平成 28 年度

第２回

住田町総合計画・住田町人口ビジョン・住田町総合戦略推進委員会

会議録

日時 平成 28 年 11 月 26 日(土) 14:00～16:00
場所 まち家世田米駅
出席 [委員長] 大杉覚、[委員] 安部博、奈良朋彦、藤井洋二、紺野由美、吉田新吾
[事務局] 企画財政課

吉田課長、高萩係長、高橋主事

欠席 [副委員長] 神田謙一、[委員] 千葉礼子、佐々木康行、佐藤元幸、遠藤正、
及川敏和、佐藤晃子、水野孝洋、佐藤浩美、村上健也
内容 進行：企画財政課 吉田課長
１．開会

進行が開会

２．委員長あいさつ

大杉委員長

前回からだいぶ時間が経ってしまいましたけれども、もう少し早めに開催するつもり
だったのが、事務局の都合で今日に延びてしまいました。今日は土曜日ということで集
まりがよろしくないが、アンケートの集計結果が出ましたので、そちらをベースとして、
昨年度できました総合戦略、今後さらに各所管のほうで目標をもう一度きちんと見直し
ていただいているところですけれども、それを考えていくうえでも、住民の意向をきち
んと把握しておく必要があると思いますので、今日も皆さんの協力を得ながら進めて参
りたいと思いますので、よろしくお願いします。
３．協議

議長：大杉委員長

※以下、文中（

）書きは事務局注

（１）平成 28 年度事業にかかる住民評価アンケートの集計結果について
事務局より資料に基づき説明。
安部委員 医療のところで、遠野など近隣の医療機関を使っているという声がある。
来週コミュニティバスで、どの程度の方がどの医院を使っているかを、バスに乗
って実地アンケートを行う予定。釜石や水沢にも行っているということで、単に
遠野だけではなかったんだなと改めてこれを見た。遠野病院の院長の話だと結構
住田の方来ているというので、いい意味で我々と連携したいという話で、１月か
らいろいろ検討することになった。なかなかお医者さんが増えない中で、安心で
きるような整備はしなければいけないなと改めて感じている。
大杉委員長

コミュニティバスの調査は、調査主体はどちらが？

安部委員 我々（未来かなえ機構）がやります。来週１週間やろうと思っています。
２便あるが、たぶん医療機関使うのは７時過ぎの１便。
紺野委員 五葉地区では、いったん八日町で乗り換えて遠野に行かなければいけな
いので、免許を持っていない人はそれで行きますけど、誰か家族がいれば大概は

送っていく、遠野、釜石は。同じくらいの距離で行けるので釜石も多い。
安部委員

実際コミュニティバスがどの程度通院に使われているのかは１つ知り

たい。利便性ですね、乗り換えが発生すると聞いたので、その辺の生の声を聞き
たい。
大杉委員長

コミュニティバスの乗降客に対してアンケートをすることはないの

か？
吉田課長 やっています、定期的に。
大杉委員長

どこの病院までというのは？

吉田課長 それはやっていない。
大杉委員長

通院のためなど、何を目的に、というところはあるということです

か？
吉田課長 そうですね。
大杉委員長

コミュニティバスを使う人と自分で車で行く人はあると思いますが、

例えばレセプトなどで、どこの医療機関にかかっているかというのは、町はある
程度はわかるのか？
吉田課長 そうですね。
大杉委員長

そういうのと照らし合わせながら、その中でコミュニティバスを使っ

ている人がどこに行っているかを･･･検討してみてもいいのかなと思います。
その他、それぞれお住まいの地区の傾向みたいなものもあると思いますので。
吉田課長 公共交通の部分が多いのかと思ったら、意外と道路のインフラそのもの
の要望がずいぶん多かったという印象をもっている。
紺野委員 今は危険です。台風 10 号で道路がえぐれてしまったり、土砂が崩れて
きたりしている。通るのに本当に慎重に、歩いたほうが早いんじゃないかという
速度で来ないと怖いです。
大杉委員長

