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■日  時：令和 2年 9月 25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 

 

■出席委員：10名 

石神雅是委員  加藤 真委員  金 啓一委員  今田秀俊委員  齋藤 法委員 

佐藤晴子委員  佐藤陽一委員  田口峰男委員   長濱英子委員  吉田範子委員 

 

■欠席委員：7名 

阿部正春委員  五十嵐美津子委員  大友金己知委員  小笠原美陽委員   

黒川清子委員  田村葉子委員  戸島愛香委員   

 

■出席職員：6名 

佐々木孝雄（支所長）  三浦真人（市民サービス課長）  佐々木直樹（農林建設課長） 

佐藤弘明（中央公民館長） 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情報提供「他地域で出た生活課題について」 

②ワークショップ「これからの西仙北地域を考える」 

 

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４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。 

秋田県民が望んでおりました菅総理大臣があれよあれよという間に誕生いたしました。これ

で秋田県の長年の懸案である自殺率日本一とか、少子高齢化、それから低所得率が沖縄に次い

で第２位とか、がんの死亡率日本一とか、そんな不名誉な記録が一つでも解消されるのではな

いかと期待しております。 

さて、今年度は、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。 

地域協議会は、身近な地域の課題について議論し、意見を取りまとめ、意見を市政に伝える

ことを目的に、「自主的審議」や「地域を元気にするために必要な事業提案」を実施していく

ことになります。 

前回は、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 

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齋

藤 法（サイトウ ノリ）委員と、佐藤 晴子（サトウ ハルコ）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します。 

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いただきますコーディネーターの奥 ちひ
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ろ 様（ｵｸ ﾁﾋﾛ）です。 

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。 

 

○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。） 

八嶋です。前回と比べてだいぶ涼しくなったんですけれども、秋らしくなった西仙北に初め

てきました。今日もよろしくお願いいたします。 

私は八嶋で、それから。 

 

○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。） 

奥ちひろと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

では、話し合いの方に入っていきたいと思います。 

前回欠席の委員の方もいらっしゃるかと思いますので、前回の振り返りからしていきたいと

思います。 

今回と前回のワークショップという話し合いのやり方を使って話し合いを進めてきました。

会議とか話し合いというと話すのが苦手な方もいらっしゃるかと思いますので、少しでも楽し

くそれから話すのが苦手な方もみんながお話しできるような場を作っていきたいと思いますの

で皆さんご協力をお願いいたします。 

そして先程、今田会長からもお話がありましたが、これから私たちが考えていきたいのは西

仙北をこの後どうしていこうかという、まちづくりのお話です。まちづくりには課題解決型の

まちづくりという、こんな困り事があるけどどうしたらいいかというお話と、こんな良いとこ

ろがあるけれども、どううまく使っていけば良いのかという資源活用型のまちづくりというの

があります。 

さて、前回ですね皆さんにご協力いただいて、生活課題にはどんな困り事があるんだろうと

いうことと、それからどんな良いところ、西仙北に使える資源があるんだろうなあということ

を考えてきましたので、振り返りながら今回はそれをうまく使った形でどういうものができる

のかな、と話をしていければなと思っています。この話し合いをするには、まだ皆さんどきど

きしたりして何を話したらいいのかなと思っていらっしゃる方も多いかと思いますので、先に

緊張を解すような自己紹介タイムをグループの中で取りたいなと思っています。 

今からお題を申し上げます。今日のお題ですね。ちょっと横文字が苦手な方もいらっしゃる

かもしれませんが、グッドアンドニューというテーマです。グッドは、良い事。最近あった良

かった事ですね。ニューは新しいという事で最近あった良かった事について、グループの中で

自己紹介がてらお話してもらいたいなと思っています。皆さんのご所属、それからお住まいと

お名前、それからこのテーマですね、最近あった良かった事について、ひと言ずつお話いただ

いてからお話し合いに入りたいと思いますのでご協力をお願いいたします。最初の進行なんで

すけれども、それぞれのテーブルに市の職員の方が入っていらっしゃると思いますので最初に

口火を切っていただいて自己紹介をお願いいたします。今、前の時計でですね、だいたい 2 時
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7 分位になりました。一つのテーブルで 5、6 人の方が座っていらっしゃいますので、ひとり 1

分位でしゃべっていただいて、15 分過ぎ位迄に各グループの自己紹介を終えるようにご協力

をお願いいたします。 

それでは、各グループの市職員の皆さんよろしくお願いいたします。 

 

（自己紹介） 

 

