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■日  時：令和 2年 8月 28日（金）14時 00分から 

 

■会  場：大仙市役所西仙北庁舎 3階第 1会議室 
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佐々木孝雄（支所長）  三浦真人（市民サービス課長）   

星宮直子（地域活性化推進室副主幹）  山田眞緒（地域活性化推進室主事） 

 

■次  第： 

   1 開  会 

   2 会長あいさつ 

3 会議録署名委員の指名 

 4 議  題 

(1) 西仙北地域ワークショップについて 

①「まちづくりの種となる西仙北の地域資源を掘り起こそう」 

②「生活課題を共有しよう」 

 

5 その他    

   6 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14時 00分 開会） 
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○三浦市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記する。） 

本日は、お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

ご案内の時刻になりましたので、ただ今から「令和２年度第３回西仙北地域協議会」を 

開会いたします。 

はじめに、次第の２、今田会長があいさつ申し上げます。 

 

○今田西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する） 

皆さん、こんにちは。毎日テレビを見ますと、コロナコロナということで大変な時代に

なって参りました。いよいよ、わが大仙保健所管内にもコロナの患者さんが発生したとい

うことで、身近に感じてきております。非常に恐ろしい病気だと思いますけれども、病気

は全て口から入りますので、どうか「うがい」、「蜜を避けるような行動」をこれからも

取っていきたいと思っております。 

さて、今年度からの地域協議会では、様々な立場の代表者として委員になられた皆様に

地域課題に対して、より良い解決策を導き出していただくために話し合いをしていただき

地域協議会が主体となって地域の特性を活かしたまちづくりを実現していきたいというこ

とで、前回、佐々木支所長の方からもお話がありました。 

今回もですが第２回地域協議会から、秋田県南ＮＰＯセンター様に、当協議会のワーク

ショップの開催をサポートしていただいております。 

前回の横手市狙半内地域の活動事例では、地域住民が主体となり地域課題に取り組む様

子を紹介していただきました。西仙北地域同様、過疎化が進行する地域の事例紹介は、今

後のまちづくりへ繋がり、参考にさせていただきました。 

今年度以降は、ワークショップを通して、地域課題について皆様同士で協議し、課題解

決に向けたまちづくりの実現を目的に取り組んで参りたいと思っております。 

本日の議題では、身近に感じている生活課題や西仙北地域の地域資源とは何かについて、

皆様で自由に意見交換をしていただきたいと考えております。生活課題につきましては、

事前に皆様から考えてきていただきました。ご協力いただき、ありがとうございました。 

本日の地域協議会も、皆様からの貴重なご意見を頂戴したいと思いますのでどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

○市民サービス課長 
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ありがとうございました。 

このあとは、「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、

会長が議長を務めることとなっておりますので、今田会長に議事進行をお願いします。 

 

○今田会長 

はい。それでは、議事に入ります前に、本日の出席委員は１７名中１０名で、２分の１

以上出席しております。よって、会議は成立していることをご報告いたします。 

次第の３、会議録署名委員の指名について、会議録署名委員には、出席委員から名簿順

に阿部 正春（ｱﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ）委員と金 啓一（ｺﾝ ｹｲｲﾁ）委員にお願いします。 

それでは、次第の４、議題についてです。 

今回の議題では、先程申し上げた通り、西仙北地域ワークショップを開催いたします。

ワークショップというのは、日本語に直しますと座談会と言うのですか、懇談会という 

意味に捉えて頂ければと思います。 

今回の講師の方をご紹介します。前回に引き続き、秋田県南ＮＰＯセンター理事の八嶋 英

樹 様（ﾔﾂｼﾏ ﾋﾃﾞｷ）と、グループワークを指導して頂きますコーディネーターの奥 ちひろ 

様（ｵｸ ﾁﾋﾛ）でございます。 

それでは、この後の進行につきましては、秋田県南ＮＰＯセンター理事の八嶋様からお

願いいたします。 

 

【ワークショップ】 

 

○秋田県南ＮＰＯセンター理事（以下「ＮＰＯセンター理事」と表記する。） 

 皆さま、こんにちは。暑い中、お集まり頂きましてありがとうございます。 

前回も私ここでお話させて頂きましたけれども、今回もまたこういった形で、ワークシ

ョップと言う形で話し合いの方を進めさせていきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

もう一人、今日はですね、うちの法人で奥ちひろも来ておりますのでひと言お願いしま

す。 

 

○秋田県南ＮＰＯセンター奥コーディネーター（以下「奥コーディネーター」と表記する。） 
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横手から参りました奥と申します。大曲の花火が大好きです。今日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○ＮＰＯセンター理事 