自由記載欄を見ると、移住者と思われる方が非常に狭い、不便だとい

うようなことを書かれていて、どうなんでしょう。
藤井委員 先日の台風 10 号の影響は五葉地区が一番甚大だった。床上浸水が２件
ですか、あったわけですけれども、今まで水が道路に達したことのない場所まで
きて、危険な思いをしたというのがありますし、それだけではなくて、沢水が山
の方からきて車が通れなくなったところが３ヶ所くらいあったり、避難した地区
公民館も危ないとなって自治公民館に避難することになったりして、右往左往し
ながら避難された方もいる。住みにくさではなく危険を感じた、ということ。
土砂災害ではないが、毎日大型の車が震災以降五葉地区を通ってインターに接続
すると近いことから、交通量が多くなった。実際交通量の調査は７時過ぎからや
っているようだが、実際は５時過ぎになると相当なトラックが走っている。すれ
違いに危険を感じるということと、子供たちの通学のバスが事故にあわないか子
供たちが危険じゃないかと毎日感じながらいるような状態。これ（アンケート）
見た時に、悲痛な叫びが聞こえるような状況を訴えている。移住されてきた方も

そうだと思うが、歩道のない場所をずっと世田米まで来る間に、歩行者がいれば
非常に危険だし、自転車も私だったら危険で通れないくらい、インフラの整備は
緊急を要すると最近は実感している。
大杉委員長

皆さん、自由回答、本当にたくさん出されている。道路もそうですし、

その他いろいろなことに対して思いを持たれているなとわかる。
私の感想としては、全体として満足、どちらかといえば満足という回答が低い。
施策として進められていなくてやむを得ないのかなと思われるものもあれば、あ
る程度手を打っているけれども低いということもあって、町の方から住民の方々
への PR のあり方も少し考えておかなければいけないのかなと思う。せっかくい
いことをやっていても伝わっていないとなると非常にもったいない話。今回の調
査そのものの趣旨とは違うが、非常に重要な点だと思いますので、考えていただ
きたい。
奈良委員 重要度と満足度を縦軸横軸に表したもので、この図の左下にいくほど満
足はしてないし重要でもないといわれるものになるが、見てみると結構町として
力を入れてやっている部分もあると思うので、役場としてどういうエネルギーを
かけて、どういうことをやっているのか、町民の方と連携してやっていることも
いろいろあるので、どういうことをやっているかということを少し PR しなくて
はいけないのかなというのと、満足度は上がるものなのかどうかもちょっと微妙
なんですが、不満という声さえなければ私はいいかなと思う。
全部重要なものだけをやることのないように、重要でないといえどもやらなけれ
ばいけないものもあるのではないか。
大杉委員長

地域づくりが特効薬的にすぐ何か成果が出てくるものでもないし、自

ら動かなければいけないということもあるからでしょうけど、どうしても全体的
に満足度も重要度も低めに出ている。そうした点は町の方から住民の方と連携し
て理解を深めていただくようなことも考えていかなければいけないのかなと思
う。
吉田委員

アンケートを記入されているそれぞれの方の置かれている立場によっ

て考え方も変わってくるだろうが、全体を見ると結婚・出産・子育ての部分に関
して満足度が高くて、地域づくりには正直住民の方はそんなに思いがないのかな
というところも見受けられる。結婚・出産・子育て、仕事、住まい、地域づくり
といった順番で重要と感じて回答されていると感じた。
個別の自由記載では、医療機関、町内の上代医院もやめて、櫻井先生もご高齢と
いうことで、個人医院が欲しいという声が多いが、実際に個人医院を運営すると
なると、本町の規模ではペイできないのではないか。うちの銀行の医療チームに
も個別に相談しているが、正直厳しいでしょう、という話がある。
同様にお買い物の部分でスーパーやショッピングモールにもご希望はあるよう
だけれども、これについても同様に、事業として民間の方がやっていくには計画
作るのはかなり厳しいんじゃないかなと考えられる。

それに対して町がどの程度支援できるのか、するのか、というところだと思う。
あるいは町営の病院を作るとか。ただ、上代医院の近くでは近すぎるので別の場
所で、というような考え方で。
いずれ、医療の部分については町民の皆さん非常に重要だと考えているようなの
で、早急に対策が必要な部分じゃないかと思いますので、そこは検討は必要だと
は思いますが、なかなか難しいんじゃないかなと思う。
大杉委員長

