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平成２８年度 第１回南外地域協議会 会議録 

 

■日  時： 平成２８年５月１１日（水） １５時３０分 

 

■会  場：大仙市役所 南外支所 ２階 第２会議室 

 

■出席委員：１３名 

伊 藤 君 夫、 伊 藤 成 幸、  伊 藤 千 秋、  伊 藤 直 人、 

伊 藤 まゆみ、 木 村 ふみ子、  佐 藤 正 行、  髙 橋 惠 子、 

高 橋 元 司、 高 見 健 一、  高 見 文 子、  判 田 隆 義、 

   堀 井 美紀子 

■欠席委員： ３名 

大 槻 誠 子、 今 野 幸 蔵、  佐々木 真由美 

■出席職員： １２名 

○南外支所職員 

佐藤 政利（南外支所長）        伊藤 清悦（市民サービス課長） 

齊藤 利子（市民サービス課参事）    佐藤 正悦（農林建設課長）        

須川 俊昭（農林建設課参事）      今野 徳吉（南外公民館長）        

髙橋 勉 （地域活性化推進室主席主査） 三浦 雄 （地域活性化推進室主査） 

   ○本庁職員 

老松 博行 （副市長）         高橋 正人 （まちづくり課長） 

   田口 美和子（まちづくり課主幹）    加藤 健一郎（総合政策課副主幹） 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 副市長あいさつ 

４ 出席職員の紹介 

５ 議 題 

     １）平成２８年度地域枠予算対象事業の承認について 

       ①環境整備活動事業 

       ②南外地域活性化支援協議会活動費補助事業 

       ③東日本大震災被災地（南三陸町）交流事業 

       ④第１１回楢岡さなぶり酒花火事業 

     ２）その他 

       ①がんばる集落応援事業について 

       ②だいせんまちづくり基本条例について 

６ 閉 会 
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（１５時３０分 開会） 

○髙橋地域活性化推進室主席主査（以下「司会」と表記） 

  皆様、本日はお忙しいところ、ご出席いただきまして、ありがとうございます。ただい

まから、「平成２８年度 第１回南外地域協議会」を開会いたします。 

  はじめに、伊藤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○伊藤南外地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  皆様、本日は農繁期の大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。桜

の花も、ゴールデンウィークも終わりましていよいよ新年度の事業が動き出していると思

います。今日は老松副市長と企画部まちづくり課、総合政策課の職員も見えられておりま

す。どうか今日は最後までよろしくお願いします。 

 

○司会 

ありがとうございました。続きまして老松副市長より挨拶申し上げます。 

 

○老松副市長（以下「副市長」と表記） 

今紹介をしてもらいました副市長の老松博行と申します。昨年度から引き続き副市長を

務めさせていただくこととなりました。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず

初めに熊本県を中心に大きな傷跡を残しております、熊本地震により犠牲になられた方々

と、ご遺族の方々に対しまして心からお悔やみを申し上げます。また、被災され今なお不

自由な生活を強いられております多くの人々に、心からお見舞いを申し上げたいと思いま

す。大仙市でも被災地の支援のために、被災した建物に対する危険度の判定に関する業務

を行う職員を派遣しました。建築士の資格を持つ４名が４泊５日で支援活動にあたったと

ころであります。今後も派遣要請がありましたらぜひ対応してまいりたいと考えておりま

す。また現在市職員による義援金を取りまとめております。日赤を通じて被災地へ送る予

定となっております。 

依然として活発な地震活動が続いている状況であります。復興への道筋が未だに見えな

い状況ではありますが、被災地の一日でも早い復興を願いたいと思います。 

さて、本日は、ご多忙にもかかわらず「平成２８年度第１回南外地域協議会」にご出席

をいただきまして誠にありがとうございます。 

委員の皆様には、日頃から、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、施策や事業

に係る提言の取りまとめなど、地域の特色を活かした活発な活動を展開していただいてお

り、この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。 

また、昨年度は「地域協議会」並びに「地域枠予算」について、制度創設から一定の節

目を迎えたことから、委員の皆様からたくさんのご意見をいただくとともに、様々な角度

から制度の検証を行い、地域協議会の運営や地域住民への周知方法、地域枠予算運用に係
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るガイドラインの改正など、深く掘り下げて見直しを行っていただいたところであります。