はい。そうですね、あまり今まで協議会ということで硬い雰囲気で会長さんの方からご

説明いただきましたけれども、こういう場はですね、話し合いの場というのは、あまり硬

くなく、ざっくばらんにリラックスしてお話した方が色んな意見がでるのかなと思ってお

りますので皆さんリラックスしてご参会頂ければと思います。 

今日の予定ですけれども、タイムテーブルを作って参りました。皆さん、ワークショッ

プに参加された方いらっしゃいますか。あまり、慣れないですよね。それで、話し合いに

慣れるミニワークとういうものを最初やりまして、慣れて頂いたらワークショップの一つ

目、「まちづくりの種となる西仙北の地域資源を掘り起こそう」ということで、５５分、

西仙北の良いところ、これは町づくりに使えるよねと言うようなものを出して頂いて、そ

れをまとめて発表してもうらおうかと思っておりますので、よろしくお願いします。 

ワークの二つ目、今日皆さんに書いてきて頂いた「生活課題を共有しよう」ということで

２５分やりたいと思います。 

今日は「資源」というものと「生活課題」というものを結び付けてまちづくりに活用す

るということもできるのかなと思いますので、その辺ですね。うまくお話できればいいな

と思っております。４番目、最後に振り返りをして終わりたいと考えております。 

早速ですけれども、今日、話し合いに慣れるミニワークテーマということで、テーマと

しては、今、大変ですね、新型コロナで雁字搦めになっておりまして、新型コロナの中で

安心して参加できる環境を整えましょうということで、今日も参加頂いておりますけれど

も、おひとりさま１テーブルみたいな感じで、間隔を取って参加していただいております

けれども、コロナについて、ちょっと皆さんで確認していきたいと思います。時計で言う

と３０分くらいですね。２時半頃までやりたいなと思います。皆さん顔見知りの方がいら

っしゃるかと思うのですけれども、自己紹介から始まりまして、所属、お住まいの地域、

それと名前をお話していただいて、次に「新型コロナウイルス感染症について不安になっ

たこと」、色々あるかと思います。うつったらどうしようか、自分が罹ったら家族にうつ

してしまうのではないかとかですね。その次に「会議に安心して参加するために、私たち

にできること」という３つですね。３つについて、一人２分以内ですので、この時計で１
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６分位迄ですかね、終わりたいなと思いますけれども、私から向かって左側の方から、一

番手前の方から時計回りで自己紹介していただければなと思います。これは練習なんです

けれども、皆さんから出た意見をテーブルに職員の方座っていらっしゃるかと思いますの

で、職員の方が出た内容をですね、「不安になったこと」それから「私たちに出来ること」

を書き留めていただければと思います。書き留めたものを最後に各テーブルから発表して

もらう形でやりたいと思います。今回発表するのは記録した職員の方になりますので職員

の方どうかよろしくお願いいたします。 

次のワークショップの時は、参加者の方にも記録係、発表係を決めてもらって、参加者

の中から発表者を決めてもらって発表してもらおうかと思いますので、そこらへん、どう

いう発表になるのかというところを、きちんと見ていただければと思います。そうすれば

１８分位まで自己紹介の時間をお願いします。こちら側の手前の方から時計回りに話して

ください。今日は、離れていますので大きな声で話さないと聞こえないかと思いますけれ

ども。どうかよろしくお願いいたいいたします。では、どうぞ。 

  

【ミニワークショップ】 

 

○ＮＰＯセンター理事 

 次のワークに入りたいなと思います。ワークショップですね、お約束というものがあり

まして、ワーク①に入る前に皆さんにご紹介したいと思うのですけれども、まず、相手の

話を頷いて聞きましょうということですね。自分も話するし自分が話していることを聞い

て貰えないと話し辛いというのがあるので、人の話をきちんと頷いて聞きましょうという

ところですね。あと、他の人が言った発言を支援するということですね。批判はしないで

受け止めて、そうですねということころから新しいものが出来るということで、発言を支

援し合いましょうということですね。それと、話しやすい雰囲気を作るということで、自

分も楽しみながら参加すると、前向きな気持ちになれるように、明るい気持ちになれるよ

うに楽しみながらということが大事になるかと思いますので今日はよろしくお願いします。 

次のワークですね。ワークショップの①です。先程もお話しましたけれども、「まちづ

くりの種となる西仙北の地域資源を掘り起こそう」とういワークを行っていきます。時間

は５５分位ですね。地域資源て何だろうと思われる方もいるかと思いますけれども、まち

づくりに活用できるようなお宝、気候だったり歴史だったり、施設、建物だったり、産業、
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観光、自然とか色々あります。これを使えば前向きなまちづくりができるのではないかと