各所管のほうで、計画の目標設定を、スケジュール管理も含めて今見

直しいただいているところなので、ぜひこのアンケート結果のデータを使って十
分考えていただきたい。各地区の特徴も、年齢別もそうでしょうけど、非常に特
徴的に出ていると思うので、今後各地域に地域おこし協力隊の方や集落支援員の
方を中心とした地域づくりに入っていただく際に、各地域にこんな特徴が出てい
るんだということを十分お知らせして把握していただくといいんじゃないかな
と思う。これだけの非常に豊富な自由回答を書いていただいていますので、ぜひ
職員の方々には目を通していただきたい。
差支えなければこのまま全部、あるいは固有名詞を削除したりしてホームページ
に載せてもいいのではないか。いただいた意見としてこういうものがあるという
のを皆さんにご覧いただけるようにしていただくこともいいのではないかと思
う。
安部委員 特に地域づくりに関することについては、今後は権利の主張ではなくて、
住民として何ができるのか、自分たちはこういうことをやる、自分たちを資源と
して捉えて町の活性化のために役割をもつという、そういう声も今後聞いていく
必要があるのかなと思う。
大杉委員長

アンケートだと要望という感じになってしまいがち。前年度もやった

ワークショップみたいなことを行うとか、この委員会からは手が離れるかもしれ
ないが、自分たちとしてはこういうことをしていく、こういうことができるとい
うことを考えていかなければいけない。
安部委員 これだけ書けるということは、思いは持っている。
大杉委員長

直接アンケートの指標そのものを目標に入れるものも出てくるだろ

う。
（２）「小さな拠点づくり」の方向性について
事務局より資料に基づき説明。
大杉委員長

これ自体は、この委員会ではどのように位置付けて検討すればいいか

確認したい。総合戦略の一部として考えて、この場で了承されれば決定されるの
か、最終的なオーソライズ（承認）は町で行うが、この委員会として了承すると
いうことか。

吉田課長 この原案は総合戦略のプロジェクトの中の一部を具体化したもの。来年
度の予算は議会通過していないが、この案で進めたいがどうでしょうかというこ
とをご協議いただきたい。
地域予算制度は西日本で多く取り上げられているが、東北では珍しいと思う。今
までは補助金だったので何かと制約が多かったが、地域に任せてしまってビジョ
ンを作るテーマに沿って使うのであれば地域の裁量でどうぞ、という新しい試み。
大杉委員長

飲食代に関しては、例えばイベント参加者にお茶を出す程度のものは

認める、アルコール入った飲み物はちょっとどうか、ということになる。みんな
で集まってやる芋煮会の食材までは出せるけれどもとか。そこはお金が余ったか
らみんなで飲み食いして、ということがないようにするというのは必要。ただ、
あまりうるさく言わないというのは必要でしょうね。枠をはめないとか。
紺野委員 １地区 80 万円とありますが、1 地区ですか？人口比とかではなく。
吉田課長 １つの地区に 80 万円。町民税が 2 億ありますので、その２％を町づく
りに還元するという考え方。人口割ではなく、400 万円を均等に５地区に配分し
たということ。
紺野委員 人口が少ない五葉地区はたくさん行事ができるけど、世田米地区とか人
口の多いところは、･･･ってならないのかなってちょっと。
吉田課長 世田米は地区公民館がここだが、中沢あり川口あり下在あり、広い。運
営の仕方もどうしたらいいのかまで含めて話し合いをして深めていただきたい。
旧小学校単位と言ったが、明治までさかのぼれば下在にも、中沢にも、昭和の初
期までは川口にも小学校があった。
安部委員 一方で、企画の面白さやユニークさをお互いの地区の人たちが他の地区
に投票する、40 万円は均等割で、残りの 40 万、200 万は企画コンペをやって他
の地域のここに何点あげよう、みたいにして、それでデコボコつけてやると。そ
うすると他にお金がいってもいいんじゃないか。自分たちがたくさんもらいたけ
れば、ユニークで面白い評価の高い企画をして、分捕り合戦をする。
大杉委員長

