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令和元年度 第５回南外地域協議会 会議録 

■日  時： 令和元年１２月１７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： １１名 

伊 藤 君 夫、 伊 藤 成 幸、  伊 藤 直 人、 伊 藤 まゆみ 

木 村 ふみ子、 佐 々 木  久、  佐 藤 喜八郎、 佐 藤 和 香  

相 馬 静 華、 髙 橋 惠 子、  髙 見 文 子 
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渡部 幸誠（南外支所長）         伊藤 章彦（市民サービス課主査） 
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三浦   雄（地域活性化推進室主席主査） 伊藤 翔太（地域活性化推進室主事） 

 

■次  第： 

   １ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議 題 

１）令和元年度地域枠予算対象事業の承認について 

①河川支障木伐採事業 

②南外地域桜守り事業 

③「第７回南外小唄まつり」開催事業 

２）その他 

 地域枠予算地域緊急型について 

各種計画等の策定に伴う説明および意見聴取について（総合政策課） 

 

５ 閉 会 

  



－2－ 

 

（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） 

  皆さん、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５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。本日は師走のお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。

令和元年度の地域協議会も本日を含めて残すところあと２回となっております。本日の議

題はいつもより多くなっております。前半は、地域枠予算継続事業の審議となっておりま

すので、スムーズな進行にご協力をお願いします。そして後半はその他について、内容が

多くなっております。 

  話は変わりますが、お陰様で、１０月にオープンしました南外さいかい市は順調に営業

を行っており、大変人気を博しているようです。今後、色々と問題が出てくるかもしれま

せんが、委員の皆さんには引き続き見守っていただければと思います。本日の案件の中に、

地域枠予算緊急型事業として南外さいかい市に関わる報告があるようです。また、本日は

本庁の総合政策課の職員の方々がおいでになり、市の各種計画についてご説明があるよう

ですので、委員の皆さんにはご意見やご質問等よろしくお願いいたします。 

  それでは本日もよろしくお願いいたします。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  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５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。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。

伊藤まゆみ委員と髙橋惠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河川支障木伐採事業について事務局から説明願います。 
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○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】 

① 河川支障木伐採事業【実施類型：市民協働型】 

■事業目的：南外地域の河川の流域には枯木や倒木、更には流木等の支障木が流れの妨げ

となっている箇所が数多くあり、大雨の時などには水害につながる恐れがあ

るため河川本来の機能が十分発揮できるよう、人手では困難である支障木の

伐採作業を南外地域の土木業者で構成する「南外の河川環境を守る会」が実

施。 

■申 請 額：３９６，０００円（賃借料） 

 

○会長 

ただいまの説明について、ご質問、ご意見ありませんでしょうか。 

 

○佐藤喜八郎委員 

この事業の協力者は何名ほどになりますか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  昨年度実績は延べ２４名となっております。今年度も同規模を予定しております。 

 

○会長 

当事業の実施によりスムーズな川の流れが確保され、平成２９年度に発生したような水

害も今後は緩和されると考えております。 

 

○会長 

ただいまの説明について、他にご質問、ご意見ありませんでしょうか。無いようですの

で、それでは審議の結果①河川支障木伐採事業については、これを承認することに決しま

す。次に②南外地域桜守り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】 

② 南外地域桜守り事業【実施類型：市民協働型】 

 ■事業目的：身近な地域資源である桜の保全対策の一つとして、テングス病の蔓延を防い

で毎年元気な花を咲かせるため、年次計画により感染した樹木の剪定等の手

入れを実施。 

■申 請 額：４９４，０００円（委託料） 
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○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。 

 

○佐々木久委員 

  当事業は委託事業となっておりますが、昨年度はどの業者が受託したのでしょうか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  昨年度は、藤木にある有限会社延州緑化に委託しております。 

 

○会長 

  今年１２月上旬の大雪でふれあいパークの桜の木の枝が折れたと聞いておりますが、そ

の場合の処理は誰が行っておりますか。 

 

○支所長 

  ふれあいパークについては、指定管理しております株式会社厚生ビル管理が実施してお

ります。また、西ノ又の桜公園と不動の滝の桜については、農林建設課で対応しておりま

す。 

 

