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■日  時： 令和元年 8 月 1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  信田  徹 委員      俵谷武雄 委員   

豊巻一男 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   嵯峨幸恵 委員  田口  繁 委員   

 藤林  笑 委員    堀江公子 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）         

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

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 協  議 

     （1）令和元年度地域枠予算の要望について 

     （2）検証シートについて 

6 そ の 他 

7 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３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。 

 

○佐々木孝太郎西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する。） 

 皆様、こんにちは。東北北部も梅雨明けということで、8月はお盆を中心に色々なイベント

がありますし、それに委員の皆様も多少関わっていられると思います。毎日高温で、今日は熱

中症特別警戒と気象庁から発表されておりましたけれども、どうか体調管理には十分注意され

て熱中症にならないようにして頂いて、どうかご活躍の程、お願いいたします。 

 今日は、地域枠予算の審議ということで、新規が 2件と継続が 2件、それから検証シートと

いうことで 4件、皆様には審議して頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたしますという

ことで、あいさつとさせて頂きます。 

 

○館長 

ありがとうございました。 

続きまして、佐々木支所長より一言、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。） 

 本日はお忙しのところ、「第３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４ヶ月が過ぎましたが、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、今年は降水量が少なく空梅雨の天候状態で、農作物への影響が心配されるところであ

ります。（雄物川の水位も低下し、水道については今後、取水制限等の対応が必要となってく

る可能性がございます。）昨日、東北北部が梅雨明けしたとみられると発表されましたが、今

後の適度な降雨を期待しているところであります。 

 また、猛暑が続いておりますので、熱中症にならないよう体調管理には十分ご留意いただき

たいと存じます。 

 さて、去る７月２７日の土曜日に、国土交通省湯沢河川国道事務所主催の「雄物川防災講座・

現地見学会」に農林建設課長、市民サービス課長とともに参加してまいりました。見学場所は

土買川駒込橋付近の工事現場と雄物川間倉地区の２箇所であります。 

 秋田県が施工している土買川築堤工事は平成２９年度から始まり今年度いっぱいで完成予

定でありますし、雄物川河川激甚災害対策特別緊急事業として国により重点的に堤防整備が進

められている雄物川中流部において、無堤区間の間倉地区築堤工事については、今年の秋頃の

完成予定で、この激特事業では最初の完成となる工区と伺っております。いずれも順調に進捗

している状況を見学できました。激特事業によって当地域の強首地区と寺館大巻地区において

も工事が進められておりますが、早期完成について、雄物川中流改修促進協議会とともに要望



－3－ 

 

してまいりたいと存じます。 

 ８月は市内においてたくさんのイベントが開催されます。地域の夏祭りとして仙北地域では

払田の柵跡での彩夏せんぼく、中仙地域のドンパンまつり、南外地域の盆踊り、大曲地域では

角間川盆踊りと夏まつり大曲２０１９、そして〆は３１日の第９３回全国花火競技大会、大曲

の花火であります。 

 当地域では、８月４日には亀田街道・雄清水まつり、８月１５日にはふるさと西仙まつりが

開催され、現在準備が進められております。保育園や小中学校、高校の児童・生徒をはじめ地

域の皆様から製作いただいた灯ろうが、水面一面に光を漂わせる中、対岸から打ち上げられる

色とりどりの花火を堪能いただけるものと思っております。 

 そして、８月２３日には大仙市総合防災訓練が当地域で実施されますので、この訓練を契機

に一層の防災意識の高揚が図られますことを期待しております。 

 ９月１日には２回目となる西仙北地域大運動会が開催されます。是非いろいろなお祭りやイ

ベントに足を運んでいただきたいと存じます。 

 最後になりますが、本日の案件は地域枠予算要望審議４件、各地区の明るい地域づくり事業

の検証であります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げましてあいさつといたします。 

 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、佐々木会長より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

順に佐々木好美委員と佐藤主憲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 5(1)「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 2件、継続事業 2件です。 

新規事業は１件ずつ、継続事業 2件については、まとめて審議していただきます。 

はじめに、㉑「第 1回大仙市 500歳レディースバレーボール大会事業」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。 
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○佐藤主憲 委員 

 事業そのものは大変結構なことで、以前から聞いていたのですけれども、今現在、事務局の

方で把握している限りでよいのですが、何チームくらいあって、参加者が何人くらいいるので

すか。 

 

