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■日  時：令和 2年 12 月 17日（木）15 時 30分から 

 

■会  場：大仙市役所西仙北庁舎 3階第 1会議室 
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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（大綱交流館長） 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 会議録署名委員の指名 

5 議  題 

(1) 令和 2 年度地域枠予算申請状況について 

   (2) 令和 3年度地域の魅力再発見事業について 

6 そ の 他    

   7 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15時 30分 開会） 
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○佐藤大綱交流館長（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５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、今田会長からあいさつをお願いいたします。 

 

○今田西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する） 

政府の方でＧｏＴｏトラベルを停止しまして、秋田県の方にも都会から人も来なくて感染す

る率が少なくなったのではないかなと、そういう風に思っておりますけれども、まだまだアメ

リカ、イギリスのようにワクチンの接種が出来ておりませんので日本でも一日でも早いワクチ

ンの接種で収まるよう期待するところです。 

さて、地域協議会の話ですけれども、前回、前々回とワークショップを重ねまして、皆様の

方から来年度の魅力再発見事業について色々ご審議をしていただきました。色々出された内容

について、審議については会長、副会長に全部お任せ願いましたので、私と副会長が１０月１

日の日に集まりまして事務局と協議をして、後から説明があるかと思いますけれども、ガイド

ブック作成という内容で話を進めさせていただきました。これからまた詳しいお話があるかと

思いますけれども、どうかよろしくお願いしたい思います。以上です。 

 

○館長 

ありがとうございました。 

続きまして、次第の３となります、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。） 

 皆様こんにちは。本日は年の瀬が迫り何かとお忙しのところ、「第５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。 

 週の初めから強い寒気が入り込み、一気に厳しい冬の訪れを感じているところであります。

長期予測によりますと例年並みの降雪量となる見込みであり、今年は雪と戦う冬になりそうで

あります。雪道の通行や雪下ろしなどによる事故に遭わないよう気を付けていただきたいと思

います。 

 さて、今年を振り返りますと何といっても新型コロナウイルスに翻弄された１年でありまし

た。大仙保健所管内では４月１０日の１例目から１０月２４日の７例目までが報告されており

ます。国内では第３波といわれております昨今の感染拡大状況をみますと、じわじわと身近に

押し迫っている、そういった不安を感じております。 

 まずは、マスクの着用、手洗い、うがい、３密の回避、大人数での飲食をしない、それから、

この辺で冬は難しいところですが適度な換気を行うなど、新しい生活様式の習慣づけといった

個人でできる対策を徹底していただき、感染の予防に努めていただきたいと存じます。 

 今年は新型コロナウイルスの影響で、イベントや行事が相次いで中止や延期となりました。
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敬老会をはじめ成人式、ふるさと西仙まつり、そして来年の刈和野の大綱引きもやむなく中止

という苦渋の決断がされております。 

 また、地域枠予算を活用し地域の課題解決に向けた自治会や各方面の実行委員会の取り組み

も中止を余儀なくされておりまして、その状況につきましては後ほど報告させていただきます。 

 ワクチンの開発が進み、イギリスやアメリカでは承認されたワクチンが初めて接種される模

様がニュースで放映されました。日本においては臨床試験の段階で、接種開始時期は明らかに

されておりませんが、安全性が担保され、スムーズな接種により１日も早く日常生活が取り戻

せますことを期待しております。 

 また、今年は大雨による土砂崩れや家屋の浸水、農作物への被害など災害に見舞われた年で

ありました。幸い人命に関わる事案はありませんでしたが、建物に関する被害が多く発生して

おります。近年は、線状降水帯が発生することで大雨の降る時間が長引く傾向にあり、このこ

とが被害が拡大している大きな要因と思われます。 

 国や県による河川改修が急ピッチで進められており、無堤地帯の解消や嵩上げによる越水の

危険性の排除に向けた早期の完成と、そして新たな課題である内水対策についても引き続き要

望してまいりたいと存じます。 

 そのような中で、当地域においては「大綱交流館」と「大綱の里伝承館」が完成し、１０月

２日には竣工式を挙行しております。地域コミュニティとまちづくり、そして生涯学習の拠点

として、地域の皆様にご活用いただくとともに、様々な情報を発信してまいりたいと思います。 

 地域協議会の皆様におかれましては、市民と行政との協働のまちづくりの推進役を担ってい

ただくため、今年度から、地域で課題となっている事柄についてよりよい解決策を導き出して

いただくため、３回にわたってワークショップによる話し合いを開催させていただきました。

初の試みでありましたが、秋田県南ＮＰＯセンターのご協力の下、委員の皆様からご意見を出

していただき、６つの提案にまとめることができました。 

 前回の地域協議会の際に、この提案の中から令和３年度に取り組む新規の「地域の魅力再発

見事業」については、正副会長さんに一任することを委員の皆様からご承認いただき、１０月

１日に今田会長さんと田口副会長さんから協議いただきましたので、その内容についてこの後

の議題で報告させていただきます。 

 本日は、地域枠予算の申請状況と来年度の地域の魅力再発見事業が案件であります。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。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