○会長 

他にご質問等はありますか。無いようですので、それでは審議の結果②南外地域桜守り

事業については、これを承認することに決します。次に③第７回南外小唄まつりについて

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】 

③ 第７回南外小唄まつり【実施類型：市民主導型】 

 ■事業目的：南外地域活性化支援協議会との共催で、南外地域で長い間唄い継がれ

てきた「南外小唄」の伝承と普及を図りながら、地域を活性化すると

ともに、地域住民に潤いと生き甲斐を与えるため「南外小唄まつり」

を開催。 

■申 請 額：４９４，０００円（報償費、需用費、委託料、役務費） 

 

○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。 

 

○会長 

  先ほど公民館長からご紹介があった小野花子さんですが、秋田放送のラジオ番組で南外

小唄を紹介しておりました。県内放送のラジオで南外小唄が流れると、地域住民として誇
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らしく感じました。 

 

○公民館長 

  小野花子さんのお話が出ましたので、余談ではありますが少し宣伝させていただきます。

１２月２１日土曜日に、午後４時から始まるＡＫＴの民謡の番組があります。この番組は

角間川旧本郷家で収録され、小野花子さんを含め２人の歌い手が出演しております。その

放送の中で、小野花子さんが旧本郷家の玄関で南外小唄を歌っておりますので、ぜひご覧

いただきたいと思います。 

 

○会長 

他にご質問等はありますか。無いようですので、それでは審議の結果について第７回南

外小唄まつりは、これを承認することに決します。次に２）その他に進みたいと思います。 

初めに地域枠予算緊急型について市から説明があるようです。地域枠予算の地域緊急

型とは、地域の緊急的な課題を効果的・効率的に解消するもので、昨年度は湯ノ又

児童館のフェンス撤去や、南外バイパスに庁舎案内看板の設置を行いました。 

それでは事務局から２件続けて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】 

◇南外さいかい市ＰＲイベント開催事業【実施類型：地域緊急型】 

■事業目的：南外さいかい市を拠点として、隣接するふるさと館・民俗資料館の３館を会

場にイベントを行い、地域内外へ南外さいかい市をＰＲするとともに、隣接

施設の利用者数の向上を図る。 

■事 業 費：３６５，０００円（委託料、報償費、印刷製本費） 

 

○市民サービス課主査 

 【資料説明】 

◇南外地域集落案内看板設置事業【実施類型：地域緊急型】 

■事業目的：主要地方道神岡南外東由利線の中宿地内から国道１０５号線と交差する区間

が昨年開通したが、旧道への集落案内看板が無く不便であることから、特に

わかりづらい落合地区と中袋地内への連絡道に案内看板を設置し、道路利用

者の利便性向上を図る。 

■事 業 費：１９８，０００円（委託料） 

 

○会長 

  ただいまの報告内容について、緊急的に実施する訳ですが委員の皆さんから何か提案や

条件等はありませんか。 
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○佐藤喜八郎委員 

  南外さいかい市ＰＲイベント開催事業の説明で、南外さいかい市を拠点として、隣接す

るふるさと館・民俗資料館の３館のＰＲ事業については説明があったが、南外さいかい市

をＰＲするための事業について具体的に教えていただきたい。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  当事業の一番の目的は、南外さいかい市に実際に足を運んでもらうことです。地域住民

の中には、存在は知っているが実際どのようなものが売られているのか分からない方が非

常に多くいらっしゃいますので、そういった方々が来店するきっかけとして当事業を位置

付けしております。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  事業の説明の中で、市長の指示があったと説明があったが、具体的な事業内容の指示は

無かったのか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  市長からは、地域枠予算緊急型事業を活用したＰＲイベントの実施について指示があり、

具体的な事業の内容について特段指示は無かった。 

 

○会長 

  １０月に行なったオープニングセレモニーの際、市長から、お店を開店するだけでなく、

多くの方々に使ってもらえるよう盛り立てていきたいとお話がありました。お店にとって

は集客が最も重要となりますので、こういったイベントの実施は非常に有効だと思います。 

 

○会長 

他にご質問等はありますか。無いようです。南外地域の緊急に対応する事業であるよう

ですので実施についてよろしくお願いします。 

続いて総合政策課より各種計画等の策定に伴う説明があります。総合政策課の担当者に

入室してもらいます。 

 

【総合政策課職員入室】 

 

