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■日  時： 令和元年 5 月 15日（水）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  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：6名 

 池田裕毅委員  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：9名 

佐々木孝雄（西仙北支所長）     佐藤弘明（市民サービス課長）           

伊藤雅博（農林建設課長）      小山田幸哉（西仙北中央公民館長）         

伊藤 滋泰（建設部用地対策課長）   小笠原由美子（高齢者包括支援センター西部主幹） 

高橋ひとみ（健康増進センター西部副主幹） 

遠藤 隆伸（地域活性化推進室主幹）  山田 眞緒（地域活性化推進室主事） 

 

■次  第： 

   1 開  会 

   2 会長あいさつ 

   3 支所長あいさつ 

   4 職員紹介及び主要事業について 

   5 会議録署名委員の指名 

   6 協  議 

     （1）平成 30年度西仙北地域枠予算実績について 

     （2）令和元年度地域枠予算の要望について 

（3）西仙北地域振興計画管理シートについて 

   8 そ の 他 

9 閉  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、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「令和元年度第１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。） 

こんにちは。元号が令和という時代に変わりまして、新緑の若葉もいつもの年よりも彩りが

鮮やかに感じられる今日この頃でございますけれども、委員の皆様には大変お忙しいところご

出席頂きましてありがとうございます。 

今日の第一回の協議会ですけれども、事務局からの報告事項が 2件と、地域枠予算に対する

新規事業が 1件と、継続事業が 5件ということで、皆様方にはご審議していただくことになり

ましたので、よろしくお願いします。 

また、人事異動によりまして、支所の職員の方々も変わられたようですので、それも踏まえ

ながら今日の会議を進めて参りたいと思いますので、一つよろしくお願いします。 

 

○館長 

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。） 

 本日はお忙しい中、令和元年度第１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。 

 このたびの定期人事異動により、西仙北支所長を拝命しました佐々木と申します。合併以来、

14年ぶりの地元勤務となりましたが何とぞご指導賜りますようお願い申し上げます。 

 委員の皆様には、市民と行政との協働によるまちづくりの推進の核として、地域課題を解決

する仕組みづくりや地域枠予算の活用、各種計画への意見、施策・事業にかかる提言の取りま

とめなど、地域の特色を活かした活発な活動を展開していただいており、この場をお借りしま

して厚く御礼申し上げます。 

 さて、去る 4月 2日夕刻には刈和野清光院後において、5棟が全半焼する住宅火災が発生し、

皆様にはたいへんご心配をおかけしました。罹災された方々は、市営住宅や個人の空き住家、

入所施設が決まるなどそれぞれ住まいを確保されております。 

 その後においても、中仙や太田、仙北地域でも住宅火災が連続して発生したことから、消防

署や消防団において警戒体制を強化しておりましたところ、5月 5日には円行寺坂繋において

プレハブ小屋の火災が発生し、すぐ裏手の山林に延焼し 25 アールを焼損しております。乾燥

注意報が継続して発令されており、強風も加わる状況から、今後も警戒態勢を強化し注意喚起

に努めてまいりたいと存じます。 

 この後は、無火災、無災害であってほしいと心から願っております。 
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 また、今年の冬は降雪も少なく、3 月には好天が続いておりましたが、4 月に入って雪が降

るなど寒の戻りとなり、天候不順が心配されておりましたが、大佐沢公園の桜が順調に開花し、

4 月 18 日から 26 日までライトアップが行われました。さらには支所でも桜の開花に合わせ、

屋上からのライトアップを行い、市民の皆様にきれいに咲いた桜の花を楽しんでいただいたも

のと思っております。 

 さて、今年度、市においては最上位計画である「第 2次大仙市総合計画基本構想」の具体的

な施策を示した「前期実施計画」をはじめ、大仙市まちづくり計画改め「大仙市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」などが計画期間の最終年度となります。 

 平成の時代が終わり、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込めら

れた新元号「令和」の時代が始まりました。 

 大仙市においても人口減少対策は喫緊の課題であり、新しい計画策定においても、人々が暮

らしやすく安全・安心な地域社会の維持と活性化を推進するための施策を盛り込むため、地域

課題の解決に向け、委員の皆様からのご意見を伺いながら、この地域を盛り上げていくことが

できたらいいなと思っております。そのため、委員の皆様と地域の現状や課題の共有を深め、

これまで以上にご提言いただけるよう検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくご

指導・ご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 当地域における令和元年度の大きな事業としましては、西仙北中央公民館の建設工事の初年

度となりますし、8 月 23 日には大仙市総合防災訓練が当地域で実施される予定となっており

ます。この後、各部署から今年度の重点事業の説明をさせていただきます。 

 結びになりますが、この西仙北地域協議会での議論が意義あるものとなり、望ましい協働の

まちづくりに繫がりますことと、委員の皆様のますますのご活躍とご健勝をご祈念申し上げま

してあいさつとさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○館長 

 次に、次第の 4 職員紹介及び主要事業に移ります。 

今年度の西仙北支所の体制について、担当課から自己紹介と主要事業について説明いたしま

す。始めに、市民サービス課からお願いいたします。 

 

