これはあくまでも案でこれを実際やるとなると協議が必要になると思います。ま

た、補足になりますが、私が市長から直接聞いたわけではございませんが本庁の担当から、

この意見についてコストのことはあまり考えなくていいということでしたので、そこら辺を

考慮いただいて忌憚のないご意見をいただければいいと思います。 

 

○俵谷委員 

  杉山田線を乗合タクシーにするというのはできないものですか。 

 

○市民サービス課長 

  路線を刈和野までにすれば可能だと思います。 

 

○俵谷委員 

  刈和野から大曲までそのバスを利用する人はほとんどいないと思います。私の家の前が停

留所になっていますが、乗っている人は 1人か 2人くらいしかいません。そして、杉山田か

ら乗ってくる人はほとんど刈和野で降りるので、そこから大曲まで行くので経費がかかって

いると思います。ですから、杉山田から刈和野までの乗合タクシーで十分だと思います。た

だ、タクシー会社の方でそれだけの車を持っているかということもありますけれど。 

 

○会長 

  というように、皆さんからたくさん意見が出されていますが、今日だけではなかなかまと

まらないと思いますので、佐々木委員さんからももう 1回くらいやって決めたらいいかと思

います。いかがですか。 

 

○俵谷委員 

  実際にバスを利用している方々の意見を聞く機会もあればいいかと思います。今日の資料

というのは、協議会委員だけの意見をまとめたものだと思いますので、そういう方達の意見

も取り入れたらいいと思います。 

 

○市民サービス課長 

  今日の資料の中には、実際に乗っている方の意見も載せております。 

 

○今田委員 

  私ももう 1回協議会でこの案件を協議するのは賛成です。ただ、案 1、案 2に関するより

詳細な資料の提出を事務当局にお願いしたいと思います。 

 

○事務局 

  12月 12日に市長が来て皆さんとこの件に関し協議をするということが決まっております
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ので、次に協議会を開催するとなると、本日から 11 月いっぱいの間ということになります

のでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○会長 

やはり、この場で意見の集約というのは難しいと思います。 

 

○佐々木好美委員 

  次回も同じような感じで協議会をやるとなればなかなか進んでいかないと思いますので、 

 事務局である程度まとめて案をつくっていただきたいと思います。 

 

○豊巻委員 

  利用人数が少なくても利用している人がいるのもまた事実だと思います。コミュニティバ

スについて先程俵谷委員がおっしゃいましたが、杉山田から大曲まで行くのに非常に時間が

かかりますが、乗り換えをしないで大曲まで行けるということで利用されている人もいます

ので、そのような方のことも考えていかなければいけないと思います。 

 

○藤林委員 

  私は秋田市の介護施設に勤めていますが、私の施設でサービスを利用している方限定です

が通院支援や買い物支援を地域との関わりをつくるためやった方がいいのではないかと、先

日の理事会で話し合われたようです。刈和野には介護施設がたくさんありますので、そのよ

うなサービスを展開することで、高齢者の交通支援になって施設の利用者も増えるというこ

とにも繋がりますので、そのような施設を拠点として交通弱者の支援も考えたらいいと思い

ました。 

 

○今田委員 

  先程申し上げましたが、第 2案は既に横手市でやっておりますので、次回の協議会ではそ

の資料も用意していただきたいと思います。 

 

○会長 

他にございませんか。それでは次回の協議会まである程度案をまとめていただき、資料も

より詳細なものをご用意していただきたいと思います。 

次に報告（２）「ひとづくり･ものづくり応援事業審査会について」、私が出席しました

ので私から説明をさせていただきます。 

 

○会長 

  【配付資料に基づき説明】 
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○会長 

ただいまの説明に関して何かご質問等ございませんか。無いようですので次に報告（３）

「西仙北地域大運動会について」事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

  【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

  ありがとうございました。私も実行委員として参加させていただきましたが、やはり市の

職員の方々の手助けがなければ厳しい事業ではなかったかなというのが正直な感想です。ま

た、繰り出しの方は非常に難儀したと思いますが、それがスムーズにいったおかげで、予定

より早く終わったのではないかと思います。課題にもありますが、やはり職員の方に頑張っ

てもらったということで、運営のあり方を考えていかなければいけないと思いました。 

 

○佐々木好美委員 

  学校側からの意見を取り入れてほしいと思います。小学校、中学校が出校日になっていた

ようだけれども、主催は実行委員会ですので、是非学校の意見を聞いてほしいと思います。 

 

