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■日  時：令和 2年 6月 5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：15名 

 五十嵐美津子委員  大友金己知委員  小笠原雅文委員  小笠原美陽委員 

加藤 真委員  黒川清子委員  金 啓一委員  今田秀俊委員  齋藤 法委員 

佐藤晴子委員  佐藤陽一委員  田口峰男委員  戸島愛香委員  長濱英子委員 

吉田範子委員 

 

■欠席委員：2名 

 石神雅是委員  田村葉子委員 

 

■出席職員：10名 

佐々木孝雄（西仙北支所長）     三浦真人（市民サービス課長）             

佐々木直樹（農林建設課長）    佐藤弘明（西仙北中央公民館長）            

菅原英雄（建設部用地対策課長）  加藤 薫（建設部西仙北・協和建設部水道事務所長）

菅原稲子（健康増進センター西部主幹）  小笠原由美子（高齢者包括支援センター西部主幹） 

星宮直子（地域活性化推進室副主幹） 山田眞緒（地域活性化推進室主事） 

 

■次  第： 

   1 開  会 

   2 支所長あいさつ 

   3 委嘱状交付 

4 第 5期西仙北地域協議会委員紹介 

5 職員紹介及び主要事業について 

   6 会議録署名委員の指名 

   7 議  題 

    （1）地域協議会の活動内容について 

(2) 会長及び副会長の選任について 

(3) 令和 2年度地域枠予算申請状況について 

     (4）西仙北地域振興計画及び管理シートについて 

     (5) 令和 2年度以降の地域の魅力再発見事業について 

   8 そ の 他 

9 閉  会 

 

 

（15時 00分 開会） 
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○佐藤館長（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２年度第１回西仙北地域協議会」を

開会いたします。 

開会にあたり、佐々木支所長が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。） 

西仙北支所長の佐々木孝雄と申します。よろしくお願いいたします。 

 開会に当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。 

 皆様におかれましては、地域協議会委員をお引き受けいただきましてありがとうございま

す。 

 また、本日は、たいへんお忙しのところ、ご出席賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 予定では４月中に、大仙市の全ての地域の協議会委員の皆様が一堂に会し、研修会を実施す

ることとしておりました。また、例年は５月中に１回目の協議会を開催しておりましたが、新

型コロナウイルスの感染が拡大したことにより、研修会は中止となってしまいましたし、地域

協議会の開催も見通しが立たなかったことから、たいへん恐縮に存じましたが、委嘱状を郵送

という形で交付させていただきましたことをご了承いただきたいと存じます。 

 地域協議会は、地域で課題となっていることについて、よりよい解決策を導き出して行くた

めの話し合いを行い、地域としての意見を取りまとめ、市長に意見を伝える役割を担っていた

だきます。 

 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・事業に係る提言の取りまとめなど、地域の

特色を活かした活動を展開していただくことが期待されておりますので、任期の３年間、どう

かよろしくお願い申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大仙市においては２月７日に「新型コ

ロナウイルス対策部」を設置、２月２８日には対策本部に格上げし、地域の皆様のご理解とご

協力をいただき、感染予防対策を進めているところであります。 

 また、４月１３日には「緊急経済対策本部」を立ち上げ、地域経済の状況悪化に伴う企業活

動、雇用、市民生活等への対策を進めるため、国・県の支援策はもとより、国の臨時交付金な

どを活用し、市独自に地域の事業者などへの支援策を進めているところであります。 

 去る５月２５日には、緊急事態宣言がすべての都道府県で解除となりましたが、人の流れが

活発化することで第２波、第３波の感染拡大が懸念され、終息までは長期化するともいわれて

おりますので、感染防止対策をしっかり取りながら、地域の経済活動の再生に我々個人ででき

ることを積極的に取り組み、応援してまいりたいと思っております。 

 このような状況下で、今年度のイベントでありますが、当地域では８月のふるさと西仙まつ

り、市においては９月の敬老会、全県５００歳野球大会につきましては、感染リスクが高いこ

とから、参加者の安全を考慮し中止といたしました。また、夏の成人式につきましては１月へ
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延期されることとなりました。 