○奥コーディネーター 

 皆さんご協力ありがとうございます。今日は、このグループで話し合いを進めていきたいと

思いますので皆さんお互いに拍手をお願いしてもよろしいですか。 

ありがとうございます。 

既にやってくださっている方がたくさんいらっしゃるのですけれども、後で話し合いに入る

ときにご説明させていただきますが、是非ですね、皆のお話を頷いて聞いていただけるとあり

がたいなと思います。私も含めて話すのが苦手な方も頷かれると伝わっているな良かったなと

思えるので、どうか皆さんご協力いただきたいなと思っています。 

それからコロナ対策ということで前回に引き続き皆さんに色々なご協力をいただいておりま

す。皆スタッフも含めてマスク着用でやらせていただいておりますので、なんとかご協力をお

願いいたします。少しテーブルも離れておりますので、もしかしたらちょっと聞こえづらいな

あという方もいらっしゃるかもしれませんが、どうか皆さんで協力し合って共有してもらって

ですね、話し合いの方をさせていただきたいなあと思っています。あとは、前回コロナ対策で

どういう風にすればこのメンバーで安心してこの会議に参加できるだろうか、という話を恐ら

くらくさせてもらったかと思いますけれども、最終的には信頼関係だという話に実はなりまし

た。ですので、このチームで西仙北を考える仲間としてですね、是非ですね信頼関係を持って

進めていきたいと思いますのでご協力をお願いいたします。 

 今日の課題ですけれども後は皆さんのお手元の方に次第をお配りさせていただいていると思

います。いま自己紹介が終わったところです。次に二番目の情報提供をさせていただきたいと

思っています。次にいよいよワークショップと書いておりますけれども、みんなで話しましょ

うという場です。 

これからの西仙北地域について考えます。それから、二つ目の話題が地域を巻き込みながら実

行できるまちづくりのアイディアを考えるというような話し合いもしていきます。いよいよ本

格的になってきますので、なんとか皆で頑張っていきたいなと思いますのでご協力をお願いい

たします。先にですね、前回の振り返りをしたいなと思っているのですけれども、その前に改

めて私たちの地域協議会がどういうところなのかということから再確認していきたいなと思っ

ておりますので、これについては市の皆さんから少し説明いただきたいなと思います。 

議題（１）西仙北地域ワークショップについては以上で終わりたいと思っておりますが、よ

ろしいですが、お願いします。 
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○事務局 

（概要説明） 

 

○奥コーディネーター 

 ありがとうございました。 

 今ご説明ありました通り、地域協議会の皆さん、これまでもそういった役割を果たされても

らっているのだろうなと思いますが、改めてですね、どんな地域には課題があるんだろうこの

課題をどういう風にしたら解決していけるのだろうなと、一緒に考えながら、ある意味ですね、

住民と市の橋渡しをするような役割として皆で頑張っていけたらいいなと思うところです。ご

協力をお願いいたします。 

そういう前提を確認させていただいた上で、前回話ししました生活課題について振り返りを行

います。それと地域資源とですね、西仙北にはどんな良いところがあるんだろうというお話を

伺いました。もしかしたら前回参加なさっていない方とか、あとは改めて地域に戻ったときに

こんな良いところもあったよな、というところも結構あるのではないかと思いますので、是非

今日のお話に生かしていけたらなと思います。今からですね、こちらのホワイトボードに貼っ

てある模造紙を見ながらご説明させていただきます。字がちょっと小さくて申し訳ありません。 

西仙北の地域資源、良いところとしてどういう意見があったかと申しますと、まずは美味し

い物がたくさんあるよな、という話になりました。四季折々の果物があったり、山菜が採れた

り、地域によっては蒸し漬けというものがあったり、お酒ですね、大綱の響もそうですね、ワ

インを売っているお店もあったりするという話もありました。和榮堂さんが商品そのものもそ

うなのですけれども、子ども達とコラボして商品開発をしているらしいという話も出ていまし

た。あとは、サイトウ肉屋さんのコロッケが美味しいなと思っています。そんな美味しい物が

まだまだあるかもしれません。それから、温泉も素晴らしいよねというお話が出ました。ユメ

リアも良いし、強首温泉は実は泉質がすごく良いんだよという話もありました。それから湧水

ですね。雄清水雌清水があるよというお話がありました。それからお祭りもすごくあって、梵

天とか強首にも強首まつりがあったり、大綱引きは勿論そうですが、お祭りそのものが住民の

参加型というところもひとつポイントなのかなという話になりました。それから福祉施設が充

実していますという話があったり、あとは学校の統合そのものはもしかしたら負の面もあるの

かもしれないけれど、統合したことで子ども達は繋がりが強化されて、どこどこ地域ではなく

て、西仙北が一体になってきているよねという話もありました。刈和野の綱引きではなくて西

仙北の綱引きになってきているよね、というお話もありました。一方でまだ大人の方が遠慮し

ているよねという話もありました。それから、文化財とか歴史的な話も出てきていました。能

面とか番楽とか、あとは亀田街道、理紀之助の跡の場所があったり、戊辰の歴史があったりば

っこ杉があったり、あとは市道の窯跡があったり、内蔵があったりするというお話がありまし

た。あとは公園も色々あって、大佐沢公園の桜まつりがあったり、釣り公園という場所があっ

たりするというお話がありました。あとは休耕地も使われていない場所ではあるんだけれども、

もしかしたら資源にもなり得るのではないかというお話もありました。あとはギバちゃんとい
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う有名人がいるということも資源としてあり得るよねというお話もありました。一方、生活課

題として、生活していて困っていることが様々出まして、近くに食料品や日用品を買えるお店

がないんだよなというお話があり、遠い人だとやはり一人暮らしの高齢者の人はお店まで行け

なくて、買い物の足で困っているという話も出ていたりもしました。昔は五人組というものが

あったという話でしたが、最近だと近隣との会話がなくなったり、世代間交流するような機会

がなくなったりしているという話もありました。関連して、集落活動の維持が難しくなってい

るという所も出てきているみたいです。それから、保育園児が一人しかいない地域もあったり

して、少子化をすごく感じるというお話があったり、空き家が目に付く、あとは若者が流出し

てしまっている、仕事が無かったり結婚や出会いの場が無かったりするということもお話が出

ていました。それから除雪が大変、あとは災害時の助け合いが不安だというお話がありました。

割と白熱した班の中で話があったのは熊の話で、結構熊が増える。スクールバスが通らない地

域があって、2 キロメートル以内であればスクールバスが通らない地域もあって熊が出たとき

はすごく不安だなというお話が出たりしていました。保育園が遠くなってバスも欲しいよなと

か、市民バスが通らない地域もあるんだよなというお話も出ていました。それから、県道市道

の除草されていない様子が気になる、水害時に逃げようと思うけれども避難所に行く道が水没

してしまっていてどうしようかとか、という話が出ていました。最後に市民目線の情報がもっ

とあったら良いなとか、介護というものを考えたときに色々あるのはわかるけれども、解りづ

らい、市民目線でのハンドブックとか何かあったら良いなという意見も出ていたりしたのが前

回の振り返りです。もしかしたらこれ以外にも良いところも含めて困っている事がたくさんあ

るのではないかと思いますので、是非今日も色々と意見を出していただきながら話し合いが出

来たらと思っています。振り返りはこれで終わりますが、情報提供をさせていただきたいなと

思っております。このワークショップの一番最初の回の時に横手市の増田町の狙半内という地

域の方にいらっしゃって頂いて、狙半内の取り組みをお話していただきました。そこの地域も

最初から皆さんがまちづくりを頑張ろうという意識でいた訳ではなくて、実は色んなことがあ

ったんですね。ちょっとその話を最初させていただいて、この後の話し合いに入っていこうと

思いますので少々耳を傾けて頂ければと思います。では八嶋さんからお願いまします。 

 

