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平成２９年度 第３回南外地域協議会 会議録 

■日  時： 平成２９年１０月３日（火） １８時００分 

■会  場：大仙市役所 南外支所 ２階 第２会議室 

■出席委員： １４名 

伊 藤 君 夫、 伊 藤 千 秋、 伊 藤 直 人、 加 藤 宏 美、 
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髙 橋 浩 行、 高 見 文 子 

■欠席委員： ２名 

伊 藤 成 幸、 伊 藤 まゆみ 
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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）    髙橋 春香（市民サービス課主席主査） 

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） 

○都市管理課職員 

冨樫 真司（都市管理課参事）      髙橋 宗秀（都市管理課技師） 

■次  第： 

   １ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議 題 

    １）大仙市の立地適正化計画について（報告） 

２）平成２９年度地域枠予算対象事業の承認について 

   ①楢岡城址案内看板設置事業 

   ②ふるさと南外の会地域特産品 PR事業 

   ③第２回クリスマスパーティ in南外開催事業 

３）その他 

   ①「南外創生を考える」地域懇談会の報告 

   ②第２次大仙市総合計画基本構想地域編前期ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝについて 

③「南外地域を考える」について 

４ 閉 会 
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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。今日は農繁期の開催となりましたけれども、このように多くの皆さ

まから出席いただきましてありがとうございます。稲刈り作業の方も前半は天気が良かっ

たのですが、ここ最近は天気も悪く気をもんでいる人もいるかと思いますが、先般の大水

害で収穫もだいぶ目減りしていると聞いております。結果として収穫がそれほど悪くなけ

ればいいなと思いますが、委員の方々からもそういった情報を教えてもらえればと思いま

す。今日は立地適正化計画の説明として都市管理課からお見えになっております。後で説

明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○司会 

  ありがとうございました。次に７月からの災害状況について、佐藤支所長から報告を含

めまして、挨拶をお願いします。 

 

○佐藤支所長（以下「支所長」と表記） 

  委員の皆様には日頃から南外地域協議会の運営にご理解とご協力を頂きありがとうござ

います。初めに今回の７月と８月に災害に遭われた皆様にはお見舞いを申し上げます。南

外地域の災害概要につきましては７月２２日から２３日に県南を襲った大雨は南外地域で

２８２ミリと過去最高となり、住宅半壊が４棟、床上浸水が３５棟、床下浸水が５８棟、

事業所が２２棟で合計１１９棟となり見舞金を贈呈しております。その他に非住家被害が

８７棟ありました。８月２４日の大雨では床下浸水２棟、事業所２棟が被災し見舞金を贈

呈しております。南外地域の災害ボランティアは１９世帯に４０回、延べ人数で２５５名

の方々から災害復旧にご協力をいただき感謝しております。また、農林関係では市単独災

害復旧で水路８３カ所、農道３６カ所６９百万円、農地農業用施設災害復旧公共災害設計

委託料１６．８百万円、工事費４７百万円、林道災害は小規模災害１７カ所８．８百万円、

林道災害復旧公共災害２路線７百万円、治山局所防災事業１０．１百万円となっておりま

す。また、農地等災害復旧事業４７０カ所、補助金は１２３百万円、農業用施設災害事業

２６６カ所に５２百万円の補助金が補正されております。また、建設関係ですが道路橋梁

河川災害復旧単独２４１ヶ所事業費１３２．８百万円、道路橋梁河川災害復旧補助分市道

１５路線、普通河川８河川２７５百万円の補正となっており農林建設課職員６名を人事異

動により増員し復旧工事等の準備をしております。農地施設等災害復旧補助金についても

皆様から補助申請のあったものから順次復旧していただき補助金の支給準備に入っており

ます。今後も災害については未確認や地域の皆様から未申請の箇所があれば各担当で対応
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しますのでよろしくお願いします。９月８日の地震は南外地域で震度４でありましたが被

害はありませんでした。また、９月１８日台風１８号の被害状況ですが倒木３本、ビニー

ルハウス１棟でありました。さて、４月に老松新市長が就任し「大仙市のすべての地域を

すみずみまで元気にするまちづくり」と「市民の皆様が住み良さを実感し、将来に希望が

もてるまちづくり」と所信表明で述べられたことについて南外創生を考える懇談会を６月

下旬から７月下旬にかけ１１区について懇談させていただきました。その結果報告と今後

の課題や南外のこれからの方向性について委員の皆様からご意見や提案をいただき今後の

計画に入れていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○司会 

  ありがとうございました。このことについて質問等ありましたら、会議後半のその他で

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。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、１４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３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。 

佐々木久委員と佐藤和香委員にお願いいたします。１）の「大仙市の立地適正化計画につ

いて（報告）」を議題とします。都市管理課から説明をお願いいたします。 

 