○館長 

 代表者の田村政治さんからの情報によりますと、本人希望としましては、現在、出るチーム

ですが、4チームは確実にあるそうです。田村さんは、西部地区を重点的に勧誘しているとい

うことで、老人クラブ連合会等でもやっているこのビニールバレーボールですけれども、今回、

女性だけに特別視しているということが特徴であり、今回は 4チーム、もしかすれば 6チーム

になるのではないかということは聞いております。8人制バレーボールですので、それに追随

して応援団ということになれば、やはり 150人から 200 人くらいの参加人数になるのではない

かということを考えているようでした。 

 

○武藤義治 委員 

 西仙北地域のみではなく、大仙市全体でやるとすれば、西仙北地域の地域枠予算を使うのは

如何なものかと思います。もう一つは、今までスポーツ大会というと色々な団体がやっている

と思いますけれども、このバレーボールだけ挑戦するというのは、どういう経緯からかという

ことを説明お願いします。 

 

○館長 

 バレーボールそのものが西仙北地域ではなく、大曲では老連が先になってやっているという

ことで、事業目的にもありますが、男性となれば野球がメインになっていますが、女性が何も

ないということで、西仙北地域を発祥の地にしたいという思い入れから西仙北で立ち上げたの

ですが、西仙北という名前でなく、各旧町村が合併して一つの市になっておりますので、敢え

て大仙市とつけて、今後発展的に、これを全国にしたいという思い入れはあるそうです。 

立ち上げる場合、産みの苦しみと言いますか、備品などもありません。自分たちで手探りでや

るということでしたので、この地域枠予算を活用させて頂きたいということでした。昨年から

計画を練って、あくまでも自分たちでやるようですけれども、自分たちでできないところは、

市にお願いしたいということでした。 

今後、今年のバレーボール大会が成功した暁には、スポーツ振興課等によって、予算措置で

きるものはしていくという風になろうかと思います。 

 

○今田秀俊 委員 

 現在、西仙北地区にはスポーツクラブがありますけれども、色んなスポーツにつきましては、

スポーツクラブが主になって事業を行っていると聞いておりますが、今回のレディースバレー

ボールにつきましては、田村さんの方でやられるということでありますけれども、協力体制と

いいますか、どれくらいの方々でこの大会をやるのか、あるいは、バレーボール連盟西仙北支
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部の方々はどれくらいいて、ちゃんとやれるだけの人数がいるものですか。 

 

○信田徹 委員 

 それと関連して、名前を語呂合わせで 500 歳としているのか疑問に思うわけです。500歳野

球では 9人で 500 歳といえば、平均年齢が 55 から 56です。それをバレーボールでみると、62

歳になります。500歳と銘打ってても、それをある程度無視して、年配の方々でやるというこ

となのか、ちゃんとしたルールでやるものなのか、どうなのでしょうか。 

 

○館長 

 事務局の方ではまだ詳しい打ち合わせに入っていないので、分からないかと思いますが、私

が昨年から 2 回程会議の方を参加させて頂きました。8 人で 500 歳となれば 62 歳になるとい

うことで、さすがに大変ではないかということで話をしたこともありますが、これにつきまし

ては、老人クラブ連合会というところが率先して取り組んでいるスポーツだということで、70

代や 80 代近い方々がやっておりますので、それについては大丈夫だろうということでありま

す。 

 今田委員からありました、今現在のスポーツクラブとの関連につきましては、スポーツクラ

ブに乗っかるのではなく、やはり自分たちで運営していきたいという思い入れがありまして、

秋田県 8人制バレーボール連盟西仙北支部を今年の 1月に立ち上げた経緯があります。連盟の

立ち上げをしなければ、秋田市が主流のようでありますけれども、審判の派遣等、応援が得ら

れないということで急遽、今年の 1月に立ち上げたというところまでは私の方で把握しており

ます。 

代表者の田村政治さんの思い入れとしましては、西仙北を発祥の地にしたいということでし

たので、1回目となりますこの大会を 4チームでも 5チームでもいいからやりたいということ

で、当初予算には遅かったので、備品購入等は補正もつきませんでしたので、この地域枠にあ

げさせて頂いたという経緯があります。 

 

○佐々木好美 委員 

 この 500 歳というのは、野球並に考えれば無理だと思うわけです。500歳とつけないで、レ

ディースバレーボールとした方がすっきりして良いのではないかと思うわけです。500歳にこ

だわるとすれば、出場するメンバーが限られてきて、運営が非常に厳しくなると予想がされま

すけれども、これ 500歳つけないといけないですか。 

 