○ＮＰＯセンター理事 

 はい。そうすれば改めましてよろしくお願いします。１回目に事例紹介ということで狙半内

の共助運営隊の奥山隊長に来て頂きまして、地域での活動というのを紹介していただきました。

その後ですね、先月ですか、秋田県特別表彰を受けたということで、知事と並んでいる写真で

すけれども、あのあと表彰を受けまして、ただ、狙半内も最初からうまくいっていた訳ではな

くてですね、設立したのが平成 24 年、もう 7 年目の 12 月の終わりなのかなと思いますけれど

も、最初私たちが入った時の写真です。最初ですねやっぱり向き合って座るとですね、何を言

われるんだみたいな皆さん表情をしています。何をさせられるんだろうということで、あまり

受け入れてもらえなかったんですね。課題解決があると思うのでそれに取り組んでみませんか

というような、私たちも事業の中での説明でした。その後ですね、これがその時の映像です。

なかなかそういうことは、上手くいかないんだよ、みたいなお話をされました。そういうこと
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もありまして、ではワークショップをやりましょうよと、狙半内でもこういうワークショップ

をやっております。皆さんがやっている様な同じ様なワークショップです。課題はなんだろう

とかですね。この時は課題と解決策を考えてみようというワークショップですね。それで狙半

内でどういう話が出ていたか、資料を見てみたのですけれども、地域での生活についてという

ことで、雪の降るところですので雪の問題、一人暮しで一番困るのが雪、道路の除雪サービス

時間が遅い、雪が無ければ最高に住みやすいんだけれどもな、それから高齢化の問題ですね。

70 歳以上の高齢者の一人暮しが多い、若い人が少なくなる一方だ、日中地域を守る人がいな

い、歳をとっても老人ホームではなく自分の家で暮らしたい、高齢者の集まる場所があれば良

い、みたいな意見が出ております。あとその他ですね、会話する相手が欲しい、家族がいても

日中は仕事に出てしまうので一人だ、それから学校、勤務先、買い物に行くのに遠くて不便、

あと地域的な差別がある、という話が出ていました。言葉とか雪とかですね。狙半内は朝何時

に出て来るんだとか馬鹿にされると言っておりました。それから他の地域との情報交換が必要、

意見のまとめ役が必要だ、ラジオの電波が通らないという話もありました。あと仕事が無い。

狙半内はですね、安心安全であれば最高の地域だよと、山菜も採れるし自然豊かだし最高の地

域なんだけれどもな、とそういう意見が出ていました。狙半内の利点としては温泉が近所にあ

る、これは今閉めてしまいましたけれども、あとはスキー場が近い、自然がいっぱい、住民の

人柄が良く、近所付き合いも良い、雪寄せに関するいざこざが無い、お互い支え合う地域だと、

それから静かで安らぐ、星が綺麗、引っ越した人も山菜は採りに来る、これが私たちが説明し

た資源ですね。地域の資源だと思います。あと、空き家について、空き家が増えてきた、引っ

越してしまう人が多い、空き家が潰れてしまうと怖いという意見ですね。交通については、こ

の間もお話したんですけれども、滝ノ下集落にはバスが入ってこないそういう集落があります。

あと、地域を活性化するアイディアとして冬の間一人暮らしの人が利用できる施設を造れない

かとかですね、空き家を冬季間シェアハウスに出来ないか、地域のことを伝える地域新聞を作

るとか、昔は盛んだった林業を再生しよう、あるいは自然を生かしたものに取り組もうとか、

三平の里の再生、集成材の確保、雪の壁を利用して厳冬で集客、お金を掛けないで人集めでき

る。これはいま一生懸命頑張っていますね。そういうことで住民が主体性を持って取り組める

ような工夫が必要だということで動くためのきっかけ作りを行ってきたということで、その後、

狙半内共助運営隊というものが出来ました。平成 24 年 9 月 26 日ですね。雪寄せ雪下ろし、買

い物サービスを行うこととしまして、雪寄せ雪下ろしに関しては難儀な作業なので有償で対価

を頂いて作業するという仕組みを作りました。それで秋田のケーブルテレビで紹介された映像

があるのですが。こういうような紹介の内容が秋田市で放送されたのですが、秋田市のケーブ

ルテレビで取材したものだったので残念ながら県南地区では流れていないのですが、こういう

映像が流れております。今現在はですね、この間もご紹介したように若い人も参加して、ミニ

バン自家用運送の取り組みをしておりますけれども、ミニバンの運転手やりますよと、奥山隊

長が一年掛かって口説いて、やろうよということで仲間に入れたということですけれども、こ

れをきっかけに若い人がどんどん参加してくれれば良いなという風に地域の方では思っている

ところです。この西仙北地域にもさっき出た課題の他にももっと課題があるかもしれないです

し、それに利用できる資源があるかもしれないですし、協議会で色々考えていけるものがある
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のかなとも思います。私からの情報提供はここで終わります。 

 

