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平成２９年度 第１回南外地域協議会 会議録 

■日  時： 平成２９年５月１０日（木） 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 直 人、 伊 藤 まゆみ、 加 藤 宏 美、 

木 村 ふみ子、 今 野 幸 藏、 佐 藤 喜八郎、 佐 藤 正 行、 

   佐 藤 和 香、 相 馬 静 華、 髙 橋 惠 子、 髙 橋 浩 行、 

   高 見 文 子 
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佐藤 正悦（南外支所長）        髙橋 恵子（市民サービス課長） 

髙橋 文子（市民サービス課参事）    渡部 幸誠（農林建設課長）        

須川 俊昭（農林建設課参事）      佐藤 祐子（農林建設課参事） 

佐藤 政利（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席主査） 

■次  第： 

   １ 開 会 

２ 委嘱状交付及び出席職員紹介 

３ 支所長あいさつ 

４ 地域協議会の概要について 

５ 議 題 

１） 会長及び副会長の選任について（会長あいさつ） 

２） 会議録署名委員の指名 

３） 地域枠予算対象事業の報告及び承認について 

①平成２９年度地域枠予算承認事業の報告について 

1.「第５回南外おらほの桜まつり」開催事業 

2.南外地域版広報特集号発行事業 

②平成２９年度地域枠予算対象事業の承認について 

1.なんがい青空市開催事業 

2.環境整備活動事業 

3.南外地域活性化支援協議会活動費補助事業 

4.第１２回楢岡さなぶり酒花火事業 

４）大仙市地域公共交通活性化再生協議会の委員推薦について 

５）その他 

６ 閉 会 



－2－ 

 

（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、今年度、第１回目の南外地域協議会を開会いたします。委員の皆様におかれまし

ては、今回、委員改選後のはじめての協議会となります。先月の１５日に委嘱状の交付や

地域協議会の概要、委員の役割についての説明を全市合同で実施されております。今後、

３年間の任期ではありますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第の２の委嘱状交付及び出席職員紹介に入いらせていただきます。まず始

めに先月欠席された委員の方へ支所長の方から委嘱状を交付いたします。支所長が向かい

ますので、その場に起立し、受領して下さい。 

【委嘱状の交付】 

続きまして、新しい年度が始まり、市の職員にも異動がありましたので、紹介させてい

ただきます。 

【名簿により紹介】 

以上であります。よろしくお願いします。  

次に南外支所長の佐藤正悦があいさつを申し上げます。 

 

○佐藤正悦南外支所長（以下「支所長」と表記） 

  今年度から新たに６名の方が委員として新任されました。今後もどうかよろしくお願い

いたします。また、継続される委員の方もどうかよろしくお願いいたします。皆さまには

日ごろから当協議会へのご理解とご協力に感謝しております。さて、４月９日に老松新市

長が就任いたしまして、所信表明をしております。その中で、二つのまちづくりについて

述べられております。一つは「大仙市のすべての地域を隅々まで元気にするまちづくり」、

もう一つは「市民の皆様が住みよさを実感し、将来に希望が持てるまちづくり」でありま

す。人口減少と少子高齢化現象が進み、将来行政の力だけで、安心して住むことができる

まちづくりをすることは困難であるように思えます。つきましては地域協議会の効果とし

て助け合い支え合いの地域づくりが期待され、南外地域を元気にするために必要な事業提

案と新しいコミュニティづくりに委員の皆さまのお力を貸していただきたいと思っており

ます。南外地域の発展と地域協議会委員の皆さまのご健勝をお祈りしまして、簡単ではご

ざいますがあいさつとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 

  ありがとうございました。議事に入ります前に、今回は委員改選後のはじめての協議会

であります。たいへん申し訳ありませんが、再任の委員の皆さまには再確認という意味で、

若干お時間をいただき、事務局より地域協議会の概要について説明させていただきます。 

【地域協議会の概要について説明】 

  それでは議事に入らせていただきます。 

 本日の地域協議会は、出席委員数が１３名で、委員の２分の１以上が出席しておりますの
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で、大仙市地域自治区の設置等に関する条例第８条第３項の規定により、本協議会は成立