○館長 

 500 歳とつけることによって、アピール度が違うということもありますし、現在ビニールバ

レーボールをやっている方々ですが、若い人であれば皮のボールを使ってやるのですが、ビニ

ールのボールを使うことによって、60代、70代、80 代の高齢者の方々も簡単にバレーボール

という運動ができるということでありましたので、田村さんによると、西仙北地域でも 2チー

ムできるほどの人数はいるそうです。週 2 回、西仙北西体育館で練習を行っているようです。
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やってみなければ分からないような大会ではありますけれども、関係する西仙北地区の方々は

大会に向けて日々、練習や勉強をしているようですので、どうかご審議のほど、よろしくお願

いしたいということでした。 

 

○佐々木好美 委員 

 ただこれは、今年一年だけでなく、これから毎年継続事業としてやられていくわけですよね。 

そういうことを考えれば、2チームしか出ていないのに、継続事業として地域枠予算を何十万

と使ってやるというのは、おかしいような気がします。はっきりした見通しが立てられて、4

チームなら 4チーム、6チームなら 6チーム参加できるということであれば別だけれども、そ

の辺りを少し吟味した方がよいのではないかと思うわけです。 

 

○館長 

 今の佐々木委員の回答ですが、2チームというのは、西仙北地域でできるチーム数というこ

とであります。 

 

○佐々木好美委員 

 これは西仙北チームだけで行うものではないのですか。 

 

○館長 

 あくまでも、大仙市内のチームで行うものであります。 

 

○佐々木好美委員 

 大仙市のチームとしているけれども、実質的には西仙北のチームだけが参加するというかた

ちですよね。 

 

○館長 

 違います。西仙北地区では今回初めてできたチームが、2チーム分の人数がいるということ

です。その他にも、南外、協和、神岡の西部地区と、あと大曲で 6チームあるそうですが、そ

の大会にその中から何チームでるのかはまだ聞いておりません。 

 

○佐々木好美 委員 

 西仙北地域以外のチームも出ているのに、それを西仙北の地域枠予算を活用するのはおかし

いのではないですか。 

 

○武藤義治 委員 

 なぜ、西仙北地域の地域枠でやるのかということです。 
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○館長 

 西仙北地域を発祥の地域にしたいということと、自分たちで事業進行は行っているのですが、

バレーボールの支柱サポーターと審判台ですが、市の方で当初予算に間に合いませんでしたの

で、地域枠予算を活用できないか、ということで今回申請したようであります。 

 

○佐々木好美 委員 

 ただ、地域枠予算の趣旨からして、西仙北地域外の人も活用できるというのはおかしいので

はないかと思うのです。今回、西仙北地域を発祥の地としたいということであっても、西仙北

地域内のチームでまとめて活用するべきだと思うのです。地域枠予算の活用が拡大解釈によっ

て色々な形で使われていくという懸念もあります。 

 

○館長 

 地域活性化を図るためということで、西仙北地域に他の地域からのチームを集めてやるとい

うことでありますので、これはあくまでも西仙北地域を対象として、ここで大会をやるという

ことで考えていきたいと思います。 

 

○俵谷武雄委員 

 この事業を継続してやるにしても、地域枠予算を活用するというのはこの後もやるのですか。 

 

○館長 

 それは考えていないようです。確定はできません。 

 

○佐々木好美 委員 

 今使うことできて、来年使うことできないというのはできないのはおかしいではないですか。 

 

○俵谷武雄 委員 

 今年、発祥の地にしたいということで、立ち上げたときに、西仙北支部の方で備品等の準備

もあるから活用するというのは分かるけれども、今年でを揃えて、来年も地域枠予算を活用し

てやるとすれば、それは無理があるのではないか。 

 

○館長 

 今年開催してみて、チーム数が来年十何チームと増えた場合は、西仙北スポーツセンターで

できなくなるので、大曲の体育館を借りたりしてやってみるということでした。 

 

○俵谷武雄 委員 

 来年も地域枠予算を活用するようなことはうまくないということです。 
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○佐藤主憲 委員 

 今年は初年度だから立ち上げるために仕方ないことだけれども、来年度以降は市のスポーツ

振興課が出すというのが本心だと、ここの協議会の意見として出されたということをスポーツ

担当課へ伝えるべきではないでしょうか。来年度以降は、大仙市のチームが集まってくるのに、

西仙北の地域枠予算を活用するというのはおかしいと感じます。 

 