 令和の時代となって１年が過ぎましたが、このような感染症が世界的に拡大し、大勢の方が

犠牲になるなど、誰も想像しえなかった事態となってしまいました。ひとりひとりがこれまで

同様、感染防止対策を徹底し、１日も早い終息と日常の生活が取り戻せるよう願っております。 

 さて、今年も暖冬で雪も少なく、除雪から解放され楽をさせてもらった反面、農家の皆様に

とっては春先の水不足が心配されたところでありますが、これまでのところ、農作業は順調に

進んでおり、当面、水不足の心配はなさそうな状況であります。適度に雨が降ってもらい、災

害なくでき、秋を迎えてほしいものであります。 

 支所におきましては、市民サービスの向上に向けた支所機能の見直しとして、建設・水道部

門をブロック単位の事務所とし、専門職を集約することで迅速かつ質の高い対応など、サービ

ス強化に繋げるねらいから、協和支所に「西仙北・協和建設水道事務所」が新設され、現在１

５名体制で業務に当たっております。 

 また、戸籍等の届出に対応していた休日の日直業務につきましては、届出いただいても受理

しか対応できず、再度平日に来庁いただかなければならないなどの理由で対応件数が減少して

いる状況から、日直業務を本庁のみとし、支所の日直業務を４月から廃止しております。ただ

し、本庁まで遠くて行けないという方については支所で対応することとしております。また、

休日の問い合わせ等については、支所へ電話された場合は本庁の日直へ転送され、必要に応じ

て支所担当へ連絡が入る体制をとっております。 

 なお、市においては、今年度が計画の初年度となる「第２次大仙市総合計画後期実施計画」

をはじめ、「第２期大仙市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、改定された「大仙市人口ビジ

ョン」など、各種計画に基づき施策を推進することになりますが、この他に支所においては地

域振興計画に基づき、これまで培った歴史ある伝統と文化を途絶えることなく後世に伝えるこ

とで、地域に対する誇りと地域住民のつながりをより強固にするとともに、地域住民ひとりひ

とりが地域の担い手として、地域コミュニティの形成を図り、地域住民が共に支え合う「共助」

の地域づくりを目指しておりますので、委員の皆様からのご意見、ご提言をよろしくお願い申

し上げます。 

 結びになりますが、本日の案件は、今年度の当地域の主要事業の説明のあと、地域協議会の

活動内容をはじめ、会長及び副会長の選任、令和２年度地域枠予算の申請状況、西仙北地域振

興計画に掲載された推進方針の具体的な取り組み状況、今後の地域の魅力再発見事業について

ご審議いただくこととなっております。 

 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。 

  

○館長 

次に、次第の３，委嘱状の交付につきまして、５月１７日に「刈和野地区町内会長連絡協議 

会総会」にて、会長が、俵谷武雄様から金啓一様に変更になったことに伴いまして、俵谷様が

地域協議会委員を辞任され、金啓一様が後任となられました。金啓一様は平成２５年度から平

成２８年度と、平成２９年度から令和元年度の２期にわたり地域協議会委員として務められ、 

今回で３期目となります。 
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令和２年５月１７日からの任期となりますので、この場で委嘱状を交付させていただきたい 

と思います。 

金啓一様、ご起立願います。 

 

 ［ 支所長から委嘱状交付 ］ 

 

○館長 

これを持ちまして、委嘱状の交付を終わります。 

 

○館長 

続きまして、次第４、第５期西仙北地域協議会委員の紹介をさせていただきます。委員の皆 

様は、お名前が呼ばれましたら、その場でご起立をお願いしたいと存じます。 

 

[支所長より協議会委員紹介] 

 

○支所長 

任期は令和５年３月３１日までとなります。 

当市の地域政策の推進に対しましてご指導くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

○館長 

続きまして、次第の５ 職員紹介及び各課等の主要事業に移ります。はじめに、佐々木支所 

長から出席職員の紹介を行います。 

 

○支所長 

［自己紹介］ 

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西仙北・協和建設水道事務所 

⑧地域活性化推進室 

 

○館長 

続きまして、各課から主要事業について報告いたします。 

 

