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■日  時：令和 2年 7月 22日（水）13時 30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 

阿部正春委員  五十嵐美津子委員  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  吉田範子委員 

 

■欠席委員：5名 

石神雅是委員  大友金己知委員  小笠原美陽委員  田村葉子委員   

長濱英子委員 

 

■出席職員：6名 

佐々木孝雄（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） 

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 会長あいさつ 

3 支所長あいさつ 

   4 委嘱状交付 

5 会議録署名委員の指名 

6 議  題 

(1) 西仙北地域ワークショップについて 

(2) 令和 2 年度地域枠予算申請状況について 

(3) その他 

   7 報  告    

      （1）大綱交流館見学及び概要説明について 

8 閉  会 

 

 

 

 

 

 

（13時 30分 開会） 
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○三浦市民サービス課長（以下「市民サービス課長」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２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、今田会長があいさつ申し上げます。 

 

○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、今田でございます。 

私ども大沢郷地域おこし組合の話になりますが、今年度の魅力再発見事業として西仙北地域 

並びに大沢郷地区の特産品「大綱麦酒」が今月初旬に発売されました。聞くところによります

と、売れ行きが好調のようでして現在店舗においては品薄となっており、手に入りにくい状況

と伺っております。皆様にも地元特産品として是非お買い求めの上、ご賞味頂ければと思いま

す。 

さて、今日の会議ですけれども、事前に皆様の方に次第を配布してございますので、このと 

おり進めさせていただきますので一つご協力の程よろしくお願いいたしまして挨拶とさせて頂

きます。 

 

○市民サービス課長 

ありがとうございました。 

続きまして、次第の３、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。） 

本日はお忙しのところ、令和２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４ヶ月が過ぎようとしておりますが、新型コロナウイルス感染症の終息が未だ見 

通せない状況であり、今年度のイベントが相次いで中止や延期となっております。地域にお

いては、ふるさと西仙まつりをはじめ、敬老会、地域大運動会が中止となっております。 

首都圏を中心に、緊急事態宣言解除や経済活動の再開後に感染が拡大しており、往来の自 

粛解除により秋田県での感染がたいへん懸念されるところであります。ひとりひとりができ

る感染予防対策にしっかり取り組みながら、新しい生活様式を習慣づけ、自らが感染者とな

らないよう心がけたいと存じます。今後は、ワクチンや治療薬の早期承認・供給を期待し、

一日も早く終息することを願っております。 

 去る７月１１日からの大雨により、当地域では、土砂崩れによる市道の通行止めが１箇所、 

土砂崩落による住家被害１件、農地の冠水１箇所などが発生しております。１件の住家被害 

も外壁の一部凹みに留まりましたし、人的被害や河川の氾濫もなく済んだところであります。
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しかし、その１週程前に九州地方を襲った豪雨では甚大な被害が発生し、犠牲になられた 

方々に心からご冥福を申し上げますとともに、被災された皆様には一日も早く日常が取り戻 

せますようお祈り申し上げます。 

 さて、前回の協議会の際に申し上げましたが、今期の委員選任を契機に、委員各位におか

れましては、地域課題の解決や協働のまちづくりを実現するための協議を推進し、市民の意

見を市政に伝える役割を担っていただきたいと存じます。 

 その活動の一環として本日を含め３回の予定でワークショップの形態で皆様からご意見を

伺いたいと考えております。特定非営利活動法人秋田県南ＮＰＯセンター様からご協力をい

ただき進めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げましてあいさつとさせていた

だきます。 

 

○市民サービス課長 

ありがとうございました。 

それでは、次第の４、委嘱状の交付につきまして、６月２７日に「土川地区自治会長会総会 

」にて、会長が小笠原雅文様から阿部正春様に変更になったことに伴いまして、小笠原雅文様

が地域協議会委員を辞任され、阿部正春様が後任となられました。 

令和２年６月２７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。 

阿部正春様、ご起立願います。 

 

［支所長から委嘱状交付］ 

  

○市民サービス課長 

これを持ちまして、委嘱状の交付を終わります。 

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、今田会長に議事進行をお願いします。 

 

○会長 

はい。それでは、議事に入ります前に、本日の出席委員は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。 

次第の５、会議録署名委員の指名について、会議録署名委員には、出席委員から名簿順に加 

藤真（ｶﾄｳ ｼﾝ）委員と黒川清子（ｸﾛｶﾜ ｾｲｺ）委員にお願いします。 

それでは、次第の６、議題についてです。 
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はじめに、議題（１）西仙北地域ワークショップについて、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

はい、説明いたします。 

地域協議会では、様々な立場の住民の皆様同士が、地域で課題となっていることなどについ 

て、より良い解決策を導き出していただくために話し合いをしていただき、地域の特性を活か

したまちづくりを実現していきたいと思っております。そのためにも、今回から外部からの講

師の方をお招きし、皆様にグループごとになっていただき、ワークショップというかたちで意

見交換をしていただきたいと考えております。 

それでは、講師の方をご紹介します。今回から、皆様のグループワークを案内していただき 

ます、「特定非営利活動法人秋田県南ＮＰＯセンター理事の八嶋英樹様」です。また、今回の

先進事例としてご紹介いただきます、「横手市狙半内共助運営体 会長 奥山良治様」です。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

それでは、ワークショップに入ります前に、西仙北地域振興計画に基づいた課題を今一度確 

認するという意味も込めまして、事務局から説明をお願いします。 

 

【支所長説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。今、地域振興計画の現状と課題について詳しくご説明がありまし 