○奥コーディネーター 

 はい、狙半内も最初からよしやるぞという風になっていった訳ではなくて、何でやらないと

いけないんだ、それは行政がやるのではないのかという話から出てきています。話し合いを深

めていくうちにやっぱりこういう取り組みは必要だよねという風な形で姿勢が変わっていった

んですね。少しですね、この考えが参考になれば良いなと思って、私からも情報提供をさせて

いただきますが、みなさん消滅可能性都市という言葉をご存知ですか。ご存知の方、手を挙げ

ていただいてよろしいですか。ありがとうございます。ちょっと聞き覚えの無い方もいらっし

ゃるかもしれません。この言葉はですね、日本創生会議という国が作り出した団体なんですけ

れども、そこが指摘している考え方で、実は大仙市も対象で入っているんですけれども、2040

年に自治体機能が維持できなくなりますよ、という風に言われている自治体なんです。大仙市

が 2040 年に、いま市役所の皆さんがお仕事してくださっているんですけれども、この後そう

では無くなるよということなんですね。秋田県で大潟村以外の市町村が消滅可能性都市と言わ

れています。大仙市そのものが無くなるのではなくて、大仙市の市役所の機能が維持できなく

なりますよという話なんです。皆さんはその時どういう風な生活をされていますかね。皆さん

のご家族とかお孫さんたちはそのとき何歳になっているのでしょうか。2040 年です。実はで

すね日本で唯一財政破綻している市町村があるんですね。皆さんご存知のとおり北海道の夕張

です。夕張がどうなっているのかというお話が出来たらいいなと思います。 

 ちょっと動画を再生します。財政破綻から 10 年後のニュースですね。 

(動画再生) 

ちょっと補足で説明をします。これはこの間出た最近の夕張の状況の資料だったんですけれ

ども、夕張市が財政破綻したのが 2007 年ですね。いま記事を読み上げますね。夕張市の財政

は今も火の車だ。税収が 8 億円しかない夕張市が財政破綻し、毎年 26 億円を返済するという

計画はミッションインポッシブルと揶揄され、毎年の予算編成が綱渡りという状況が続いてい

る。ある、市の会議でその日に議題に挙がったのが、市立幼稚園の臨時職員の雇用を巡る予算

だった。他の自治体であれば担当者レベルで調整できる問題だが、夕張市では幹部クラスが議

論を戦わせる。教育課長の話です。市立幼稚園では人手不足が続いており、先生がお昼ご飯を

食べる時間を取ることすら難しい状況です。何とか時間休で働ける先生を確保してもらえない

でしょうか。これに対して財務課長です。厳しい状況にあるのは重々承知しておりますが、計

画にない予算をつけるのは難しい。計画の変更には国の同意が必要です。一番厄介な問題なん

ですよ。予算査定の会議で繰り返し壁として現れたのがこの計画だった。通常の自治体では実

情に合わせて予算を見直すことが出来るが、夕張市では借金を返済するための財政再建計画に

縛られているため、それができないのだ。5 時過ぎの市役所の室温はマイナス 5 度になってい

るそうです。行政サービスの効率化は様々なところで現れています。少子化が進む中で、7 つ

あった小学校、4 つあった中学校はそれぞれ１校ずつに統合され、公民館や美術館などの施設

は軒並み廃止され、公園は整備されなくなり医療機関も縮小された。それらに比べても大鉈が
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振るわれたのが職員の人件費だった。夕張市では財政破綻後 55 人いた管理職の皆さん部長ク