［自己紹介及び主要事業の説明］ 

①市民サービス課 

②農林建設課 

③西仙北中央公民館 

④用地対策課 

⑤健康増進センター西部 

⑥高齢者包括支援センター西部 

⑦地域活性化推進室 
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○館長 

以上で、本地域協議会管内での各部署からの主要事業の説明を頂きました。ここでご質問ご

意見賜りたいと思いますけれども、時間の関係上、議題終了後のその他のときに皆様からのご

意見・ご要望等頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

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、会長

が議長を務めることとなっておりますので、佐々木会長に議事進行をお願いします。 

 

○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、金啓

一委員と今田秀俊委員にお願いします。なお、今会の出席委員は 17 名中 11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。 

それでは、次第の 6、議題の（1）「平成 30 年度西仙北地域枠予算実績について」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す。 

 ただいまの説明に関し、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

 

○佐々木好美委員 

今の説明で、西仙北大運動会は今年もやるのかどうかは決まっていないのですか。 

 

○遠藤主幹 

今年も 9月 1日に開催する予定で、まだ実行委員会が開催しておりませんで、おそらく今月

来月中には何か動きがあるかと思います。 

 

○佐々木好美委員 

これに関わる予算請求が必ず出てくるわけですよね。去年は事後承諾という形で協議会に出

されたので、今年はそういうことがないように、順序をきちんとして進めて欲しいです。 

 

○遠藤主幹 

ご指摘ありましたとおり、手順をきちんと踏んで協議会に諮りたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

○会長 

次の議題（2）「令和元年度地域枠予算の要望について」審議していただきます。 
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今回の要望件数は、書面決議していただきました新規事業 1件、継続事業 5件です。 

継続事業 5件については、まとめて審議していただきます。 

はじめに、新規事業⑦「西仙北カラオケをたのしむ会交流・発表会」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 

 ただいまの説明に関し、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

 

○武藤義治委員 

この予算書に関して、収入の自己負担金と支出の消耗品費が同額、なおかつ印刷製本代も発

生するというのはおかしいのではないかと思います。消耗品費と印刷製本費は内容が一緒では

ないのですか。つまり、自己負担がないようにつくった予算書ではないですか。受付の段階に

事務局で予算のチェックをしてほしいです。 

 

○山田主事 

業者から出されている見積もりの確認を申請時にしております。消耗品費につきましては、

プログラムをつくっておりまして、印刷製本費ではチラシとポスターの製本代としていました

ので別物であると思います。 

 

○武藤義治委員 

たまたま、この消耗品費が会で持ち出したお金と一致したということはあり得ないのではな

いですか。 

 

○今田秀俊委員 

自己負担金と消耗品が同額ですが、支出があって、それにあわせて収入があったということ

だと考えれば、不自然な予算ではないかと思います。また、田村さんが花見にあわせてカラオ

ケをたのしむ会をやってくれた、地域が盛り上がるような企画をしてくれた、その気持ちがあ

りがたいような気がするので、この予算に関しましては私からは何もいうようなことはないの

ではないかと思います。 

 

○武藤義治委員 

わかりました。 

 

○会長 

 続きまして、継続事業 5 件⑧「すこやかサポートにしせん事業」､⑨「皆別当集落運動広場
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整備事業」、⑩「強首地区明るい地域づくり事業」、⑪「大沢郷地区明るい地域づくり事業」、

⑫「刈和野の大綱引き体験型イベント事業」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 

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。 

（意見なし） 

意見がないようですので、継続事業 5件について、承認してもよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

異議がないようですので、それでは、申請どおり承認します。 

次に、議題（3）「西仙北地域振興計画管理シートについて」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 

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。 

 

○武藤義治委員 

最後の SIC 利用促進事業についてですけれども、これは ETC の設置の助成とかもはいってい

るのですか。 

 

○遠藤主幹 

今のところ予算化の予定はありません。 

 

○山田主事 

お盆の時期に SIC を活用して下さいということで、市外に帰られる方に西仙北のサービスエ

リアでチラシ・ティッシュ配布をして、PR 活動をしているというのが主な事業内容になって

おります。 

 

○武藤義治委員 

SIC を使う条件が ETCを設置していなければ、通れないじゃないですか。そこまで助成は考

えていないということなのですね。 

 

○佐々木好美委員 

西仙北中学校地域活性化プロジェクト事業は、大々的に取り組んで、マスコミにも大いに取
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り上げられてきて、大変注目を浴びて、成果を上げたけれども、学校長が退職したことによっ

て、このプロジェクトは消えてしまうということですか。こういうのは取り組むときは非常に

よいけれども、それが一時的なかたちで終わってしまうのはあまり意味がないような感じがす

るわけで。一つの事業を取り組んだのならば、それの見通しを立てて、それに基づいて進めて

いくのが非常に大事だと思います。特に地域枠予算という税金を使ってやるのだから。という

ことで、この活性化事業はどうなるのですか。 

 