○会長 

それでは説明をお願いします。 
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○総合政策課職員 

【資料説明】 

◇各種計画等の策定に伴う説明および意見聴取について 

 ■要  旨：①新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更、及び②大仙市人口ビジョ

ンの改訂、第２期大仙市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について。 

 

○会長 

ご説明ありがとうございました。内容が盛りだくさんとなっており、把握しづらい点も

あったかと思いますが、ただいまの説明についてご質問、ご意見等はありますか。 

 

○伊藤君夫委員 

今後の人口減少の推移に対して、市ではどのくらの数値を目指すのか。そして、その数

値目標を達成するための世代別の目標設定と具体的な取組はどうのようにするのか。この

点が計画に盛り込ませていないと机上の空論となってしまい、市の人口問題は改善されな

いのではないか。 

  また、総合戦略の戦略パッケージに産業の振興について盛り込まれているが、大曲地域

や神岡地域、南外地域など全ての地域をくまなく一様に事業を進めていくことは難しいと

考える。今後のコンパクトシティ化を見据えて、地域別に推進する産業分野を特定しては

どうか。 

  また、今回説明のあった人口ビジョンや総合戦略は、国や県から策定するように指示あ

って策定を進めているのか。それとも、市独自で進めているものなのか。 

 

○総合政策課職員 

ご意見ありがとうございました。 

まずは人口ビジョンや総合戦略に対する市のスタンスについて説明いたします。国や県

が定めたから各種取組を進めるというスタンスではありません。今後の危機的状況を見据

えて、市だけでなく、企業や各種団体、市民の皆さんとの協働により、積極的に課題解決

に向けた取組を定め、推進していくことをスタンスとしております。ただし、取り組む内

容によっては市単独では解決できない場合もあります。そういった取組については、国や

県と足並みを揃えて協力し合いながら推進していきたいと考えております。 

次に目標人口の件についてですが、人口ビジョンの中で全体及び男女別、年代別の人口

目標について掲載しております。内容としましては、２年後に２万人増やすなど短期的な

目標が立てづらいことから、ある程度長期的な目標設定となっており、現在出ている２０

６５年の人口推計２９，４９１人から１１，９９４人改善した４１，４８５人を最終目標

としております。 

また、各種取組の数値目標についてですが、今回配布した資料には記載しておりません

でしたが、施策ごとに数値目標及び重要業績評価指標、いわゆるＫＰＩを設定しておりま

す。これに基づいて、施策ごとの進捗管理及び見直し等を毎年行います。 
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また、地域別に推進する産業分野を特定してはどうかというお話がありましたが、地域

にとって果たしてそれで良いのかという問題があります。地域をどのような姿にしたいか

については、住んでいる方々のご意向が最も重要であると考えております。そういった思

いを踏まえ、市と地域住民の方々で協力し合いながら皆さんが望む地域を一緒に作り上げ

ていきたいと思います。 

 

○会長 

各地域の将来像についてある程度具体的に定めた計画があったとおもいますが、その計

画について説明をお願いします。 

 

○総合政策課職員 

市では、都市計画マスタープランというものを定めております。地域別に定めており、

南外地域では支所周辺に都市機能を集約する方針を定めております。ただし、この計画は

現在住んでいる場所からの移動をお願いするものではありません。効率的な行政サービス

の提供を維持していくために必要な公共施設等の集積について定めております。 

 

○会長 

若者の移住・定住についてはどの計画に盛り込まれておりますか。 

 

○総合政策課職員 

  総合戦略の基本目標２の（１）移住・定住とＡターンの促進の中で若者の移住・定住に

ついて計画しております。また現在、下位計画として、まちづくり課で大仙市移住・定住

促進アクションプランを改訂しております。 

 

○佐々木久委員 

現在私が住んでいる地域でも人が少なくなり機能しなくなった集落が出てきております。

また、昔はたくさんいた子どもも現在は非常に少なくなっている。こういった問題はある

程度致し方ない部分もあるかもしれないが、何もしないと状況は更に悪化するかもしれな

い。答えがあるかわからないが、若い世代や高齢者など様々な方々から意見を聞いてもら

いたい。 

 