か。そうものを沢山あげて頂ければ良いのかなと思っております。その前にですね、未来

デザインですけれども、西仙北の未来はどんな未来だろうと考えた時にですね、現状があ

る訳ですね。今こういう状況だという現状がありまして、何もしないで進んでいった時の

成り行き的将来というものがありますね。このまま、今まで通りで進んでいった将来って

あるんですけれども、今ここが手の打ち所だということで、色んなプロジェクトとか、地

域づくりのアイデアを出して、実際に皆様が何かに取り組むということによって、もしか

したら人口が増えたり、あるいは産業が生まれたりということで、ちょっとこう、成り行

き的な将来から方向がずれると、もしかしたら、かた浮き立ちを中心とした将来の姿が見

えてくるのではないかというところもあります。未来の視点から１０年後２０年後も西仙

北がどうなっていたら良いのか、その為には何が必要なのかとか、視点から色々意見を考

えて頂ければと思います。将来像を明らかにしながらまちづくりを考えるのが未来デザイ

ンということで、あまり難しい話はせずに、この良い未来と何もしない悪いのか判りませ

んけれども、成り行きの未来があるということですね。それによって、西仙北の人口、若

い人たちが段々減っていきます。高齢者がどんどん増えていきます。そういった状況がも

しかしたら改善できているのかもしれないという未来もあります。あと資源を活用した事

例としてですね、いくつか紹介すると、私たちの横手市だと増田の内蔵がありますね。店

を利用したりというようなところに進んでいくというような可能性もある。行事と一緒に

内蔵に来ることで町に活気が生まれるというようなこと。あと、美郷町ですね。美郷町は

湧水ですね。湧水を回る事によって、観光客が湧水めぐりに訪れるとか、地元商店を利用

するとか、そういった良い面が生まれるのだなと。あと、これも横手市なんですけれども、

上勝町の葉っぱビジネスって聞いたことがあるかもしれませんけれども、その辺に生えて

いる葉っぱをですね、高齢者の方が取ってきて売る商売をしている。必ずしも、お金にし

たくてやっているというよりは、高齢者の生き甲斐づくりが出来たり、元気に暮らせるよ

うな活動にも繋がっている。これは、横手市の市報に今月載ったんですけれども、無いこ

とを嘆くのではなく、有ることに感謝しながら暮しを営んで、みんなで助け合い、楽しみ

ながら活動を続けていく、と。そういう積極的な地域に明るい光が見えるような。実際に

は何も無いけれども、色々使えばいろいろ出来るよね、と、そういう考えを作れるのかな、

と思っております。 

今回はですね、付箋があると思います、テーブルに。お一人５枚ずつ取って頂いて。よ
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ろしいですか。取って頂いたら、正面の時計が見え辛いので、横に時計ありますけれども

３５分まで、３５分になるまでにお一人で、個人で西仙北の資源ってこういうものがある

な、というものをサインペンで付箋に記入して頂ければと思います。５枚で足りなければ、

もっと付箋使って頂いても大丈夫ですので、付箋に沢山書いてみてください。そうですね、

資源一つにつき、一枚、書いてみてください。主語、述語があるような文章の方が皆さん

分かり易いのかなと思います。 

 

○奥コーディネーター 

もしかしたら、地域資源って言われると何だろうなと思われる方がいらっしゃるかも知

れませんが、暮らしていて、此処はうちの町の良いところだなあって思うところがあれば、

書いて頂きたいなと思います。こういう文化財があるとか、そういうことだけではなくて、

例えば暮らしていて挨拶できる関係性があるよねとか、どんなことでも良いので、暮らし

ていてうちの町の良いところだな、自慢できるところだなとか、将来にも無くしたくない

なと思うようなところがあれば、書いて頂きたいなと思います。今、付箋５枚お願いして

いますが、もっとあれば書いて頂いて構いませんのでよろしくお願いいたします。 

 

○ＮＰＯセンター理事 

皆さん書けましたでしょうか。そうすれば、次にやってもらうのが、先程みたいに最後

に何方かに発表してもらうことになるのですけれども、その前にいま皆さんが書いた付箋

をグループの中で共有してですね、模造紙をテーブルの上に置いてもらってですね、先程

の自己紹介の順番と同じで、自分で書いた付箋を皆さんに紹介してもらうのですけれども、

その前に進行役、時間管理役、発表者役を決めて頂きたいと思います。まず、進行役、時

間管理役、発表者役を決めてください。 

決まりましたか、よろしいですか。それでは、先程と同じように自己紹介と同じ順番で、

ご自分で書かれた付箋を一つずつ発表して頂きたいと思います。時間はですね、時間管理

役がいるかと思いますけれども、１５分だから、あの時計で５５分迄ですね、発表して同

じ意見があったらですね、同じですね、とそこに出して頂きたいと思いますし、そう言え

ばこういうのもあるなと後で出てきたら、これもあると出して頂ければと思います。そう

すれば５５分迄、共有をお願いいたします。 
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【グループ作業】 

 

○ＮＰＯセンター理事 

 そうすれば、話し合いでたくさん出たみたいですので、一旦終わらせまして、このあと

発表してもらう為に、発表する人が発表し易いように模造紙に同じ種類のものをまとめた

り、これによってこうなるのではないかとか、書き換えてもらったりだとか発表し易いよ

うにまとめて頂いて良いですか。これはあの時計で３時０５分迄、新しいものがあれば書

き足して頂いて良いですので、模造紙の上で発表し易いようにまとめて頂ければと思いま

す。例えばジャンル毎に、これは食べ物でこういうものがありましたとか、あとは建物に

こういうものがありますだとか、発表するときに発表し易いようにまとめてみてください。 

 

【グループ作業】 

 