○冨樫都市管理課参事（以下「都市管理課参事」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。 

 

○伊藤君夫委員 

現在マスタープランを含めて策定を検討していると思うが、どういったスタッフ（人数

や役職）が携わり、どういった形で住民から要望を吸い上げているのか。 

 

○都市管理課参事 

  要望の吸い上げ方ですが、今年度の７月に大仙市民から１２００人を無作為に抽出し、

大仙市におけるまちづくりのアンケートとして調査をいたしました。その手法としまして、

各地域に住んでいる人口や男女比、年齢の分布等を加味し、傾斜配分して抽出を行い意見
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集約しました。アンケートの結果がすべてではないことは我々も理解しておりますが、回

答率として５２パーセントとかなり高い割合で回答をいただきました。また、立地適正化

計画とは単体で作るものではなく、福祉や公共交通など市の様々な計画の中にある施策を

立地適正化という枠組みでどのように行えるのかということから考えられております。そ

ういったことから、各種計画にはそれぞれの地域の意見が含まれていることを加味し、専

門のコンサルからの意見をいただき、また都市計画審議委員会という地域住民や専門家が

メンバーとなった審議会へ答申した上で策定されるものとなっております。また素案がで

きた上で皆さまからもご意見を伺い、成案を完成させたいと思っております。 

 

○伊藤君夫委員 

この計画はいつまでに策定することになっているのか。 

 

○都市管理課参事 

  今年度中には完成させたいと考えております。非常にタイトなスケジュールですが来年

の３月中には公表し新年度からスタートさせる予定です。 

 

○会長 

現在国全体で人口減、高齢化が進んでいる状況で、いたずらに町が広がってスプロール

化（無秩序に拡大）しないようにこの計画を策定しているのだと思う。農振除外等もこの

計画の中で緩和していくのだろうか。 

 

○都市管理課参事 

  農振除外に関しましては都市管理課の管轄から離れてしまい、確かなことは言えないの

ですが、基本的に立地適正化計画の中で網をかける（制限を設ける）部分に関しましては

農振除外の区域には網をかけるべきではないとしております。良好な農地を残すというの

も一つの財産であると考えております。 

 

○会長 

  貴重なお話、ありがとうございました。都市管理課職員は、ここで退席となります。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。 

  それでは議事を進めてまいります。２）の「２９年度地域枠予算対象事業の承認につい

て」を議題とします。始めに「①楢岡城址案内看板設置事業」について事務局から説明を

お願いします。 

 

○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】 
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○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「楢岡城址案内看板設置事業」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ふるさと南外の会地域特産品ＰＲ事業」について事務局から説

明願います。 

 

○髙橋市民サービス課主席主査 

  【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。質問がないよう

ですので、審議の結果「ふるさと南外の会地域特産品ＰＲ事業」については、これを承認

することに決します。続きまして、「③第２回クリスマスパーティ in 南外開催事業」につ

いて事務局から説明願います。 

 

○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。 

 

○高橋浩行委員 

  若い人たちが集まって楽しく過ごすイベントは非常にいいと思う。もっと盛大にやって

ますます盛り上がって欲しい。 

 

○会長 

  他にご質問はありませんでしょうか。質問がないようですので、審議の結果「第２回ク

リスマスパーティ in南外開催事業」については、これを承認することに決します。次に ３）

「その他」にはいります。まず始めに①「南外創生を考える」地域懇談会の報告について

事務局から説明をお願いします。 

 

○三浦主席主査 

  【資料説明】 

 

○会長 

地域懇談会については他の地域ではやっておらず、南外地域独自の事業のようです。支

所長や活性化推進室の方々に頑張っていただき、よく意見の集約をしたと思います。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。 
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○今野幸蔵委員 

地域からの提案ということで、庁舎の１階をミニスーパーに改修して設置するという意

見があるが、私は非常にいい意見だと思う。建物を改修にするにあたって色々な制限があ

るかもしれないが、ぜひ実現して欲しいと思う。 

 

○支所長 

特に制限というのはありません。他の自治体でも例えば旧西木村の役場の中にはＪＡや

郵便局が入っていました。 

 

○高見文子委員 

この地域懇談会は活性化推進室が地域の人たちの意見を取り入れようと頑張った結果だ

と思うので非常にいいことだと思う。参加者が９２人ということだったが、この人数は想

定した数と比較してどうだったか。先ほどのアンケートで５０％の回答率でかなり多かっ

たという話があった。そういうことを考えるとこの数はどのように捉えているか。また、

集まった人の年齢構成はどうだったか。 

 