た。最初の事務局の方からの説明にありましたように、今日は 2名の方が講師としてお越しに

なっております。それでは、この後の進行につきましては、秋田県南ＮＰＯセンター理事の八

嶋様からお願いいたします。 

 

○秋田県南ＮＰＯセンター理事（以下「ＮＰＯセンター理事」と表記する。） 

 皆様、はじめまして。横手市から来ましたけれども秋田県南ＮＰＯセンターというところに

おります、八嶋と申します。今日は、私も講師として呼ばれておりますけれども、私の身近に

頑張ってらっしゃる人がいたので、頑張っている人たちがどうやって地域で頑張っているのか

というあたりを私も聞いてみたいですし、お話伺えればなということで今日、狙半内共助運営
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体より講師の方をお招きいたしました。狙半内という地域は横手市の中でも東成瀬寄りの一番

奥の地域になります。その狙半内という地域で最近、朝日放送テレメンタリー2020という全

国放送で取り上げられまして、時の人になっている奥山さんですけれども、今日は事例という

ことで皆さんのところにも資料をお渡ししておりますが、抜粋版ですので今日はスクリーンの

方を見ていただいてお話を聞いていただければと思います。 

その前に秋田県南ＮＰＯセンターのこと、私たちの法人のことをお話したいのですけれども、

中間支援ＮＰＯということで平成１６年１２月にできまして活動しております。秋田県南部の

ＮＰＯでして、団体に限らず地域支援など直接地域に入って支援なども行っております。あと

中間支援組織って何ですかという人もいるかと思いますが、行政の方と地域の方の間に入って

クッション的な役割といった方が簡単かなと思います。直接やり取りをするのではなく、うち

の方を通していただいてうまく回っていくようなお手伝いをさせて頂いております。今日はワ

ークショップということで、これから奥山さんのお話を聞いて頂いて感想や疑問に思う点が出

てくることがあるかと思いますので、お配りしております２色の付箋に感想と質問など気付い

たことを書いていただけたら思います。 

それでは、奥山さんをご紹介いたします。 

【狙半内共助運営体 奥山会長の紹介】 

 

○狙半内共助運営体 会長 

【先進事例の紹介】 

 

○ＮＰＯセンター理事 

【ワークショップについて概要説明】 

   

○会長 

ありがとうございました。 

これをもちまして、議題（１）、西仙北地域ワークショップについては以上で終わりたいと

思います。 

 

○市民サービス課長 

講師をしていただきました八嶋様と奥山様がご退席いたします。 
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皆様、今一度、盛大な拍手をお願いします。 

 

○会長 

それでは、続きまして、議題（２）の「令和２年度地域枠予算の申請状況について」、事務 

局から説明願います。 

 

【事務局説明】 

 

○会長 

只今の説明に対しまして、皆様から何かご質問やご意見はございませんでしょうか。 

 

○佐藤陽一委員（以下佐藤委員と表記する） 

 はい。11番のワサビの主導型の件ですけれども、去年の全部で 2千万位の補助事業で終了

したかと思いましたけれども、今年の249,550円というのは終了しなかったということですか。 

 

○会長 

 事務局の方から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 いま佐藤委員からご質問ございましたけれども、今回のものについては、より安定的にパイ

プハウスに給水を行うということで、昨年度の交付金で設備の方は完成しているのですけれど

も、安定的に補強するための工事ということで地域枠予算の申請があったということでござい

ます。 

 

○佐藤委員 

 それでは、また来年も都合が悪いところがあれば追加するということですか。 

 

○事務局 

 今の段階で、交付金でやったものについては、初期投資ということで設備を整えるというこ

とに交付金を使ったのですけれども、今度そういったものがありましたら何れワサビやレンコ
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ンの収益金がございますので、そちらの方で対応していく形になるものと思われます。 

 

○佐藤委員 

 8 番の土川の事業は実行するのですか。 

 

○阿部正春委員（以下「阿部委員」と表記する） 

 こういう情勢ですので、会長会議を開いて決めたいと思いますけれども、無理なのかなとい

う気持ちでおります。おそらく返還しないといけないのではと。ただ、花植えや草刈は真面目

に各集落ともやっておりますので、その点についてはよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

 ほかに質問はございませんでしょうか。質問がないようですので、続きまして、議題（３）

「その他」についてですが、皆様から何かありませんでしょうか。 

特にないようですので、これをもちまして、本日全ての議題について、協議を終了いたしま

す。この後については、事務局にお返しいたします。 

 

○市民サービス課長 

委員の皆様、本日は、ありがとうございました。 

次第７の報告についてですが、「大綱交流館見学及び概要説明について」は、会場を支所か 

ら大綱交流館に移して行いますので、この後も引き続きご参加いただける方は、大変申し訳あ

りませんが、ご自身のお車にてご移動くださいますようお願いいたします。次第７の報告が終

了後、現地にて解散となります。 

大綱交流館は、旧西仙北中央公民館跡地です。お車は、図書館の駐車場または、道路挟んだ 

迎えの駐車場をご利用くださいますようお願いします。 

 

［ 大綱交流館へ移動 ］ 

 

○会長 

皆様、ご移動ありがとうございました。 

それでは、次第７、「大綱交流館見学及び概要説明について」公民館長より説明をお願い 
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します。 

 

 【館長説明】 

［ 見学 ］ 

 

○会長 

本日は、長時間に渡り、誠にありがとうございました。 

これをもちまして、令和２年度第２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。 

 

 

 

 

（13 時 30分 開会） 

 

（17 時 10分 閉会） 
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