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令和元年度 第２回南外地域協議会 会議録 
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■次  第： 

   １ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 支所長あいさつ 

４ 議 題 

１） ふれあいパーク市有地売却の中止を求める要望書の提出について 

２） 令和元年度地域枠予算対象事業の承認について 

①南外地域予算特集号 
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（１８時００分 開会） 

○三浦地域活性化推進室主席主査（以下「地域活性化推進室主席主査」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、「令和元年度第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） 

  皆様こんばんは。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は、前回の

協議会から審議しておりますふれあいパーク市有地売却の中止を求める要望書についての

継続審議を行い、協議会としての意見をまとめていきたいと思います。そして、地域枠予

算として５件の審議をお願いします。 

 

○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５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。また、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。

相馬静華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。

１）の「ふれあいパーク市有地売却中止を求める要望書の提出について」を審議します。

この件は第１回の地域協議会で協議しましたが、結論が出ず、第２回に結論を持ち越した

案件となります。それでは、前回の地域協議会でどういった意見が出たか、改めて事務局

の方から説明をお願いします。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  【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。 

 

○会長 

無いようですので、ここで改めてこの件に関して順番に皆様のご意見を伺いたいと思い

ます。 
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○加藤宏美委員  

  改めてお聞きしたいのですが、この宅地分譲は今後も進められていくのでしょうか。そ

れとも現在の２区画で終わりなのでしょうか。 

 

○支所長 

  計画段階では次の宅地分譲を進めていく予定であったが、今回の中止を求める要望書が

提出されたことから、地域協議会の意見も伺いながら今後の計画について再度検討する。 

 

○加藤宏美委員  

  私としては現在も公園として機能している部分を狭めることは如何なものかと思う。た

だ、小中学校の子どもを持つ世代にとってはとても魅力的な場所だとも思う。この宅地分

譲計画に賛成か反対かははっきりとは判断できない。 

 

○木村ふみ子委員 

  この前の協議会でもお話したように、宅地分譲は公園敷地でなく他の場所でも良かった

のではないかと思う。また現在の分譲地は別として、南外地域内の人が移動するのではな

く、他地域から人が移動して人口が増えるような事業の進め方をするべきと考える。 

 

○佐々木久委員  

  この件は全く問題ないと考える。改めて分譲地を見てみると、この場所は公園の中心か

らは離れている。分譲地が公園の近くや子どもたちの遊び場の近くであれば問題であるが、

既に売られた分譲地に家を建てても公園の中心から離れているため問題ではない。 

 

○高見文子委員 

  佐々木久委員の意見に賛成です。前回の協議会で若い世代である伊藤千秋委員が公園内

の宅地分譲について魅力的と思ったという発言に対して、上の世代である私は非常に驚い

た。市としては若い世代の移住、定住を目的として進めた分譲計画なので、若い世代の要

望に合った事業で良いと思った。また、現在建築が進められている住宅を見ながら、今後

この土地に他の住宅が建って街ができていくことを想像するととても良いと思った。ただ

この件をきっかけに考えたことは、市から計画についてもっと詳しく説明が欲しかったこ

とと、地域住民である私たちがこのような事業について他人事として見るのではなく、当

事者としてもっと関心を持って発言をしていかなければならないと思った。これができな

いと今回のように事業が進められてから反対意見が出されることが繰り返されてしまうと

思います。 

 

○髙橋浩行委員  

  一つは、この分譲計画について過去の協議会で議案にならなかったにも関わらず、この

ように議論することは論外と考える。もう一つは、今後の公園の宅地分譲についてしっか
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りと計画を立てた上で、地域協議会に議案として揚げるような進め方をして欲しい。公園

の敷地を宅地分譲すること自体は非常に良いと思うが、地域住民にとって周知の公園とし

て認めているものを、市の土地ということで十分に周知をしないまま今回の分譲を進めた

ことに疑問を感じる。 

 