○館長 

 3月に今回の事業の話が始まった時に、当初予算というのは 12月に上げて、1月に内定とい

うことでもう遅かったため、当初予算に上げることができませんでしたし、9月補正にあげる

というのもどうかと上の方からも言われたものですから、今回、今年に限り地域枠に申請を上

げておりましたけれども、来年度以降は当初予算に向けていくという話はしております。 

 

○佐々木好美委員 

 事務局はどのようにとらえているのですか。 

 

○館長 

 事務局は、連盟の渡部求さんという方が事務局をされており、その方を通して、市の方の連

絡調整を行っております。 

 

○会長 

 地域枠予算の支出の内訳をみれば、立ち上げるときの半分が備品に使うということですが、

立ち上げためと、第 1回目の大会費用ということで今回申請があったと思うのですが、次年度

からの運営費に関しては、西仙北地域協議会としては、考え直さなければならないというよう

にとらえていますが、いかがなものでしょうか。まだ他にありませんか。 

 

○今田秀俊 委員 

 ビニールバレーボール大会は、老人クラブの方の大会でやっておりまして、市長杯と議長杯

で全市から集まって、大体 30 チームくらい集まってやっています。非常に盛んにやっており

ますので、チームは集まるのではないかと思いますし、はじめての事業でございますけれども、

地域の発展の起爆剤としては良い事業ではないかと思うので、私としては賛成です。 

 

○佐々木好美 委員 

 地域枠予算を来年度も使うということについては異議があるということで、それ以外につい

ては賛成です。大仙市全体を考えた事業に西仙北の地域枠予算を使うというのはおかしいので、 

協議会としては、来年度は地域枠予算を使わないで、この事業に関わる予算は、市と折衝しな

がら、スポーツ振興課の方から出してもらうということにしたらよいのではないか。 
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○会長 

 今回は、付帯事項というものをつけて、今回は承認というようなことにしたらよいのではな

いですか。 

 

○信田徹 委員 

 付帯事項もつけることなく、協議会としては、今回限りということで伝えておけば良いので

はないですか。 

 

○館長 

 代表者の田村さんに対して、そのようにお伝えしておきます。 

 

○会長 

 それでは、㉑「第 1回大仙市 500 歳レディースバレーボール大会事業」について、そのよう

に承認したいと思いますが、異議はありませんか。 

 

○会長 

それでは、申請どおり承認します。 

次に、㉒「大仙市西仙北で農業交流体験事業」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。 

 

○武藤義治 委員 

 グリーンツーリズムというのは、今までにもあったと思うのですが、今回地域枠予算を申請

するに至った経緯について説明いただければいいのではないかと思います。また、グリーンツ

ーリズムの補助金自体がないのかどうか、そのあたりについてもお願いします。 

 

○遠藤 主幹 

 以前は、農業の関係ということでしたが、大仙市となってからは、観光部門ということ予算

措置されていたのですが、ここ数年グリーンツーリズムには市から一円も補助等がありません

でした。自分たちの資金でやっていたのですが、やはり持ち出しの負担が大きいということで、

地域枠を使わせて頂けないかということで、この度申請があった次第でございます。 

 

○俵谷武雄 委員 

 結構です。 
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○今田秀俊 委員 

 これは何泊するのですか。宿泊体験ですか。 

 

○遠藤 主幹 

 東京農大生ということで、8月 28日から 9月 2日かということで、参加者にもよりますが、

5 日間完全に参加できる人もいると思いますが、1 泊する人もいるかと思います。ただ、東京

から来るということで、それなりの旅費もかかるということであります。 

 

○佐々木好美 委員 

 何故、大仙市で補助金しなくなったのか聞きたいと思います。 

 

○遠藤 主幹 

 この場で明確な回答はできませんが、おそらく、財源の関係もあるかと思います。 

 

○佐々木好美 委員 

 この推進協議会はいつから始まったのですか。 

 

○遠藤 主幹 

 かなり以前からやっているようです。 

 

○今田秀俊 委員 

 昭和 60年頃だったはずです。 

 

○館長 

 先程、佐々木委員から頂いた補助金がなくなった経緯についてですが、これは市ではなく、

県の補助金がなくなったということであります。県の補助金を市を経由しており、県でその措

置がなくなったので、市から経由していた補助金がなくなったということであります。 

 