○館長 

それではこの後、「大仙市地域自治区の設置等に関する条例」第８条第４項の規定によりま

して、会長が議長を務めることとなっておりますので、今田会長にはご難儀お掛け致しますが

議事進行をよろしくお願いします。 

 

○今田会長 

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１１名で、２分の１以上
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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４、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佐

藤陽一（サトウ ヨウイチ）委員と田口 峰男（タグチ ミネオ）委員にお願いします。 

それでは、次第の４、議題についてです。 

議題（１）令和２年度地域枠予算申請状況についてです。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 

 どうもありがとうございました。ただいま、地域枠予算についての説明がございましたけれ 

ども、何かご質問等ございませんでしょうか。 

 いいですか、私から、この地域枠予算というものは1千万円と記憶しておりますけれども、 

半分くらいの枠で消化していますけれども、事務局としては申請がないと受け付けないと思い 

ますけれども、せっかく1千万円という枠があるのですから、もう少し地域の方にＰＲをして 

ですね、使いやすい予算にしていただければもっとできるのではないかなと思います。それで 

あの、今の説明の中にも強首で会館の前にイルミネーションをやったという事業、今年初めて 

の事業かと思いますけれども、こういう風に分かっている人は使えるんですけれども、分かっ 

ていなければなかなか使いづらいというところがあるので事務局の方にはもっとＰＲについて 

の工夫をしていただければいいなと思いますが、そこら辺はどうでしょうか。 

 

○事務局 

 会長からご指摘があったように地域の皆様に使っていただいて地域づくりという目的を基に 

ガイドラインと照らし合わせながら活用していただきたいというところはございます。毎月広 

報に支所だよりを織り込みさせていただいているのですけれども、そちらの方で事業について 

周知はしているのですけれども、なかなか新規の申請はあまりない状況であります。今年に関 

しては新型コロナウイルスの影響もあってなかなかイベント自体できない状況もあったかと思 

いますけれども、来年度以降も広報等で周知しつつも地域の皆様からも宣伝していただきなが 

ら活用していただけたらなと思います。 

 

○会長 

 はい。分かりました。その他、はい、どうぞ。佐藤さん。 
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○佐藤晴子委員（以下「佐藤（晴）委員」と表記する。） 

 この申請というのは、残るところ１月から３月迄の期間しかありませんが、いつまでの期限 

になっているのかということが一つと、支所だよりの広報と啓発ということで、お聞きいたし 

ましたけれども、どうも支所だより、何て言うのでしょう、紙質もあまり良くないし、目立つ 

ものではないんですよね。いつも西仙の支所だよりってこの半分くらいですよね。カラーでも 

ないし。予算って、ここから出す訳にはいかないのでしょうか。 

 

○事務局 

 期限についてですけれども、地域枠予算の活用上ですね、３月３１日までに完了できる事業 

であれば、それに合わせた申請であれば随時お受けしております。申請期限というものは特段 

設けておりませんけれども、完了日は３月３１日までに完了していただける事業ということで 

お願いしておりました。予算についてですけれども、支所だよりはこちらは市役所側が作成し 

ているもので、それに対して地域枠予算を使うとなると、既に当初予算の段階で編成していか 

ないといけないものになっておりまして、こちらの方は市民サービス課の庶務の関係の用紙で 

白黒の印刷用紙を使わせていただいておりました。私の方からは以上です。 

 

○支所長 

 支所だより、例えばざら紙ではなくて色上質、そういうものを使ってということで捉えてよ 

ろしいでしょうか。 

 

○佐藤（晴）委員 

 裏は行事予定表でアピールが足りないというのでしょうか。それは８支所全部同じなのでし 

ょうか。世帯も違うからあれでしょうけれども、ああいうのは市の方から指示されているので 

すか。 

 

○支所長  

 あれは、支所独自で作っているものなので、何れ市民サービス課や農林建設課でその時のお 

知らせしたいことを月イチ始めですけれども、市の広報と一緒に出しているところですけれど 

も、例年同じ時期に同じような内容になっているのかなと思いますが、タイムリーなアピール 

できるものを選びながらですが、紙質は市の予算で対応できる部分で頑張りたいと思いますの 
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で。ありがとうございました。 