重ねて御礼申し上げます。 

さて、大仙市では、平成１８年３月に、地方分権時代にふさわしい「市民と協働のまち

づくり」を市政運営の基本方針とした「大仙市総合計画基本構想」を策定し、本計画のも

と子育て・教育、医療・福祉、産業、防災など喫緊の課題に取り組んでまいりました。 

昨年度をもってこの計画期間が終了したことから、この度、平成２８年度から始まる１

０年間の重点的な取り組みやまちづくりの基本を明らかにした、市の新たな羅針盤となる

「第２次大仙市総合計画」を策定したところであります。 

この総合計画では、合併からこれまでの取り組みを総括した形で、「生き生きと生活し

働くことのできる活力と創造にみちたまち」、「ともに助け合い支え合う安全・安心のまち」、

「豊かな人材と生活環境が整った魅力あるまち」の３つを基本理念としております。 

この総合計画の策定にあわせ、地域協議会の皆様からご協力をいただきながら、総合計

画の地域版となる「地域振興計画」も策定いたしております。この計画では、１０年先を

見据えた「地域の目指すべき姿」とそれを実現するための具体的な取り組みが示されてお

ります。 

また、人口減尐・超高齢社会の対策について基本的方向と具体的な施策をまとめた「大

仙市人口ビジョン」及び「大仙市まち・ひと・しごと創生総合戦略」についても、総合計

画の策定にあわせて策定しております。 

今後、市が進むべき重要な道筋となるこれら計画のもと、市民目線に立った実効性のあ

る市政の運営にあたってまいりたいと考えております。 

中でも、昨今の重要課題となっております「人口減尐・尐子高齢化対策」につきまして

は、全庁体制で取り組まなければいけない政策課題となっております。市の組織体制にお

きましても、企画部総合政策課内に「人口対策班」を新設し、各課で行っている施策の連

携や調整、検証などの総合的な舵取り役を担うほか、課題解決に向けた新たな施策等の検

討を行っていくことにしております。 

また、同じく企画部のまちづくり課に「だいせんライフ促進班」を新設し、豊富な地域

資源を活用したまちづくりを進めていくとともに、本市の魅力を 積極的に情報発信し、

若者の定住や移住の促進などをこれまで以上に取り組んでまいります。この「だいせんラ

イフ促進班」では、移住・定住に関する窓口を一本化しながら、首都圏ふるさと会をはじ

め、県が首都圏に設置している相談窓口などとの連携を図り、お試し移住や空き家バンク

の活用周知など、より密度の高い情報発信や情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

また、昨年度は、新市誕生から１０年という節目にあたり、これまでの「市民と行政と

の協働」の成果を土台に、市民が主役のまちづくりをさらに 進めるためのルールを定め

ることを目的とした、「だいせんまちづくり基本条例」を制定したところであります。こ

の条例は、尐子高齢化や人口減尐による地域社会の様々な問題が顕在化する中で、これか

らのまちづくりにはこれまで以上に市民の知恵と力が必要になるという認識のもと策定

したものであります。今後、一定の周知期間を経まして、平成２８年１０月１日から施行
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する予定で準備を 進めているところであります。 

