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平成２８年度 第３回南外地域協議会 会議録 

 

■日  時： 平成２８年９月２９日（木） １８時 

 

■会  場：大仙市役所 南外支所 ２階 第２会議室 

 

■出席委員： ９名 

伊 藤 君 夫、 伊 藤 直 人、 木 村 ふみ子、 今 野 幸 藏、 

佐 藤 正 行、 髙 橋 惠 子、 高 橋 元 司、 高 見 健 一、 

   判 田 隆 義 

■欠席委員： ７名 

伊 藤 成 幸、 伊 藤 千 秋、  伊 藤 まゆみ、 大 槻 誠 子、 

佐々木 真由美、 高 見 文 子、  堀 井 美紀子 

 

■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） 

   ○地域包括支援センター西部職員 

高橋 良子 （参事）          加藤 康子 （主査） 

○秋田大学               ○南外中学校 

   田仲 誠祐（准教授）          冨樫 武彦 （校長） 

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 議 題 

     １）大仙市における生活支援体制整備事業について 

２）義務教育学校とは 

３）平成２８年度地域枠予算対象事業の承認について 

       ①菅江真澄標柱改修事業 

       ②ふるさと南外の会記念誌発行並びに地域特産品ＰＲ事業        

     ４）その他 

       ①移住・定住に関する地域からの意見書について 

４ 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３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） 

  皆様本日も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。今年も早いもので稲の刈入れも終わりかけております。これから地域の課題も多くあ

ると思いますので、委員の皆様からは忌憚ない意見をいただければと思います。今日は西

部包括支援センターの職員と秋田大学の田中先生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２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４件であります。その内「地域枠予算対象事業の承

認案件」は２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、地域包括支援センター西部から高橋参事、加藤主査。また、秋田大学の田仲准

教授、南外中学校の冨樫校長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。 

高橋元司委員と判田隆義委員にお願いいたします。１）の「大仙市における生活支援体制

整備事業について」を議題とします。地域包括支援センターから説明をお願いいたします。 

 

○地域包括支援センター 

【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。 
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質問がないようですので、包括支援センターの職員は、ここで退席となります。 

それでは議事を進めさせていただきます。２）の「義務教育学校とは」を議題とします。

冨樫校長から田仲先生のご紹介をお願いします。 

 

○冨樫校長 

【田仲准教授の紹介】 

 

○会長 

それでは田仲先生から「義務教育学校とは」につきまして説明をお願いいたします。 

 

○田仲准教授 

【義務教育学校について説明】 

 

○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。 

 

○高見健一委員 

学校があるからこそ成り立つイベントもある。現在行っている南外地域運動会が、学校

が統合によって他の地域などに移った時に、南外地域在住の小中学生が南外地域運動会に

参加するとは思えない。参加者が一気に減ってしまうおそれがある。小学校や中学校が地

域にないと困ると私は考える。 

 

○今野幸蔵委員 

小学校は現在統合をして遠くなってしまったが、まだ存在している。統合でも小・中学

校が地域にあるからいいと思っている。しかし、中学校が他地域に統合してしまうとなる

と、大変なことだと思う。子どもたちがこの地域に生まれたにも関わらず、中学校にあが

り別の地域に行くとなると、やはり南外地域は何もなく寂しい所だなと考えてしまう。子

どもたちの地域に対する愛着が消えてしまう気がする。子どもたちが地域から離れていく

ことにつながってしまうのではないか。できれば地域に学校は残して欲しい。 

 

○伊藤君夫委員 

縮小社会というか、農地なども管理できなくなっている土地が増えてきている。どんど

ん人が尐なくなっていくこと自体ふせぎようがないのではないだろうか。そのほかに、住

民が同じ大仙市内においても、南外地域から大曲地域へ移動している実情がある。そうい

った中で、学校さえあれば地域の人口が縮小していくことを防げるというのは、現状から

すると無理ではないだろうか。大仙市の中に南外地域を残していきたいというノスタルジ

ックな気持ちはあるが、実情は維持することが難しいという現実がある。義務教育学校の

話を聞いて１０年、２０年の間だけは希望を持つことができても、５０年後を考えたら学
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校が存続できるのだろうかと考えざるを得ない。もちろん学校だけでなく地域のインフラ

等も維持管理をすることが難しくなるのではないだろうか。逆に大仙市の中で、どこで生

活することができるのか、子どもだけでなく住民が移動していく必要がいずれくると私は

考える。もちろん学校を地域に残したい気持ちはあるが、現実的には難しいのではないだ

ろうか。 

 

○田仲准教授 

義務教育学校を作るというのは、作ってから３０年～５０年その学校が維持できるとい

う見通しを持っていくことが必要である。現在、小中学校あわせて１８０人いるようだが、

１学年２０人くらいと試算できる。学校は１学級１０人くらいいれば維持できる。例とし

て出した秋田市・豊岩の学校はすでに１学級１０人を切っている。そのため南外地域はま

だ希望が持てる。ただし、学校が統合して地域になくなってしまうと急激に子どもたちが

減ってしまうことは明らかである。そこを考える必要があるのではないか。 

また、現在作られた義務教育学校は行政主導で作られている。予算やその町に学校を残

さなければいけないなどの理由から作られたものばかりである。住民の希望が多く義務教

育学校にしたいというものはまだない。南外地域で学校をこんな形にしたいというものが

あり、義務教育学校を作ることができれば注目される学校になると思う。 

 