○遠藤主幹 

この活性化事業から一歩進んだところで HUB スペースというものができたわけですけれども、

当時の西仙北中学校に生活科学部という部活がありまして、その子たちが中心となってはじめ、

当時の顧問の先生が中心となって進めてきたわけですけれども、中学校の方から、これからは

中学校として協力できなくなりますと昨年の 8月頃に申し出があったのと、HUBスペースの建

物取り壊しと重なりました。もちろん学校の方からお話があれば、これからも協議会で審議し

て頂きまして地域枠予算の活用は考えられますので、その際はよろしくお願いします。 

 

○佐々木好美委員 

ただ HUBスペースの一番の問題点は、やはりトイレがないということで、中学生だけではなく

HUB スペースを別の面で活用していくというのはあるのではないか。 

 

○館長 

昨年度、地主の方から取り壊ししたいと申し出があったそうです。また中学校でも、昨年度で

3年度目に突入しそれなりに継続したという意識改革があったようですけれども、家を解体す

ることによって、タイミング的にも丁度よいということでしたので、このプロジェクト事業を

やめましょうということになったそうです。 

 

○会長 

それでは、これをもちまして、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。 

 

○事務局 

本日は、長時間のご審議ありがとうございました。 

次に次第の 7「その他」について、事務局からの連絡です。次の地域協議会は、6 月下旬、

午後 3 時からの開催を予定しております。なお、今後の協議会の開催予定については、「令和

元年西仙北地域協議会開催予定表」のとおりですので、よろしくお願いします。 

 

○佐々木好美委員 

協議会のあり方というものを考えたときに、ほとんど申請に対しての可否を話し合うという形

になってしまって、先程の支所長さんの挨拶であったように、地域の課題を共有するとか、仕
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組みづくりについて協議会で話し合うとか、今までの支所長さんの挨拶になかったことを地域

協議会で取り組んでいきたいというニュアンスで話されたわけで、そういう面から考えていく

と、いまのあり方だけで果たしてこれが地域協議会の姿としてふさわしいのかと思います。地

域枠予算が 87％の執行率によって今年度の予算が削られていくわけですよね、地域協議会と

して何かしら取り組んでまとまった形で取り組んでいくというのがよくないかなと思ってい

るわけです。これからの地域協議会の開催日を何回でと決められてしまうと、これ以上のこと

をやるということがなくなってしまうわけで、地域協議会のあり方というものを考えたときに、

地域の課題を共有してもっと入り込んでいくというのがよいのではないでしょうか。令和元年、

第１回目だけれども、この後のこと、今私が話した内容を若干でも踏み入れてくれればなと思

うわけです。 

 

○館長 

はい、ありがとうございます。それでは、先程各担当からご説明申し上げました西仙北地域で

の主な事業内容ですけれども、これにつきましてみなさまからご意見等ございますか。 

 

○信田委員 

水害対策で避難通路をつくるということになっていますけれども、これはどこにつくるのです

か。 

 

○農林建設課長 

石名坂の下です。火葬場の下の方で、県道へ抜ける道を整備するということです。平成 29 年

の災害のときに水がかなり浸いたので、避難路として設けるということです。 

 

○俵谷武雄委員 

大佐沢の方から流れてくる水が土買川にぶつかるところに遮断する水門がありますよね。周り

の堤防は嵩上げするけれども、水門はそのままということですよね。嵩上げしても、むしろ周

りの住民はより水害を被るということになるわけですよね。いずれ現状の回復と堤防の嵩上げ

ということになりますと、何か他の対策はないのでしょうか。 

 

○農林建設課長 

今取り組んでいる災害の工事に関しては、あくまでも堤防の嵩上げで、今言った内水面の方を

どうにかするという趣旨の工事ではないので、それはそれでこれからどうすればよいかと検討

していかなければならないと思いますけれども、今やっている工事はそういう趣旨ではないで

す。 

 

○俵谷武雄委員 

そういう話もあったということで、農林建設課でも承知していただければと思います。 

○佐藤主憲委員 
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除雪関係なのですが、ここ 2～3 年くらいですが、非常に除雪が悪いので、オペレーターが若

いということもあるかと思いますが、研修をするとか OB を活用するとか、指導して技術のア

ップになるようにしてほしいと思います。もう一つ、用地関係で地籍調査は 80％以上できて

いるということですけれども、土川はどのくらいできているのですか。 

 

○用地対策課長 

土川の方では山間部はほとんど終わっていまして、住宅地域内はまだ終わっていないです。 

 

○佐藤主憲委員 

いつ頃できるのですか。 

 

○用地対策課長 

これから 10 か年計画を立てようと思っているので、その中で組んでいきたいと思います。 

 

○佐藤主憲委員 

境界が不明瞭でトラブルになっているということも聞いているので、例えば、どこの地区が終

了して、この地区は何年後にやるというような PRをしていただければと思います。 

 

○用地対策課長 

わかりました。 

 

○館長 

これをもちまして、令和元年度第 1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。 

 

 

（15時 00分 開会） 

 

（16時 40分 閉会） 
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