次に、ここ南外地域においては、皆様、ご承知のとおり、今年の８月５日から開幕する

リオデジャネイロオリンピックの男子マラソンに佐々木悟選手が選ばれました。南外地域

からのオリンピック選手は、アテネオリンピックで陸上男子１，６００メートルリレーの

代表に選ばれた伊藤友広選手に続き、２人目となります。母校の南外中学校では、去る３

月１８日に市主催の祝賀セレモニーが開催され、地元の小中学生や地域住民が佐々木選手

の快挙をお祝いしております。 

このオリンピック出場決定の知らせは、市民に大きな喜びと未来を担う子どもたちに夢

を与えたことから、大仙市では、「大仙市民賞」を贈ることを決定し、贈呈式の準備をし

ております。 

今後、オリンピック本番に向けて、南外地域を中心に後援会を設立し、地域が一丸とな

って佐々木選手を応援するための気運を高めていくとともに、良い結果が出せるよう全市

で応援して参りたいと思います。 

次に、大仙市では、今年度から地域特性や独自性、特色ある地域資源を活用した地域活

性化策として、各支所毎に企画立案しました「地域の魅力再発見事業」を計画しておりま

す。 

南外地域においては、楢岡城址を活用した「楢岡古城と地域創生への道」を計画してお

り、この事業が地域コミュニティの醸成や地域の活性化の一助となるよう、取り組んでま

いりたいと考えております。 

また、学校と地域の連携による南三陸町被災地交流活動が今年度も計画されております。

皆様もご承知のとおり、九州地方では、熊本地震により、多くの方が被災されております。

東日本大震災においても復興道半ばであり、今後とも交流活動を通じて被災地に元気をお

届けできればと思っております。 

また、今年は、ふるさと南外の会が３０周年を迎える年であります。この節目を記念し、

首都圏の南外地域出身者の方々と「ふるさと」の絆をより深められるような地域間交流事

業を計画したいと考えており、今後、詳細について各関係者と連携をとりながら、開催に

向けて準備を進めて参りたいと考えております。 

大仙市では、今後とも、こうした取り組みをはじめ、本市の発展・飛躍につながるよう

な施策を展開するとともに、「市民と行政との協働」のもと、市民が誇りと責任を持って

活躍できるまちづくりを引き続き進めてまいりますので、委員の皆様には、これまで以上

のご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

結びになりますが、本日の協議会が実りあるものとなり、地域発展に資する契機となり

ますことを ご期待申し上げますとともに、皆様の益々のご活躍とご健勝を心からご祈念

申し上げまして、簡単ですが挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

ありがとうございました。次に本日出席している市職員を紹介いたします。 

【名簿により紹介】 
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以上であります。それでは議事に入らせていただきます。 

本日の出席委員数は、１３名で、過半数に達しておりますので、本会議は成立すること

をご報告いたします。本日は、議題としてその他を含めて２件でありますが、その内「地

域枠予算対象事業の承認案件」は４件ありますので、よろしくご審議願います。 

なお、会議録作成のため録音させていただくことを、あらかじめ、おことわり申し上げ

ますとともに、ご発言の際は、挙手の上、会長の指名を受けてからお願いいたします。 

それでは、伊藤会長、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

それでは、協議会を始めます。議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名します。 

伊藤成幸委員と伊藤千秋委員にお願いいたします。（１）の２８年度地域枠予算対象事業

の承認について審議します。始めに、「①環境整備活動事業」について事務局から説明願

います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【資料説明】 

 

○会長 

ただいまの説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○高橋元司委員 

報告書の様式の中に不法投棄の報告書があるが、どの程度報告が挙がっているか。 

 

○伊藤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

この報告書による市民からの情報提供は尐ないが、別途パトロールを行っている時に見

つかることが多々あります。 

 

○会長 

ただいまの説明について、他にご質問・意見等ありましたらご発言願います。この事業

に関しては地域にかなり定着されてきている事業だと思います。ご質問が特にないような

ので、それでは、審議の結果、「環境整備活動事業」については、これを承認することに

決します。続きまして、「②南外地域活性化支援協議会活動費補助事業」について事務局

から説明願います。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

【資料説明】 

 

○会長 
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ただいまの説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○高見健一委員 

新聞折り込みチラシの折り込み代として予算があるが、チラシの印刷費はどこにあるの

か。 

 

○事務局 

南外地域活性化支援協議会が自前で作成しているようです。 

 

○会長 

ただいまの説明について、他にご質問・意見等ありましたらご発言願います。特にない

ようなので、それでは、審議の結果、「南外地域活性化支援協議会活動費補助事業」につ

いては、これを承認することに決します。続きまして、「③東日本大震災被災地（南三陸

町）交流事業」について事務局から説明願います。 

 

○事務局（公民館） 

【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○高見健一委員 

この事業は交流事業で大変結構だとは思うが、内容が学校教育の一環であり、毎年行っ

ているならば地域枠予算を利用するのはどうかと思う。また他の地域でもこのような地域

枠予算の使われ方をしているか知りたい。 

 

○佐藤政利支所長（以下「支所長」と表記） 

地域枠予算から支出をお願いしていますが、学校の予算と重なる部分もあります。しか

し、交流するならば子どもたちだけでなく地域住民の交流をし、また被災地の状況を知る

ことで防災意識の向上など南外地域全体へ波及する効果が高いと思います。そういった考

えを元に地域枠予算を使わせてほしいということになったものであります。 

 