○髙橋主席主査 

  当初懇談会を始める時に、少人数で意見交換をした方が出席した人も意見が出しやすい

のではないかというところから始まりました。大人数で会議をした時に、特定の人しか話

さないといったことが少なからず見えることがあり、あえて一つの会議を１０人程度とお

願いしたところです。また、年齢構成ですが自治会長や自治会の役員の方にお願いした関

係でどうしても年齢が高い人に偏った部分はあります。 

 

○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。続きまして、②

第２次大仙市総合計画基本構想地域編前期アクションプランについて事務局から説明をお

願いします。 

 

○支所長 

【資料説明】 

 

○会長 

このことについて委員の皆さんから何かありますでしょうか。 

 

○伊藤君夫委員 

  私も自分の区の地域懇談会へ出席した。私の区では意見が二つにわかれていた。一つは

楽観的なさまざまな要望的な意見と、もう一つはぎりぎりでも自分たちだけで生活してい
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くという意見の二分に分かれた。行政に頼る部分が大きくなってきているのは確かだが、

行政が頼られるにも限界があると思う。老人世代が元気に働けるということは誇ってもい

いが、先日の災害で農業はかなりの打撃を受けた。生活基盤が農業に携わっている人が多

い地域なので、今は不安を感じている。 

 

○会長 

  このアクションプランについて、支所長が市長へ報告する上で地域協議会の意見をまと

めたいと思いますので、この件について意見はないでしょうか。 

 

○伊藤千秋委員 

私は木直地区に住んでいる。神岡へはすぐに出られるし、車も運転できるので買い物に

困っているという実感はない。ただ、隣のおばあちゃんはバスで病院に通っている。たま

たま私が病院で見かけて、ついでに乗せて帰ったことがあったが、おばあちゃんからは申

し訳ないと謝られたりした。声をかけない方がよかったかなと思ったりもしたが、あまり

気を使わない共助の形が取れればいいような気がする。 

 

○加藤宏美委員 

  支所の一階に小売店舗を作るというのはとてもいい案だと思う。私は外小友地域に住ん

でいるがカメイスーパーが撤退してから、例えば来客があったりした際に、惣菜やお菓子

をちょっと買いに行くにしても大曲まで行かなければいけない。やはり地域に小売店舗が

あるととても助かる。 

 

○木村ふみ子委員 

  この間の選挙で南外地域の議員がナガイ白衣の前で演説をした際に、この小売店舗の案

を初めて聞いた。その時、演説を聞いていた従業員がすごく拍手をしたことが、地域には

小売店舗が必要とされているのではないかと思った。ぜひできるように頑張ってもらいた

い。 

 

○今野幸蔵委員 

  この地域で小売店舗を作る案を出せば８～９割くらいはいい案だと言うと思う。しかし

支所の中を見てみると、がらんとするくらい職員の数は減らされ、本庁を見るとすれ違え

ないくらい職員が多くいる。そういった状況の中で、支所を拠点にするといっても難しい

のではないか。何でもかんでも本庁へ伺いを立てて物事を進めていかなければいけない現

状を変え、支所にももう少し人材や権限を与えるようなことがないと、地域から元気にな

れるとは思えない。 

 

○佐々木久委員 

  支所にお願いをすると予算がないとよく言われる。もっと南外地域に予算は取れないの
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か。例えば消防に関しては長靴が切れても買ってくれない。ガムテープを張ってこいと言

う。それなのに新しい消防団員を増やせという。最低限のものを揃えてあげる程度の予算

はつけて欲しい。 

 

○高見文子委員 

  先ほどの伊藤千秋委員の気を使わないような助け合いができればいいなという意見を聞

き、上小阿仁の公共交通を視察に行ったことを思い出した。隣近所の高齢者を自家用車で

運んだときに、気を使って御礼を多く出したりしたことから、明確に料金を設定してタク

シーよりは安くやったという事を聞いた。南外地域でも同じようなことができればいいな

と思う。支所機能については、自宅が床上浸水した際に、補助の手続きをしに本庁へ行っ

たが、すごく時間がかかった。しかし支所へ行ったら親身になって聞いてくれてとても良

かった。地域の事を良く知っている職員がいる支所というのは大事だなと思った。すごく

ありがたかった。支所に店舗を入れるという話は賛成だ。同時にサロン的な場を作るとい

うことだが、敷地に支所、コミセン、公民館と３つの建物があるが同じような使い方をす

るのではなく、それぞれ個性的な使い方をしてみてはどうか。 

 

○髙橋浩行委員 

  小売店舗の案は非常にいい提案だと思うのでぜひ実現して欲しい。小さな拠点形成事業、

法人設立準備事業、買い物ツアー事業の３つを一体として連携できるように頑張ってもら

いたい。私自身も同じようなことを今企画しているので、お互い乗っかって南外地域を活

性化していけるように、実現できることを楽しみにしている。 

 

○髙橋恵子委員 

私もこの案にはとても期待している。ぜひ実現して南外地域を盛り上げて欲しい。 

 

