
 

 

 

 

平成２９年度第２回南外地域協議会会議録 
 

 

平成２９年７月６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南外地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度第２回南外地域協議会会議録目次 

 

■開催日時････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■開催場所････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■出席委員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■欠席委員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■出席職員････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■次第････････････････････････････････････････････････････････････････  １ 

■開会････････････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

■会長あいさつ････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

■会議録署名委員の指名････････････････････････････････････････････････  ２ 

■協議････････････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

１）平成２９年度地域枠予算対象事業の承認について･･････････････････  ２ 

①南外ふれあいパークグラウンド・ゴルフ場整備事業････････････････  ２ 

②大向・金屋地区コスモス植栽事業････････････････････････････････  ３ 

③第６回南外地域運動会開催事業･･････････････････････････････････  ３ 

④なんがい地域祭開催事業････････････････････････････････････････  ４ 

⑤第４回南外盆踊り開催事業･･････････････････････････････････････  ４ 

⑥東日本大震災被災地（南三陸町）交流事業････････････････････････  ５ 

２）その他････････････････････････････････････････････････････････  ５ 

「南外地域を考える」････････････････････････････････････････････  ５ 

■閉会････････････････････････････････････････････････････････････････ １０ 

■署名････････････････････････････････････････････････････････････････ １１ 



－1－ 
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２ 会長あいさつ 
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  「南外地域を考える」 
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（１８時００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２９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。 

 

○伊藤直人南外地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  皆さんこんばんは。最近暑くなったり寒くなったりと体調を崩さなければいいなと思っ

ております。今日は２回目の地域協議会ということで、昨年度の最後の会で話題に出た南

外地域について話し合いたいという意見が出て、今回は事務局でその原案をまとめてくれ

たようです。今日はその事について話し合いたいと思いますので、地域枠予算の議題は６

件ありますがおおむね継続事業でございますので、そちらを比較的早めに終わらせまして、

南外地域について考える時間を取りたいと思っております。どうかよろしくお願いします。 

 

○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、

１１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６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。 

加藤宏美委員と木村ふみ子委員にお願いいたします。また、進行について、今日は議題が

多いですが、今回から目安として地域枠予算の審議を１時間、後半１時間をこれからの南

外について話し合う時間にしたいと思いますが委員の皆さん、いかがでしょうか。異議が

ないようなので、進行についてそのように進めて参りますのでご協力よろしくお願いしま

す。それでは、議事を進めてまいります。１）の「２９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なんがいふれあいパークグラウンド・ゴルフ場整備事

業」について事務局から説明願います。 

 

○佐藤公民館長（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。 
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○佐藤喜八郎委員 

対象の場所はわかるが、水はけがあまり良くなく、砂を入れるだけで大丈夫なのか。ま

た、この事業は地域枠予算ではなくて市の一般予算で行うべきものではないか。 

 

○公民館長 

  これまでも地域枠予算でやらせてもらった事業で市の一般予算でやった方がいいのでは

という指摘を受けた事業もあります。この事業についても今年度の当初予算に挙げれば予

算がついた可能性も否定できませんが、南外グラウンド・ゴルフ愛好会から急遽要望され

た事、また来年度早々に大きな大会が控えており、このタイミングでしか工事が行えない

などのことから汲み取っていただければと思います。また暗渠の件については雨が降って

もそこまで水溜りができるというわけではなさそうだったので、砂を入れる事で大丈夫か

と思われます。愛好会の方でも砂を入れれば大丈夫との話でした。 

 

○会長 

  ただ今の件について、他にご質問・意見等ありましたらご発言願います。ないようです

ので、審議の結果「なんがいふれあいパークグラウンド・ゴルフ場整備事業」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。 

 

○髙橋地域活性化推進室主席主査（以下「髙橋主席主査」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。質問がないよう

ですので、審議の結果「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、「③第６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。質問がないよう

ですので、審議の結果「第６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、「④なんがい地域祭開催事業」について事務局から説明願いま

す。 
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○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。 

 

○高橋浩行委員 

  具体的に内容はすばらしい事だと思う。しかし毎年行われて継続事業となっているが、

来場者数やどんな地域から客が来ているのか、数字を出して比較する事で、もっと予算を

拡大した方がいいとか、分析もできるのではないか。分析をすることで金額を高くしたり、

低くしたりということをしてもらえれば、我々も納得して賛同できる。 

 