○武藤委員 

  まずは決算書の方ですが、前回の協議会で 900,000円は高すぎるということで、予算の圧

縮に努めると言っておりましたが、結局は約 780,000円でほとんど縮減になっておりません。

特に参加者への参加賞や景品に 460,000 円で、これはもうバラマキと言うしかありません。

これはあげ過ぎだと思います。また、第 1回目でありますので初期的経費がかかるという説

明でしたが、実際は玉入れのかごや玉で 31,000 円程度しかかかっておりません。また、消

耗品に 260,000円もかかっていると、これはあのカップラーメンとかにこんなにかけている

のか疑問が残ります。 

  また、運営についてですが小学校、中学校が出校日となっていてあれでは小学校、中学校

の運動会に一般住民が入れてもらったという印象を受けました。第 2回目の小学校の運動会

にかででもらったという感じの運動会でした。このような運動会で果たして地域の活性化に

繋がるかというのが疑問です。 

 

○事務局 

  運営の仕方については、委員のおっしゃるとおり検討の余地はたくさんあると思います。

実行委員会に小、中学校の校長先生、教頭先生も入ってもらっておりまして、開催日もかな

り検討してこの日にさせていただきました。また、中学校は当初からこの日を出校日にする

ということを決めておりまして、全面的に地域の運動会に参加し協力するということでござ

いましたし、小学校は中学校に倣って後から出校日ということを決定しました。ですから、

そんなに大きな問題は無かったのではないかと思います。 
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  また、決算についてですが報償費に 460,000円程かかっておりましてバラマキではないか

というご指摘でございます。確かに私個人的にもちょっと多いのではないかと思いますが、 

 実行委員会の方で第 1回目ですので、どうしても参加賞をあげたいという意向がありまして、

「第 1回西仙北地域大運動会」と名入れしたタオルをお配りしたところです。その経費が結

構かかりまして、報償費が多くなってしまったと思います。また、消耗品費ですが、当日テ

ントを 20 張ほど張っておりまして、そのテント一つ一つにブルーシートを敷き、また日よ

けのブルーシートも張ったということで、その経費も含まれております。また、石灰や運動

会用の看板などもこの消耗品費に含まれております。 

 

○武藤委員 

  そのタオルはいくつ作りましたか。 

 

○事務局 

  700枚です。 

 

○豊巻委員 

  タオルは全部出ましたか。 

 

○事務局 

  余っていたと思います。 

 

○豊巻委員 

  何で聞いたかというと、ある人が運動会に参加してタオルをもらおうとしたときにもう無

いと言われたということがあったらしいです。ですので、その辺もしっかりとしていただき

たいと思います。 

 

○事務局 

  その点も今度の反省会でお伝えしたいと思います。申し訳ございませんでした。 

 

○今田委員 

  今回私は大沢郷地区の会長会の会長という立場で運動会の方に参加させていただきまし

た。その際に他の地区の会長さん達と話したのですが、1日中あそこにいるのではなく、午

前で終わって午後から各地区で反省会をするのはどうかという話をして我々はそれでまと

まりました。それを実行委員会に提案したら、学校の方から地区に帰った後それぞれの地区

で子ども達の面倒を見てくれますかという話をされました。それはさすがに無理なので断念

しましたが、やはりこれは学校ありきで自治会としては身動きが取れなかったというのが現

状です。そういうこともあったということも知っていただきたいと思います。 
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○武藤委員 

  決算書についてですが、大科目で 7項目くらいしかなくもっと中身が分かるような決算書 

 にするべきだと思います。それから、運動会で一番難儀したのは繰り出し係の人でした。で

すから反省会でその辺も検討していただきたいと思います。 

 

○佐々木好美委員 

  この運動会は非常に厳しい状況の中で行われた運動会だったと思います。ある地区では運

動会の存在を全然分からなかったというところもあれば、お年寄りは運動会に行って何をす

ればいいのか分からないなどそういう話が聞こえてきました。また、運動会のポスターは例

えば中学生に書いてもらって、その生徒の地元に掲示するという形をとれば、中学生がその

地元との関わりを持てるということもありますので、そのようなことも是非提案してほしい

とおもいました。以上。 

 

○事務局 

  ポスターに関しては、反省会の際に中学校の方に提案したいと思います。 

 

○吉田委員 

  すいません。私は西仙北太鼓の会の方に関わっているのですが、反省会の際に是非提案し

てほしいことがあります。9月の第 1日曜日は、毎年横手のふるさと村で太鼓の全国大会の

予選があります。始めは小学校が出校日でなかったので了承をしたのですが、1ヶ月くらい

前なって出校日になって、急遽保護者の方に子ども達の中に皆勤賞を狙っている人がいない

か確認をしました。もし、第 2回をやるとすればその辺をもうちょっと考えていただきたい

と思いました。 

 