ラスは全員、課長級の方は 3 人を残して一斉に退職、残った職員の給与は年収ベースで平均 4

割削減された。この収入では家族を養えず生活設計が破綻すると退職する職員が相次ぎ、260

人いた職員数は瞬く間に減少しました。その影響で市職員の一人当たりの仕事量は増大し、遅

くまで残業する事態にまで追い込まれた。経費節減のため午後 5 時になると冬でも暖房が切ら

れてしまい、室温がマイナス 5 度まで低下して、コップに入った水が凍ってしまうということ

もあったという。容赦のない合理化は就労環境を悪化させるに留まらず、市職員の士気を下げ、

先行きの見えない市政に若手職員らが更に離職するという悪循環を招いているという。この間

だと自殺された職員の方も出ていましたね。そんな自体がもしかしたら財政破綻すると、ある

かもれないという話です。35 歳の若手の方が東京から派遣されてきて市長に立候補されて、

その方であっても今の年収が 250 万円で市長をやっているという話でした。市がいま事業を継

続するかどうかというところの基準がどうなっているかというと、その事業を止めたら人が死

ぬのかどうかという部分だったり、色々な厳しい条件があったりして、国と戦いながら市政を

運営されているようです。今、夕張市は全国最低のサービスを最高の負担でやっているという

ような状況が続いているそうです。消防・水道・生活保護といった国の法令に基づく事務事業

は維持されていますが、人の生死に直結しない公園や文化スポーツ施設、集会施設の多くが休

廃止となり、住民福祉地域振興に関わる単独事業も廃止されました。住民負担の住民税や固定

資産税が増加し、施設使用料や下水道使用料、各種交付手数料などが引き上げられました。こ

の 10 年夕張市にどんな変化があったでしょうか。さっきニュースでもありましたが破綻発覚

前の 2006 年時点で 13065 人いた人口が 2016 年 6 月時点で 8949 人に減りました。子育て世代

を中心に市外転出が進んだことで出生数が大きく落ち込んだ影響です。子どもの進学のタイミ

ングで市外転出する動きが広がっているとのことです。その理由として考えられることが 4 つ

あります。1 つは、学業や部活の理由。それから 1 校になることによって生徒の顔ぶれ、人間

関係が固定化してしまう。3 つ目が財政破綻した町というレッテルが貼られる。4 つ目がそう

した不利な様子を補う市独自の魅力化事業が欠如しているなどという理由があるという感じで。

まだ記事は続くのですが、結構大変な事態になったりもしています。必ずしもこうなるよとは

い言わないけれども、先程もお伝えしたように日本創生会議が出しているデータによると、多

くの、秋田に限らずですよ、全国の多くの市町村が消滅可能性都市であるというふうな話にな

っています。もしかしたら私も含めて今の生活が維持されるであろうと多くの人たちが考えて

いるのではないかなと思うのですけれども、そうではないという実情が明らかになってきてい

ます。 

少しグループの中で、情報提供が長くなってしまったので、いま八嶋がお話した狙半内の事例

と私から情報提供した消滅可能性都市の話を聞いてどういう風な感想を持ったのか、是非一言

ずつグループの中でお話していただけたらと思います。テーブルの真ん中に白い紙がございま

すので、グループで一人書記係りをお願いしてもよろしいですか。グループでどういう意見が

出たのかメモしていただければなと思います。いまお話していただきたいことが二つあります。

感想が一つです。いま話を聞いてどう感じたか。もう一つはそういった実情を考えた時に協議

会でこれからどういう風にしていけば良いんだろうね、という話をして欲しいなと思います。
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よろしいでしょうか。いま 2 時 50 分なので 3 時迄にしたいと思います。いま私たちの情報提

供を受けての感想とその後どういうふうに動いていったら良いんだろうなという話を 3時迄に

していただきたいなと思います。書記係りの方ちょっと手を挙げていただいてよろしいですか、

ありがとうございます。書記の方の左隣の方から感想とそれから、これから自分たちはどうい

う風に動いていったら良いんだろう、協議会でどういう風にできるんだろうなとか、ざっくば

らんで構いませんので意見交換をお願いします。 

 

（意見交換） 

 

○奥コーディネーター 

こういう風な意見が出たとか、グループで率直なところで話していただけたらなと思います。

大仙市は大丈夫だとか、このままだとまずいよねとか、色んな話が出ているのではと思うので、

是非率直なところでお話いただけたらなと思います。今から山田さんがマイクを持って歩きま

すので、山田さんにマイクを渡された方からお話いただきたいと思います。お願いしてもよろ

しいでしょうか。お願いします。 

 

○市民サービス課長 

 事例のありました狙半内地区とは違い、西仙北は４つの地域で構成されているので、まだそ

れ程大きな課題が見つかっていないのではないかということ。大仙市の財政は夕張とは違って

しっかりしているようだ。夕張の場合は鉱山の閉鎖、産業が無くなったことによる財政破綻で

あって、西仙北地域は農業地域なのでそれ程のことはないのではないか。高齢化による所得減

少により税収の減少がこれから進むのではないか。高齢化により福祉関係の予算の増加が懸念

される。どこの地域でも言える事で人口減、流出が問題である。一人世帯の割合がどれだけあ

るか生活弱者、買い物、病院等のケアが必要ではないかということです。以上です。 

 

○奥コーディネーター 

 ありがとうございます。 

 

○事務局 山田 

 私たちの班でまとまった内容ですが、夕張市の事例を見ての感想は、いきなり財政破綻にな

った訳ではないのだろうということで、何か手立てが無かったのかなという感想がありました。

市の方ではもしかしたら細かい地域の内情だったり、実情がそこまでわからないこともあった

だろうし、昔は先の将来がこうなるまで予測できなかった、そういう時代もあったのではない

かという話にもなりました。消滅可能性都市ということで自分たちに出来ることというのは、

今、一生懸命やっている人たちもいるのですけれども、自治会活動というのは西仙北地域では

特に一生懸命やっているのではないか、自治会の活動を全面的にサポートするとか応援してい

くということは、自分たちにもできるのではないかという話にもなりました。地域の中でも歳

を重ねると出来なくなることがありまして、例えば冬の囲いとかお墓の掃除とか、そういう日
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常生活で今まで出来ていたことができなくなるということを考えると生活のサポートの代行だ

ったりというものも、自治会とかお互い共助の体制を取りながらやっていけないかという話に

なりました。以上です。 

 

○事務局 星宮 

 こちらの班の感想を述べさせていただきます。まず、夕張のニュースを見た感想としては切

実な問題であるということ。西仙北地域としてのお話をいただいた中で、商工会の会員の減少、

働く場所がない、若い人がいない、自分たちでやっていくのには限界があるという意見をいた

だきました。以上になります。 

 

○奥コーディネーター 

 ありがとうございます。皆さんから様々な意見がありました。大仙市はきっと夕張よりも大

丈夫ではないか、夕張には手立てがなかったのだろうか、昔はデータも無くわからなかった時

代もあったかもしれないな、という話がありました。あと人口減少はどこの地域でも課題にな

ることだよな。もしかしたら、高齢化が進むことで市の予算が増えてそこが負担になっていっ

たりとか、色んな税金とか増えていくことで収入そのものが不安になるのではないかとか、買

い物や通院や雪寄せなど歳を重ねるとできなくなることもあるので、生活支援、助け合える共

助が大事なのではないか、もしかしたら協議会で自治会とか応援していくということもできる

のではないかいとか、という話もありました。もかしたら、私達は地域の課題というものを全

て把握できている訳ではないのではないか、それは狙半内みたいに地域が狭くないので、広い

地域の中でと考えたときに、もうちょっと真髄に入っていかないと課題が見えてこないのでは

ないかということなのかなと思いました。それと団体によっては会員が減ったりしているよう

なところも増えているというところも皆さんのお話だったのかなと思います。 

それも踏まえて大仙市のデータを見ていきたいと思います。八嶋さんお願いします。 

 

