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■日  時： 平成 31年 3月 19日（火）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：12名 

 池田 裕毅委員   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   信田 徹委員 

 俵谷 武雄委員   豊巻 一男委員  藤林 笑委員    武藤 義治委員 

  

 

■欠席委員：5名 

加藤 真委員    嵯峨 幸恵委員  田口 繁委員    堀江 公子委員   

吉田 範子委員 

 

■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）               

伊藤 雅博（農林建設課参事）     佐藤 弘明（農林建設課参事） 

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 

     平成 31年度地域の魅力再発見事業について 

     （1）【継続事業】新たな地域活性化事業について 

（2）西仙北 HUBスペースの取り組みについて 

 

   6 協  議 

     平成 31年度地域枠予算の要望について 

     （1）地域予算特集号制作事業 

     （2）大佐沢公園桜ライトアップ事業 

     （3）刈和野地区春季交流事業 

     （4）土川地区コミュニティ活性化交流事業 

     （5）刈和野地区明るい地域づくり事業 

     （6）土川地区明るい地域づくり事業 
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   7 そ の 他 

8 閉  会 

 

（15時 00分 開会） 

 

 

○遠藤副主幹（以下「副主幹」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、誠にありがとうございます。 

ご案内の時刻になりましたので、ただ今から「平成 30 年度第７回西仙北地域協議会」を開

会いたします。 

はじめに 次第の２ 佐々木会長がごあいさつを申し上げます。 

 

○佐々木西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する。） 

今年の冬は雪がほどほどに降っていただきまして大きく積もって大変だったということは

なかったのですが、暑さ寒さも彼岸までと言われていますけれども、3月に入ったら春めいて

きて今年はしのぎやすい冬だったと思います。 

まもなく4月に入ったら新しい元号の発表や、5月に入ると天皇陛下が変わるということで、

今年は節目の年だったと思います。大きな災害がないような一年であってくれればいいなと思

っております。 

本日は第7回目ということで、報告事項が2件と地域枠予算の申請が4件ということでご審議

いただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

 

○副主幹 

 ありがとうございました。 

次に、次第の３ 佐々木支所長があいさつを申し上げます。 

 

○佐々木支所長（以下「支所長」と表記する。） 

 平成３０年度最後の協議会ということになりますけども、第７回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した。 

会長の挨拶にありましたけれども、ソメイヨシノの開花宣言が聞かれるようになりました。

今年は本当に雪が少なくて、もっと早い開花予想を期待していましたけれども、桜の花という

のは夏から秋にかけて決まってしまうということで、雪の多い少ないに限らずもう開花時期は

ほぼ決定されているようで、例年並みというふうに報道しているようですけれども、いずれに

しても、昨年から今年にかけては一昨年と打って変わって豪雪がなく春本番を迎えようとして

います。 

今年は災害のない一年であってほしいなと願っております。 

30年度を振り返ってみますと、5月と 8月の大雨、8月の猛暑、9月と 10月の台風と、やは
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り災害に見舞われた年だったなと感じておりますけれども、大事に至るような事案がなくてホ