○ＮＰＯセンター理事 

 そうすれば、あの時計で３時０５分になったら発表に入りたいと思います。グループも

名前付けてなかったんですけれども、１班、２版、３班とつけていきたいと思います。１

班から順に発表して頂きます。 

 では、５分になりましたので発表に入りたいと思います。発表するグループは皆さん見

えるところに全員出てきて頂いて、発表して頂きたいと思います。皆さん拍手をお願いし

ます。じゃあ１班の方、前に出てきて頂いて発表してもらおうかと思います。じゃあ、拍

手で。 

 

○金 啓一委員（以下「金委員」と表記する。） 

 １班の金です。１班の方は、地元料理特産品、それから山菜、土川の大綱漬け、和栄堂、

さいとう肉屋の美味しい物、土川の休耕地をなんと利活用できないかということが出まし

た。次が強首温泉とか元からあるものを活用する。それから土川のばっこ杉、天然記念物

だそうです。それから中学校、小学校が統合になった訳ですが、人との繋がりが子ども達

は良くなった。逆に６０歳代の年寄り方というか、親がたが遠慮してというか、むしろ綱

引きに関しては中学校、小学校の子ども達は率先して楽しんでやっている。刈和野の綱引

きということではなくて、西仙北の綱引きとして、子どもだけでなく大人も一緒にやって
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いこう。それでさっき休耕地の利活用のことを挙げましたが、土川にもあるようで葱を特

産品にしたいという強い要望がありました。土川の茄子の蒸かし漬、今日初めて食べまし

たが凄く美味しかったです。西仙北には他に大綱漬けなどいっぱいありますから、自信持

って出していけたらなと思います。先ほど綱引きのことを話しましたが、自分も参加して

みれば初めて良さがわかるので、例えば湯沢の絵どうろうもありますが見るだけ。刈和野

の綱引きとか横手の梵天、実際に参加して初めて行く気になるという。以上が１班の内容

です。 

 

○NPO センター理事 

ありがとうございました。そうですね参加型の行事がある町って良いですよね。 

１班の皆さんありがとうございました。そうすれば奥の方が２班になりますので２班の

方発表お願いいたします。 

 

○加藤 真委員（以下「加藤委員」と表記する。） 

 ２班の加藤と申します。よろしくお願いします。 

地域資源として、まず最初に温泉、強首温泉、凄く泉質が良く温度も高くて良い温泉な

のですけれど、最近ちょっと人気が無いのが課題となっていて、あと刈和野の方にぬくも

り温泉ユメリアもあるということです。あと介護施設の老人施設ですね、凄く西仙北は充

実していて沢山あるなということと、温泉と関連して湧水、雄清水雌清水があるというこ

と、あと公園ですね、乙越沼のつり公園、大佐沢公園、大佐沢公園のイメージが、春先に

熊が出るというイメージがあって、もしできたら熊対策を十分にやって、集客できる桜ま

つりとかもあるので公園を賑やかにしたいという話もありました。刈和野の土肥家の内蔵

を公開するということで何年か前に土肥さんの方で公開して頂いて、結構集客があったの

で、またやって頂ければなという話もありました。刈和野と言えばやはり大綱引き、交流

館も出来ますし、綱引きの参加型のイベントということで力を入れて頂ければということ

と、あと人としてはギバちゃん、ギバちゃんに頑張って頂いて西仙北を盛り上げてもらい

たい。あと、そういう繋がりでお祭りもあります。今年はどこのお祭りも中止になってい

ますけれども、ふるさと西仙まつり、強首の格式高い地方行列までされるということで強

首のまつりがあるということで、来年は実施できればなと思います。あと、お菓子屋さん、

和栄堂さんですけれども、中学生の子ども達とコラボしたり、お菓子の色んな開発をされ



－10－ 

 

ていて新聞に紹介されたみたいで、売り切れになってしまう程の人気のお菓子が発売にな

っているということでした。あとお酒なんですけれども、大綱の響もですけれどもワイン

の専門店のかめやさんもあって、お酒の美味しいところが西仙北にはある、そういう資源

があるということを話しました。以上です。 

 

○NPO センター理事 

ちなみに子ども達の活動というのは。 

 

○加藤委員 

すみません、これは、和栄堂さんとコラボしたり、中学生の方たちが野球の方とか頑張

っているという。子ども達の活動ということです。 

 

○NPO センター理事 

子ども達が一生懸命協力してくれていると言うことですね。はい、ありがとうございま

した。 

では、お待たせしました３班の皆さん。では拍手で。お願いいたします。 

 

○会長 

３班の今田です。うちの方は、地域の名称あるいは特産品ということで挙げました。１

３種類ほど挙がってます。一つずつ説明していきたいと思います。大沢郷の椒沢の番楽、

これは今も引き継がれていますけれども、資源として盛り上げていきたいということと、

大沢郷の亀田街道というのがありますけれども、亀田藩のお殿様が参勤交代で使った街道

ですけれども、一部がまだ杉林の中に残っていますのでこれを保存していきたいとうこと

と、それから刈和野の大綱引き、これはみんなご存知かと思いますけれどもイベント行事

ですので地域おこしの種になるものと思います。それから強首の双葉小学校跡地に建設さ

れていますアーカイブズ、これは図書館、図書ですけれどもこれも一つの資源ではないか

なと思っています。それと、ユメリアの温泉、これも前々からありますけれども利活用を

やっていって地域おこしにしたいということと、いま新しくできました公民館、大綱交流

館ですけれども、先程１班からの説明にもありましたけれども、地域全体として地域おこ

しをしていけるのではないかということです。それと名水の方ですけれども、大沢郷の雄
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清水雌清水というところがありますけれども、今もだいぶ利用されている方がおるかと思