○ＮＰＯセンター理事 

 研究プロジェクトポッサムというところから資料を引っ張ってきたのですけれども、シミュ

レーションですね。千葉大学の研究所でやっているもので、ちょうど大仙市が出てきましたの

で私持ってきたのですけれども、2015 年と 2050 年で人口のピラミッドですね。これが 2015

年、その隣が 2050 年です。どこの地域も人口は減るのですけれども、半分に減っていってい

るんですね。まずは特徴的なのは若い人が少なくなります。高齢者が増えます。2050 年の 90

歳以上の女性は一番多いですね。シミュレーションというのは今の状況をこのまま続けていっ

たとしたらこうなりますよと、いうものになっておりますので、あまり外れた数字ではないの

かなと思います。これからまた、別の要素が入ってくると増えたり減ったりということはある

かもしれませんけれども、今の状況のことを続けるとこうなりますという結果だと思います。

それで、さっきの夕張の話もありましたけれども、誰もそうなるとは想像していないというか、

私もこれまで頑張ってきたからこれからも大丈夫だよなとか思ってしまいがちなんですけれど

も、現実としては刻々と減っていくし、市でいうと税収も減っていくるし、その税収の中でや
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りくりしていくと全域で色んなサービスができるのかというのもわからなくなってくるという

ことかなというのが数字を見て思うところと、あと、もう一つですね、社会の変化で人口減少

とか高齢化とかそういうのが進むとですね、行政領域、企業領域が変わらなくても、個人でや

れたことが段々できなくなっていくということですね。個人領域で、例えば家庭とか自治会で

やってきた、個人だと農作業、それから草刈り、通院、冬囲い、お墓管理、買い物とか、そう

いったことが人口減少とか高齢化によってできなくなってくるということと、あとは自治会活

動だとするとお祭りが出来なくなってくるとか、そういったことも出てくるのかなと思いまし

た。 

 

○奥コーディネーター 

 ありがとうございます。やっぱり行政の税収が減ってくれば出来ることも限られてきます。

あとは行政自体が変わらなかったとしても私たちの人口構成が変わってくる中でどんどん出来

なくなってくることも増えてくるのではないかなと思うところがあります。その中でいま手を

打つとしたらどんなことが出来るのかなということをこの後の時間に皆でお話できたらなあと

思っています。ちょっと暗い話になってしまったかもしれませんが、これからは明るい話をし

ましょう。いざ手を打つとしたら、さっきのデータが変わってくる可能性もあります。今から

の時間はこれからの西仙北地域を考えようということで、今どんなことを私達はできるのかな、

していけばいいのかなということを考える時間にしていければなと思っています。皆さんのお

手元に前回の話し合いで書いた模造紙の写真が 2 枚配布されています。今日の冒頭でお話させ

ていただいた生活課題と地域資源について、書かれているものです。この後、皆さん作業の時

に見ていただきたいなと思います。もしかしたら、ここにはない生活課題がたくさんあるので

はないかなと思いますし、もしかしたらもっと地域の良いところがあるかもしれませんので、

ここにないものも新たに考えながら、この後の時間、話し合いができたら良いなと思います。

何を今から話し合いますかと言うことなのですけれども、テーマをお話します。皆さんのお手

元の写真にある生活課題これを解決するためにどんなことが出来るんだろう。できればこの時

にですね、こんな地域資源を生かせるのではないかということを考えていただきたいと思いま

す、皆さん考えるときの視点としては生活課題を中心に考えていただいて、この生活課題を解

決するために、私達はこんなことが出来るのではないかな、私たちというのは協議会かもしれ

ませんし、それとも他の地域の皆でやっていくことかもしれません。あとは一部行政にも担っ

ていただきながらということもあるかもしれません。生活課題を解決するためにこんなことが

できるのではないかなとアイディアを是非考えていただければと思います。可能であれば地域

の地域資源がたくさん出ていますので、この地域資源をこんな風に生かせるのではないかなと

考えてみてください。ちょっと補足してお伝えすると、皆さんから出していただいた地域資源

に出ていないものがあります。資源というのは色んな種類があって、物も資源です。情報も資

源です。でも、人も資源です。地域にはこんな人がいるよ、こんな団体があるよ、こんなこと

が出来る人がいるよ、というのも資源になるので、こんな資源をこういう風に使えるのではな

いか、こういう人たちとこんなことができるのではないかということを少し考えていただきな

がら、アイディアを出していただきたいなと思います。という風に伝えるとですね、ちょっと
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難しいなと唸ってしまうと思うので、事例をちょっとだけ、2 分で終わります。 

 隣の南外でやっている事例です。お願いします。 

  

○ＮＰＯセンター理事 

こんな地域資源を生かすということで、南外の事例を私持ってきましたけれども、皆さんご

存知かと思いますけれども、お互い様スーパー南外さいかい市というものがあります。何とか

したい生活課題というものがありました。これが何かというと南外の場合、買い物できる場所

が無いということですね。それが生活課題だったということです。それに解決できるような地

域資源は何かないかというときに、山菜資源が豊富だったということがありますね。あそこは

山菜の売り上げが一番多いそうですね。次はアイスクリームだそうですけれども、何故アイス

クリームなのかという時に隣に温泉施設があるんですね。だから、温泉に入りに来た人が買い

物して帰ってくれるということで、アイスクリームが売れるというのはそういった理由なんで

すけれども、そういった地域の利点、それから山菜が採れるということで、山菜の時期は地域

外から人がいっぱい入ってくると聞いています。山菜に代わるものがあればもしかしたら地域

からいっぱい呼べるかもしれないねという話をこの間しておりました。 

 