○会長 

  この件に関して協議会で協議している経緯としては、協議会宛にふれあいパーク市有地

売却の中止を求める依頼の文書が出されたことから、この協議の場に出させてもらった。

やはり髙橋浩行委員の言うとおり、協議会には事前に事業の説明をしていただきたい。髙

橋浩行委員のご意見に対して事務局から補足説明はございますか。 

 

○支所長 

  前回の協議会でも説明させていただいたが、大仙市の総合計画を策定する段階で、地域

協議会の皆様からもこちらからの提案について内容を審議していただいた。このふれあい

パーク周辺の宅地造成についてもこの提案の中に入れてさせてもらっていた。その後市議

会の議決を経て、平成２９年度から宅地造成の実施に向けて市当局の協議が始まった。そ

の際支所からふれあいパーク周辺の候補地を提案している。一つは梨木田団地の前にある

駐車場、旧西小学校のグラウンドを提案した。市当局の方針としては、候補地は市有地に

限るということだった。多額の費用をかけて造成は行わないということだった。このこと

から、候補地の一つであった梨木田団地の前にある駐車場は土地の形状から多額の造成費

用がかかるため候補地から外れた。また、もう一つの候補地であった旧西小学校のグラウ

ンドは総合計画で計画したふれあいパーク周辺には合致しないため候補地から外れた。こ

れらの協議を踏まえて、若者が求めやすい価格の土地であり、また、住みたいと思える魅

力的な土地を検討した結果、現在の場所が分譲地として選ばれた。構想としては、現在す

でに分譲された土地に隣接したゲートボール場の利用実績が無いことからその場所も含め

た宅地分譲を構想していた。今後としては、南外住民の方々、移住される方々にとって魅

力があり住みたいと思えるところを分譲していきたいと考えている。今回の２区画の宅地

分譲について広報等で周知は行ったが、皆様に対しての説明が不十分であったことにお詫

び申し上げたい。 

 

○会長 

髙橋浩行委員の意見にもあったが、今後どのくらい分譲を進める予定があったのか教え

ていただきたい。 

 

○支所長 

  現在はテニスコートの横から現在分譲された２区画までが公園から外されている。構想

としては、先程申し上げた隣接するゲートボール場を含めた分譲を構想しているが、この

件に関しては皆様からのご意見も踏まえて進めていく。 
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○髙橋浩行委員 

今後の構想については分かりました。ただ、現在既に公園から外された土地で分譲がま

だ行われていない土地は今後どのようにするのか。現に地域外の人でその土地であれば移

住してみたいという話をされたが、協議会委員としてどのように言ったらいいのか分から

ない。市としてはどうのように考えるのか。 

 

○支所長  

  市としては移住・定住を進めていきたいが、今回の中止を求める要望が出たことから、

地域住民や皆様の意見も踏まえて、今後協議を重ねて進めていきたい。 

 

○髙橋浩行委員 

  個人的には宅地分譲を進めてもらいたい。そうでないと、既に売られた２区画の住宅が

浮いてしまうことになる。ぜひ前向きに検討して欲しい。 

 

○髙橋惠子委員 

  前回は賛成か反対か分からなかったが、その後自分なりに公園周辺の知り合いの方に話

を聞いてみたところ、若者が増え、地域に活気が生まれることに喜んでいた。そして反対

している人たちに対しては、なぜもっと早く行動を起こさなかったのかと言っていた。こ

の宅地分譲について協議会委員としてもっと関心を持つべきだったと思うところもある。

また、現在既に契約された２区画を含めた中止を求める要望はおかしいと思う。このまま

で宅地分譲が終わってしまったら現在の２区画が浮いてしまいます。私は宅地分譲の中止

は求めません。ただし、現在の公園としての機能は維持して欲しい。またできればその分

譲地に移住者が来てくれれば良いが、それはなかなか難しいと思う。今回のように南外地

域の若い世代の人が他地域に行かずに、南外地域に留まってくれるだけでも良いと思った。 

 

