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■日  時： 令和元年 6 月 28日（金）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    加藤  真 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  吉田範子 委員 

堀江公子 委員    武藤義治 委員 

  

 

■欠席委員：5名 

嵯峨幸恵 委員    田口  繁 委員   堀江公子 委員   藤林 笑 委員 

 武藤義治 委員 

 

 

■出席職員：6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） 

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 会議録署名委員の指名 

   5 報  告 

     （1）ひとづくり･ものづくり応援事業審査会について 

   6 協  議 

     （1）令和元年度地域枠予算の要望について 

（2）西仙北地域振興計画管理シートについて 

   7 第 2期大仙市移住定住促進アクションプランについて 

8 そ の 他 

9 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、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2回西仙北地域協議会」を開会

いたします。はじめに、佐々木会長から挨拶をお願いいたします。 

 

○佐々木西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する。） 

 梅雨の典型的な日が続いておりまして、日照り続きで水不足というところがあるそうですけ

れども、ここの管内では解消されたのではないかと思います。今日は第2回目ということで、

報告事項が1件と新規事業が1件、継続事業が7件、その他としてもう1件ということで皆様方に

審議していただくことになりました。限られた時間ではございますけれども、一つよろしくご

審議の程、お願い申し上げまして挨拶といたします。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。 

続きまして、佐々木支所長より、挨拶お願いいたします。 

 

○佐々木支所長（以下「支所長」と表記する。） 

 本日はお忙しのところ、令和元年度「第２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。 

 新年度も３ヶ月が過ぎようとしておりますが、皆様のご理解、ご協力をいただきまして事務

事業も順調に進捗しているところであります。 

 さて、去る６月１８日の夜半に山形県沖を震源とするマグニチュード６．７の地震が発生し、

大仙市では震度４を観測しました。発生直後に課長等が支所庁舎に集まり情報収集を行ったほ

か、５班体制で住宅や道路などの被害状況を確認しましたが、当地域をはじめ大仙市内での幸

い人的にも物的にも被害はありませんでした。発生から１０日が経過しましたが、その間、体

に感じる余震もなく、一安心かなと思っておりますが、被害の大きかった新潟県や山形県で被

災された皆様には心からお見舞いを申し上げたいと存じます。 

 また、少雨による水不足により、田植えができなかった圃場が当地域でも、面積は少ないも

のの７箇所あったという状況であります。天候に左右される農業ではありますが、これから順

調に生育できますことを願っております。 

 支所管内の今後の動きとしましては、７月７日の日曜日には、ぬく森温泉ユメリアの感謝祭

に合わせ、ミニ綱による刈和野大綱引きの体験イベントが開催されます。また、７月２６日に

は（仮称）大綱交流館の建設工事安全祈願際が行われる予定となっております。建築工事業者

も決まり、来年１０月のオープンに向け、いよいよ着工の運びとなりました。 
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 最後になりますが、本日は報告案件に加え議事案件が多くなっておりますが、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げまして、簡単でありますが挨拶といたします。 

 どうか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、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、名簿

順に①池田裕毅（ｲｹﾀﾞﾕｳｷ）委員と②加藤真（ｶﾄｳｼﾝ）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。 

それでは、次第の5「報告」についてです。はじめに、報告（1）「ひとづくり・ものづくり

応援事業審査会について」、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 

 只今、説明がありましたこの審査会については、私も出席いたしまして、今回はものづくり

応援事業ということで申請がありました。色々質問等がありましたけれども、申請は承認され

ました。特に、その中でどちらの団体にも共通することは、今回の申請内容は、機材や道具、

備品等が主で、つまりハード面が最初は必要ということで、そちらの方に重点を置いた申請で

ありましたけれども、この後、事業を展開していくなかで、収支面で結果が良くなかった場合

はその後のフォローアップをどうするのかということ、それから、今頑張っていられる方が、

50代、60代、70代の方がほとんど、先頭になっている方がその年代の方でしたので、今後後継

者を確保してこの事業が継続していけるのかということが危惧されているというような意見

でした。これからまた申請があるようですが、このことに関しては、これからもどの事業にも

懸念されるのではないかと、委員のなかで一致した意見でございました。 

事業を始めるということで、ほとんどがハード面の申請で、一番の心配は、事業がうまくい

かなかった場合どのようにフォローアップしていくのか考えなければならないのではないか、

ということでした。以上です。 

何事も新しいことを始めるとなると、先行き不透明ですから、そういう心配があるのは当然

だと思いますけれども、何かご質問やご意見はございませんか。もし、皆様から意見があれば

次の会議等で話させていただきたいと思います。 
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○佐々木好美 委員 