○会長 

他に意見がないようですので、「大仙市西仙北で農業交流体験事業」について、承認しても

よろしいでしょうか。 

 

○会長 

異議がないようですので、申請どおり承認します。 

次に、継続事業 2件、㉓「西仙秋の音 2019 事業」、㉔「土川地区芸能文化交流事業」につい

て、事務局から説明をお願いします。 
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○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。 

 

○俵谷武雄 委員 

 秋の音事業について、会場使用料ですが、スポーツセンターを使用して 3万円はこんなにか

かるのでしょうか。 

 

○遠藤 主幹 

 おそらくですが、昨年も同様の申請をしておりまして、スポーツセンターについては 5千円

くらいでしたので、去年と同じ申請をしてきたものと思われます。会場使用料等ということで、

会場使用料の他の経費も含まれているものであります。 

 

○俵谷武雄 委員 

 そういうことであれば、分かりました。 

 

○武藤義治 委員 

 だいたい、これで 24 件の承認がありましたが、予算がどのくらいあって、どのくらい消化

されたか、承認件数などについて報告頂ければありがたいです。そうでなければ、承認の目安

がつかないではかと思います。 

 

○会長 

中間的な集計の報告をしてほしいということでしたので、次回から提示していただければよ

いかと思います。 

 

○遠藤 主幹 

 次回から提示するように致します。 

 

○今田秀俊 委員 

 今までこのくらい、今回このくらい、予算のなかでもうこのくらい、というように報告した

らよいのではないですか。 

 

○佐藤主憲 委員 

 この地域枠予算、余った分の不用額がでれば、持って行かれる、減らされるということを聞

いたのですが本当ですか。 
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○遠藤 主幹 

 昨年はそのようなことはありませんでしたが、大曲の予算は、他の支所分も対応できるよう

に多めにありまして、どこかの支所の予算が足りなくなったときは、大曲のまちづくり課の予

算で対応できるようにしてありまして、ただし、大仙市全体で予算がなくなった場合、不用額

が他の地域へ使われる可能性があります。 

 

○佐藤主憲 委員 

 去年、地域枠予算余ったのではないですか。そして、今年その分の西仙北の地域枠予算が減

らされたのではないですか。 

 

○遠藤 主幹 

 はい、今年は予算的に減らされたということであります。 

 

○佐藤主憲 委員 

 余さないように、うまくやらなければと思います。 

 

○会長 

地域枠予算の習慣的な報告を随時、会議の度に報告して頂ければと思いますが、これは事務

局の方で色々勘案しながら報告して欲しいということでよろしくお願いします。 

それでは、他に意見がないようですので、今回の継続事業 2件について、承認してもよろし

いでしょうか。 

 

○会長 

それでは、異議がないということで、申請どおり承認します。 

続きまして、次第の 5(2)「検証シート」について、①刈和野地区明るい地域づくり事業、

②土川地区明るい地域づくり事業、③大沢郷地区明るい地域づくり事業、④強首地区明るい地

域づくり事業の 4件をまとめて審議していただきます。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 

ただいま説明がありましたが、事務局側で検証した内容であります。当地域協議会としまし

ては、委員のみなさまから継続に対する今後のあり方などありましたら、発言して頂ければと

思います。 
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○俵谷武雄 委員 

 参加者について子どもや若者が少ないということでありますが、草刈りや害虫予防とかに子

ども達を引っ張り出すわけにはいかないのです。ましてや、高齢者の方々が楽しみにしている

ものであります。若い人だけ出して、お年寄りはいらないということでは、その人達の面白み

がなくなってしますかと思います。その事業に合った内容で評価して頂きたいと思います。 

 

○佐藤陽一 委員 

 強首の参加者人数は完全に間違って考えていますから、アメシロ機械 1台に 10人も 20人も

ついている状態ですから、次回から直して報告いたします。 

 

○会長 

報告の基準を明確にしていけば、地域でばらつきのある報告がなくなるかと思います。 

他に意見がないようですので、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

しますが、その他ということで佐藤陽一委員から議案があるそうです。 

 