【各課より主要事業の説明】 
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○館長 

以上、本地域協議会管内では、このような取組みして参りますのでよろしくお願いします。

皆様から何かご質問等はありますでしょうか。 

  

○佐藤陽一委員（以下佐藤委員と表記する） 

 資料1の西仙北・協和建設水道事務所の主要事業ですが、水道・建設だけだと思って内容を 

見たら除雪対策事業費も入っているようですが、除雪関係はどちらの方が主になって行うこ 

とになるのでしょうか。 

○西仙北・協和建設水道事務所長（以下建設水道事務所長と表記する） 

 今のご質問ですけれども、予算については、西仙北・協和建設水道事務所で契約などは処理 

します。ただし、地元の方からの要望などそういうものについては、今まで通り農林建設課の 

で対応いたします。事務を西仙北と協和で一緒にやることによって効率的にできるということ 

です。 

地域の皆様には、今まで通り地域の相談事などがありましたら、西仙北支所の農林建設課で 

対応いたしますのでどうかよろしくお願いいたします。 

 

○佐藤委員 

 除雪の件で要望がある場合は、西仙北支所に電話してお願いするということのようですけれ

ども、予算が協和にあるとすれば直ぐに答えが貰えないのではないですか。 

 

○建設水道事務所長 

 その件に関しましても、西仙北支所の農林建設課でも直ぐ対応できるようにする予定でして

協和に来てから一々答えを出すということの無いように、その場で回答が出来るようにとうい

ことで、いま調整しているところです。 

 

○佐藤委員 

 はい。分からないといけないと思います。 

 資料で管轄を分かり易くして欲しいということです。 

 

○建設水道事務所長 

 こういうことの無いように今後努力しますのでよろしくお願いいたします。 

 

○館長 

 他にご質問等ございませんでしょうか。 

 

○館長 

それでは、次第の６、会議録署名委員の指名について、会議録署名委員には、出席委員から 
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名簿順に、五十嵐美津子（ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾂｺ）委員と大友金己知（ｵｵﾄﾓ ｶﾈﾐﾁ）委員にお願いします

。なお、本日の出席委員は１７名中１５名で、２分の１以上出席しております。依って、会議

は成立していることをご報告いたします。 

 

○館長 

次に次第の７ということになりますが、議題の進行につきましては、会長が決まるまでの間 

私が進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

それでは、議題（１）の地域協議会の活動内容について、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】 

 

○館長 

ただいまの説明について、ご質問がある場合は、個別に対応させていただきますので後ほど 

事務局へお問合せくださいますようお願いします。 

 

○館長 

議題（２）の会長及び副会長の選任についてですが、大仙市地域自治区設置等に関する条例 

第６条１項の規定により、会長１名、副会長１名を委員の互選によりまして定めることとなっ

ております。互選の方法等について、ご意見等がありましたらお知らせいただければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

○佐藤委員 

 意見ということでしたけれども、会長に推薦したい方がいるのですけれども、よろしいでし

ょうか。 

 

○館長 

 はい。 

 

○佐藤委員 

 番号9番の今田秀俊さんをご推薦申し上げたいと思います。 

今田さんは私と同様、2期目の集落会の会長でございまして、同じ目線で1期もやってきたの

ですけれども、今期も同じように務めることができるということでございます。今田さんは纏

め役として最適人の方であると、私は感じておりますのでご推薦申し上げます。大沢郷地区で

今年中止になりましたけれども、弥生まつり、それから、これからであると思いますけれども

雄清水・雌清水まつりですか、そういうものを積極的にいち早く取り入れた地区でありますし

先ほど支所長から紹介ありましたワサビ作り、レンコン作り等のものづくりに取り組んでおら

れる地区でございますので、そういうものを色々兼ね合わせますと、今田さんにご難儀をお掛



－7－ 

 

けしますけれど引き受けていただければいいなということで推薦したところでございます。 

 

○館長 

ありがとうございます。それでは、ただいま佐藤委員の方から今田委員が推薦されましたが

皆様いかがでしょうか。 

 

○館長 

他にご意見等ないようですので、今田秀俊委員に会長をお願いしたいと思います。 

  