○副市長 

  今、まちづくり課長にも確認しましたが、被災地と交流しているのは大仙市内ほぼ全て

の地域で行っておりますが、地域枠予算を利用しているのは南外だけのようです。ただ、

地域枠予算というものは地域の活動を応援する予算であるので、南外地域では地域の皆さ

んも被災地へ行って交流されているので、そういった意味では地域枠予算を使うのは問題

ないかと思います。学校教育の一環ではありますが、地域の方々の分までは学校予算では
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足りないと思いますので、その部分を地域枠予算で応援しているのであれば成り立つと私

は考えます。 

 

○会長 

南外地域協議会の委員の方にも実際に交流に参加している方がおりますので、よろしけ

れば感想を教えてもらってもよろしいでしょうか。 

 

○木村ふみ子委員 

私は２回参加しておりますが、現地でないと見られないこと、感じられないことが非常

に多くあるのだなというのが率直な印象です。また、こういった交流を続けることでいつ

か何かあった時に皆さんに話をすることもできます。被災地の方々にも喜んでもらえるし、

自分たちもパワーをもらえますし、大変いいことだと思います。 

 

○会長 

地域枠予算を使うことになった１回目にも、学校教育に対して地域枠予算を使うのはど

うなのだろうという話が出たことを記憶しておりますが、副市長の説明や木村ふみ子委員

の話を聞くと問題ないように思えますのでご承認をいただければと思います。 

また、私には宮城県に住んでいる親戚がおりますが、「南三陸町に交流に来ているなん

て南外すごいね。新聞にも紹介されているよ」と２つの新聞のコピーをファックスしても

らいました。子どもたちの生き生きとした顔が載っていまして、子どもたちもすごく勉強

になってきているのだなという感想を持ちました。すごくいい影響があると思いますので、

審議の結果、「東日本大震災被災地（南三陸町）交流事業」については、これを承認する

ことに決します。 

続きまして、「④第１１回楢岡さなぶり酒花火事業」について事務局から説明願います。 

 

○事務局（市民サービス課） 

【資料説明】 

  よろしければ楢岡さなぶり酒花火の実行委員長であります、伊藤会長から補足をお願い

します。 

 

○会長 

私も深く関わっており、これまでずっと承認をいただいてまいりましたが、おかげさま

で１１回という回数を重ねることができました。昨年はプロ歌手に来てもらい、今年はい

いタイミングで大仙の緑を編曲してくださった青谷明日香さんに来てもらうことが決ま

っております。これも一つの目玉として多くの人たちに来てもらえたらなと考えておりま

す。また、お客さんに来てもらうためには、地域の皆さんに受け入れてもらうことが大事

だと思います。また、子どもたちがくることで親御さんや祖父母さんが来てもらえるとい

うことで、子どもたち向けのイベントを開催することを心がけております。今年も引き続
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きご承認をしてもらえますようにお願いしたいと思います。 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。ないようですの

で、「第１１回楢岡さなぶり酒花火事業」については、これを承認することに決します。 

次に、２）の「その他」にはいります。「がんばる集落応援事業について」まちづくり課

から説明をお願いします。 

 

○まちづくり課 

【資料説明】 

 

○会長 

 ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。南外地域では中

野自治会と湯松自治会の活動事例が載っているようですが、他にも事例はあるのでしょう

か。 

 

○副市長 

  他には湯ノ又自治会と活性化支援協議会の実績がありまして、計４団体がこの事業を利

用しております。これまでがんばる集落応援事業を５年間行ってきましたが、市全体では

２７件利用しています。その中で南外地域では４件ということなので、尐ない方ではない

です。今回はこれまで利用しづらかった部分、特に世帯数の条件などを緩和しました。ま

た９割補助を受けられますがその残りの１割の資金を準備するのが大変だという声もあ

ったため、今回自己資金分の無利子貸し付けも新たに制度の中に組み込みました。そうい

った改正を行い事業に取り組みやすいように整備したつもりです。ぜひ多くの自治会の

方々に利用して欲しいと思います。この事業は例えば盆踊りや夏祭りを復活させたいとい

った時の初期投資を応援する事業ですし、備品等を購入するという形が多かったと思いま

す。申請書類を簡単にするなど利用する自治会にとっては申請しやすいように変更しまし

た。 

 