○公民館長 

  来場者数につきましては、今手持ちの資料がありませんが、把握しておりますので後日

お示ししたいと思います。また、資料の内容もご指摘いただいた点を汲みいれて、次回以

降作成していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

南三陸町の出張販売については、今後も継続するのか、それとも区切りの年度はあるの

か。 

 

○公民館長 

  今年度は電話で連絡してもらい、来てもらえると言う確約を取っております。また今後

についてですが、南外地域は中山間地で新鮮な海鮮物を食べる機会が少ないため、今後も

来ていただきたいと考えております。 

 

○佐藤喜八郎委員 

地域祭には海のものはあるが山のものがない。林業、林産物などはこの地域祭に入れる

予定はないか。 

 

○公民館長 

山のものというとキノコ等が考えられますが、今後実行委員会の方で検討をお願いした

いと思います。 

 

○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。質問がないよう

ですので、審議の結果「なんがい地域祭開催事業」については、これを承認することに決

します。続きまして、「⑤第４回南外盆踊り開催事業」について事務局から説明願います。 
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○三浦地域活性化推進室主席主査（以下「三浦主席主査」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。 

 

○今野幸蔵委員 

運動会や盆踊りに商品が出るようだが、もう少し商品について考えて欲しい。運動会で

言えば洗剤が景品としてもらったりするが、もっと地域のものなどを出せないだろうか。

また浴衣コンテストはとても面白い試みなので賞金額をもっと上げてもいいのではないか。 

 

○三浦主席主査 

いただいた意見を実行委員会の方へ伝えたいと思います。 

 

○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。質問がないよう

ですので、審議の結果「第４回南外盆踊り開催事業」については、これを承認することに

決します。続きまして、「⑥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。 

 

○公民館長 

  【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、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。次に２）の「その他」にはいります。「南外地域を考える」に

ついて事務局から説明願います。 

 

○髙橋主席主査、三浦主席主査 

  【資料説明】 

 

○会長 

  事務局から説明をいただきました。委員の皆さまから出してもらった意見について集約

したとのことでしたが、様々な意見があるということで共通認識を持ってもらえればと思

います。６月に議員の方々との懇談会があったわけですが、その際にある議員から「南外

地域の将来像についてしっかりとしたビジョンがあれば行政もフォローしやすい」との話
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がありました。住民・行政がまとまって問題解決に向かう事で確実な成果を得る事ができ

ると思います。 

 

○三浦主席主査 

  補足説明になりますが、今回資料をまとめさせていただき、様々な意見を見させていた

だきましたが、皆様の意見の概要について説明させていただきます。まず、話し合いたい

事項についてですが、「交通弱者の解消」についてという意見がありました。こちらは上小

阿仁村へデマンド交通の視察に行き、ドア to ドアのタクシー会社によらないタクシーを

視察し、南外地域でも NPO 法人の立ち上げというところまで話が進んでいたものの、市民

バスや乗り合いタクシーの拡充により立ち消えになったものであります。また「若者定住

を含む、空き家の利活用」についてという意見もあります。次に「現状維持についての期

限と対策」についてですが、人口増加が見込めない現在において、今の状態を維持するた

めの対策とその期限であると私は読み取りました。そして「農家の高齢化・担い手不足」

や「若者の結婚・出産・子育て支援」については少子高齢化がテーマであると思います。

そして今年度から支所で始めました、「青空市について」は集客・出店の増加するためには

どうしたら良いかと言うことだと思います。 

 次に良いところで多かった意見は「自然が豊か」、「食べ物が美味しい」という自然環境の

良さを挙げる意見が多かったです。またそれに伴って、「子どもたちがのびのびしている」

など教育環境の良さも目立ちました。やはり、南外地域は生活環境が良く、住みやすいと

いった意見が多かったです。 

 続いて悪いところで多かった意見は「お店（スーパーや食堂、コンビニ）がない」と言う

意見でした。カメイスーパー撤退後に、お店がないという現状に困っているという事だと

思います。また、その他で多かった意見には「住民の意識」について挙げる意見が多かっ

たです。排他的感情や自分たちの良いところに気づいていないなど、意識面について指摘

している点がありました。さらに、人口減に伴う空き家の増加、耕作放棄地の増など少子

高齢化や人口減への意見が多く見られます。 

 最後に将来像ですが、悪いところを解消することがいい将来像へつながる意見が多かった

事から、「買い物できるところがある地域」や「ハード面だけでなくソフト面、意識改革が

ポイント」という意見が見られました。かなり端折って説明しましたが概要としては以上

となります。 

 