○佐藤陽一 委員 

 地域協議会の開催の前に、地域枠予算の申請をすればよかったのですが、間に合わなかった

ので、今回時間をとらせて頂きました。 

 8 月 17 日に強首の祭典があるのですが、その時にカラオケ等をやりたいと思って、その申

請の追加をお願いできればと思います。 

 昨年は、強首の地域枠予算が 30 万円のものから 50 万円になって、30 万円は強首全体の交

流祭りをやったのですが、追加の 20万円は強首のこの祭りに使わせてもらいました。今年は、

その 20 万円分を寺館地区で消化してもらいたいと要望がありまして、また九升田でイルミネ

ーションをやりたいということもあって、それも予算 20 万円のなかであればよいのではない

かと考えております。 

ただ、強首で昨年行いました交流祭りも、祭典もなかなか盛会でありまして、今年はやらな

いということになったのですが、どうしても地域の方から最高だったということで、やっても

らえないかという声もあります。もし、全体で予算があれば、強首上、中、下の三部落協議会

というものがありますので、三部落協働で結束してやろうということになっておりますので、

ご要望申し上げたいと思います。 

50 万というのは、強首全体の集落会の予算でやっていまして、今追加しようとしているの

は、堤防の中の強首上、中、下の三部落協議会でやりたいということです。 

 

○会長 

 強首集落会長会の申請ではなくて、強首地区の一つの団体からの申請ということでよろしい

でしょうか。 
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○佐藤陽一 委員 

 はい、その通りでございます。 

 

○佐々木好美 委員 

 これは、明るい地域づくり協議会とは全然関係ないのですか。 

 

○佐藤陽一 委員 

 はい、関係ありません。 

 

○俵谷武雄委員 

 強首の上、中、下の三部落の一つの団体として申請するということですね。 

 

○佐々木好美 委員 

 これが認められたことによって、他の地区もこのようなグループで申請してみようかという

ことになって、拡大していく恐れはありますよね。ただ、地域枠予算が余っている現状におい

て、使ったほうが良いと思います。 

 

○今田秀俊 委員 

 強首のまつりですけれども、大沢郷でも今、まつりをやっているようなところは宿くらいの

もので、他の地区ではもうやっているところはほとんどないのです。だから、大沢郷地区の会

長会のときも話しているのですが、佐藤陽一委員が申請しているようなやり方で、地域の人た

ちがいくらでも元気になれればよいと思うから、いくらでもそのようなイベントをやってくだ

さいと言ってもやれないのが現状なので、強首はそういう風にやっているので、私はいいので

はないかと思います。 

 

○佐々木好美 委員 

 ただ、地域枠予算の使われ方を見ると、圧倒的にイベント的なものが多いような気がします。

本来であれば、地域の課題を取り上げて、それに向けて解決していくというようなことを重視

されていないといけないのだけれども、そのあたりがクローズアップされないまま、イベント

的な使われ方が多く、そういう面にだけ特化していくというのは考えないといけないと思いま

す。決して、私はイベント的なものを否定するわけではありません。 

 

○会長 

 年に 1～2 回、地域協議会の会長と副会長の連絡協議会があるのですが、地域枠予算のガイ

ドラインの見直しの話になりますが、営利を目的とするもの、宗教に関するもの等の使われ方

を認められないですが、伝統文化を守るということに対しては活用してもよいということでし

た。強首の祭典について、資金が足りないから地域枠でやるというのも少し引っかかるような

気がします。どこまで認め合っていくかということも、ガイドラインを遵守しながら進めてい
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かなければならないということになっているようです。 

 

○佐々木好美 委員 

 地域協議会が、地域枠予算の審査に特化しているということで問題視されて、もっと地域の

あり方や課題を取り上げて、その解決に向けて取り組むことが必要ではないかと言われたこと

がありまして、地域の現状を考えれば、高齢化と人口減少が顕著に進んでいると、ただイベン

トで盛り上げて、地域の活性化を図ろうとしても、一時的な面ではいいけれども、継続して考

えたときにそれが全ての面でプラスになるかということが考えられます。イベント的なものも

大事だけれども、地域の現状を考えて取り組む面が必要ではないかと思います。 

 

○俵谷武雄 委員 

 今回の申請については、強首内のコミュニケーションを図るということであれば、私は非常

に良いことだと思います。 

 

○佐藤陽一 委員 

 ありがとうございました。17 日の開催まで間に合うように、書面の方でお願いして、皆様

のご理解を賜るようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○会長 

 追加申請して皆様から書面にて承認をしたいということでしたので、みなさんから異議がな

ければ、そのようなかたちにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○会長 

異議がないようですので、書面にて皆様方から承認を頂くということで、よろしくお願いし

ます。 

この後については、事務局にお返しします。 

 