○総合政策課職員 

  非常にスケールの大きなものとなっており、市だけなく、地域の皆さんのご協力が必要

と考えております。地域の皆さんには、今回の人口ビジョンや総合戦略の策定をきっかけ

に、ご自身の問題として地域の将来像について考えていただきたい。 

  また、ご指摘のとおり若い世代や高齢者など様々な方々から、パブリックコメント制度

等を活用して意見を伺っていきたいと思います。 

  地方の人口減少の原因について、親の教育の影響を指摘する声もあります。確かに、私
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が学生の頃は、地方には何も無いから東京に行って出世しろというようなことを親世代が

言っている雰囲気があったように記憶しています。委員の皆さんの中にも、そのように言

われた方、または、そのように子どもに伝えた方もいらっしゃるかもしれません。確かに

東京圏の大学でなければ学べない分野があり、また希望する職種が地方にないという場合

もあって、当然引き留めることはできませんが、若者の定住を進めるためには、様々な選

択肢を提供することが必要であり、昔から続くこの教育の見直しも重要であると思います。 

 

○会長 

他にご意見ありますか。 

 

○高見文子委員 

先ほどの親の教育の話ですが、私の息子が高校生の時に開催された母親集会で、当時の

会長さんが、親が若者を流出させていると言っていたのを思い出しました。外に目を向け

させるような教育だけでなく、自分が住んでいる地域の素晴らしさや外に出ても地元に戻

ってくるよう伝えるべきだったと思います。現在教育委員会で大仙市ふるさと博士育成事

業を進めており、地域の子どもが地元の素晴らしさを知るきっかけとなっております。そ

の成果があってか、地元に残って地元のために貢献したいという子どもが増えてきている

ように感じます。親世代はこの流れを後押しするような教育をしなければいけないと思い

ました。 

また、人口ビジョンの中で地域別の人口推移を示してもらったが、我々市民としては、

地元に執着せず広い視野で物事を考え、他地域と協力できるところは一緒に行っていくと

いうスタンスの方が大仙市全体として発展していくと考えました。 

 

○総合政策課職員 

  先ほど、若者の流出について親の教育の話ばかりしてしまいましたが、若者が戻ってき

たいと思えるような環境づくりが不十分だったとも考えております。その点については、

行政の努力が重要となりますので、重点的に進めていきたいと思います。 

  また、ふるさと教育についてですが、やはり住んでいる皆さんが地域の良さを認識して

いることが大事だと思います。それにより住民の方が地域の誇りを持つことで、外から魅

力を感じ移住につながる場合もあります。そういった意味で、地域の皆さんにも地域の良

さを一つでも多く見つけてほしいと思います。 

 

○会長 

他にご意見ありますか。 

 

○相馬静香委員 

自分も市民として何かしなければいけないとは思うが、実際、具体的に何をやればいい    

のか分からない。 
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○佐藤和香委員 

自分には１０代の子どもがいるが、人口減少や若者の流出等の問題についてあまり理解

していないと思う。学校教育において、こういったことを学習する機会を設けてほしい。 

 

○伊藤成幸委員 

以前、子どもに南外の良いところを聞かれた際に、私は答えられず逆に子ども達に教え

てもらったことがあった。住民として反省しなければならない。 

  また、南外地域に住んでいながら学校は大曲地域に通う子が多くいる。地元に子どもが

いないと地域の活気が損なわれることから、この点を考えてほしい。 

 

○木村ふみ子委員 

子どもをたくさん産むにはそれなりの費用がかかることから、その費用に対する補助制

度を充実していただきたい。 

 

○総合政策課職員 

  結婚、出産、子育てに関しては、来年度力を入れて取り組むこととしております。アン

ケート調査の結果を見ますと、経済的な支援を求める意見が多くありましたので、その点

も配慮していきます。加えて、男性の育児参加があると、第２子、第３子を生む確率が高

いとも言われておりますので、企業からの協力を得ながら、男女どちらにおいても仕事と

育児を両立できるような環境づくりを進めていきます。 

 

○会長 

先ほど南外の良いところの話がありましたが、本日の地域枠予算の審査案件にありまし     

た、南外小唄も良いところの一つだと思います。また、この間県から発行されたあきたビ

ジョンの表紙を南外の不動の滝が飾っておりました。地域住民として大変誇らしい気持ち

になりました。こういった南外の良いところをもっと活用してほしいと思います。 

また、１１月に東京でふるさと南外の会が開催されましたが、こういった機会に地元の

良いところをＰＲすることも必要だと思います。 

 