いますけれども、その他に刈和野に三本杉の名水という所もありますので一緒に活用でき

ないかなということです。それから九升田の方に石川理紀之助が九升田の開墾に精力した

記念碑というものが建っていますし、またその歴史もあるので、これを利活用していける

のではないかなということです。それから、各地区のお祭りで梵天をあげてますけれども、

各地区であげているので、西仙北一本で皆で集まって梵天をあげて盛り上げていけるので

はないかなということです。それから、大佐沢公園の方は自然も豊かで町にも近いという

ことでこれを整備していますけれども、ピーアールの方法で集客が図れるのではないかな

ということです。ええと、もう一つは刈和野の歴史と言うことで、戊辰の役で刈和野が戦

場になったりして色々な歴史があるので、それを掘り起こして巡回できるような歴史街道

みたいなものが作れるんじゃないかなと言うことです。それと小杉山の円満寺の方に能面

が保存されているということなので、その能面を活用したのもの、それと市道の窯跡とい

うものがありますけれども、これも歴史の中に埋もれていますけれども活用できるのでは

ないかなと思います。以上です。 

 

○ＮＰＯセンター理事 

 ありがとうございました。文化財、歴史関係がありましたね。たくさん出ましたね。西

仙北には結構ありますね。歴史、文化財ということでは、能面、これは掘り起こされた能

面でしたっけ。 

 

○会長 

 これは言い伝えによると、寺の前のところで発掘された重要文化財になっています。 

 

○NPO センター理事 

歴史が好きな人が飛びつきそうな気がしますね。あと、ばっこ杉、それから市道の窯跡、

それから内蔵があったり、理紀之助さんが来た跡、それから亀田街道、戊申の歴史ですね。

こうみると、歴史もまとめると歴史の好きな人が飛びつくような隠れた文化財とかありま

したね。あと食べ物で言うと、山菜、蒸かし漬け、大綱の響、お酒、ワイン、それと四季

の果物が美味しい、和栄堂さん、子どもさん達とコラボして商品開発しているお菓子屋さ

んですね、そういう話を聞くとどんなものだろう買ってみたいなって思うのですけれども。
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このあいだ来た時にさいとう肉屋のコロッケ買って帰りました。凄く美味しかったです。

あとは福祉施設が充実しているというところと、温泉があるよと、温泉の泉質が良いよと、

と言うところで福祉施設に温泉を引けばどうだろうというお話がありましたけれども、え

えと、あとは学校統合で繋がりが強くなった、というところですね。刈和野の大綱引きが

あります。それを西仙北の綱引きということで、全体でまとめて繋がりが強いということ

だから全体でやっても良いんじゃないかというお話もありました。あとはやっぱりここも

梵天がありますね、強首のまつりとか、ただ見るだけでなくて、参加型の祭りがあること

が強みですね。参加型の祭りは割りとリピーターになる率が高い気がします。それをどう

参加させるかとか興味があるところですね。あと、湧水の雄清水雌清水、それと休耕地な

んかは可能性を感じる部分ですね。公園、釣りをする所、大佐沢公園、桜まつり、人が来

て桜を鑑賞したり、それから水が美味しいとか、そういったあたりにも資源としての可能

性を感じるところですね。はい、こんな感じで出ました。ありがとうございました。地域

資源まだまだあると思うのですけれども、更にどういった形でまちづくりに利活用してい

くかというのを考えるのも面白いかなと思います。 

そうすれば一つ目のワークは、これで終わらせてもらいます。ありがとうございました。 

次は生活課題ですね。今日は、宿題として皆さんから書いてきて頂いたものがありまし

て。えっ、保育園児が一人しかいない。少子化。どこかの地域ですかね。空き家が目に付

くようになった、あとは熊が出る、２キロメートル以内へのスクールバスを、あとは県市

道の除草が気になる、それと水害時の避難所へ行く道が水没、これは危険ですね、意外と

避難所が遠かったりしますよね、避難所へ行くまでに水害、最近全国各地でありますので

関心が高いところではありますよね。あと、近くに食料品や日用品を買う店がない、一人

暮らし高齢者は店まで行けないという課題ですよね。これはどこでもありますよね、バス

が通らなくなったりとか、お店を閉めちゃったりとかですね、免許を返納してしまったり

とか、ということでこういった課題が最近目に付くところですね。 

今日は課題として宿題で持ってきて頂いた生活課題、以上こんな感じなんですけれども、

それを更に膨らませていくことで良いですか。じゃあマイクをお渡しします。 

 

○奥コーディネーター 

 ここから私の方で進行させていただきます。皆様改めまして奥と申します。前半の方で

いま八嶋の方でまとめて頂きましたが、皆さん発表して頂いたとおり色んな地域資源が出
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てきました。西仙北の良いところが出てきたなと思います。 