○会長 

隣の横手市では中学校の統合を合併前の地域にかかわらず統合し、大きな中学校を作っ

ている。大仙市についてはまだ検討中であるようだが、私たちの声を市へ届ける方法はあ

るのだろうか。前回の地域協議会で公共施設統廃合の計画を聞いた際には、統廃合になる

計画ではなかったが、早い時期に統廃合になるかもしれない。私が地域の人たちに聞いて

みた話だと、やはり地域に１つは残して欲しいという声が多かった。学校統合に関して県

の教育委員会の方針はどうなっているか。 

 

○田仲准教授 

結論から言うと、市町村の考え方に基づくものとしている。ちょっと前までは県の方で

も統合計画を立てていた。子どもの数が減ってきており、高校も統合している。 

 

○会長 

市町村の考えということなので支所長から市はどのようにしているか聞きたい。 

 

○佐藤支所長（以下「支所長」と表記） 

地域に学校がどのくらい大切かということについては市の教育委員会も重々承知して

いることです。また、先ほどから南外中が他地域の中学校に統合するといった話があるよ

うに言われておりますが、教育委員会では全くそのような話はでておりません。先ほど田

仲先生から話のあった小規模校のメリットは最大限に生かし、学級数が尐ないことに対し
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てはそれなりの手立ては打っているはずです。例えば小学校と中学校が関わるような行事

を持ったりしているわけです。そのため、今日の田仲先生のお話はこれから起こり得る場

合の話として聞いていただき、そういった際に委員の方々がどう考えるか整理をして色々

なところへ持ち込んでほしいと思います。そういった中で市の教育委員会へ提言できるよ

うなことがあればいいと考えています。 

 

○伊藤君夫委員 

こういった義務教育学校そのものを作る限りは、地域で維持するという意識付けが必要

だと思う。移住定住を含めて、いかにこの地域に子どもたちを増やしていくかを同時進行

で考えていかなければいけない。この地域でベストな移住定住というものは今のところな

いわけだが、この地域に移住定住できるような人というのは、余裕のある人、退職してゆ

とりのある人でなければ住めないと個人的には思う。子どもの数を維持するためには極論

として全寮制にするなどしないと、学校を維持することはとても無理ではないかと思う。

こういった例は他にあるだろうか。 

 

○田仲准教授 

中高一貫校で全寮制というものはあるが、義務教育学校ではない。 

 

○冨樫校長 

  学校を中心としたコミュニティを作っていく例はあるか。 

 

○田仲准教授 

義務教育学校を作ってその隣に分譲地などを作り、そこを中心としたまちづくりを行う

という計画をしている自治体もある。住宅地ができればバスも開通するなど、便がよくな

る場合もある。 

 

○冨樫校長 

  例えば高校へ通う際に大曲地域へバスが直接出るなどあれば南外地域に十分住むことが

できると考えている。また、部活動で人数が尐なくなると合同チームで出なきゃいけなく

なるじゃないかなどの心配もあるが、人間関係が固定化することを打破することによって

子どもたちは経験が豊かになることもある。義務教育学校は学校だけでもできないし、地

域のみなさんの声を何度も聞いて一緒に作り上げていくものだと思うので、今回このよう

なお話をさせてもらった。 

 

○会長 

義務教育学校については、非常に奥が深い問題であり、今日で結論が出るものでもない

と思いますので、今後田仲先生からも色々と情報提供していただき、考えていきたいと思

います。また市の方へも意見を提言できることがあれば地域として提言していきたいと思
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います。田仲先生と冨樫先生は、ここで退席となりますので尐しの間、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。３）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菅江真澄標柱改修事業」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。ないようですの

で、「菅江真澄標柱改修事業」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ふるさと南外の会記念誌発行並びに地域特産品ＰＲ事業」について事務局から説明願

います。 

 

○高橋市民サービス課主査 

【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。ないようですの

で、「ふるさと南外の会記念誌発行並びに地域特産品ＰＲ事業」については、これを承認す

ることに決します。次に４）「移住・定住に関する地域からの意見書について」事務局から

説明をお願います。 

 

○髙橋地域活性化推進室主席主査（以下「地域活性化推進室」と表記） 

【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・ご提言等ありましたらご発言願います。この移住定住

については、先月川端で行われた移住定住のフォーラムに参加していただいた委員の方も

おります。また、意見書を提出していただきご難儀おかけしました。この取り纏めした意

見書は他の地域のものをもらえるでしょうか。 

 

○地域活性化推進室 

本庁まちづくり課に意見書をもらえるか確認してみます。 
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○伊藤君夫委員 

  地域協議会で今後移住定住のことについて再度検討するようなものはあるだろうか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

まだ、本庁のまちづくり課からはそういった話はありませんが、今後検討するものがあ

ればぜひ協力をお願いします。 

 

○会長 

他にご質問・意見等ありましたらご発言願います。今回の報告以外でも何かあればお願

いします。 

 

○佐藤正行副会長 

今回で３回目の地域協議会が行われ、半分過ぎたわけだが、地域枠予算はどのくらい残

っているのか。 

 

○支所長 

現在執行したもの、今日承認されたもの、また今後出てくる継続事業を差し引くと１０

０万円程度残っております。そのため、委員の方々から地域の声を聞いてほしいと思いま

す。また支所内でも各課から案件がないか聞いてみるところです。年内最後の協議会まで

にはある程度の見込みをつけたいと考えています。 

 

○会長 

他にご質問・意見等ありましたらご発言願います。今回の報告以外でも何かあればお願

いします。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３回南外地域協議会を閉会いたします。お疲れ様で

した。 

 

（１９時５８分 閉会） 
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南外地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

会議録署名委員 

 

                           高橋 元司 

 

 

                           判田 隆義 

 

 

 

 

 

 


