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■日  時：令和 3年 6月 11日（金）14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：10名 

 五十嵐美津子委員  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  佐々木秀宣委員  田口峰男委員  長濱英子委員  吉田範子委員 

 

■欠席委員：7名 

 阿部正春委員  石神雅是委員  大友金己知委員  小笠原美陽委員  加藤 真委員 

田村葉子委員  戸島愛香委員 

 

■出席職員：11名 

佐藤弘明（西仙北支所長）      髙橋 信（市民サービス課長） 

荒明清子（市民サービス課参事）    佐々木直樹（農林建設課長） 

齊藤良子（大綱交流館長）      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） 

三森純子（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参事） 

星宮直子（地域活性化推進室副主幹） 佐々木愛（地域活性化推進室主任） 

 

■次  第： 

   1 開  会 

   2 委嘱状交付 

3 会長あいさつ 

   4 支所長あいさつ 

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）令和 2年度地域枠予算実績について 

(2) 令和 3年度地域枠予算申請状況について 

     (3）西仙北地域振興計画及び管理シートについて 

     (4) 令和 3年度地域の魅力再発見事業について 

   8 そ の 他 

9 閉  会 

 

 

（14時 00分 開会） 
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○齊藤館長（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３年度第１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 委嘱状交付を行います。 

このたび、佐藤陽一(ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ)様に代わり、あらたに西仙北地域協議会委員に就任されまし

た強首地区集落会長会 会長の佐々木秀宣(ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ）様に委嘱状を交付いたします。 

なお、委嘱状は、市長に代わり、佐藤支所長が交付します。 

お名前をお呼びしますので、その場でご起立願います。 

 

○館長 

佐々木秀宣(ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ)様 

 

  ［ 支所長から委嘱状交付 ］ 

  

○館長 

これをもちまして、委嘱状交付を終了いたします。 

 なお、委員の任期につきましては、前任者の佐藤陽一(ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ)様の残任期間となります。 

 

○館長 

次に次第の３ 今田会長がご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。今回は令和 3年度第 1回目の会議ということで、なかなか毎日報道を見

ますとコロナの事だらけで本当に大変だなと思っていますし、やっと 65 歳以上の高齢者の予

防接種も始まったようです。いくらか落ち着けばいいなと思いますけれども、接種対象者の大

体 60 パーセント以上の接種が済むと社会的に良くなると言われております。まだまだ接種が

打ち終わらないようですけれども、ひっそりと確実に暮らしていきたいなと思っております。

それと、今日の会議の内容ですけれども、次第にあります通りの議題でございますので、慎重

質疑のうえ、ご承認賜りますようお願いいたしたいと思います。以上です。 

 

○館長 

 ありがとうございました。 

次に、次第の４ 佐藤支所長がごあいさつ申し上げます。 
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◯佐藤支所長（以下「支所長」と表記する。） 

この４月の定期人事異動によりまして、西仙北支所長を拝命いたしました佐藤弘明と申しま

す。どうか、よろしくお願いいたします。 

 地域協議会の開会にあたりまして一言「ごあいさつ」をさせていただきたいと存じます。 

 皆様におかれましては、大変お忙しのところ、また大変暑い中、ご出席を賜りまして厚く御

礼申し上げます。 

 今年の冬は、県南部を中心に記録的な大雪となりました。その割には、雪解けも早く、熊の

目撃情報も例年並に報告されております。現在まで９件の目撃情報が寄せられております。  

 農家の皆様にとっては、春作業も一段落した頃かと思いますが、初めて植えられた「さきほ

これ」も順調に生育していると聞いております。水不足の心配はなさそうな状況でありますし、

適度に雨が降って、災害等もなく、稔りの秋を迎えてほしいものであります。 

また、昨年１０月、当地域の拠点施設としてオープンいたしました、大綱交流館ですが、今

後フルに活用しながら、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。委員の皆様からの、ご意見・ご提言をよろしくお願い

を申し上げます。 

 例年でありますと、４月･５月に第１回目の地域協議会を開催しておりましたが、今年は年

度始めから、新型コロナウイルスの感染が秋田県内、また、大仙保健所管内で急激に拡大しま

したことから、会議の開催を見合わせておりました。ここ数日、落ち着いてはきておりますが、

まだまだ、油断はできない状況と考えております。 

  一方で、コロナワクチン接種事業におきましては、受付に関するトラブル等はあったものの、

５月９日から始まりました６５歳以上の接種対象者は３万１５７４人、その内の昨日、１０日

までに第１回目を済ませた方は１万１３２４人、２回目を済ませた方は２７６９人と、概ね、

順調な接種状況と聞いております。また、これから行われます６４歳以下の接種対象者は３万

９９４０人（約４万人）ということで、来週１８日から基礎疾患をお持ちの方、各年代順に接

種券が配布されることになっております。こちらも順調に進みますと、接種終了が１１月下旬

から１２月上旬あたりと想定されております。 

 このような中、各地のイベント関係も、軒並み中止の声が多く聞こえるようになってまいり

ました。この後、ふるさと西仙まつりや、西仙北地域大運動会などの実行委員会等が行われ、

開催の有無が、決定されることになっております。 

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、心ひとつに頑張っていきたいものです。 

 さて、地域協議会は、当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

てい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て、市長に伝えるという役割を

担っていただいております。 

 市民と行政との協働による、まちづくりの推進を核として、地域課題を解決する、仕組み作
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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。 