○会長 

 各地域協議会で同じように説明をしていると思いますが、利用する自治会が増えて予算

がなくなるということも考えられますがそういった場合はどうするのでしょうか。 

 

○副市長 

当初予算では１，５００万円を予算として計上しています。これまでは１，０００万円

を予算としていたのですが、それでも半分程度しか実績がありませんでした。なぜ利用し

てもらえないのかという反省をもとに要綱の改正を行い、さらに利用件数が増えると予想

されるので予算も増額しました。制度を作ったからには予算がないので行えませんとは言

えないので予算が足りなければ補正をし、皆さんの期待に応えたいと考えております。 
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○会長 

 地域の計画づくり応援というメニューの中には視察旅費なども含まれており、非常に多

くの申し込みが想定されそうな気がします。 

 

○まちづくり課長 

このメニューは申請自治会の将来にわたった計画の策定のための事業です。その計画を

策定するために先進地へ視察に行くなどの旅費です。この事業はこれまでもがんばる集落

応援事業の中にありましたが、実績がありません。やはり成果品として計画を提出してい

ただくという事務的なこともありますが、ぜひ利用して将来の計画を自治会で策定しても

らえればと考えております。 

 

○副市長 

  視察を行い、計画を作り、翌年度にがんばる集落応援事業を再度利用し実行に移しても

らうということが理想です。 

 

○佐藤正行副会長 

がんばる集落応援事業には色々なメニューがあり一部活動事例も記載されているが、

「公益的な収入に繋がるコミュニティビジネス」という文言を見た時にどのような活動を

行えばいいのか想像しづらい。もっと具体的な例をたくさん記載してくれれば、イメージ

が湧きやすく申請も増えるのでないかと思う。 

 

○まちづくり課長 

コミュニティビジネス応援のメニューは今年度から新たに加わったものであります。そ

のためこれまでの実績というのがありません。こちらで想定しているのは、地域での産直

や朝市の開催といったビジネスに結びつくことをやっていただくというのが大まかなイ

メージです。今後細かな資料を作成して皆様に周知していきたいと思っていますが、その

中には県の事業を活用した事例などを載せるなど、事例を皆様に紹介していきたいと考え

ています。現在申請書類等の様式や細かな部分を説明できるものを作成中でありますので、

完成次第再度ご説明させていただければと思います。 

 

○会長 

  せっかくですので南外地域での事業実績などをここで教えてもらえますでしょうか。 

 

○まちづくり課長 

  中野自治会ではえびす俵を拡充したいというものでした。また地域の子どもからお年寄

りまでみんなで楽しめるグラウンドゴルフ大会を行いたいというものも合わせて相談を受

けました。座談会などにも出席させてもらい、結果として半纏を購入したり、グラウンド

ゴルフ大会を住民みんなで行ったり、住民皆様から非常に喜んでもらえたと聞いておりま
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す。次に湯松自治会で行った、「こころにともす小さな雪灯り事業」ですが、この事業のき

っかけは内小友で交通安全を祈願したミニかまくら作りが行われておりました。それを見

た地域の方が同じようなことをやってみたいという相談を受け、自治会みんなで交流した

いということで始まった事業です。２年目には地域で不幸が多く続けていいのだろうかと

いう相談も受けました。別の事例では同じようなことで事業をやめてしまい、その後途絶

えてしまうということもあったため、そういった時だからこそ頑張って欲しいということ

を伝えたところ、現在も活動が継続されているようです。 

 

○会長 

  中野地区では以前からこのような補助金を活用していたような気がしますが、これは１

回だけの補助金でしょうか。 

 

○まちづくり課長 

このがんばる集落応援事業は活性化支援事業という名称でありましたが、継続していく

事業の最初の準備経費として初年度のみ支援をしているものです。２年目以降は単独の自

治会であると地域枠予算を利用することができないことから、その辺もふまえて事業を継

続してもらっております。南外の地域活性化協議会が行った盆踊りの復活に関しましては、

団体が地域枠予算を活用できる団体であったことから、継続に関しては地域枠予算の活用

をしていると聞いております。 

 

○会長 

ぜひ継続してもらえるような助言や指導を行ってもらいたいです。 

 