 ものづくり・ひとづくり応援という形でこの事業がなされるわけですけれども、収支なり、

維持継続というのが非常に危惧されると、私が思うに、この事業をやっていく場合には、ある

程度見通しを立ててやっていくのが大事なのではないかという気がするわけで、実情を把握し

てそれにどう対応するかということと、将来的展望をどう見ていくかというその両面から事業

というものに入っていくべきで、収支の面いわゆる将来的な面で非常に危惧されることもあり

ます。だから、侮辱な言い方だけれども、もし事業がうまくいかなかったということになれば

結局税金の無駄使いというところにいってしまうわけで、将来的な展望をかなり厳密に考えて

とり組む必要があるのではないかと思います。みんなそれなりに考えているだろうと思います

が、会長さん、そのあたりについては、どんな意見が出たものですか。 

 

○会長 

 佐々木委員が言った通り、みんな心配しておりましたけれども、今、ハード面で補助金を出

すのですが、その後のこと、もしうまく行かなかった場合、どのような手立てをしていくのか

ということもこの事業として将来考えるべきではないか、赤字補填するのではなくして、後の

ことまで検証しながら進めていくべきではないかということでした。事業のこれからの進め方

として、そういう風な方向を見据えた事業のあり方と、それに対する補助のあり方が考えられ

ていくのではないかと思います。 

 

○佐々木好美委員 

 結局、タンポポの会の目指すところは、美郷町のラベンダー園ですか。 

 

○会長 

 商品販売もしていくということでした。 

 

○佐々木好美 委員 

 美郷町のラベンダー園というのはかなりの規模であるわけですよね。それによって人もいっ

ぱい来ると思うのですが、タンポポもどれくらいの規模でどういう形でやられるのかというこ

とが非常に大きなポイントになっていくわけで、やはり、来る人に魅力を与えるような作り方

をしなければ人は来ないと思いますが、そういう面を十分に配慮しながら、取り組むべきだと

思います。 

 

○会長 

 今つくっているタンポポは、日本タンポポということで注目を浴びているということです。

それから、畑が荒れてきているから自分の畑を使ってくれないかという要望もあるそうです。

種で増やすのではなく、株で増やすそうです。手間暇かかって、時間もかかるそうです。みん

なで育てて大きくしていきたいというようなことでした。 
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○信田徹委員 

 南外の方の事業ですけれども、やっぱり過疎化していて中々買い物にも行けない、若い人が

いれば運転する人もいるのでしょうが、それができない方にとってはすごく良いと思います。 

「移動販売等で対応しているが、買い物を不便だと感じる地域である」というのは、その通

りだと思います。事業の目的のなかにも、「買い物困難者解消の一助となるように、買い物の

拠点を運営していく」とあるのですが、地域でとれる山菜・野菜・漬け物等は確かに地域の方

も買うのでしょうけれども、地域外から来る人も買うだろうと思います。それはそれで交流の

場になるのだろうけれども、少しだけ考えた方がいいのではと思うのは、買い物の困難者の解

消のためというのであれば、どのような品物を出すのかということがかなり大事になってくる

のではないかと思うわけです。だから、例えば、食料品とか日常で使う生活用品等、そういう

ことも当然考えているのでしょうけれども、ここからはそういう強い思いがあまり伝わってこ

なかったので、地域コミュニティビジネスの方が強烈な感じがしましたので、今ここで触れさ

せていただいたわけです。 

 

