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平成２８年度 第２回南外地域協議会 会議録 

 

■日  時： 平成２８年７月１２日（火） １８時 
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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）        
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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 

福原 勝人 （総務課長）        三浦 政輝 （総務課主席主査） 

   佐々木 顕彦（総務課主任）       五十嵐 秀美（総合政策課長） 

   鈴木 一徳 （総合政策課主任） 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 議 題 

     １）新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について 

２）大仙市公共施設等総合管理計画（案）の概要説明について 

３）平成２８年度地域枠予算対象事業の承認について 

       ①南外地域イベント交流促進事業 

       ②大向・金屋地区コスモス植栽事業 

       ③第５回南外地域運動会開催事業 

       ④なんがい地域祭開催事業 

     ４）その他 

       ①移住・定住に関する推進体制整備支援事業について 

６ 閉 会 
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（１８時 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２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） 

  第２回地域協議会ということで、皆様大変お忙しい中とは思いますが、ご出席いただき

ましてありがとうございます。２８年度事業も順調に遂行しているとは思いますが、ここ

で一度確認をしながら地域協議会を進めていきたいと思います。今日は総合政策課と総務

課から職員がお見えになっています。後で説明をしてもらうと思いますのでどうかよろし

くお願いいたします。地域枠予算の審議は継続案件が４つほどありますのでよろしくご審

議賜りますようお願いします。 

 

○司会 

  ありがとうございました。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、９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７件であります。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。 

本日は、総合政策課から五十嵐課長、鈴木主任、また、総務課から福原課長、三浦主席

主査、佐々木主任が出席されております。のちほど、説明させていただく内容があります

ので、よろしくお願いします。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。 

今野幸藏委員と堀井美紀子委員にお願いいたします。１）の「新市建設計画（大仙市まち

づくり計画）の変更について」を議題とします。総合政策課から説明をお願いいたします。 

 

○総合政策課 

【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。 

質問がないようですので、総合政策課の職員は、ここで退席となります。 
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それでは議事を進めさせていただきます。２）の「大仙市公共施設等総合管理計画（案）

の概要説明について」を議題とします。総務課から説明をお願いします。 

 

○総務課 

【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。 

 

○伊藤千秋委員 

自分が生まれた時から当たり前のようにある建物を、今は必要だなと思っているが、３

０年後を考えてみると必要ないものになってしまう建物が出てくるかと思うと悲しい気

持ちになる。この資料の中身を詳しく見てみないと何とも言えないが、私のまわりの友達

には、こういった建物の存続に対して意見を持っている人たちがたくさんいるので、そう

いった人の意見も計画に盛り込んでほしい。今の子どもたちが親世代になる頃が３０年後

だと思うので、そういう子どもを持つ親の意見を取り込めるような話し合いの場を持って

欲しいと思う。 

 

○福原総務課長（以下「総務課長」と表記） 

大変貴重なご意見ありがとうございました。もちろん今日この計画の説明をして、すぐ

に決めてくださいというものでは全くないです。地域協議会には様々な年代の方、様々な

分野の方が参加されているものと聞いております。皆様がご自分の団体やグループに戻ら

れた時にこのような計画があると話をしていただけますと助かります。なんとなく市役所

で決めていくようなことではなく、皆様の意見をどんどん取り入れていきたいと考えてお

ります。今回お出ししたこの計画はすでに決定していることではありません。３０年後の

計画でありますので毎年見直しをかけますし、その時の状況によって動く計画であります。

今、子どもたちという話が出ましたので学校を例に話しますと、大仙市西部は学校統合が

進んでおります。しかし東部の方は統合がまだでして、１クラス１０人以下になる学校も

出始めております。計画を見ていただきますと、「地域住民の意向を踏まえ、検討してい

きます」と書いております。南外小学校は統合をしましたが、近いうちに１クラス１０人

以下になる予想が出ております。だからと言って我々が統合しましょうと言うものではな

く、あくまで住民の方々からご意見をいただきながら、存続するのか統合するのか、そう

いったことを計画に盛り込んでいこうと考えております。他の施設に対しても同様であり

ます。 

 