○まちづくり課長 

こんなことをやってみたいという話を聞いたりしたら、すぐにまちづくり課までご連絡

をしてください。座談会へも参加させてもらいますし、集落支援員からの支援も受けるこ

とができますので、尐しでもそういった話を聞いたら教えて欲しいと思います。 

 

〇副市長 

この事業は集落の人たちがみんなで集まって相談するということを大事にしておりま

す。みんなが顔を出し合って、話し合う機会を作ることからこの事業が始まっていますの

で、大きなことをすることが目的ではなく小さなことでも集落のみんなが参加してもらう

ということをどんどんやって欲しいと願っております。 

 

○会長 

委員の皆様にも趣旨を理解していただき、周知や情報収集をしていただければと思いま

す。他になければ、「がんばる集落応援事業について」は終了したいと思います。続きまし

て、「だいせんまちづくり基本条例について」総合政策課から説明をお願いします。 
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〇総合政策課 

 【資料説明】 

 

○会長 

だいぶ日数をかけて基本条例を作ってもらいましたが、本協議会からは伊藤君夫委員か

ら出席をしてもらいました。ありがとうございます。出席してもらった伊藤君夫委員から

補足や感想などをお願いします。 

 

○伊藤君夫委員 

  会長の推薦でこういった機会を与えてもらいありがとうございました。個人的には勉強

になる部分、まちづくりということに関して安易に考えておりましたが、集まったメンバ

ーは市に対する考え方がしっかりしており、また会長の手腕もありましたが、メンバーみ

んなが洗いざらい様々な意見を出し合えたと思います。他市を参考にすれば楽だろうなと

いう部分もありましたが、あくまでもオリジナリティを大事にしようとメンバー全員で意

見を出し合い、集約して作成しました。いい勉強になる機会を与えてもらいありがとうご

ざいました。 

 

○会長 

大変ご難儀をおかけしました。かなりの時間と労苦を費やして完成した基本条例ですの

で委員の皆様からは関心を持ってもらいたいと思います。これを読んで感想や意見が何か

ありませんでしょうか。大仙市のオリジナルを尊重したと伊藤君夫委員からの話でしたの

で他にはない文章だと思います。 

他になければ、「だいせんまちづくり基本条例について」は終了したいと思います。その

他の案件については終了しましたが、今日は副市長、企画部から職員の方がいらっしゃっ

ておりますので、何か相談したいこと、ご意見等はありませんでしょうか。 

 

○副市長 

先ほどのまちづくり基本条例のところで話せばよかったのですが、この基本条例の特色

の一つとして雪対策というのがあります。資料の中にありますが地域提案型自治会等雪対

策モデル事業というものがあります。これは高齢者の方など屋根の雪下ろしなどができな

い方へ自治会などの人たちから共助の精神でやってもらう事業になります。これまで屋根

の雪下ろしへの補助はしていませんでしたが、昨年度は市内では１８団体が申請を行いま

した。その団体へ市から助成金を支払い、お互い助け合ってもらうというもので、他市に

はない大仙市独自の制度となっております。また、間口除雪や通路の除雪なども該当して

おります。南外地域でもこの事業を活用してもらえればと思います。市としてもよりＰＲ

していきたいと考えています。 

 もう一点ですが昨年度の４月から各支所に地域活性化推進室というものを設置しまし
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た。地域の活性化はその地域から発信してもらおうという思いから、室長を支所長とし

て置かせてもらっております。そこで南外地域は「楢岡古城と地域創生への道」として

楢岡城跡地を中心として地域の活性化を行うということを市長へプレゼンを行い、了承

を得たところであります。楢岡城跡は歴史の跡がはっきり残っているストーリー性の高

い史跡だと聞いています。また、県で発掘した西板戸の遺跡との関係性など未知なる部

分を組み合わせることで面白いものができるのではないかと思います。地域の皆さんと

協力して整備、維持していくことで、観光の一面もあり交流人口の増加への可能性もあ

ると私は考えています。このような事業を昨年度からスタートしておりますので、地域

協議会の皆様からも後押ししてもらえれば幸いです。 

 

○会長 

楢岡城のパンフレットも完成し、今日委員の皆様へもお配りしております。私たちがわ

からなかった部分が体系づけられて完成しており、非常に良かったなと思っております。

これが地域の活性化につながればと思います。他に委員の皆様からご意見ございませんか。 

 