いたしますことをご報告申し上げます。また、この会議は、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。進行につきましては、南外支所長が行います。 

 

○支所長 

暫時の間、進行役を務めさせていただきます。それでは、議題の１）、会長及び副会長の

選任について、であります。お手元のファイルの「大仙市地域協議会委員手引き」の２０

ページをご覧いただきたいと思います。会長及び副会長につきましては、大仙市地域自治

区の設置等に関する条例第６条の規定により、委員の互選によって定めることとなってお

ります。その互選の方法について、どのように取り計らったら良いかお伺いをいたします。

ご意見ございませんか。 

 

○今野幸蔵委員 

  事務局で何か案があれば教えて欲しい。 

 

○支所長 

はい、それでは事務局案を事務局のほうから説明させていただきます。 

 

○髙橋地域活性化推進室主席主査 

  事務局案としましては、昨年度まで地域協議会委員を務められ、このたび再度就任して

いただいた委員の中から、会長には伊藤直人委員、副会長には佐藤正行委員をお願いして

はどうかと思います。 

 

○支所長 

  事務局案によりますと、会長には伊藤直人委員、副会長に佐藤正行委員と言うことでご

ざいますが、ただいまの、選任案につきましてご意見等ございませんか。賛成とのことで

したので、南外地域協議会の会長は伊藤直人委員、副会長は佐藤正行委員と決定いたしま

した。それでは会長に就任されました伊藤会長よりごあいさつをお願いします。 

 

○伊藤直人南外地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  再任ということで仰せつかったわけでございますが、前期は皆さまにご迷惑をお掛けし

た気持ちでいっぱいで任期を終えたと思っておりましたので、今期からは皆さまのご迷惑

にならないように、また皆さまのご意見を反映させた実りある協議会にしていきたいので、

皆様のお知恵を貸していただきますよう簡単ではございますがあいさつとさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○支所長 
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ありがとうございました。それでは、会議の進行につきまして、新会長と打合せをさせ

ていただきたいと思いますので、少しの間、休憩とさせていただきます。事務局と新会長

は、別室に移動をお願いします。 

【地域協議会進行打合せ】 

 

○支所長 

  それでは会長が決まりましたので、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、会議の進行につきましては、伊藤会長にお願いします。 

 

○会長 

それでは、議題の２）、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、南外地域

協議会運営規程第７条第２項により、議長が指名することとなっております。よって、伊

藤君夫委員と高見文子委員にお願いいたします。  

それでは、議事を進めてまいります。３）の「地域枠予算対象事業の報告及び承認につ

いて」を審議します。始めに、「①平成２９年度地域枠予算承認事業の報告について」につ

いて一括して事務局から説明願います。 

 

○髙橋市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明については、報告という形となりますのでご了承して下さいますようお願

いします。何かご質問はありますでしょうか。 

 

○佐藤喜八郎委員 

桜まつりはⅡ型の事業であるようだが、運営への参加者は職員、地域の方々がそれぞれ

何名程度あったものだろうか。 

 

○市民サービス課長 

延べ人数で言いますと、職員は１９名、地域の方々も同じ程度の人数だったと思います。 

 

○会長 

ただ今の説明について、他にご質問やご意見はありませんでしょうか。ないようですの

で、続きまして、「②平成２９年度地域枠予算対象事業の承認について」を審議いたします。

まず始めに 1 の「なんがい青空市開催事業」について事務局から説明願います。 

 

○地域活性化推進室 

【資料説明】 
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○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。 

 

○髙橋浩行委員 

  青空市へ出店できる人は南外地域限定なのか。また、予算の内訳にあるチラシやポスタ

ーの配布先について知りたい。 

 