ッとしているところであります。 

西仙北地域の事業とみますと、地域振興計画にかかれております、第１回西仙北地域大運動

会が開催されまして、一回目にしては首尾良くといいますか、800名を超える住民、小・中学

生の参加を得まして盛大に開催できましたことは、皆さんのお力添えがあった賜であると感じ

ているところです。 

また、懸案事項であります中央公民館につきましては、2月に最終住民説明会の方を終えま

した。いよいよ 31 年度に入りますと、建設の段取りがつきましたと報告させていただきたい

なと思っております。 

また、29 年 7 月の豪雨災害で流されました加賀戸橋が今月の 8 日に完成し、開通しました

けれども、住民の皆様には本当にご不便をかけたと思います。 

また、合わせまして、市民の安全安心なまちづくりに土買川・雄物川の堤防も急ピッチでか

さ上げがすすめられております。災害に強いまちづくりがすすめられておりますので、今後と

もよろしくお願いします。 

その他、「刈和野の大綱引き」をテーマに CMを出したところ、ふるさと CMづくり大賞最優

秀賞を受賞することができまして、２月に仙台へ行きまして、東北版の発表会へも参加させて

いただきました。 

また、平成最後の綱引きでは 8100人、37分間に及ぶ激闘・熱戦が繰り広げられたのがこの

PRに繋がっていたのかなと思います。本当に皆様に支えられて良い思い出ができました。 

ありがとうございました。 

新年度の事業につきましては、改めて新年度を迎えてからご紹介させていただくことになり

ますが、中央公民館の建設や、大綱交流サロンの敷地購入費が予算措置されておりますし、新

たなサロンが生まれるということが期待されております。 

地域枠予算は 1000万円が確保されておりますので、よろしくお願いします。 

最後に、本日の協議は報告事項 2件と地域枠予算申請 4件の審議と、多くなっておりますの

で、よろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

 

○副主幹 

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、会長に議事進行をよろしくお願いいた

します。 

 

○会長 

議事に入る前に、次第の 4「会議録署名委員の指名」について、会議録署名委員には、名簿

順に⑯武藤義治（ﾑﾄｳﾖｼｼﾞ）委員と①池田裕毅（ｲｹﾀﾞﾕｳｷ）委員にお願いします。 

なお、今会の出席委員は 17 名中 12 名で、2 分の 1 以上出席しております。 

よって、会議は成立していることをご報告いたします。 
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それでは、次第の 5、報告「平成 31 年度地域の魅力再発見事業について」であります。 

はじめに【継続事業】「新たな地域活性化事業について」、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。 

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。 

 

○佐藤陽一委員 

レンコン堀機とは機械を買うということですか。 

 

○事務局 

機械を購入して収穫する予定であります。 

 

○佐藤陽一委員 

人の手足で収穫しないのですか。 

 

○事務局 

手足では無く、機械の予定であります。 

 

○会長 

計画額をみれば、レンコン掘り機には 335万円と書かれているが、どのような機械を用意す

るのですか。 

 

○事務局 

手で掘ったりすると傷ついてしまい、商品価値が下がってしまうので、出荷するとなると高

圧の水をかけて、土から傷を付けないで掘り起こし、収穫するという機械です。 

 

○佐藤主憲委員 

31年度の地域枠の活用ですか。 

 

○事務局 

地域枠は一切活用しないです。 

 

○会長 
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技術的なノウハウの指導体制はどのように対応するつもりですか。 

 

○事務局 

 ＪＡの営農指導員にお願いしております。 

営農指導の方からは情報を集めてもらって、どういうふうな栽培方法がいいのか調べていた

だいております。 

 

○武藤義治委員 

宿ファームが収穫で、販売はおばこがやるのですか。 

 

○事務局 

米と一緒。販売は JAさんということです。 

 

○武藤義治委員 

収益金はどこに入る予定ですか？ 

 

○事務局 

米と一緒。いずれ出荷元に来ます。 

 

○会長 

地域の活性化事業として、推進室で取り組むということですよね。地域枠予算の出費という

ものはないとのことだが、あとから足りない分は市からの補助金ですか。1,746万を国に申請

しているから、国の交付金を充てて事業を展開し、足りない分は補正予算という形になるので

すか。 

 

○事務局 

全体事業費 17,460 万円を国に申請しておりますので、満額くるかは審査次第ですが、基本

的には国の交付金を充てて事業を展開するという予定であります。 

 

○支所長 

あとは先程の約 1,000万円を宿地域に交付して、収益が上がったものはその地域特殊組合の

ものなのかとの含みのあるご質問があるかと思いますが、いずれ事業の効果としまして、地域

の方にきくと、6次産業化へのつながりだとか、いまの農家レストランみたいなところへ少し

ずつ拡大しながら地域を盛り上げて行ければなと考えている方もいまして、ただ単純に総務省

から約 1,000 万円をもらって販売したからといって全ての収益が懐に入るわけではないとい

うイメージをもっていいただければと思います。 

 