○堀井美紀子委員 

公民館や図書館など公共施設の利用人数は、この計画の「廃止」や「解体」の要件とな

るのか。 
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○総務課長 

確かに利用人数や利用率というのは条件の一つにはなります。ただし、決してそれだけ

ではなく、例えばある木造の施設が３０年～４０年経ったときに建て替え時期を迎えるの

ですが、その時にその施設をそのまま建て替えるのが良いのか悪いのかという判断で計画

を策定していきます。例えば他の施設と統合することで統一的に、またさらに中身の濃い

ものができる可能性もあります。そういった判断を行っていくこととしております。 

 

○堀井美紀子委員 

南外地域は住んでいる人の数が少なくて他の地域と比べてしまうと、どうしても見劣り

するのではないかと思う。人数がいないからどんどん施設がなくなってしまう気がしてな

らない。また、この計画にある「廃止」と「解体」とわけている意味は何か。 

 

○総務課長 

この計画は各支所での考え方を最優先に入れております。さらにその上で全市的な横の

つながり、距離が近いなど地理的要件を勘案し作られた計画となっております。総務課の

方で数値的なものだけを見て作った計画ではないことをご理解いただきたいと思います。

また「廃止」というものは機能を他に移す、例えば公民館にある公民館の機能なくすとい

うことです。もしかしたら、公民館の中に別の機能が入ることもあります。「解体」とは

建物そのものを解体してしまうという意味の違いがあります。 

 

○会長 

施設を整理して残すべきものは残し、廃止すべきものは廃止すると市の方でも色々と考

えているようです。今後８月いっぱいまで提出してもらうアンケートもありますので、ご

協力願えればと思います。 

 

○総務課長 

できれば８月中ということですが、いつでもご意見はお待ちしておりますし、パブリッ

クコメントの機会も設けますのでよろしくお願いいたします。 

 

○高見健一委員 

南外地域の消防の格納庫のほとんどが廃止となっているが、もし災害が起こったときに

対応できるのか。 

 

○総務課長 

南外地域だけでなく他の地域をご覧になられても、ほとんどの地域で格納庫が譲渡及び

廃止となっております。その理由ですが、大仙市では最近消防団を再編成しました。それ

は消防団員の確保が困難になってきたからです。定数だけが大きく担い手が少ないため、
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現実問題として守備範囲が広くなりました。消防の格納庫に関してポンプはあるものの、

それを動かす人がいないという状況にあります。そういったことに対応してポンプを運搬

する積載車があるところを整理しながら、現状の消防団員が実際に動かすことができる格

納庫以外を譲渡もしくは廃止という形で整理しております。ただし、現在ポンプがある格

納庫でその地域で自主防災組織のように使うことができる人員がいるところは優先的に

残していきたいと考えております。あくまで現実的な計画ですのでご理解いただきたいと

思います。そのため、地域に戻ったらこの計画をみていただき、こうした方がいいのでは

ないかといったご意見をいただけると幸いです。 

 

○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。質問がな

いようですので、議事を進めさせていただきます。総務課の職員は、ここで退席となりま

すので少しの間、休憩といたします。準備ができましたら会議を再開いたします。 

 

～５分休憩～ 

○会長 

それでは、議事を進めてまいります。１）の「２８年度地域枠予算対象事業の承認につ

いて」を審議します。始めに、「①南外地域イベント交流促進事業」について事務局から

説明願います。 

 

○今野公民館長（以下「公民館長」と表記） 

【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。私も先日、さな

ぶり酒花火のイベントでイスや机を借りましたが、使用に耐えないほど老朽化が進んでお

りまして買い替えの時期に来ていると思います。 

 

○高見健一委員 

確かに老朽化は進んでいるとは思うが、これは地域枠予算を利用しなければいけないも

のなのか。市の一般予算からはこういった備品の購入予算の確保はできないのか。 

 

○佐藤政利支所長（以下「支所長」と表記） 

  こういった物品購入に対してはこれまで宝くじ助成を利用して購入してきました。しか

し、同じ地域だけを申請することも難しく、特にその地域だけで利用するものに関しては

市の方としても予算化することが難しい現状があります。これまでも、公民館の中で使用

していたイス等を貸し出し用として再利用するなどしてきたこともあり、そろそろ限界に

近づいてきているものと考えております。また南外地域のイベントで利用するものである
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ことから地域枠予算を活用させてほしいと思います。 

 