○会長 

  事務局から説明をいただきました。話し合いたい事項について最初の上小阿仁村への視

察の件ですが、地域協議会でもかなり議論を行い、以前市の方へ提言書として提出した経

緯がありました。しかし、市としては南外地域だけに特化したデマンド交通は行う事がで

きないとの回答があり、市全体としての公共交通のルール（市民バス・乗り合いタクシー）

を続けていくとのことだったと記憶しております。 

  ２番目の若者定住については、市の方で今年からＡターンなど地元に戻ってくる人や戻
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りたい人へ仕事や家の紹介などケアしてくれる部署ができたかと思うのですが、事務局で

わかる範囲で説明をお願いします。 

 

○支所長 

  Ａターンについての支援については後でご説明しますが、若者の定住については、現在

市でも協議中ですので、詳細が固まり次第協議会でもご説明したいと思います。また空き

家対策ですが、現在市では空き家対策について、空き家をＡ～Ｃのランク付けを行い、住

めるものから修繕が必要なもの、住めないものの判別を行っております。そして住めるも

のについては空き家バンクへ登録し買い手と売り手のマッチングを行っておりますが、住

めるものの中でも所有権関係の問題ですぐに引き渡せる建物が非常に少なく、難儀をして

いるところであります。続いて移住定住については「花火のまちで生きる」というパンフ

レットを作成し、すでに移住した方の意見や、移住しようと考えている方へのサポートに

ついて記載され、関係箇所へ配布する予定となっております。こちらはまちづくり課が中

心となり、窓口も開設されております。 

 

○会長 

  余談になりますが、先日秋田市の方が自分の息子が秋田県に戻りたいということでどこ

がいいか相談したようです。その際に由利本荘市がＡターン者へ非常に手厚いサポートを

してくれると話を聞き、息子へ由利本荘市を勧めたとのことでした。そうしたところ、仕

事を一緒に探してくれて企業の面接まで付き添ってくれたそうです。大仙市でも移住の部

署ができたということだったので、このような取り組みを期待したいです。委員の皆さま

はリストアップした意見の中で気になる点を教えてもらえたらと思います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

私が気づいた点は３点ある。１点目は、このリストアップした項目を似た項目でわけて

欲しい。例えば福祉分野や環境分野のように分けてもらえれば見やすくなって理解しやす

い。次にスケジュールについて残りの地域協議会の回数で南外地域について話し合うよう

だが、今日含めて４回では少ないのでは。第２次大仙市総合計画基本構想における次回の

見直し時期までに意見を集約できればタイミングは良いと思う。最後に先ほど会長が公共

交通で市のルールに則った結果、デマンド交通は実現しなかったとの説明があったが、こ

の第２次大仙市総合計画基本構想地域編の南外地域の目指すべき地域像を見たときに「な

んがいらしさを活かした、やさしさや楽しさを実感できるオンリーワンの地域づくり」と

書いてある。南外らしさと言うなら市のルールは地域に特化させるよう変わってもいいの

ではないか。 

 

○三浦主席主査 

１点目につきましては今日出た意見などを反映させて再編集し、出来次第皆様にお送り

したいと思います。２点目のスケジュールについてですが、現在の第２次大仙市総合計画
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基本構想のアクションプランは前期・中期・後期と３期に分かれており、前期は平成３０

年度～３１年度、中期は３２年度～３４年度、後期は３５年度～３７年度となっておりま

すので中期の前、つまり平成３１年度中までに意見集約すると言う方法も考えられます。

案としては１年で行うこととしておりますが、２年かけて話し合いを行うということでも

構いません。委員の皆様方で決めていただければと思います。 

 

○伊藤君夫委員 

この地域協議会で市への提言を作るのか、地域協議会で事業を行う事を目的とするのか、

着地点を決めないと、この「南外地域を考える」でどういったことを行うか決める事がで

きないのでは。まずは方向性を決めたい。そして、残り３回では少ないと考える。かとい

って任期の半分も使って話し合うには長いのではないか。 

 

○佐藤喜八郎委員 

リストアップされた項目がいくつかのまとまりになれば、少人数でそれぞれの項目につ

いてグループワークを行う方が活発な意見が出ると思う。 

 