 

○会長 

 よろしいですか。他に何か質問ありませんか。はい、どうぞ。 

 

○佐藤陽一委員（以下「佐藤（陽）委員」と表記する。） 

 ええと、ナンバー４番の芸術文化の事業なんだけれども、金額ですけれども８３万３千円で 

すかな、実績が５８万円という、この差はどういうことでしょうか。 

 

○館長 

 それでは私の方から簡単にご説明させていただきます。 

芸術文化協会の創立５０周年記念事業ということで、今回メインに記念誌を４００冊作って 

皆さんに配布するということで冊子を作りました。当初予定では、芸出文化協会で冊子を作る

と幾らだという見積を取った段階で、ある程度の金額で見積が届きました。それを基に今回申

請をしてみました。今回支払いをするのが地域枠予算ということになりますので、当然入札に

かかります。入札をしてみたら差額で実績額としては差が出たということです。これについて

は、入札の差額ということでよろしくお願いいたします。 

 

○佐藤（陽）委員 

 分かりましたけれども、報償費を下げたということではないでしょうな。 

 

○会長 

 他に何かご質問などありませんか。 

 この冊子についてはオールカラーでとても立派な冊子でございました。 

ご質問がないようですので、続きまして、議題（２）令和３年度地域の魅力再発見事業につ 

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 
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 今の説明について、皆様からご質問等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか、今

の説明に付け加えたいのですけれども、１０月１日の日、私と副会長と事務局が集まって話し

合った中にですけれども、実はこの中で一番に進めたのは路線バスで移動販売をやりたいとい

うのをあげました。ですけれども、この回答にある通り、なかなか運輸局関係とかということ

で、今回の回答になった訳ですけれども、まずはこういう要望があるということで市としても

今後取り上げていくという方向でしたので、これを止めましてガイドブックというものを作る

ということで、ガイドブックの中もいつもの説明ではなく、困ったときに使えるもの、そうい

う風なガイドブックを目指して作っていきたいなという説明をしております。 

他に何かご質問とかございませんでしょうか。 

 

○事務局 

【継続事業について、配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

 ありがとうございました。私の方から追加で説明させていただきますけれども、実は雄清水 

のところに栽培しておりますレンコンですけれども、１２月１３日の日に掘りました。初めて 

自動掘り機を使いまして、やってみましたけれども、やはり１２月の水はとても冷たかったで 

すけれども、まだレンコンは想像しているように太くはなっていなくて、干し大根くらいの太 

さでした。水の関係もあるかもしれませんけれども表面が茶色っぽくなっていて、想像してい 

る通り白いレンコンではなかったですけれども、皮を剥くと中は白でした。私も戴いてみまし 

たけれども、歯ごたえも良くてちゃんとレンコンになっているなと感じました。自動掘り機で 

レンコンを掘ると水圧で浮いてくるそうですが、水圧の調整か泥の関係か、なかなか浮いてこ 

なくて手探りで採る状態でした。なかなか初めてで進まなくて３分の１程しか収穫できなくて 

３分の２位は未収穫です。収穫したものは宿ファームで一部は農協に出荷して、一部は雄清水 

のところの直売所で加工して販売してみましたが直ぐに完売しました。私の方から報告です。 

以上です。 

 皆さん、何かご質問等ございませんでしょうか。 

ご質問等がないようですので、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。 

 

○館長 

次第の６、その他についてですが、委員の皆様から何かありませんでしょうか。 

ご意見等がないようですので、つづきまして、事務局から連絡をさせていただきます。 
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○事務局 

 事務局から事務連絡ということで、本日の地域協議会の請求書ですが、まだ提出されてない

方がいらっしゃいましたら、帰りに事務局の方まで提出くださるようお願いいたします。事務

局からは以上です。 

 

○館長 

それではですね、その他ということで先程、こちらのお話で出ました芸術文化協会の５０周

年記念事業の記念冊子ですが、このようなものが出来ましたということで皆さんに見ていただ

ければという風に思いますので配布させていただきたいと思います。 

このような形で作らせていただいております。ご覧いただいている方もいらっしゃるかと思

いますが、もし良ければ、こういう活動ですということで見ていただければと思います。 

それでは、これをもちまして、令和２年度第５回西仙北地域協議会を閉会させていただきま

す。 

本日は、長時間に渡り、また悪天候の中、お越しいただきまして誠にありがとうございまし

た。 

 

 

 

（15 時 30分 開会） 

 

（16 時 30分 閉会） 
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