○相馬静華委員  

  私も髙橋惠子委員の意見に賛成です。南外地域の人が他地域に移動すると結局人口が減

ることになる。地域内の人の移動であっても南外に留まるのであれば人口は減らないので、

中止を求める要望書に賛成できない。ぜひこのまま宅地分譲を進めて欲しい。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  事業の目的を絞って緻密にして欲しい。地域住民が納得するような計画と将来構想をも

って分譲を進めるべき。また、宅地分譲の候補地が公園でやむを得ないとなった場合に、

住宅地と公園の仕分けをどうするのか考えないといけない。通常であれば、公園と住宅地

の距離や住宅の色など条件を付けることが行われると思うが、現在進められている宅地分

譲はそういった部分が全く見えない。加えて言うと、現在進められている河川改修の関係

のトラックが公園内を走っているが、工事用の車だけでもそこを通らないような、静かで
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安心・安全な公園を守っていただきたい。結論の賛成、反対については計画、将来構想が

見えない以上判断できない。 

 

○会長 

  ただいま改めて皆さんのご意見を聴いたわけですが、宅地分譲について賛成、または条

件付き賛成の方が多かったようです。協議会としては事前に説明をしてもらった上で協議

を行いたかった。ここで改めて皆様からご意見等ございますか。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  繰り返しになりますが、今の計画と将来的な構想が無い限りはこの宅地分譲には反対で

す。 

 

○木村ふみ子委員 

今後５軒分の宅地分譲が行われると聞いたが本当か。 

 

○支所長 

今年の４月時点では区画数は決まっていないが、今後も宅地分譲を進める予定であった。

ただし、分筆等の費用がかかることから補正予算で対応することとしていた。しかし、今

回このような形で地域住民の方からご意見をいただいたことから、計画については検討中

です。 

 

○高見文子委員 

  私たちの意見は事業にしっかり反映されるのか。反映されるのであれば、地域協議会だ

けでなく各自治会長にも話を聞いてはいかがか。 

 

○会長 

  私たちはあくまで諮問機関であり事業は止める権利は無いが、参考となる非常に貴重な

意見として市に届けることは可能である。 

 

○髙橋惠子委員 

  私も噂で５区画は既に決定されていると聞いたことがある。現在は今後の宅地分譲は中

止しているようだが、ただ遅らせているだけではないか。今回のような形で中止を求める

要望が出ないようにしっかりと地域協議会や地域住民に説明をして事業を進めて欲しい。 

 

○佐々木久委員 

  ５月８日に開催された南外地域自治会連絡協議会ではこの件について話し合われたか。 
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○支所長 

話し合われていない。 

 

○髙橋浩行委員 

  明確に計画を出さない限り、色々な噂が出て収拾がつかなくなってしまう。今の状況だ

と協議会そのものの信憑性が疑われてしまう。私としては早めに明確な計画を住民に説明

するべきだと思う。 

 

○会長 

  それではそろそろ協議会としての結論を絞っていきたいと思います。宅地分譲を進める

ことに反対という意見ではなく、地域協議会や地域住民への説明を行った上で宅地分譲を

進めることに賛成という意見が多かったと思います。今回、市へ中止を求める要望が協議

会に出されたわけであるが、条件付きで要望書を出すか、要望書を出すのを見送るか、ど

のようにするべきと考えますか。 

 

○佐藤喜八郎委員  

  今回出された要望書をそのまま出すのか。または、それに協議会としての意見を加えた

形で要望書を出すのか。 

 

○会長 

  皆様どちらがよろしいでしょうか。 

 

○佐々木久委員  

  今回出された要望書は協議会からは出さず、要望書を書いた代表者が直接市に出すべき

と考える。協議会として市に出す意見としては、事前の情報開示を求める程度しか言えな

い。 

 

○木村ふみ子委員  

  協議会で出た意見と今回出された要望書どちらも出してはいかがか。 

 

○会長 

  今回出された要望書を添付するかしないか皆様どちらがよろしいでしょうか。 

 

○佐藤喜八郎委員  

  事務局ではどのように考えておりますか。 

 