お金を出す時の性格は、はっきりしておいたほうがいい。地域予算と

いう言い方がいいのかどうか、地域ビジョン作りに必要な、策定の経費的な発想
でいうのであれば、あまり規模関係なく一律に近い形で出しても問題ないと思う
が、各地区での活動に使える予算として出していくのであると、厳密にいえば面
積割とか人口割とかいうものも勘案してということは出てくると思う。後者の場
合だと、西日本や中部地方でやっているところ多いが、旧来の補助金を統合して
いる。今までバラバラに出していた補助金を全部または一部を統合して、それを
原資としてその地域で自由に使っていい予算にする、これだったら非常にわかり
やすい。地域としてお金を出してもらうのはありがたいが、人口規模なども違う
中で、どういう性格のお金だからこのように出ているというのは、説明がつくよ
うな形にしておいたほうが行政としてはいいと思う。
吉田課長 検討の中でそのような話もあったが、これはあくまでも地域おこし協力

隊を入れて、ビジョンを策定するために使う。テーマに沿って３年間、80 万円
ずつ。
大杉委員長

それにまつわるものとして、イベント的なものに使ったりとか、会議

に使ったりとかはあると思う。
吉田課長 ビジョンを作った後にまた何かやりたいとなった場合は、また別になる。
藤井委員 やりやすいイメージが出てきたが、気兼ねなく今いる支援員や協力隊の
人たちと住民が緊密に話し合いしながらやればいいんですよね。
吉田課長 一関とか花巻は合併もあったが、地区公民館、振興センターといってい
るが、そこに地域おこし協力隊の人件費まで含めて 1000 万くらいやっている。
その中で地域運営してください、みたいにやっているところは県内にもある。
藤井委員 先ほどのアンケート結果と今の話と総合して考えると、五葉地区はいい
ところには非常にいい評価をしながら、地元の地区公民館を最下位に考えていて、
全く住民活動に関心がないわけではないが何もないという中で、今のようなこと
が行われれば住民の意識の底上げになるのではないか。
大杉委員長

これはある意味それに火をつける部分で、地域の人たちが自分で主体

的に考えていかなければいけない。それにあたってお金と、地域おこし協力隊で
あるとか集落支援員の方が火付け役になって、という部分が重要かと思う。人口
の少ないところだと地域の活動がなかなかうまく進められないと思うので。
安部委員 お金の部分で、かなりフリーなところがあるが、先ほど監査の話があっ
たが、銀行さんに一括してみていただくということはできないのか。監査を地域
ごとやると面倒で、仮にやったとしても形式的になる。なのできちんとやっても
らう。その代り、それはプロに任せる。
一方で、ここ（資料）にある「過度な飲食代」というのは、過度ではなくて具体
的に、例えば 1000 円とか 500 円とか、明確に決めておいたほうがいい。過度は
主観的に捉えられる。5000 円だって過度じゃないといわれるかもしれない。ガ
イドライン的なものがあれば。
大杉委員長

会議にコーヒーが出る程度は問題ないとか。

安部委員 例えばいくら以上は自腹でとか。
紺野委員 支出内規みたいなものを作っておくとか。
大杉委員長

他のところを見ていると、だんだんそこが緩んでいく。ちゃんとやる

ところとそうでないところの差が出てくる。きちんと見る人が共通に見ていくと
いうこと、そこの体制はしっかりしていかなければいけない。
吉田委員

80 万を使うためだけに集まってしまう、というのが怖い。黙って３年

間、80 万くる、それを使わなければいけないみたいな感じになって、集まって、
わいわい話をして、今日の食事の分となって、で何も決まらないとなると、そこ
はリーダー役の人は大変だと思うが、しっかりできるのか。あとは、進ちょくに
関してどのようなサポートを。
吉田課長

中間支援団体の方に入っていただいて、学習会などをやっていただく。

あとは、月１回なり定例の連絡会など情報交換の場をもって、そこで学習機能を
もたせてやっていきたい。役員とか監査委員とか決めながら自浄作用、自律作用
を期待している。あとは、後年度に使う分を、基金を設けて貯金しておいて使っ
てもいい。
大杉委員長

中間支援の団体が、監査ではないが、どのようにお金を使っていくか

というところにも目配せをしてもらうといい。
吉田課長 各地区で設定したテーマがはっきりしているので、これに向かってビジ
ョンを詰めていただいて、これの達成のために使うという方向性を定めていただ
ければと思う。
紺野委員 繰越金はあり？
吉田課長 3 年間は繰越金もあり。
紺野委員 最終年度に剰余金が出た場合は？
吉田課長 それも地域で決めていただければ。３年経過後も地域の組織は続いてい
くと考えているので。
安部委員 それを原資にして、寄付を募ったりして資産規模を、ファンドを増やし
ていくようなことは。
吉田課長