今度は改めて宿題の方にまた戻って頂いて、生活課題を考えるという時間にしていきた

いなと思います。どういう課題を宿題で挙げて頂いたかについては、ご説明頂いたとおり

で、ここにも書いておりますが、おそらく、まだまだ暮しの中で感じている、もっとこう

だったら良いのになとか、困ったなあと思っていることがあるんじゃないかと思うので、

お手元の付箋に書くところから始めようかなと思っています。いま時計が２５分なので、

５分間考える時間を作ろうと思いますので、またお手元に一人付箋を５枚ずつ取って頂い

て、足りなければどんどん追加で書いてもらって構いませんので、どうぞ沢山のご意見を

頂きたいなと思っています。どんなことに皆さん、困ったなあとか、このままではまずい

なあという風に思っているでしょうか。生活の中に感じているちょっとした困り事、悩み

事、ここに書かれていないことをどんどん出して頂きたいなあと思います。もし、考え辛

い方がいらっしゃれば、例えばあと５年位すれば自分だったらどんなことが困り事になる

だろうかとか見越して考えてみても良いかなと思います。あと５年位したときに自分が何

歳位になっていて、そのとき家族は何歳位になっていて、どういうことに困りそうだなと

か、暮しがどう変わっているのかなとか想像してみて頂けると宜しいかもしれません。 

 

【グループワークまとめ作業】 

 

○奥コーディネーター 

後２分くらいでお願いします。 

例えばその人口減少とか書かれている方って、もしかしたらいらっしゃるかもしれない

ですが、人口が減ると何に困るのかなとちょっと深堀して、どういう風に暮しが困るのか

なというところを捻って考えて頂けると、より具体的になって良いかなと思います。 

あと３０秒くらいでまたグループで共有していきます。 

 そうすれば皆さん準備できましたら、模造紙を裏にして頂いても良いですし、どこかに

纏めてもらっても良いですし、ご自由に紙を使って頂いて良いので話し易いように前半と

混ざらないようにしてもらえればなあと思います。時間としてはちょっと短いですが４０

分過ぎ位までに纏めて頂ければなと思います。先程の進行役の方、すみません、進めてい

ただければと思います。 
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○NPO センター理事 

 皆さん、発表さっきと同じで宜しいですか。３班から、逆からいきますか。３班から３、

２、１の順でお願いします。 

 

○会長 

３班の今田です。発表させて頂きたいと思います。うちの方では、７件の案件が出てお

ります。１つずつ説明させて頂きたいと思います。市民バスを全域に運行させて欲しいと 

いうことで、特に土川地区の方ではバスが通っていない地域があるということで、市民バ

スを運行して欲しいとのことです。それから、全域にスクールバスを配布して欲しいとい 

うことで、これは中学校だと４キロ以内、小学校だと２キロ以内の子どもはスクールバス

の対象にならないのですけれども、いま熊も出てきているので全域みんなをスクールバス

に乗せた方が良いんじゃないかということです。それから同じく保育園の関係ですけれど

も、保育園が統合になって土川地区の子ども達も刈和野に来ているということで、それを

父兄が送り迎えしているということなので、へき地保育園の送迎バスを運行して欲しいと

いうことです。もう一つは、救急車を呼ぶ時ですね、サイレンを鳴らさないで来てくだい

とか、色々個人的に要望がある場合もある。それと、急に入院したとき介護保険がどうと

か全然分からないことがいっぱいあるので、そういうことも含めて今の情報は全部行政か

ら出ているので、市民目線で私たちが分かるようなハンドブックを協議会の監修で作った

らどうかということです。例えば、老人施設はいっぱいあるけれども、お金って施設毎に

どのくらい掛かるのか、おむつ代も掛かるとか食事代もどのくらい掛かるのか、施設代は

どのくらい掛かるのかという、そういう情報が行政からは出てないので、市民目線でみて

協議会でハンドブックを作って出したらいいんじゃないかという意見でした。それと近隣

の人との会話が殆どないということですけれども、それをどうやって解決するのかという

話ですけれども、昔は５件組みとか７件組みとかということで、町内毎に組があったので、

小さい単位で纏まっていて、お互いに声掛けをしながら話合いをしたら良いんじゃないか

ということです。それと、冬季間の除雪ですけれども、話を聞くと老人世帯ということで

したので、市の方でやっている老人の除雪事業を一緒に活用していけば冬の除雪も楽では

ないかなということです。もう一つは、老人が多くて災害の時に不安を感じているという

ことですけれども、災害時に老人を助ける制度に登録できるものがあるので、それを行政

の方に申し込むなり、それを理解して災害時に対応できるのではないかということです。
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うちの方からは以上を話し合いました。以上です。 

 

○NPO センター理事 

ありがとうございました。繋がりが、コミュニティが大事かなという気がします。 

では、２班の皆さんお願いします。では、宜しくお願いします。 

 