○髙橋地域活性化推進室主席主査 

  より多くの人に参加して欲しいと思い、申し込みいただければどこの方でもどんなもの

でも出店・出品は可能です。また、チラシに関しては南外地域へ全戸配布し、ポスターに

ついては大仙市の本庁・支所・ＪＡ等、関係各所へ配りたいと考えております。また、こ

の間の実行委員会で話に挙がったのは郵便局などお客さんが来る場所へも配ってみてはど

うかとのことでした。承認いただき次第、再度検討を重ねていきたいと考えております。 

 

○佐藤喜八郎委員 

私は地域活性化協議会の会員であり、バイパスの近くに直売所を開かせてもらっている。

先ほどの説明の中に、一度集約してとの説明があったが、やはり地域にそれぞれあったほ

うが地域のためにはいいのではないかと考えているがどうか。 

 

○支所長 

そういった考え方もありますが、市のねらいとしては「地域のにぎわい」を作りたいと

考えております。このような初めての取り組みにどの程度の生産者・出店者が参加し、お

客さんもどの程度来てもらえるのか見てみたいということもあります。また、実行委員の

中には各部門の生産者、各団体の代表者の方々からご賛同を得ております。活性化協議会

の会長である佐藤清吉議員にも参加してもらっております。 

 

○佐藤喜八郎委員 

「地域のにぎわい」と言うが、どんなことが起これば「地域のにぎわい」が創出された

というのか。考えを聞きたい。 

 

○支所長 

まずは生産農家さん方の売り上げ向上につながること、また大変失礼かもしれませんが、

大量に野菜などを作れなくなった年配の生産者の再チャレンジの場といいますか、生きが

いの創出などにもつながればいいと考えております。たくさんの人の交流ができること、

それもまた「地域のにぎわい」ではないかと考えています。 

 

○高見文子委員 
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地域活性化協議会で行っている直売所のチラシに「誰でも参加可能」と書いてあるのを

見たことがあり、家の祖母にも「野菜を出してみたら」と話したりしたが、なかなか売る

というところまでいけない。そういった人がたくさんいると思うが、そういった人への働

きかけはどのようにするつもりか。 

 

○支所長 

誰でも参加できるですが、青空市では出店申し込みという形を取らせていただきました。

その理由は、準備するテントやイスといった備品の数もあるのですが、どういったものが

出店されるのかという統計を取ってみたいということがあります。また、加工品を出店す

る場合、保健所の許可なども必要となることから、出店申込書の提出をお願いしています。

また、青空市まで出品するものを持ってこれない方への対応については、まずは今年度１

年やってみて、そういったニーズがどの程度あるか把握し、対応を考えて生きたいと思い

ます。 

 

○髙橋主席主査 

補足になりますが、現在各直売所や活性化支援協議会で行っている取り組みがあり、こ

の青空市はそれらの取り組みを阻害するものではないと考えております。それぞれが頑張

っている取り組みを月に一度集まってもらい、生産者同士の交流や買いに来たお客さんを

それぞれの直売所の顧客になれるようなマッチングの場にできればと思っております。 

 

○今野幸蔵委員 

  私も農産物などを多少作っているが、自分が作ったものを売るという行為はとても勇気

がいるものだと実感している。２,３年続ければ多少は慣れてくるが、売りたいものがあ

れば売りに来て欲しいと言っても、やはり難しいと思う。そういった人たちへ後押しでき

るような声かけをして欲しいと思う。ちなみに他の地域にこういったイベントはあるか。 

 

○支所長 

太田地域で行っていると聞いています。 

 

○髙橋浩行委員 

提案としては最高だと思うし、にぎわいを求めて行うことだろうから、人を呼ぶための

方法をたくさん検討して欲しい。 

 

○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、審議の結果、「な

んがい青空市開催事業」については、これを承認することに決します。続きまして、2 の

「環境整備活動事業」について事務局から説明願います。 
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○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。ないようですの

で、「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、3 の

「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。 

 

○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。ないようですの

で、「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、4 の「第１２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。 

 