○相馬静華委員 

私は今車を運転できて、元々外に出て行って用を足すという考えが強いので、支所の中

に小売店舗があっても行くかわからないところがある。作ったのはいいが誰も利用しない

ということにならないように、組織する団体や、どうすれば地域に受け入れられるのかと

いうのをしっかり考えないと難しいと思う。青空市も毎回ＪＡで協賛しているが宣伝不足

なのか来客者が少ないこともあるようなので、やってみて失敗するのではなく、成功する

ように作っていって欲しいと思う。 

 

○佐藤和香委員 

「ささえあい交通」については私もテレビで見ていた。近所の人たちが助け合ってスー

パーに行ったり、病院に行ったりしている様子がとても良かった。同じような事業を南外

地域で行えれば、家からは支所が近いので中の小売店舗にも人が来てくれるのではないか。

公共交通を利用すれば支所までは確実に来られるし、人が集まる事で徐々にいい方向へ行
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ければなと思う。 

 

○佐藤喜八郎委員 

小さな拠点は高齢者向けといった気がする。もっと若者向けの計画が必要ではないか。

小売店舗の経営計画はきっちりつめて欲しい。人が行き交うとか活性化やにぎわいといっ

た計画によく使われる用語に酔わずに、現実的で実現可能な計画を作る事が大事だと思う

ので、支所には頑張って欲しい。 

 

○佐藤正行副会長 

  この計画は大変いい案だと思う。小さな拠点を支所に作るというのは奇抜で、私が知る

限り皆瀬村には役所の中に郵便局と銀行が入ったりしていたと思う。そういう施設が入る

事で人が集まりやすいのだと思う。ただ、こういった案が出てくるということは高齢者が

増えて子どもの数が減ってきた結果である。そうするとこれからの子どもたちが南外地域

にある小学校に通えるのか、学校が統合してなくなってしまうじゃないかという不安も起

こると思うので、そういったこれからの若い人にむけた計画についても考えて欲しい。 

 

○会長 

委員の皆さんも期待しているとおり、この案はぜひ実現して欲しいと個人的にも思う。

私は昨年仕事で陸前高田に何度か足を運んだが、被災し、新築した新しい中学校に「私た

ちは生きる、このふるさとで」という横断幕が貼っていた。この南外地域でも同じように

若者がこれからも暮らしてくれるような地域を作って欲しいと思う。 

 

○支所長 

若者向けの計画も立てて欲しいという要望が多かったので、今後はそういった計画も考

えていきたいと思います。 

 

○会長 

続きまして、③「南外地域を考える」について、事務局から説明をお願いします。 

 

○三浦主席主査 

【資料説明】 

 

○会長 

  このことについては次回、委員の皆さまから意見を集約して形にしていきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。また、会議の冒頭に支所長から災害状況の報告がありまし

たが、委員の皆さんから聞きたい事や確認したい事はなかったでしょうか。 

 

○高見文子委員 
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  先ほど自宅が床上浸水したという話をさせてもらった。床上浸水し、市の補助を受けて

汲み取りやリフォームを行い、ひと段落した時に家族で話し合った。自宅の浸水によりボ

イラーが壊れ復旧まで１週間くらいかかったため、仕事帰りに市内の温泉に行っていたが、

１回温泉を利用すると４００円程度かかり、それが１週間、家族５人となると結構な負担

になった。こういった場合に助成が出ると助かる。今後考えてもらえればと思う。 

 

○会長 

  今回の洪水で避難した人や孤立した地域への食事の提供などはどうしたか教えて欲しい。 

 

○髙橋市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

  最初に、深夜２時頃だったが個人商店の方々に連絡をとってカップラーメンなどを避難

所へ届けたりした。その後、朝５時からＪＡ婦人部から公民館で炊き出しをしてもらい、

握ったおにぎりを、職員から消防団や避難所、孤立した地域へ順次配らせてもらいました。

その後はＪＡから提供された、避難食のようなご飯や缶詰を開設された避難所へ送りまし

た。 

 

○伊藤君夫委員 

  私も今回地域が孤立した。避難所へ避難するということも大事だが、避難所に指定され

ていたところへ行くことが大変な人もいるということが今回わかった。そのため、例えば

高台の上にある家、発電機を持っている家を初めから避難場所として、近所の人がミクロ

的に避難する方法がいいのではないかと思う。 

 

○市民サービス課長 

  今回の災害に関して行政の至らなさを痛感させられました。また自主防災組織の働きに

はとても助けられました。今いただいた意見は持ち帰り、災害が来た際には今回の教訓を

生かしたいと思います。ありがとうございました。 

 

○会長 

  他にないようなので、以上で本日の議題は全て終了いたします。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２９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。 

 

 

（２０時３０分 閉会） 
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