○会長 

他にご意見ありますか。 

 

○高見文子委員 

大仙市の子育て支援事業について、転出して初めて市の支援が充実していたと気付いた

という話を聞きます。ぜひこの点をもっと積極的に発信していただきたい。 

 

○会長 
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他にご意見ありますか。 

○伊藤君夫委員 

若者が地元に戻りやすい環境づくりとして、企業誘致や中小企業の経営基盤の強化など

行っていくと思うが、それだけでは若者のニーズを１００％カバーできない。これに加え

て、やってみたいことを自ら起業して行えるような環境整備も必要だと思う。起業する段

階の支援策だけでなく、その前段階として、教育の場面で起業について学ぶ機会を子ども

達に設けてはどうか。 

 

○会長 

以上を持ちまして、ご質問、ご意見は終了とさせていただきます。総合政策課の皆さん

ありがとうございました。 

 

【総合政策課職員退室】 

 

○会長 

続きまして、支所長より委員の皆さんへお知らせしたいことがあるようですので、お願

いいたします。 

 

○渡部南外支所長（以下「支所長」と表記） 

 【資料説明】 

◇第５期地域協議会委員（令和２～４年度）選任について 

 ■要  旨：第５期の地域協議会では、地域課題の解決や協働のまちづくりを実現するた

めの協議等を推進し、市民の意見を市政に伝える役割を果たすため、「①諮

問・答申、②自主審議、③地域を元気にするための事業提案、④地域枠予算

の評価・検証」の活動を実施。選考は１月～３月中に決定し、４月に委嘱状

を交付予定。 

◇南外地域ＰＲキャラクター（南ちゃん）について 

 ■要  旨：南外地域の魅力を広くＰＲし地域活性化を図るため、なんがいキャラクター

コンテストを実施し、南外地域ＰＲキャラクター、南（なん）ちゃんを制作。

今後、このキャラクターを地域の文化財や特産品、様々な行事のＰＲに積極

的に活用し、地域の活力向上を図る。 

 

○会長 

  ただいまのお知らせについて、委員のみなさんから何かご意見、ご質問等はありません

か。無いようです。 

 

○会長 

  以上で全ての議題が終了となりましたが、せっかくの機会ですので、委員の皆さんから、
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住民からの要望や日頃気になっていることがあればご発言ください。 

○会長 

  前回の協議会で、市道中野・桑台線の舗装修繕について要望を出させていただきました。

今回その件に関して、農林建設課から回答をいただきましたので内容の説明をお願いしま

す。 

 

○佐藤農林建設課長（以下「農林建設課長」と表記） 

 【資料説明】 

◇市道中野・桑台線の舗装修繕について（回答） 

 ■要  旨：維持管理については、日常の道路パトロール及び利用者からの情報提供によ

り、不具合箇所を直営作業員によるパッチング等にて補修。舗装の老朽化が

著しい箇所については、南外地域全路線の状況を鑑みて計画的に実施。 

 

○会長 

  ありがとうございました。 

  引き続きで申し訳ありませんが、現在行われている楢岡川の河川改修について、大杉橋

から下流側については今実施中でありますが、大杉橋から上流側について計画はどのよう

になっておりますか。 

 

○農林建設課長 

  その件に関して、仙北地域振興局に確認したところ、大杉橋から上流側について築堤等

の計画は現段階では無いとのことでした。ただ、築堤工事ではありませんが、今年度、赤

平の楢岡川と西ノ又川の合流地点の上流部分について堤防の工事を行っております。そし

て、赤平橋の下流と金谷橋の上流で河川の浚渫工事を今年中に行う予定です。また、毎年

７月に仙北地域振興局と市の建設部で要望会を開催しており、その中で南外地域の要望と

して、河川改修について要望を挙げております。 

 

○会長 

  今後、平成２９年度に起きた大雨による被害が出ないように、改修及び要望を引き続き

お願いしたい。 

 

○会長 

  この他、委員の皆さんから何かありませんでしょうか。無いようです。 

それでは今回の議題は全て終えましたので、第５回地域協議会は終了させていただきま

す。次回は３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１５分 閉会） 
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