下有住地区ではコミュニティビジネスまで発展させたいといっている。

加工品や六次化など。補助金を導入する際の手持ち金がないといけないので、そ
れに利用するという考え方もある。
紺野委員 五葉のグランドの整備が大変。グランドゴルフ（のメンバー）に丸投げ
されていて、個人で重機を借りてきて 3 日くらい平らにして大会をやっている。
釜石などは会場がなくて、もし会場があれば来て交流したいという話をグランド
ゴルフ協会が言ってくれている。五葉は人数も少ないし高齢者だったりして、限
られた人しか整備できない。その話を洋治さんにしたら、芝生にして地域間交流
をどんどん集めるっていうのはどう？みたいに言ってくれていて、だったらいい
ねと話をしていた。
吉田課長

今度来る協力隊の方のテーマは観光振興や観光客増加に向けた体験ツ

アーの企画なので、それらと合わせながらやっていったらいいのではないか。
大杉委員長

２つお聞きしたい。１つは、地区公民館を社会教育から外して振興セ

ンターにするというのは、方針としては庁内では固まっているのか？
吉田課長 方針を決めたいと思っている。ここ（世田米）が１つモデル。地区公民
館があって、そこに民間が来ているのではない。こういう考え方をよそにも広め
たい。
大杉委員長

そもそも公民館をなくす、というのが多い。社会教育施設としての公

民館をなくして、純粋な首長部局の施設にするというようなことをしている。残
してこの（まち家世田米駅の）ような方法にするというのもあると思う。指定管
理も地域で受ければ地域にお金が入って人を雇えるようになるので、その時 NPO
法人なのか何なのか国でも議論しているところだが、法人格を地域で取るという。

特にコミュニティビジネスをやるようになれば、何らかの法人格を持っていなけ
れば、登記とかができないので、そこまでも視野に入れて考えていただくといい
と思う。
安部委員 ネーミングはすごく大事。地域振興センターは堅いよね。
大杉委員長

行政上の名前はそれでもいいけど、地域で募集して自分たちの名前を

つけるとか、もっとそういう。
安部委員 住民に親しまれるようなネーミングってすごく大事だと思う。
大杉委員長

今ここの施設の正式名称って何でしたでしょうか？

吉田課長 「まち家世田米駅」
大杉委員長

例えばそのような名前をそれぞれのところが設ければ自分たちで愛

着が沸きますよね。
吉田課長 役所の名前は「住民交流拠点施設」です。
安部委員 堅いよね。
紺野委員 交付金もらって銀行に預けるには、口座名は代表の名前が入ってないと
作れないですよね。
吉田課長 規約とかがないと。なので、組織を作っていただかないと。
藤井委員 こういうのができると、昼食を提供したりいろいろ膨らんできて、あと
はお年寄りにもバイトとかでてきて膨らむんですよ。
紺野委員 公民館に「作る」スペースはあるので、1 人暮らしの人にメニューを配
っておいていつ頼むっていうのはどうかなとか、食改（食生活改善推進員）に入
っていたので。
奈良委員 すごく大変そうな作業。例えば組織化をするにしても、新たに入ってき
た地域おこし協力隊の人と、もともと地域でいろいろ頑張ってきた地元の方々と、
話し合いをすると思うが、その中から地域おこし協力隊が自分のコミュニティビ
ジネスとして何ができるかっていうことを考えてやってみる仕組みも必要だろ
うし、それを地域の人がサポートするという仕組みも必要だし、組織化について
も代表者誰にするかとか、事務局は誰がやるかとか、法人にするなら NPO なのか
社団法人なのか株式会社なのか、あるいは任意団体なのか、そういうところの話
も必要になってくるし、もう１つ大事なのは、こういう地域づくりの話は最近始
まったことではなくて、各地区とも代々ずっといろいろ協議しながらやってきて
いると思うので、新しい人がそこに馴染めるのかというのは、結構大事だなと思
っている。新しい人が何も知らずに遊休農地使ってこんなことやりたいって言っ
ても、地元の人は「そんなのは 10 年くらい前にやって何回か失敗した」なんて
話もあるかもしれない。それをどうやって、過去の頑張ってきたことをどう受け
継いで、新たな地域おこし協力隊が頑張れるかというところが大事かなと思うと、
１地区１地区に相当なエネルギーが必要なので、80 万というお金以上に、動く
時間とか動ける人とか、そっちのほうが大事かなと思う。
大杉委員長