［ 拍手 ］ 

 

○館長 

ただいま、会長が決まりましたので、この後の議事進行につきましては、条例第８条第４項 

の規定により、会長が務めることとなっておりますので、今田会長、よろしくお願いします。 

  

○今田西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する） 

 皆さんこんにちは。推薦されました大沢郷地区集落会長会の会長をやっております今田でご

ざいます。 

委員それぞれの意見を会議に反映できるようにきめ細やかに会議を進めたいと思っており

ますので、どうかご指導よろしくお願いいたします。 

それでは、この度、私が会長に選任されましたけれども、続いて副会長の選任についてお伺

いしたいと思います。副会長については、どのようにして選んだらよろいでしょうか。皆さん

ご意見はございませんでしょうか。 

 

○佐藤委員 

はい。会長の一番良い方を選んだら良いのではないでしょうか。 

 

○会長 

そういう意見がありますけれども、特に事務局案はございませんでしょうか。 

事務局案ございますか。 

 

○支所長 

はい。私の方から提案させていただければと思いますけれどもよろしいでしょうか。 

副会長には、学識経験者で民生児童委員協議会の会長であります田口峰雄委員を提案させて

いただきたいと思います。以上です。 

 

○会長 

いま、事務局から田口峰雄氏の推薦がありましたけれども皆さんいかがでしょうか。よろし
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いですか。では、拍手でお願いいたします。 

 

〔 拍 手 〕 

  

○会長 

田口委員ご難儀お掛けしますが、一言お願いいたします。 

 

○田口峰雄副会長（以下「副会長」と表記） 

ただいま、副会長にご指名いただきましたけれども、知識なり経験なり、歴代の方がおられ

る中で、私で良いのかなと大変恐縮に存じておる次第でございます。お引き受けする以上は、

地域を元気にするため、また地域づくりのために役目を果たして参りたいと存じますので皆様

のご指導、お力添えを今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

 

○会長 

ありがとうございました。 

続きまして、議題（３）令和２年度地域枠予算申請状況について事務局から説明をお願いし 

ます。 

 

○事務局説明 

【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

はい。どうもありがとうございました。 

ただいまの事務局の説明に対し、何かご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

 

○会長 

ご質問がないようですので、議題（４）西仙北地域振興計画及び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 

地域振興計画では、今後の取組みに繋げていくために年に一度、地域協議会の場で委員の皆

様からご意見を頂戴しているようですが何かご意見、ご質問等はありませんでしょうか。 

 

○会長 

意見がないようですので、議題（５）令和２年度以降の地域の魅力再発見事業について事務 
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局から説明願います。 

 

○事務局 

【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

ただいまの説明に対し、何かご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

今の説明の中で、また先程の佐藤委員からの話にもありましたけれども、大沢郷地域おこし 

組合で雄清水・雌清水の近くにワサビとレンコンの栽培を行っております。 

今の現況ですけれどもワサビはハウスの中で栽培しておりまして、約１千株ということで葉 

がだいぶ大きくなりまして、ワサビを生産できるまでに２、３年あるいは４年位掛かると言わ

れておりますので、もう少し待ってみたいと思っております。また、雄清水・雌清水の前の田

んぼの所にレンコンを栽培しておりまして、今年の盆頃には花が咲くかと思います。まだ花が

白か赤かちょっと分かりませんけれども、一面咲いたらだいぶ綺麗かなと思っておりますので

皆さんお近くに来ることがございましたら、どうか湧水を一杯飲むつもりで寄っていいただけ

ればと思います。大変余談ですけれども私の方からは以上になります。 

何か皆さんからご意見などございませんでしょうか。 

ご意見がないとすれば、本日の全ての議題について審議を終了しましたのでこの後について 

は事務局にお返しします。 

 

○館長 

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８「その他」について、皆様から何かございますでしょうか。 

 

○館長 

ご意見等がないようですので、続きまして事務局からの連絡をさせていただきます。 

 

○ 事務局 

次回の地域協議会は、７月中旬頃、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 

これをもちまして、令和２年度第１回西仙北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） 
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（16時 40分 閉会） 
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