○奥コーディネーター 

 ありがとうございます。 

 今の南外の事例を参考にしながら皆さんも西仙北でどんなことができるのかなあということ

を是非考えていただきたいなと思います。テーブルの上にピンク色の付箋と黄色の付箋がある

と思います。お手元に付箋を取っていただいて、ペンも一人 1 本あると思います。ペンを 1 本

お取りください。考え方なのですけれども黄色い付箋を先に使います。皆さんテーブルの上に

広げている生活課題の写真をご覧いただいて、これ本当に何とかしたいよね、というものを先

に黄色い付箋に選んで書いて頂いて。１枚の付箋に一つの困り事を書いてください。もし、模

造紙に無いことで今皆さんが何とかしたいと思っていることがあるとすれば、そのことを書い

て頂いても構いません。まずは黄色い付箋に生活課題を書いてください。何とかするアイディ

アをこの後考えていただくことになるのですけれども、その生活課題を解決するために、もし

かしたらこんな人が力を貸してくれるのではないかなとか、こんなものを使えばいいのではな

いのかなというふうな地域資源をピンクの付箋に今度書いていっていただきたいなと思います。

これを使えばこの課題を解決できるかもしれないなとか、これとこれを組み合わせれば面白い

ことが起きるかもしれないとか自由な発想で構いませんので、是非ピンクの付箋には地域資源

を書いて欲しいなと思います。そこまで出来ましたらテーブルの上に A4 サイズの白い紙があ

ると思いますので、その紙に解決したい課題とこれを使えばいいのではないかなという地域資

源を貼っていただいて、具体的に何が出来るのかなということは白い紙に書いてください。ど

んどんアイディアを出していただいて、これからの可能性を作っていきたいなと思いますので

ご協力をお願いいたします。個人で考える時間を 5 分間取りたいと思いますので、まずは 5 分

頑張ってみてください。もし時間が足りなければ延長しますのでお知らせください。では、25

分までを目標に考えてみてください。 
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（ワークショップ） 

 

○奥コーシネーター 

 今、既にグループで意見交換しているところもありますが、この後グループの中でどういう

ものが出たのか意見交換していって欲しいと思います。記録係の方はどういう話が出ているの

かどんどんメモを取っていって欲しいなと思います。中には個人で考えた時に書けなかったと

いう方もいらっしゃるかもしれません。書けなかった方も書けた方もちょっとしたアイディア

を恐らくお考えとしてあるかと思うので、構想を記録係りの方はメモを取っていただいて、ま

とめていただきたいなと思います。書けた方は是非書いたものをみんなに見せながらお話をし

ていただきたいなと思いますのでご協力をお願いします。その中で最後にグループの皆さんの

作業としてのお願いなのでけれども、色んな意見が出た中で、これ良いなという風なものがあ

ったら星印を付けておくとか、これ内のグループで一番良い意見だというものを皆さんで決め

てもらって、記録係りの方は星印を付けてもらうとか、発表する時にどれがうちのグループの

代表の意見なのかというようにお話できるような状態にしていただきたいなと思います。前の

時計でいま 35 分位になったので、目標としては 45 分位の発表の時間としたいと思います。ま

ずは皆さんの書いたことを発表していただいて、その中でうちの意見としては一番押しですと

いうものを決めていただいて 45 分から発表の時間にしたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。では、さっきの発表で進行役だった方、もう一度進行をお願いしますのでご協力を

お願いいたします。それでは 45 分までどうぞ。 

 

（ワークショップ） 

 

○NPO センター理事 

 そろそろ時間もありますので始めたいと思います。 

  

○市民サービス課長 

 使える資源としては西仙北地域を走っている市民バスを利用して、市民バスが満員になるこ

とは無いのでバスの半分くらいのスペースを移動販売バスみたいに物を運ぶ、ということでア

ンケートをとって物を揃えてみてはどうかなと。 

 

○NPO センター理事 

 市民バスが物を運ぶということですか 

 

○市民サービス課長 

 移動販売バスとして物を運ぶということです。商品はアンケートをとり、どんなものを揃え

たらいいか決めるということです。 
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○NPO センター理事 

 他に何かありませんか。 

 

○市民サービス課長 

 除雪と災害なんですけれども、高齢者の除雪が大変ということで、困った方がいれば自治会 

へ相談して情報を一本化してもらい、市で除雪の機械の貸し出しもしているので除雪をしても

らう、それから、市の高齢者等除雪対策事業というのもあるので利用促進してもらう、という

ことです。 

 

○NPO センター理事 

要支援者の名簿を作るということですかね。自治体で把握するということですね。ありがと

うございます。次いいですか。お願いいたします。 

 

○事務局 山田 

 一人暮らしの高齢者が買い物できないという現状を考えて、例えば福祉施設で運営している

送迎バスとかスクールバスとタイアップして買い物支援をするという案が出ました。地域の若

い人たちが県外に流出しているということもありましたので、地元の若い人たちが地域の歴史

とか文化とかお寺とかの魅力を感じて愛着を持ってもらうということで、まだまだ知らない地

域の資源をガイドブックだったりだとか、そういう知らないところを色々知ってもらうという

意見もありました。あとは子どもの学習の場に綱引きだけではなくて、地域の文化や歴史に触

れていただくような機会も設ければ、子ども達も小さいうちから地域の色んなことを知ってい

けるのではないかという意見もありました。地域の年配の方々が日常生活が大変になってくる

中で関わりとか日常生活の助け合い共助というところで、自治会とかで代行サービスをしてい

くという方法もあるのではないかという意見もありました。以上です。 

 

○奥コーディネーター 

買い物支援というのは、さっきこちらのグループでも出た移動販売とはまた別ですか。 

 

○NPO センター理事 

 送迎、スクールバスとか福祉バスとかを利用して送迎するということですね。 

 では次をお願いします。 

 