○伊藤君夫委員 

地域協議会の回数を増やすと出席するのが難しくなる委員もいると思う。そこで今回の

事前記載のように文書でのやり取りで調整を行うという方法もあるのではないか。 

 

○伊藤千秋委員 

グループワークについて、小人数に分かれて別々のテーマについて話すやり方がいいと

思う。 

 

○高橋浩行委員 

今住んでいる高齢者向けなのか、これからの若者向けのテーマにするのかで方向性は全

く違ってくると思う。コンセプトをどうするかで全く異なる意見を出さなければいけなく

なる。 

 

○佐藤喜八郎委員 

今回提出した意見の項目に「目指すべき将来像」というものがあるが、将来像をいくつ

かに分けることで、なりたい形というのが見えてくるのではないか。 

 

○伊藤君夫委員 

今支所で自治会を回って「南外創生を考える」ということをやっているが、そこで出た

意見を吸い上げるのも一つの手法ではないか。 

 

○支所長 
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  現在、活性化推進室として「南外創生を考える」ということで各自治会と意見交換をし

ております。今日時点で１２区あるブロックのうち６区終了しました。これらは１回目で

して、８月下旬から９月中旬まで２回目を行います。その際に地域を元気にする施策を住

民からも示してもらう予定でおります。集めた提言や意見につきましては、終わり次第ま

とめて皆様に提示させていただきたいと思います。 

 

○会長 

  ４回でまとめるというのは時間的に難しい気がするので、もう少し長いスパンで議論を

重ねた方がいい気がする。 

 

○佐々木久 

  何をするにしても予算が必要で、予算が大きすぎてできないこともあるのでは。予算も

かからない、すぐにできる事を選ぶべきではないか。 

 

○高橋主席主査 

  事業を起こすためには予算が必要であると思います。金額の大小によってはできる事、

できない事という話にもなるかもしれません。しかし、委員の皆さまから南外地域につい

て考えてもらい、案として出てきたとき、できそうな事であれば予算を要求することもで

きますし、大きな話になったとすれば、市へ提言として申し出ることもできると思います。 

 

○高橋恵子委員 

  今九州で大雨の被害がニュースで流れている。この将来像の中に「誰でも心肺蘇生がで

きる地域」という意見があった。実際に災害になったときに住民全員がそういうことがで

きるというのは災害に強い地域と言えるのではないか。 

 

○会長 

  この会議をどう進めていくかご意見いただけないでしょうか。 

 

○今野幸蔵委員 

  この案にある「地域協議会が主体となった事業」というのはちょっと想像がつかない。

市へ提言を行うというのは現実的だと思う。また意見を分野別に分けてもらえればもっと

意見が出やすいと思う。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  挙げられた将来像の意見を見ると、将来的な構想と具体的な施策・事業と二つに分けら

れる。やはり構想が大事で、その構想を実行するための施策・事業という位置づけだと私

は思っている。その構想にたいして良いところ、悪いところというのがこのアンケートで

言うところの良いところ・悪いところではないだろうか。合わせて今までの市で作成した
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構想が良いところ・悪いところに合致するのか、そういう比較をしてもいいのではないだ

ろうか。 

 

○会長 

  市の計画は大きすぎる気がする。地域協議会では身近な問題解決をできるような形がい

いいのでは。 

 

○木村ふみ子委員 

  今回出た意見を集約し、若い人・高齢の人と分けて話し合う事が必要。 

 

○会長 

  様々な意見が出ましたが、まとめますと今出ている意見をある程度のまとまりにして、

問題点をはっきりさせた後に、少人数のグループ討議に分けて行うという意見が多かった

気がします。また、４回では時間が足りないように思えますので、年度をまたいで行うと

いうやり方でよろしいでしょうか。 

 

○三浦主席主査 

  今回たくさんのご意見をいただきましたので、それを反映させたものをお示ししたいと

思います。そしてそれと同時に皆さまへ質問を投げかけたいと思いますのでご協力お願い

いたします。 

 

○伊藤君夫委員 

  ４回ではなく年度をまたいでも深い議論をした方がいいと思う。来年度の２回目ぐらい

を一区切りとして行ってもいいのではないか。 

 

○会長 

この提言をまとめる事について、年度をまたいでもいいという意見がありましたので、

通常の地域協議会の中で話し合うということにしたいと思います。また、事務局の方で今

日出た意見をまとめていただいて、それを基に議論を進めたいと思います。 

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、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３０分 閉会） 
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