○会長 

 プレゼンの中の説明では、ふるさと館というのがあって、そこの一角にプレハブを建てて、

直売所みたいなのをつくるということでした。お湯に入りに来た方にも利用してもらうという

ことで、周辺の地域の方々も湯に入りに来るそうです。そういう人にも買ってもらって交流を

深めて、そこでちょっとした惣菜とかも作って、お年寄りも湯に入りに来たときに買ってもら

うことで、買い物弱者も解消したいと、まずそういうことで進めたいとのことでした。ただ、

先頭となってやっている方が60代位の方なので、この後ずっと継続的に事業が展開できるのか

ということもありました。 

 

○信田徹委員 

 やはり、重点を置くところというのは、地域の方の交流というよりも、その人達が買い物が

しやすい雰囲気なのかと思ったわけであります。 

 

○会長 

 まず、そういう風にして事業を大きくしていきたいということでした。 

 他に何かありませんか。なければ、次に、「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。 

今回の要望件数は、新規事業1件、継続事業7件です。新規事業1件の審議、継続事業7件につ

いてはまとめて審議していただきます。はじめに、⑬「マンガ『刈和野の大綱引き物語』増刷

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】 
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○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。 

 

○会長 

意見がないようですので、「マンガ『刈和野の大綱引き物語』増刷事業」について、承認し

ても異議はないでしょうか。 

 

○会長 

異議がないようですので、申請どおり承認します。 

 

○会長 

続きまして、継続事業７件、⑭「雄物川クリーンアップ事業」、⑮「西仙北地域大運動会事業

」、⑯「強首地区活性化事業」、⑰「地域活性化スポーツ事業」、⑱「大沢郷地区地域活性化

事業」、⑲「にしせん納涼まつり事業」、⑳「第35回ふるさと西仙まつり事業」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。 

 

○佐藤主憲委員 

 各地区集落会長会から申請が来ているわけだけれども、なぜ土川地区がないのですか。 

 

○山田主事 

 土川自治会長会での申請は既に行われていて、皆様から承認をいただいております。 

 

○会長 

 土川に関しましては、早くに申請をいただいて、承認されておりますので、よろしくお願い

致します。 
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○佐々木好美 委員 

 去年も、大運動会について色々異議を言った憶えがありますけれども、これは小・中学生が

中心となって競技が行われることになっているはずで、それに父兄等が追加されて、それから

地域住民の参加というかたちになっているわけです。 

このポスターについては、子ども達に描いてもらえばよいのではないでしょうか。例えば、

土川の生徒達が描いたものは土川地区に掲示し、大沢郷地区の生徒達が描いたものは大沢郷地

区にというようにすれば、地域の方の意識も高まってくるし、参加意欲もそこからでてくるの

ではないでしょうか。大人主導でやっていくのもいいけれども、子ども方が中心となってやっ

ていく面が大きいのなら、それを活かしていくという、そういう形で地域住民に参加してもら

うという方向付けで考えていった方がいいのではないのかと思います。去年の状況から聞いた

話だと、役所の職員がほとんど駆り出されてやらざるを得なかったということでしたが、支所

長さんは去年の状況を聞いておりますでしょうか。 

 

○支所長 

 第1回目のときに、全員ではないのですが、西仙北地域出身の職員がメインということで当

日従事したと聞いております。前例があるというわけではないのですけれども、今回も西仙北

地域出身の職員への従事の要請が来ておりますが、事業の形態としましては、市民協働型とい

うことで、本来であれば実行委員会主催でということになるとは思うのですが、役員の方の出

席状況で決まるという事情もあります。 

 

○佐々木好美 委員 

 4地域の役員方にそれぞれ責任を持たせる形で運営して、その地域から協力員を出すという

ようにした方が、地域の盛り上がりになるかと思います。 

 

○支所長 

 ポスターの件については、第1回目の実行委員会の際に、学校の方にお願いできないかとい

う話をしておりました。中学校では対応していただけると返事を頂いているそうです。また、

大曲の花火の関係なのですが、今年は31日が全国花火競技大会ということで、運動会がその翌

日になる関係で、運動会に協力できる職員については、花火従事につけないという配慮をして

いるところです。 

 