○俵谷委員 

  最初から無理があったと思います。あの炎天下の中学校のグラウンドに 1日いるというの

は酷ですし、しかも弁当を持参して。先程の話の通り学校の関係で無理でしたが、ちょっと

根本から見直したらいいと思います。 

 

○吉田委員 

  南外とかは、小学校の運動会と地域の運動会を一緒にして大運動会という形でやっていま

す。非常にいいやり方だと思うので、もう少し日程などを見直したら良いのではないかと思

いました。 

 

○藤林委員 

  大曲の花館とかでも地区の運動会が行われていますが、学校の参加がないということで、

参加者が非常に限られているということを聞きました。ですので、学校を巻き込むというこ

とは非常に良いことだと思います。 
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○会長 

皆さんからたくさんの意見をいただきましてありがとうございました。皆さんの意見は集

約して、後日反省会の際に提出したいと思います。次に報告（４）「地域枠予算の執行状況

ついて」事務局から説明をお願いします。 

 

○俵谷委員 

  前も言いましたが、北野目橋の広告塔が峰吉川方面から来れば見えないということで、木

の伐採をお願いしておりましたが、話を聞くと職員の方がやるという回答でしたけれど、 

 あの木を職員の方がやるとなるとちょっと酷ではないかと思います。本来であれば商工観光

の方でやるべきでしょうが、地域枠予算も余裕があるようですので、ちゃんとした業者さん

を頼んでやるべきだと思います。 

 

○田村農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記する。） 

  当課の業務としては道路管理でありまして、現地は道路を通る際は申し訳ありませんが何

ら支障がございません。ただ、以前から俵谷委員からそのお話がありましたので、市民サー

ビス課の鈴木課長と相談をしまして、ある程度の枝などは伐採しましたがそれ以上はできま

せんでした。ですから、もし地域枠予算をご承認いただければそちらで対応をお願いできれ

ばと思います。 

 

○俵谷委員 

  お願いします。 

 

○会長 

ということですのでよろしくお願いします。他にありませんか。次に議題の（１）平成

30年度地域枠予算の要望について事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

  【配付資料に基づき説明】 

 

行政主導型 

㉘地域文化の継承事業 

  事業の目的：国指定無形民俗文化財「刈和野の大綱引き」の伝統文化の継承と PR を目的

とする 

  事業の概要: 国指定重要無形民俗文化財「刈和野の大綱引き」（毎年 2月 10日）行事に合

わせ、ポスターやパンフレットを作成するとともに、沿道にローソクを灯し

たミニかまくらを設置し伝統文化の継承と啓発を図る 

・刈和野の大綱引きポスター350枚の作成、配布 

・ミニかまくら用ローソク 
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・大綱引き用パンフレット 1,000枚 

  申 請 額：299,310円 

 

 

市民主導型 

㉙刈和野地区カラオケ交流会事業 

  事業の目的：マンガを通して海外の人に刈和野の大綱引きを広く周知し、地域の伝統文化

の素晴らしさを英語圏の人々に発信することを目的に実施する 

  事業の概要：【開催日時】平成 31年 1月 13日（日） 

        【場  所】西仙北スポーツセンター 

        【内  容】ゲスト演者による歌謡ショー、住民によるカラオケ発表 

  申 請 団 体：刈和野地区町内会長連絡協議会 

  申 請 額：170,000円 

 

○会長 

ただいまの説明について、ご意見等ございませんか。 

 

○今田委員 

  このポスターですが、西仙北地域は刈和野の大綱引きということで毎年大々的に作成して

いますが、他の地域ではこのようなポスターは地域枠予算でつくられているのですか。 

 

○事務局 

  例えば中仙地域ですと、ドンパン祭りのポスターはこの地域枠予算を活用して制作されて

いるようですが、来年度以降はポスター制作については地域枠予算の対象外ということにな

っておりますので、今年で最後となります。 

 

○今田委員 

  分かりました。 

 

○会長 

  他にありませんか。それでは、申請のあった 2件の事業は承認することとします。これで

本日の案件は全て終了しました。お疲れ様でした。 

 

○館長 

  他にご意見等ございませんか。 

  無ければ、これをもちまして、平成 30 年度第 4 回西仙北地域協議会を閉じさせていただ

きます。 

本日は、長時間にわたりご審議ありがとうございました。 
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（16時 40分 閉会） 
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