○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。私もこの事業に

関わらせていただいておりまして、今年で１２回目と回数を重ねることができました。地

域の皆さんにさらに密接した花火大会にしたいということで、近隣の自治会へ協賛のお願

いをいたしました。協賛をいただくことで身近な花火大会として感じてもらえればと思い

ます。 

 

○佐藤喜八郎委員 

ライブを行う「ささきちか」さんはどういったジャンルの歌手なのか。 

 

○会長 

私も正直わからないですが、結構有名な方のようでして、秋田出身の方のようです。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１２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。続きまして、 次に、４）

の「大仙市地域公共交通活性化再生協議会の委員推薦について」市民サービス課から説明

をお願いします。 

 

○髙橋市民サービス課参事 
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【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明によりますと、地域協議会の代表として１名推薦しなければならないよう

ですが、どのように選出したらよろしいでしょうか。意見がないようでありますので、事

務局から何か案がありましたらお願いします。 

 

○市民サービス課長 

前期までは南楢岡地域の高見文子さんからお引き受けいただいておりました。今回は外

小友地域から選出したいとのことで、伊藤君夫委員にお願いいたしまして、快くお引き受

けいただいております。 

 

○会長 

ただ今の説明によりますと、伊藤君夫委員へお願いしてご承諾を受けているとのことで

したので、みなさまこの案でよろしいでしょうか。承認をいただきましたので、伊藤君夫

委員よろしくお願いいたします。次に５）その他でございますが委員の皆さま何かござい

ますか。 

 

○髙橋地域活性化推進室主席主査 

昨年度の最後の地域協議会の中で伊藤君夫委員から、地域のこと、課題や現状について

話し合う時間を作ってみてはどうかというご意見を頂きました。地域協議会は地域枠予算

の承認案件が会議の大枠を使ってしまうのですが、その他に地域のことを考えるために毎

回時間をとって行きたいと思います。内容については次回、事務局からある程度提案をさ

せていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。また、南外地域は協議会を平日

６時から行っているのですが、今回は委員の方も変更になりましたので時間変更等、ご意

見があればお願いしたいと思います。 

 

○会長 

前回伊藤君夫委員から地域協議会の本来の姿である、地域のことを話し合うべきという

非常にいいご意見をいただきました。地域のことについて委員の方々から様々な意見をい

ただき、この地域協議会で話し合ってみてはどうかと考えております。地域協議会は５回

を予定しているとの事務局からの説明でしたが、時間が足りない場合はもっと増やしてみ

てもいいかと思います。次回からはぜひ始めたいと思いますのでご承知おきをしてもらえ

ればと思います。また、地域協議会開催の時間について事務局から聞かれましたがどうし

たらいいでしょうか。 

 

○佐藤正行副会長 

一つ目の提案に関して地域の身近な話題について話し合うとなると、終了の時間が遅く
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なってしまうように思えるのですが、それでもいいのでしょうか。 

 

○伊藤君夫委員 

せっかくこれだけのスタッフ、委員が集まることからそういった話し合いができればな

と思い提案させてもらった。地域協議会の資料は事前に配布されていることなので、どう

いった内容について話し合うか事前に個人で頭に入れておくことで、時間をかけずに議論

することも可能だと思う。 

 

○佐藤正行副会長 

地域のことはやはり話し合うべきだと思うし、話し合うからには十分に時間をとって深

く議論したほうがいいと思う。そのために時間を変更して地域協議会を行うのはどうだろ

うか。 

 

○支所長 

地域枠予算の審議に関しては新規事業は今日の協議会のように非常にもりあがりますが、

継続案件に関してはあまり質問などが出なかったと思います。そういったことから、継続

案件についてはある程度の説明で済まさせてもらうなど、時間配分を変えながら、終了時

間を変えずに話し合いができればと思っております。 

 

○会長 

時間についてはどうしたほうがいいでしょうか。支所長が話されたとおり、開始時間を

変えずに、時間配分を変えるような形で行い、事前に話し合うことは事務局から事前配布

してもらうということでよろしいでしょうか。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。 

これをもちまして、平成２９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３０分 閉会） 
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