○今田秀俊委員 
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ワサビとレンコンについて、すぐそばの美郷町でもやっている人がいまして、前県会議員の

方がやっているファームを見てきました。そこではレンコンをやっておりまして、だいたい一

反歩くらい栽培しておりましたけれども、非常に関東の方では、収穫しなくなったときにこち

らの方で収穫して、オオタ市場に売るから収益がよいとのことです。 

ワサビは建設会社に視察にいったところ、ビニールハウスのなかに木箱をつくっておりまし

て、その木箱の中に土壌をいれてそれにワサビをいれてそれに上から水を流したりして環境を

整備しているようでした。美郷町の道の駅で 1本 400～600円くらいで売っているそうです。 

そういう事例もあるのでやれるのではないかと思いました。いずれ概要はその通りです。 

 

○佐藤陽一委員 

ワサビは成功すると思うが、レンコンはあまり高いと中国産がかなりあるから厳しいのでは

ないかと思いますが、頑張ってください。 

 

○会長 

これはかつてなかった事業を新たに取り組む事業でありまして、国からの交付金を最大限に

活用して失敗をおそれず頑張ってほしいと思います。 

他にご意見はございますでしょうか。 

 

○委員一同 

 ありません。 

 

○会長 

なければ、次の「HUBスペースの取り組みについて」事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

 【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいまの説明について、何かご意見、ご質問はありませんか。 

 

○佐々木好美委員 

まず、どこも取り組んでいない事業で、空き家をつかって活動を展開したというのは非常に

人間深いものがあって、非常に良かったと思います。ただ、やはり継続していくうちにおかし

な慣れが段々でてきてしまって、興味がそれとともに失っていくのはやむを得ないと思うが、

そこのところをなんと打開して、地域のみんなが関心をもって来てくれるようにするかという

ことが大事ではないかと思います。中学生が主体であるということで、西仙北の各地域から来

ている中学生自身の作品を展示して PR するという方法を取り入れてやれば、父兄や地域住民

は自分の地域の子どもの作品には行ってみたいという関心を持つはずだから、全地域的に中学
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生を中心として運営していければもっとよかったと思う。いずれにしても HUBスペース活動は

最高によかったのではないかと思う。 

 

○俵谷武雄委員 

この事業を進めるにあたって、スペース内にトイレがなくて大変不便ではなかっただろうか

と思います。 

綱引きのときも、地域の方が喜んでおりましたが、トイレなどの環境整備をしていればもっ

と地域の方々がきやすくなるのではないかと思います。 

 

○金啓一委員 

地域協議会ではパトロールを毎年やってきたのですが、そのなかで HUBスペースに毎回寄ら

せてもらって、先生や生徒さん方がお友達感覚で接してくれて、にぎやかに過ごせて大変有意

義でありました。 

 

○会長 

他に意見がないようですので、次第の 6、議題「平成 31 年度地域枠予算の要望について」

審議していただきます。 

今回の要望は、継続事業が 6件でありますので、まとめて審議していただきたいと思います。 

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 

 ただいまの説明について、何かご意見、ご質問はありませんか。 

 

○佐藤陽一委員 

桜ライトアップ作業の委託料として、委託とは具体的にどのような内容なのでしょうか。 

また、春季交流事業は、秋もあるのでしょうか。春もあるなら、秋もあるのでしょうか。 

春季交流事業の具体的な内容を教えてください。 

その他も刈和野地区明るい地域づくり協議会、土川地区明るい地域づくり協議会はいずれも

10万円ずつアップしたのですか。 

 

○事務局 

大佐沢公園桜ライトアップ事業の委託の説明であります。 

委託内容は、投光機、電球等の設置作業、大型投光機の借り上げ等であります。 

明るい地域づくり協議会ついては、自治会とはまた別の任意団体なので、30 万円の上限の

事業費の 6分の 5補助となります。 
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○俵谷武雄委員 

春季交流事業については、私から。 

35万円委託料については、有名歌手、演劇団を呼んでおります。 

 

○佐藤陽一委員 

 春はあって、秋はないということですね。 

 

○俵谷武雄委員 

秋はありません。 

 