○加藤委員 

２班で話し合われた生活課題ということなんですけれど、大きく言えば人口減少、少子

高齢化という大きな問題があるのですけれども、５年後、１０年後を考えると、どういう

生活課題が見えてくるかということで、意見を出してここに貼ってきました。まず、高齢

者世帯の増加、交通手段ですね、買い物とか通院、若者がいない、集落の活動が出来なく

なってくる、あと世代間の交流の場が少ない、若い者がいないとなれば老老介護になる、

災害時支援はどうするのか、除雪の作業は高齢者の方はなかなか大変な問題も雪国ならで

はの問題があると思います。若者の流出を抑えることが出来ないのは、工場とか誘致する

ことが先決ではないかと、誘致の支援を拡大していかなければ流出は止まらないというこ

とでした。あと、若者が定着しない、出会いの場がないということが第一でして、結婚相

手がなかなか男女とも不足していて、なかなか結婚に繋がらない。何度も言うように、都

会の方に転出するのを防ぎたいのだけれども、工場とか働くところが西仙北地域に不足し

ているのではないかという生活課題が出てきました。以上です。 

 

○NPO センター理事 

ありがとうございました。はい、若い人がいなくなると言うところは大きな課題ですね。

今は良いんですけれども、やっぱり５年後１０年後どうなっているのかというところが心

配なところです。 

 では、お願いします。 

 

○金委員 

 １班の金です。さっき、そっちで出しました２キロ区間のスクールバスの件、それから

避難場所へ行く県道の水没、これは本当に是非お願いしたいということで、それ以外には、

高齢者が買い物に行けない、去年の協議会で医者に行く為のドアツードアというものでタ
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クシーで行けるようになりました。それと同じように高齢者がマックスバリュに行った時

にタクシーを利用できないかということが出ました。それから、若い世代の自治会で、何

処だったか嫁を世話する市もあります。独身の若い人の出会いの場が本当に少ない、これ

も市を挙げて音頭をとってもらえればと言う風に思います。それから、道路の草刈りの件

で、県道それから国道の草刈りを年２回位しかやっていないけれども、これを伸び具合に

よって市が窓口になってやってもらえるように。それから先程も出ました人口減少によっ

て店が少なくなってきている。これは商売だから、ある程度儲けもないとやっていけない

のかなとは思っています。以上です。 

 

○NPO センター理事 

はい、ありがとうございました。３つの班から発表して頂きました。 

 

○奥コーディネーター 

 はい、生活課題について色々出たところを改めてまとめではないですけれども、全体的

にどういうお話だったのかなというところを紹介させて頂きたいなと思います。やはり、

暮しに関する課題というところで皆さんの生活に密着したお話がすごく多かったなという

感じがいたします。まずは、ご高齢の方が増えていると言うことで、お店が近くに無いし、

買い物の足とか、病院に行ったりするときの足を何とするのか、特にバスが通ってない地

域というところもあるというお話だったようなので、そういう所ほど恐らく大変なんだろ

うなと思います。バスに関していうとスクールバスが通っているけれども２キロ以内であ

っても熊が出るというような課題もあるので、２キロ以内でもバスが走れたらいいなとい

うことと、保育園も一つになったということで、遠い地域もあるのでバスの送迎をしても

らえるといいなということ話が出ました。あと、地域間の関わりというところで言うと、

近隣の住民の方同士の会話っていうのも昔よりも無くなっているような感じするというお

話があったことと、それに関連しますが災害時の助け合いは大丈夫かとか、除雪も大変な

んだけれども市の仕組みもあるとは言え、どういう風にこのあと頑張っていこうかという

ところも不安として出たのかなと思います。それから、地域のことで言いますと、集落活

動をどうこのあと維持していけるのか、恐らく担い手の問題とか色んなことがあるんだろ

うなというふうに感じました。若い人たちも仕事とか出会いの場が無いということで流出

していることもあるので、どう地域に関わってもらえるのかというところもポイントにな
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っていくのかなと思いますし、あとは、世代の超えた交流の機会も無いんだよなというお

話もあったかなと思います。その他のところで言うと、空き家が気になるというお話、そ

れから県道市道の除草がされていなくてちょっと気になるなというお話がありました。あ

と水害時、避難所へ行く為の道が水没しているので不安だなというお話もあったかなと思

いました。最後に子どもが少なくなって保育園児が地域に一人しかいないという地域もあ

るというところで皆さんのこの後の不安のお話だったのかなと思います。以上紹介でした。 

 