○今田秀俊 委員 

 自治連の会長が俵谷会長なので、会長の方から会長会の意見として、運動会を半日で終了し

た方が良いのではないかと実行委員会で話をしたのですが、学校では登校日なので変更するこ

とができないということと、実際に来るのは保護者だけで、地域住民で参加するのはそんなに

おらず、操出係をやるにしても、集めようにも人が分からない、保護者に役員をお願いするし

かないというのが現状だということをお話しました。 

今回は、保護者会の人たちが役員で操出係が増えたそうですけれども、実際は、保護者と小
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中学校の運動会が本音ではないかと思いますので、是非、ここで皆様に協議していただいて、

大運動会と名がつくような方向に持って行くべきではないかと思います。 

 

○会長 

他に意見がないようですので、今回の継続事業7件について承認してよろしいでしょうか。 

 

○会長 

それでは、異議がないようですので、継続事業7件については、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 

この地域計画管理シートというのは、平成28年度から令和7年度ということで長期的な計画

を基にいかに進められているか、取り組み状況や、取り組んだ結果の反省点や指摘事項、課題

等をまとめた報告だと思います。これは昨年実施された事業についての報告でしたが、委員の

皆様からの適切なご意見よろしくご期待申し上げているところでございます。何かご意見、ご

質問はございませんでしょうか。 

 

○会長 

意見がなければ、これをもちまして、本日の全ての議題について、審議を終了します。この

後については、事務局にお返しします。 

 

○館長 

ありがとうございました。本日の議題に関する審議の方はここで終了ということにさせて頂

きます。続きまして、次第7の「第2期大仙市移住・定住促進アクションプランについて」事務

局から説明させて頂きます。 

 

○事務局 

 【配付資料に基づき説明】 
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○館長 

先日の市政懇談会のなかでも空き家対策等、色々なご質問された方もいらっしゃいましたけ

れども、それと並ぶようなかたちで、大仙市への移住定住について、どうしたらよいのかとい

うことを考えていただいて、次回の協議会までに皆様のご意見・ご要望がありましたら、事務

局へ提出していただけたらと思います。改めて、この案件に対しまして、何かご意見、ご質問

はありませんでしょうか。 

 

○佐々木好美 委員 

 西仙北地域に対しての移住定住というとらえ方ですか。それとも大仙市全体というとらえ方

ですか。 

 

○館長 

 やはり、地元の西仙北地域を考えて、それが大仙市につながっていくというようにとらえて

いただければ分かりやすいと思います。 

 

○佐々木好美 委員 

 厳しいのではないでしょうか。まず、問題として雪があるので、都会の方々が来て、冬を経

験すると驚かれるのではないかとも思われます。 

 

○会長 

 私が移住支援検討会議の委員ということで第1回目に参加してきたときに、移住というもの

の定義はどういうものですかという質問があり、県の課長も来ておりましたけれども、しっか

り決まっていないそうです。移住という定義が明確でないのに、それに定住するということが

どう違うのかしっかり定まっていないので、それを今年中にはっきりさせたいというような返

答でした。 

この検討会議というのは、皆様からの意見を集約し、事務局の方で作成し、検討会議として

の意見をつくるという流れのようで、平成28年のときに第1期のプランが策定されて、今度2

期目ということで、1期目で策定した結果、今どういう風になっているのか、2期目としてどう

していくのか、ということに対するアクションプランということだそうです。 
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佐々木委員からも意見がありましたが、ここの地域ということで考えるのであれば、非常に

厳しいかと思われます。市の方では、どちらかというと、30代や40代の夫婦を狙っているそう

です。本当の狙いは、若者の流出を防ぎながら、30代や40代の人を移住させたいということで

した。大仙市と言っても、大曲のような地域や、過疎地域もありますし、高齢者世帯等がなく

なれば空き家になると、そうしたのが現状であるとのことでした。ですけれども、田舎暮らし

がしたいということで移住しているところも他の地域ではあります。ここに住みたいと思う人

がいるのであれば、歓迎するべきではないかと申し上げたところであります。 

データとしては、移住定住の人口が増えているとのことでした。 

 