○館長 

委員の皆様、本日は、ありがとうございました。 

事務局からの連絡です。 

 

○遠藤 主幹 

私から、来年度以降の地域の魅力再発見事業について、ご説明します。 

趣旨ですが、西仙北地域でお土産、ご贈答として喜ばれているもの「いぶりがっこ」「強首

白菜」「大綱の響き」等ありますが、「西仙北地域の特産品を開発しては」と市民の声があり、

冬場は日本酒の「大綱の響き」があるが、夏場向けで、雄清水を使ったビールなどをつくれな

いかという声があり、このような声があるなかで、先日の魁新聞で美郷町の「美郷麦酒」につ

いて記事が掲載され、実現が可能であることがわかりました。 
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今後、西仙北地域の特産品として雄清水を活用したビールに向けて、酒友会などと協議を進

めて開発していきたいと思います。 

 来年度以降の地域の魅力再発見事業としては、新しい特産品のビールを開発したいというこ

とであります。製作は秋田市の「あくらビール」、使用水、小麦、米など地場産の原材料を使

ってビールを造りたいと思います。 

 何かご意見等あれば、よろしくお願いします。 

 

○俵谷武雄 委員 

 地域協議会の場でこのように説明するということは、これは何か私たちに関係があるのです

か。 

 

○遠藤 主幹 

 特にないのですが、こういう事業を進めているということで、情報提供でございます。 

 

○武藤義治 委員 

 レンコンやワサビをやっているところに頼むのですか。 

 

○遠藤 主幹  

 全く違います。 

 

○武藤義治 委員 

 まず、無理があると思います。あくらビールを借りるとか、仕入れに酒類卸を使うとか、と

てもではないが、中間の業者が入りすぎて、540円ではできないかと思います。自分たちで蔵

をつくってやるとかであればわかりますが、人を借りたりして、経費をかけてそこまでやる必

要があるのでしょうか。 

 

○遠藤 主幹 

 経費についてですが、今のところ、原材料費しかかからない予定です。 

 

○佐藤陽一 委員 

 こういう土産物があるというのは、強みですね。 

 

○俵谷武雄 委員 

 良いことではないでしょうか。 

 

○遠藤 主幹 

  ありがとうございます。 

今日まで、移住定住のアンケートを提出してくださいということでしたが、お帰りの際に提
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出してくださればと思います。また、本日お持ちでない場合は、来週 8月 9日まで提出してい

ただけたらと思います。 

次の地域協議会は、10 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。 

 

○佐々木好美 委員 

 移住定住に関する地域からの意見ですが、この移住定住の地域とは、どこの地域を指してい

るのか、地域の事情というのは、その地域によって違っているわけで、移住定住の捉え方を教

えて頂けたらと思います。 

 

○武藤義治 委員 

 移住定住も、現在、大仙市がどのようなことをやっているかわからないのに、意見を伝えて

いるのは難しいのではないですか。 

 

○今田秀俊 委員 

 西仙北地域の人が大曲や中仙地域のことを書くわけではなく、西仙北地域のことを書くわけ

だと思います。 

 

○会長 

 移住定住に関しては、現在、本庁のまちづくり課で進めているわけで、私も委員として協議

に参加しているのですが、20 代、30 代の人たちに来て欲しいとのことでありまして、そうな

れば、勤め先、子どもの育てやすいところだとなれば、旧大曲市を主体として考えているよう

でありました。田舎に住みたいという人であれば、必ずしも、20 代、30 代にこだわる必要が

ないのではないかと発言したところでした。 

 

○佐々木好美 委員 

 西仙北地域ならどこでもいいというわけではないと思うので、移住であれば、西仙北地域で

も、ここがふさわしいという場所を選定して、そこを受け皿にしていくためにはどうやってい

くかプランやイメージに基づいて、その移住体験をしてもらう必要もあるのではないかと思う

のです。一番のポイントは、各支所に専任者を置いて、どこになにがあるかわかるような地域

のマップを作成し、移住体験をするべきではないでしょうか。 

 

○吉田範子 委員 

 県外に進学や就職して出て行った人がどうやったら戻ってくるか、考えた方がいいような気

がします。 
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○館長 

他に何かありませんでしょうか。 

なければ、これをもちまして、令和元年度第３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） 

 

西仙北地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

会議録署名委員 

 

佐々木 好美 
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