○NPO センター理事 

はい。ありがとうございました。色んな課題が出ましたけれども、これもですね生活課

題、困り事なんですよね。困り事、解決すればすっきりする事なんですけども、それを誰

にやってもらうのかっていうあたりももしかしたら、これから考えないといけないことな

のかもしれないですよね。例えばこれは困ったから行政に何とかしてもらわないといけな

いということで、行政が解決してくれるのをずっと待っているのか、それとも自分達で出

来ることは自分達でちょっとずつやっていこうかとかという風に動いてみるとか、それに

よって、さっき出しました未来がもしかしたら変わっていくのかなという風に思います。

今ここなんですよね。現状、好ましい現状、気になる現状というところが、今日お話した

ところですね。資源、それから生活課題ということで、それを誰かが何とかしてくれるの

を待っていようか、ということで現状維持でいると成り行き的将来になってしまう可能性

は大きい。それを自分たちが気付いて何とかしないといけないなと、ちょっとずつ手をつ

けていくことによって、もしかしたら別の将来が出てくるのかもしれない。というところ

で、今日のワークショップのお話がありました。二つの未来を予測することから本当に自

分たちがやらなきゃいけない目的というのが、段々こう見えてくるのかなと思います。 

ええとですね、２８年に「しゃべり場にしせん」というものが西仙北で行われたという

ことで、うちの奥ちひろもファシリテーターで関わったんですけれども、最後にですね時

間になってしまっているんですけれども、紹介したいなあと思うのですけれども。まとめ

として、５年後１０年後も住みたい町、ということでこれは若い人が多かったのですか。

若い人が多い中での話し合い。結っこ、繋がりですね、子どもの姿があり、仲良し、笑い

がある、除雪が機能している、お年寄りが冬でも外に出ている、すれ違ったときに色んな

人に「おうっ」と言える、町並みが存続している、若い人たちが商いできる、まあ仕事が

出来るっていうことですね、現状のまま町内会が存続している、５年後１０年後ですよ。
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あと、学校の存続、今の自治会全て存続、あと助け合いの心がある、今ある保育園・学校

が存続、仕事がある町、人口が増えている、子どもが増えて欲しい、人が優しい、高齢者

が不安のない生活を送れている、子どもとお年寄りのふれあいの場がある、スポーツが盛

んな町、働く場がたくさんある町、というものが５年後１０年後望む姿の西仙北というこ

とで出されたものですね。 

良い所としては、人・地域の繋がり、近所づきあい、人が穏やか、人っ子が良い、歴史

がある、今日歴史って言ってましたね。気になるところとしては、時代に流されやすい人

が多いということですね。行政に頼りすぎ、行動力がない、メンタルが弱い、ちょっとネ

ガティブな話も出てますね、高齢化が進み一人暮らしの方が多いとか人口減少、少子高齢

化、まあこういったものが出てます。あと出すところで言えば、今日も出てましたけれど

も、自然としては、自然がきれい、田園風景、山、川、田がたくさんある、自然がそのま

まあったらいい、５年後１０年後ですね、良いところとしては、自然が多い、四季の変化

がある、緑豊かな公園、風景、その中で自然として気になるところというのが遊休地が多

い、雪が多い、耕作放棄地が増加している、気になるところとしては手をつければ何とか

良い未来が開けるのではないかというような材料ですね。ということで今日出た内容とだ

いたい似ているようなものもあるのですけれども、最終的にまとめとしてお話したいとこ

ろと言うのは、今、現状の姿よりも未来ですね。５年後１０年後２０年後、その時に西仙

北がどうなっているのか、自分はそのとき何歳でどうしているのか、自分の家族はどうし

ているのか、というあたりを想像しながら、手の打ち所に、手の打ち所というのは、いま

何かを仕掛けていくのか、何かを始めるとか、ということをしていかないと、さっき若い

人がいないっていうお話がありましたけれども、若い人が少ない中で、若い人に何か課題

解決を考えてもらう、動いてもらう、人が少ない中で動いてもらうっていうのは非常に大

変なので、今皆さん元気なうちに何か手を打った方がいいんじゃないかなと、前回お話し

てもらった狙半内共助運営共同体の奥山さん達というのも、これ以上、時間が過ぎたらも

う自分たちも動けなくなるというので動いた人達なんで、まあそういったあたりを考える

とですね、やっぱり西仙北も動かないといけない時期になっているのではないかなと思う

ところであります。 

まあ、今日のワークショップはこれで終わってよろしいでしょうか。奥ちひろさんから

何かありますか。ないですか。はい、４時になりましたので今日のワークショップはこれ

で終わりになりますのでマイクをお返ししたいと思います。ありがとうございました。 
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○会長 

ありがとうございました。 

議題（１）西仙北地域ワークショップにつきましては以上で終わりたいと思います。 

講師をしていただきました、八嶋様と奥様に今一度、盛大な拍手をお願いします。 

これをもちまして本日全ての議題について協議を終了いたします。 

この後については、事務局にお返しいたします。 

 

○市民サービス課長 

本日は、長時間に渡り、誠にありがとうございました。 

次第の６、その他についてですが、委員の皆様から何か質問等ございませんでしょうか。

特に無ければ、事務局の方より連絡事項についてお願いします。 

 

○事務局 

 皆様本日はお暑い中、長時間に渡り本当にありがとうございました。 

事務局から一件ほど連絡がございます。次回の地域協議会ですが、９月中旬以降を予定

しております。地域協議会としてワークショップ、このようなグループワークをやるのが

次回が最後になりますが、皆様から貴重なご意見頂ければと思いますのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○市民サービス課長 

 これをもちまして、令和２年度第３回西仙北地域協議会を閉会いたします。本日は、長

時間にわたり、ありがとうございました。 

 

 

（14 時 00分 開会） 

 

（16 時 05分 閉会） 
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