○高見健一委員 

今聞いた雪対策は非常に素晴らしい事だが、空き家が増えてきており、所有者と連絡が

つかず、放置されているものがある。今回の熊本地震のようなことがあると非常に心配で

ある。空き家対策は市としてどう考えているか。 

 

○副市長 

空き家の問題は特に冬に多くなっているように見えます。市では所有者がわかる場合に

は、所有者と連絡を取り合い雪下ろしや除雪のお願いをしております。ただ、危険な場合

は行政代執行を行い直接解体したものがこれまで３件あります。また市が直接雪下ろしを

した場合もあります。空き家に関する心配な点がありましたら支所を通じてでもいいので、

総合防災課がありますのでご連絡をしていただければと思います。また解体する際には５

０万円を上限として２分の１の補助金も準備しています。 

 

○高見文子委員 

まちづくり基本条例を見ながら説明を受けて思ったことですが、こういうパンフレット

を配られても正直なところ見ない人が多いと思います。ただ、今回説明を聞いて、「です」

「ます」調で書かれていることや、市が作ったパンフレットに「この条例によって皆様の

生活がすぐに変わることではありません」とはっきり書かれていることにびっくりしまし

た。目先のことではなくもっと先のことを考えて策定されたことを強く感じました。また

伊藤君夫委員がオリジナルにこだわったという話をしたので、これは周りの人にもっと見

てもらえるように私自身も周知していきたいと思います。 

そこで一つ思ったのは、この会議でもたびたび出るリサイクルに関して、市でも色々お

こなっているのですが、あまり進んでいない気がします。一人一人が小さなことを心がけ
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ていくことで、大きな変化になると思いますので、自分のできることから参加していきた

いと思います。 

また、野焼きについても気になります。高齢者世代では野焼きは当たり前のことだった

のでしょうが、今はダメになっているということを知らない人が多く、家でも祖母へ注意

しているのが現状です。 

新聞紙のリサイクルに使う紙袋なども以前市から配られたりしてそれを真似てやって

みると結構な量を包むことができ、びっくりしております。 

こういう小さなことの積み重なりが、形は違いますが、だいせんまちづくり条例も市民

一人一人の小さな積み重なりで大きな力になるのではないかと思うので、委員の皆さんも

今一度この条例を読み、周りへの周知に努めてほしいと思います。 

 

○副市長 

条例なり制度なり周知徹底に関してパンフレットを配る最大の目的は読んでもらうこと

です。だだ、市から配布される文書は自己満足に陥ることがあります。読んでもらい理解

してもらうためにはどのような文書を出せばいいのかを市職員には真剣に考えてもらいた

いと思います。 

リサイクルの関係ですが、最近スタートした蛍光灯のリサイクルに関しては反響が多く、

もっと集積所を増やして欲しい、場所を変更してほしいといった要望を聞いております。

この点に関しては改善を進めるつもりです。市民の皆様に理解してもらうということは難

しい事ですが、市としては全力で取り組まなければいけないと考えております。 

 

○会長 

前回の地域協議会でオリンピック出場を決めた佐々木悟選手への応援について、後援会

作りをして進めていくという話を聞きましたが、その後の進展はどうなっているか教えて

もらえますでしょうか。 

 

○支所長 

皆様ご承知の通り、オリンピック出場を決めた翌日の３月１８日に南外中学校を会場と

して両親を迎えてお祝いセレモニーを行いました。また４月２５日には支所を会場として

本人を迎えての激励会を行いました。この後協和の方からもオリンピック選手が出たこと

から、市全体として応援した方がいいのか、各地域で応援した方がいいのかという問題も

出てきております。そこで１６日に市の生涯学習部長と協議を行う予定となっております。

その協議の中で、地域でどんな応援ができるかということを相談し、その後何らかの形で

地域の皆様にお知らせしたいと考えております。 

 

○会長 

委員の皆様、他に何かありますでしょうか。以上で、本日の議題はすべて終了いたしま

した。次回開催日についてでありますが、協議案件が発生したら招集させていただきます



－14－ 

 

ので、その際はよろしくお願いいたします。これをもちまして、平成２８年度第１回南外

地域協議会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

（１７時２０分 閉会） 
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