○佐藤主憲 委員 

 平成30年の中身については何か説明がありましたか。例えば、大仙市に移住に来た方のどこ

の地域に移住したとか、若い人なのか高齢者なのか、もし分かれば参考までに教えていただき

たいです。 

 

○会長 

 お年寄りも、ほとんど若者の夫婦の移住を重点的に進めているとのことで、どういう風に進

めているかというと、各地域のふるさと会のときに大仙市のＰＲを重点的にやっているそうで

す。でも、このことは全国津々浦々分捕り合戦みたいなもので、いかに大仙市の良いところを

ＰＲして、大仙市に住んでみたいと思わせるような、特色あることをしていかないとなかなか

集まらないのではないかということでした。 

色々支援事業もあるそうです。例えば、空き家を改造してそこに住んでみたいという場合に

かかる経費等、結構手厚く移住しやすいような補助金や助成があるようでした。やっぱりこう

いうことを市民が憶えておいて、何かの機会に他の人たちにも移住促進しているのだよという

ことを、市民の皆さんにもＰＲしてもよいのではないかということで、今度の会議でもそうい

うふうなことを発言したいと思います。 

 

○遠藤 主幹 

 佐藤委員から質問ありました平成30年度の内訳なのですが、まちづくり課の方に確認しまし

て、次回の協議会の案内と一緒に皆様のお手元に届くようにしたいと思いますのでよろしくお

願いします。 
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○信田徹 委員 

 あと、もし補助事業等があるとすれば、その内訳を教えていただければと思います。 

 

○遠藤 主幹 

 分かりました。 

 

○佐々木好美 委員 

 昨日は市政懇談会、一昨日は各地区の会長さんたちの集まりがあったわけですが、そのなか

で色んな意見がありまして、住民に徹底していないなと思うことがあったので、みんなで共有

しておいた方がよいのではないかということで、一つは地域枠予算のことなのだけれども、支

所長の手腕によって自由に使えるという感覚を持っている人がかなりいるようで、そうではな

いのだと、申請してそれが認められれば初めて活用できるということを説明しました。 

 それから、地域公共交通について、今年度はこの後どういう風になっていくのか、そのあた

り話をしてください。 

 

○支所長 

 地域枠予算につきましては、佐々木委員からあった通り、条件が色々ありまして、使いづら

いというところはご指摘のとおりなのですけれども、ガイドラインというのがあってそれに沿

って行っているわけですけれども、その内容の見直しについて検討するということで、担当が

企画部なのですが協議して、使いやすいような地域枠予算になるようにこれから検討していく

方向でありますことを報告させていただきます。 

 

○佐藤 弘明 市民サービス課長 

 今回の公共交通について会議が進んで参りまして、再構築という意味合いで昨年度ご意見を

頂いた内容を基に、どういう風な形で、各地域違う環境のなかで、どういう風なかたちで補助

をしながら、どういう風にして交通網を確保していくか、高齢者の事故というのが最近クロー

ズアップされていることも含めて免許の返納をした方々への対応ということも協議しながら

進めていかなければならないというお話がでています。 

今年度そういうお話をまとめながら、9月後半になるかと思いますが、地域の実情を踏まえ
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た地域の方々への説明会を実施しながら、市長への説明や議会への承認を得ながら、今年度中

にはそれを固めたものとして、できるならば、来年度試乗運行してみたり、実施運行に向けて

のデータ取りをするというようなことを来年度行うというところまで話が進んでいるところ

です。 

 

○館長 

続きまして、次第の8「その他」について事務局からの連絡です。 

 

○事務局 

次の地域協議会は、８月上旬、午後３時からの開催を予定しておりますので、よろしくお願

いします。 

 

○館長 

他に何かありませんか。 

 

○館長 

これをもちまして、令和元年度第２回地域協議会を閉会します。 

本日は、長時間にわたりありがとうございました。 
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（16時 20分 閉会） 
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