○伊藤君夫委員 

他の地域では地域枠予算を活用している実績はあるのか。右へ倣えということではない

が、地域枠予算を利用することができるのであればいいのではないか。 

 

○支所長 

  他の地域でも備品購入に対して地域枠予算を活用している実績はあります。 

 

○伊藤君夫委員 

この申請にあるイス・机の数は各種イベントに十分対応できる数なのか。 

 

○支所長 

現在あるものをすべて廃棄するわけではなく、使うことができるものは残し、これから

も利用していきますので十分間に合います。 

 

○会長 

他にご質問・意見等ありましたらご発言願います。ないようですので、「南外地域イベ

ント交流促進事業」については、これを承認することに決します。続きまして、「大向・

金屋地区コスモス植栽事業」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。特にないようで

すので「大向・金屋地区コスモス植栽事業」については、これを承認することに決します。 

続きまして、「第５回南外地域運動会開催事業」について事務局から説明願います。 

 

○公民館長 

【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 

説明の中で地域枠予算以外に寄付金があるということだったが、予算案の中には入って

いないので、全体の予算を示して欲しい。 
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○公民館長 

昨年度は２０万円程の寄付金がありましたが、今年度は現在寄付を募っている状況です

のでお示しできませんでした。 

 

○支所長 

地域枠予算にふさわしくない部分、食糧費であるとかそういったものを、寄付金を利用

させてもらっている現状があります。高見委員がおっしゃったとおりすべての予算が見え

たほうがわかりやすいと思いますので、今年度分がまとまり次第、お示ししたいと思いま

す。 

 

○会長 

他にご質問・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５回南外地域

運動会開催事業」については、これを承認することに決します。続きまして、「南外地域

祭（おらだの秋フェス２０１６）」について事務局から説明願います。 

 

○公民館長 

【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。特にないようで

すので「南外地域祭（おらだの秋フェス２０１６）」については、これを承認することに

決します。次に、４）の「その他」にはいります。「移住・定住に関する推進体制整備支

援事業について」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。 

 

○伊藤君夫委員 

このアクションプラン策定委員会のメンバーはどういった選出したか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

資料にあります通り、庁内からはまちづくり課、総合政策課、財政課、県人口問題対策

課のメンバーと、学識経験者等として人口問題勉強会アドバイザーや地域活性化センター

役職員、市内移住者、不動産関係者、地域団体代表者などがメンバーに選出されておりま
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す。 

 

○会長 

今年と来年は３００万円と２００万円位の事業費となっているようですが、実際に移

住・定住に対してアクションを起こすならば、すごく少ないように思えるが、その辺はど

うなっているのか。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

予算や内容に関してはまちづくり課が担当しているため、詳細については不明ですが、

来年度以降の２００万円に関しては国が初年度の実績に基づいて、さらに上乗せしてくる

ことができるものと聞いております。 

 

○伊藤君夫委員 

到達点があることが前提でこの事業を行うのか、検討した結果こうなりましたで終わっ

てしまうのかでは全く成果が違う。このペーパーを見る限り、国でお金をやるから市で検

討しますといったようにしか見えない。この先どうなるのか、今後わかってくることであ

ろうが、もっとはっきりした事業説明書であって欲しかった。 

 

○事務局（地域活性化推進室） 

今年度中にアクションプランを策定するということは、その中で数値目標や具体的な案

等が示されると考えられるので、現在はまだ検討中であると思われます。 

 

○伊藤君夫委員 

どれだけ市民の意見を入れるのか、またどんな意見の集め方をするのかが、このペーパ

ーからでは全く見えない。行政サイドの考えだけでは絵に描いた餅になりかねない。目的

意識を持って市民と行政の協働で作り上げて欲しい。 

 

○会長 

来月研修会も開かれるということのようですので、委員の皆様から出席していただき、

地域の声をこの計画に盛り込んでもらいたいと思います。 

 

○支所長 

今年度の最初の計画が非常に重要であると考えます。 

 

○伊藤君夫委員 

基幹産業も含めてみな巻き込んで計画を策定して欲しい。 
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○会長 

他にご質問・意見等ありましたらご発言願います。ないようですので、以上で、本日の

議題はすべて終了いたしました。次回の開催日については、協議案件が発生しましたら開

催いたしますので、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２回南外地域協議会を閉会いたします。お疲れ様で

した。 

 

（２０時 閉会） 
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