○支所長 

今回の要望書は南外地域協議会会長宛に提出を求めて出されたことから、要望書の代表
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である伊藤敏夫氏に対して協議会で話し合われた内容、意見を提出する必要があります。

また、市に対しても今後の事業の進め方について協議会の意見として提出、この２段構え

になると考えます。 

 

○会長 

  私もそう思いますが、皆様いかがでしょうか。 

 

○会長 

  皆様賛成のようです。それでは、市への意見書及び宅地分譲の中止を求める要望書に対

する回答書について、事務局で意見書案を作成してもらい皆様から内容をお計りしていた

だい上で双方に提出することでよろしいでしょうか。 

 

○会長 

  それでは、そのように決定したいと思います。 

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

てを審議します。初めに、①南外地域予算特集号発行事業について事務局から説明願いま

す。 

 

○伊藤地域活性化推進室主事（以下「地域活性化推進室主事」と表記） 

  【資料説明】 

 

○会長 

  ただいまの説明について、ご質問やご意見ありましたらご発言願います。ないようです

ので、①南外地域予算特集号発行事業については、これを承認することに決します。次に

②楢岡城を守る会活動補助事業について、事務局から説明願います。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  【資料説明】 

 

○会長 

  ただいまの説明について、ご質問やご意見ありましたらご発言願います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  楢岡城址の案内についてはどのような人を対象としているのか。また、年間何人くらい

を想定しているのか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  楢岡城を守る会として、まずは地域の小学生を対象に南外の文化財について学習しても
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らいたいと考えている。その他地域外にも歴史に興味のある方が多くいらっしゃるので、

そういった方も対象としている。具体的な人数については伺っておりません。また、楢岡

城と縁がある山形の新庄藩の末裔の方がご存命ということで、今後の交流について計画し

ているようです。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  事業費のその他５２，４２０円はどのようにして用立てるのか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  楢岡城を守る会の自己負担となる。おそらく寄付等で用立てていると思われるが、詳細

については伺っておりません。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  ぜひこの自己負担分も補助できるような方法を検討して欲しい。 

 

○会長 

  他にご質問等はありますか。ないようですので、それでは審議の結果②楢岡城を守る会

活動補助事業については、これを承認することに決します。次に③環境整備活動事業につ

いて、事務局から説明願います。 

 

○地域活性化推進室主事 

  【資料説明】 

 

○会長 

  ただいまの説明について、ご質問やご意見ありましたらご発言願います。ないようです

ので、③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。次に④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。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  【資料説明】 

 

○会長 

  ただいまの説明について、ご質問やご意見ありましたらご発言願います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  主催事業である盆踊り、秋フェス、南外小唄祭りの日程は現時点で決まっていますか。 
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○地域活性化推進室主席主査 

  盆踊りは８月１６日、秋フェスは１０月２７日、南外小唄祭りは２月２日を予定してお

ります。 

○会長 

  他にご質問等はありますか。ないようですので、それでは審議の結果④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。次に⑤第１４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。 

 

○地域活性化推進室主事 

  【資料説明】 

 

○会長 

  ただいまの説明について、ご質問やご意見ありましたらご発言願います。ないようです

が、昨年の地域枠予算１００万円から今回の１２０万円まで金額が増えた点について事務

局の説明をお願いします。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  楢岡さなぶり酒花火は地域の代表するイベントとして、地域枠予算の地域イベント応援

事業の対象イベントとなっており、補助対象事業費の２分の１以内まで補助することがで

きます。今回のさなぶり酒花火では地域外からの更なる集客を目的に有名お笑い芸人によ

るお笑いライブを行うことから、総事業費が増加しており、その分地域枠予算についても

金額が増加している。ただし、地域枠予算は総事業費の２分の１以内となっており問題は

ない。 

 

会長 

  他にご質問等はありますか。ないようですので、それでは審議の結果⑤第１４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。それでは今回の議題は全

て終えましたので、第２回地域協議会は終了させていただきます。次回は７月中旬とした

いと思います。本日はありがとうございました。 

 

（２０時 閉会） 
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