 結びになりますが、本日は、今年度の当地域の主要事業の説明のあと、地域枠予算の昨年度

実績・今年度申請状況、西仙北地域振興計画の取り組み、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、お願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

 

○館長 

 ありがとうございました。 

 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、佐藤支所長

から出席職員の紹介を行います。 

 

○支所長 

【職員紹介】 

市民サービス課 

農林建設課 

西仙北・協和建設水道事務所 

大綱交流館 

用地対策課 

健康増進センター西部 

高齢者包括支援センター西部 

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】 

 

○館長 

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

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 

 それでは、議題に入る前に、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、出席委員から名簿順に五十嵐美津子（ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾂｺ）委員と黒川清子（ｸﾛｶﾜ ｾｲｺ）委員にお 

願いします。 
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なお、本日の出席委員は１７名中１０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。 

  

○会長 

それでは、議題（１）の「令和２年度地域枠予算実績について」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 

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でしょうか。 

 

◯会長 

 ご意見がないようですので、次の議題（２）の「令和３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 

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。 

 

◯佐藤晴子委員（以下「佐藤委員」と表記する。） 

 令和３年度の申請事業一覧がありますけれども、行政主導型の申請は今のところないという

ことでしょうか。 

 

◯事務局 

 今のところはない状態です。ちなみに予算特集号につきましては、昨年度は地域枠を活用し

て実施しておりましたが、令和３年度の予算要求の際に見直しのためカットしたものでありま

す。 

 

◯佐藤委員 

これを使ってはできないということなのですね。 

 

◯事務局 

 毎年、予算の見直しがあり、削減が必要になりまして、地域活性化で見直しを図ったもので

あります。 
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◯佐藤委員 

 コロナの関係で執行率ということもありますけれども、もっと市民に対してPRしていかない

といけないこともあるような気がします。これまでも広報は届いていて支所の事業も分かって

いたし、魅力あるものもあったのですけれども、支所の人たちが頑張っているのに何となく見

えない、地域枠予算のこの状態についても何となく隠れていて分からないじゃないですかね、

一般の人達は。そのあたりのところを行政主導型でやれないかと思いまして、質問させていた

だいたところでした。 

 

◯会長 

 というような質問でしたが。 

 

◯佐藤支所長 

 今、委員からお話を頂きました広報の関係、それから予算をPRするということも含めまして

広報がなかなか色等で出せなくなっているということも含めますと、マイナス要素の方が強い

のかなと取られかねないので、そこについては皆さんに真摯に説明しながら、できるだけ活用

を図っていくということを前向きに出していきたいと思っています。 

ただ、如何せん、コロナの関係で件数が減っているということも事実ありますので、本当にそ

こが一日でも早くクリアできれば大きな顔でやっていけるのではと思っておりますので、どう

かその時にはご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

よろしいですか。では、よろしくお願いいたします。 

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 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま説明ありました、地域振興計画でありますが、計画に基づいて行っている事業でと

ても重要なもので、支所でやっている事業が全て載っているというものであります。 

 地域協議会の方で説明して、皆さんの方から意見を聞いて、追加できるものは追加していく

というようでありますけれども、先程説明にありました内容で聞きたいこととか要望等があり

ましたら皆さんの方から意見を言っていただきたいと思いますのでどうかお願いいたしたい

と思います。 

何か、事業についてこういう事業をやったほうが良いのではないかとか、ここはどうなってい
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るなどご意見がありましたらよろしくお願いいたしたいと思います。 

ないですか。特に令和2年度で令和元年度と違った事業などはありますか。 

 

◯事務局 

今回追加した事業ですが、交流館事業のグミ編み体験、綱引き講話及び講演、写真で見る「

刈和野の大綱引き」展の方を追加しております。 

 

○会長 

 はい、わかりました。他に何かないですか。もし、なければ進めたいと思います。 

次に議題（４）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願います。 

 

○事務局 

【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

 はい。ありがとうございました。ただいま詳しく説明がありましたけれども、皆さん何かご

意見、ご質問はありませんでしょうか。 

 

◯会長 

 ご意見等がないようですので、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戻しします。 

 

○館長 

 委員の皆様、本日は、ありがとうございました。 

次に次第の８「その他」について、事務局からの連絡です。 

 

◯事務局 

次回の地域協議会は、８月中旬頃、午後２時からの開催を予定しております。 

 また、本日「各所属団体等においての地域課題について」という用紙を提出いただいており

ますが、ご提出いただいた課題等を元に、次回より来年度の魅力再発見事業等の取り組みに向

けた意見交換を予定しておりますので、ご出席いただけますようよろしくお願いいたします。 

 

◯館長 

これをもちまして、令和３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。 
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（14時 00分 開会） 

 

（15時 30分 閉会） 
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