旧小学校区というと当然いくつもの集落、自治会、町会を含む地域に

なりますけど、そことの関係の調整というか、まず理解していただいてやるとい
うことに、どの地域も苦労している。自治公民館というこれまでの組織があるの
に何で新しい組織を作るのか？というのがどこでも始まる。どっちが上か下かと
いう議論が始まって、結構大変だと思う。それを理解していただく。
吉田課長 前の総合計画で作ってきた組織がある。そこでは地区公民館長が地域づ
くり委員長になっているのが多い。それを継承してもいいし、新たに作ってもい
いとしている。そういう経験は各地区で積んでいるもので、目新しいものではな
い。
大杉委員長

地域おこし協力隊の人がやるよりは、まず地域の人たちが一番なので、

それを外部の目でバックアップして、という形になっていくと思うので、確かに
過去の経験、いろいろやってきてうまくいかなかったことがあると思うので、そ
の辺りも配慮しながら進めていただければ。
吉田課長

地域おこし協力隊を募集するにあたっても、テーマをどうするかとか、

これも地域の主だった人たちに提案していただいた経緯がある。主だった人たち
も役場で決めた人ではなくて、主だった人たちって誰に相談したらいいですか？
というところから地域に入っている。面接にも入っていただいているので、ミス
マッチをなるべく生じさせない配慮はしている。
大杉委員長

一定の年限は必要だが、全部横並びでいついつまでにというのではな

くて、やれるところ、うまく条件整ったところからどんどんやってください、と
いうことも重要かもしれない。遅れているところには当然いろいろなサポートは
必要だと思うが。
安部委員 協力隊の横のつながりは。
大杉委員長

それはぜひ作っていただきたい。あるとないとではだいぶ違う。

吉田課長 そうですね。
大杉委員長

協力隊も個人で来るので、１人で単独でやっているとメンタルが厳し

くなってきて、そういうつながりを作ってほしい。
吉田課長 役場のメンターの職員を協力隊員ごとに配置することにしている。
安部委員 住田全体のことを考えるミッションも彼らはもっていて、そういう志の
ある人が集まってくるので、彼らは住田で地域のコーディネーターを新たに作る
くらいの塾をみんなでやって、裾野を広げる活動をしてほしいなと思う。彼らだ
けが頑張ったってなかなか地域は動いていかないのではないか。
吉田課長 募集時にもローカルコーディネーターチームという考え方で募集した。
紺野委員 12 月 1 日から五葉に協力隊員が来るという話は、私は知り得る立場だ
から今知ったけど、地元の人は知らないのではないか。公民館長さんは面接した
かもしれないが、こういう人が来るっていうのは知らせてないと思う。
大杉委員長

ぜひ伝えてください。

奈良委員 あんまり前評判ばっかりよくても･･･
大杉委員長

早めに来た方は、次回のこの場所にも来てもらったらいいのでは。

吉田課長 そうですね。
安部委員 ケーブルテレビに順番に出て、自分の自己紹介と担当する地域の PR を
してもらったらいいのではないか。
大杉委員長

いろんな地域の既に活動している協力隊の方は、ほんとすごい活動を

しているので、そういう人が来てくれるといいなと思います。
（３）その他

特になし

４ その他
（１）次回会議について
・次回会議は 平成 29 年 2 月 20 日(月)。
・内容は、今回協議できなかった交付金の事業評価に係る目標の年次設定など。
・開始時間は、今回出席できなかった方からも意見を聴いたうえで、午後 6 時 30 分
または午後 7 時からとする。
・会場は、まち家は照明が暗いこと、座敷の席が疲れることなどの意見が出たため別
途検討。
・任期中最終の委員会となるので終了後懇親会を行う。
５．閉会

進行が閉会