○佐々木好美委員 

桜ライトアップ事業は平成 31年度で終わりですか。継続はするのですか。 

 

○支所長 

大佐沢公園を守る会やヘラブナ研究会とか大佐沢公園を愛している団体がいくつかありま

すが、この事業は平成 29 年度から 3 か年で終了予定。その間、バイパスから展望台へ行く路

線だったり、ぼんぼりを買ったり、材料がほとんど揃っている。今回は最終年度ということで、

地域の電機屋さんへあと不備がないかと確認しながら、備品を揃えたつもりです。 

平成 32 年度以降は地域の団体さんで自治会を中心として、守る会とか愛する会をつくって

いただければ、材料は保管してあるので、そういった形で今後も継続していただければありが

たいと思います。 

基本的には 3年で終了予定です。 

 

○佐々木好美委員 

多額の経費をかけてライトアップ事業を取り組んでそれが終わろうとしているわけだけれ

ども、せっかくだからそれに付随させて何か大々的にお祭り的なかたちでやったほうがいいの

ではという気がする。 

ただライトアップをしたから見に来てくださいではあまりにももったいない気がします。 

 

○支所長 

大仙市で花桜会をしていないのは西仙北と神岡だけです。 

色んなところで若者や地域の協議会とか実行委員会を立ち上げて取り組んでいるのが実情

です。 

西仙北はないのが現状です。それを含めて、盛り上げる何かがあればと私たちも考えている

ところです。 

 

○佐々木好美委員 
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綱の里と連携を図りながら、綱の里だけでは無く、他のグループ団体でもいいが、そういう

組織等と連携しながら、ライトアップ事業だけでなく、例えば、何か特性のそばやまんじゅう

を作ったり、それをサービスするからということも含めて大々的にやっていくのがいいのでは

ないでしょうか。 

財政面などで厳しいとは思いますが。 

 

○支所長 

綱の里とは一度タイアップしております。ライトアップ期間一週間のうち必ず土日を入れる

ように計画しておりまして、そのときおもてなし公園という形で綱の里の前に無料のお茶やつ

けものを提供したことはあります。ただ、運営しているのが主婦層のため、夕方以降の管理や

運営が難しいようで、夕方以降も管理できる方やそこでやっていただける方を新たに探すとか、

地元が盛り上がっていただければなと。 

それは地域のみなさんの声かけも重要だと思いますので、みなさんのご意見を参酌しながら、

そういうのに取り組める方向で検討して参りたいと思います。 

 

○俵谷武雄委員 

今年の１月１３日、カラオケ同好会が 40 何人、西仙北スポーツセンターでやったとき大盛

況だったそうです。その方々に対して、せっかくなので春の花見のとき公園でやってくれない

かと声かけしたときに、比較的前向きな反応だったので、ちょっと話しかければ可能だと思い

ます。 

 

○会長 

 他に意見がないようですので、継続事業 6 件、①「地域予算特集号制作事業」､②「大佐沢

公園桜ライトアップ事業」､③「刈和野地区春季交流事業」、④「土川地区コミュニティ活性化

交流事業」、⑤「刈和野地区明るい地域づくり事業」、⑥「土川地区明るい地域づくり事業」の

承認ついて、ご異議ありますでしょうか。 

 

○委員一同 

 ありません。 

 

○会長 

それでは、申請どおり承認します。 

以上をもちまして、本日の全ての議題について、審議を終了いたします。 

この後については、事務局にお返しします。 
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○副主幹 

本日は、ありがとうございました。 

次に次第の６「その他」について、事務局からの連絡です。 

ふるさと納税の返礼品のパンフレットでありますので、遠くにいらっしゃるご親戚の方、お

知りあいの方に PRしていただければと思います。 

次の地域協議会は、５月中旬の開催を予定しております。日程が決まり次第、早めにお知ら

せいたしますので、ご出席の方よろしくお願いします。 

これをもちまして、平成 30年度第７回地域協議会を閉会いたします。 

本日は、長時間にわたりありがとうございました。 

 

 

 

（16時 40分 閉会） 
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