○事務局 星宮 

 こちらのグループでは３つ意見が出まして、1 つは県・市道の除草が気になるということで、

個人のボランティアですけれども、スマホとかで情報提供できるシステムをとるかという意見

がありました。もう一つは空き店舗、人口流出があるということで、若い人が集まれるような

きっかけになる喫茶店などを作る上で行政が支援するなど働きがけをし、人を集められたらい

いなというアイディアがありました。もう一つは集落活動の維持ということで、世代間交流が
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ない、高齢者の一人暮らし、人口減少、コミュニティ形成づくりで、子育てが終わった世代の

方をメインに集まれるきっかけを作ってグループを作り活動することができるように、という

意見が出ました。以上です。 

 

○NPO センター理事 

 ３つのグループから発表していただきました。まず一つ目、全部紹介していきますけれども、

まずはお店の無い地域、買い物困難な地域があるという課題に対しで、スクールバス、福祉バ

スを使ってお店まで送迎するようなサービスですね、それから除雪とか災害といった課題、高

齢化も入るのだと思いますけれども、困ったという声を自治会が一本化すると、要支援者の名

簿を作る、要支援者を把握しておく、これはなかなか個人情報の関係で難しくなってきている

のですが人命に関することはやっていかないといけないと皆言っていますけれども、それで市

の支援を繋ぐというようなことですね。除雪、災害と自治会、これと若者が流出するという課

題がありまして、若者が地域を知らないのではないか、若者に限らずなかなか地域のことを知

らない方が多いと思うので、その魅力を取材してガイドブックを作ろうというようなアイディ

アですね。これを資源として発信していこうということですね。あとは、高齢者の中の日常生

活支援ですね、高齢者の方々が自分で出来ないことが増えてきているということで、そういっ

たことの日常生活支援に自治会が加わる。それと、県、市道の除草、気になる場所を写真で撮

ってメールとかで行政とボランティアを繋げる。それから空き家、若者の流出で、空き家、空

き店舗を集まる場作りとして喫茶店とかを作って人が集まれる場所を作ろう、そういうアイデ

ィアですね。あとこちらが集落活動の維持、それから世代間交流、行事になかなか参加する人

が少ない、それに対して子育てを終えた世代で団体を結成して、課題に対する活動を行ってい

くということでその活動を促したいそういうアイディアが出ました。 

 まとめをしましょうか。結局は課題があって資源があって、それに解決策を考えていくとい

うことで今日のワークショップをやってきましたけれども、基本はこういうことなんですね、

地域の人たちが自分たちでこれ困っているなということがあれば、それを解決してみるという

ところ、あまり生活課題というか、社会課題、人口減少だとか高齢化だとかは地域で何とかで

きることではないですね。困り事って言うのは皆が嫌だなこんなことはって言う様なことがあ

りますよね、雪が降って雪を寄せたりしないといけないとか、買い物に行くといっても車が無

いからどうしようかなとかという困り事とか、その困り事というのは解決したらすっきりする

ということ。地域ですっきりするという活動をみんなで考えるということだと思います。あま

り難しく考えないで自分たちで出来る範囲内でこれをこう解決すればすっきりするんだよなと

いう課題を小さくてもうまくいったらそういう別のことを積み重ねていくことで、さっき言っ

た狙半内も最初からうまくいった訳ではないというのはそういうことで、小さいことからコツ

コツやっていったら纏まっていったというか、外から応援が来たりとか、外に出て行った高齢

者がやっぱり狙半内に戻って来たいとか、そういったことも出てきたりします。そうなるかど

うかはともかく、自分たちで取り組んでみるということは、さっき見た、段々人口がしぼんで

いくものを食い止めるとか若干食い止めるとか、もしかしたら繋がっていくのかなと思います。 

 今日のワークショップはこんなところで終わりますが、いいでしょうか。それでは、また市
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の方へマイクをお渡ししたいと思います。今日はありがとうございました。 

 

○今田会長 

 どうもありがとうございました。議題１の西仙北地域ワークショップについては、以上で終

わらせていただきたいと思います。 

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。ありがと

うございました。 

さて、昨年度までの地域協議会は、地域枠予算の審議をメインに協議してきましたが、今年

度からの協議会の活動内容が見直され、地域枠予算の審議承認が廃止となりました。また、今

年度新任された委員も多数いらっしゃることから、改めて協議会の役割という部分を認識して

いただくため、ワークショップをおこなって参りました。役割の一つである「地域を元気にす

るための事業提案」として、来年度の地域の魅力再発見事業の立案を現時点で具体化させるこ

とが難しいため、ワークショップで皆様から得られましたご意見を、会長の私と副会長、事務

局で取りまとめ、後日、提案させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。今あり

ましたように色々良い案がありましたけれども、具体的にどのようにやっていくのか、予算的

に内容を詰めていませんので、この次までに来年度の予算確保のため協議した案を後でご説明

したいと思いますのでよろしいでしょうか。何も無ければ、皆さんから承認していただいたと

いうことで、よろしいですか。 

では、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５、その他についてですが、委員の皆様から何かありませんでしょうか。 

 

○事務局 

本日は、ありがとうございました。 

冒頭での会長挨拶にもございましたが、今年度より地域協議会では地域の課題についての自

主的審議、また、将来へ持続可能な協働のまちづくりを実現するため、秋田県南ＮＰＯセンタ

ー様からのサポートにより、今回を含めた３回ワークショップを通して皆様に意見交換や情報

共有をしていただきました。 

地域の課題や地域資源について、様々な立場の代表の皆様から意見を提供いただき、共有し

てきた内容等を、今後の住民主体の地域づくりの取り組みに反映させられるよう、引き続き協

議会運営にご協力くださいますようお願いします。 

次回の協議会は、１２月中旬頃を予定しております。内容につきましては、今年度の地域枠

予算の現状報告と皆様から頂戴したご意見をもとに立案する来年度の「地域の魅力再発見事業」

の事業概要の説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 



－18－ 

 

○市民サービス課長 

これをもちまして、令和２年度第４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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

西仙北地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。 
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