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【 地 勢 】 

本地区は、地勢的には奥州市のほぼ中心部に位置し、北は金ヶ崎町、南は胆沢小山地
区、東は水沢地区、西は胆沢若柳地区に接しています。 

国道 397号が地区の中心を東西へ走るとともに、南北には前沢地区から金ヶ崎町に伸
びる市道堰田宇南田線、宇南田上中谷地線、道場下沢田線などの幹線道路を有し、近年
交通量の増加が著しくなっています。 

また、辻地区は散居集落を形成する本地区において比較的集居地区となっており、幼
稚園、小学校、南都田地区センターを有するなど、地域の拠点として位置づけられてい
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 人 口 】 

令和３年９月末の人口は、4,151 人で、昭和 50 年から平成 17 年度までは増加傾向に
ありましたが、平成 27年度から減少に転じ、令和３年度は 7年間で 285人の減少とな
りました。 

年齢構成をみると、年少人口（０～14 歳）が 10.9％、生産年齢人口（15～64 歳）が
51.8％、老年人口（65 歳以上）が 37.3％となっており、年々老年人口が増加し、年少
人口、生産年齢人口の割合が低くなっています。 

 

▼南都田地区の年齢別人口  出典：奥州市 

  昭和 50 年 昭和 60 年 平成 7 年 平成 17 年 平成 27 年 令和３年 

０～１４才 830 907 769 685 523 452 

１５～６４才 2,960 2,963 2,904 2,779 2,429 2,150 

６５才～ 408 630 960 1,317 1,484 1,549 

合計 4,198 4,500 4,633 4,781 4,436 4,151 

 

▼他地区の人口推移 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 人 口（人） 世帯数（世帯） 
 令和３年 平成 27 年 増減 令和３年 平成 27 年 増減 

 水 沢 54,933 56,995 △2,062 24,048 21,817 2,231 

 江 刺 27,250 28,864 △1,614 10,904 9,697 1,207 

 前 沢 12,883 13,788 △905 4,659 4,281 378 

 胆 沢 14,637 15,547 △910 5,123 4,668 455 

 衣 川 3,755 4,228 △473 1,342 1,263 79 
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【 世帯数等 】 

 世帯数は、令和３年９月末で 1,416 戸となっており、年々増加傾向にあります。水
沢近郊という地勢から新規住宅が増加するとともに、核家族化が進行していると思わ
れます。 

また、１世帯あたりの人員数は急激に減少しています。これは、核家族化の進行と
高齢者のみの世帯の増加が要因となっています。 

  

▼世帯数の推移 （単位：戸） 出典：奥州市 

  昭和 50 年 昭和 60 年 平成 7 年 平成 17 年 平成 28 年 令和３年 

南都田 889 961 1,039 1,190 1,382 1,416 

       

▼１世帯あたりの人数 （単位：人） 出典：国勢調査 

 昭和 50年 昭和 60年 平成 7年 平成 17年 平成 28年 令和３年 

小 山 4.62 4.51 4.23 3.73 3.12 2.84 

南都田 4.72 4.68 4.46 4.02 3.20 2.93 

若 柳 4.31 4.28 4.16 3.30 3.09 2.81 
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【 地域振興 】現状と課題 

項 目 現状・課題 

(１)参加とコミュニ 

ケ―ションの推進 

・学校ではあいさつ運動が活発に行われているが、地域では、地域の人と会う
機会が少なくなり挨拶も少なくなっている。「ありがとう」の言葉も大切。 

・結婚・出産した人に対し、お祝いハガキを送付しているが、どちらも年間に数
件程度しかなく、結婚する人も誕生する子供も少なくなっている。 

・胆沢運動会はコロナの影響で中止になり、支部運動会をしないところも増え
てきた。貴重なコミュニティの機会になっていたのに残念な現状。 

・各行事が多く、係員の負担が大きい。特定の人の負担が偏らないような体制
づくりが望まれる。 

・新年交賀会以外にも、各団体や諸役員と話し合いを増やし更に連携が必要 

(２)地域の祭り行事 

の充実 

・振興会の祭りは、小学校の祭りと合同開催へ移行する計画になっているが、
コロナの影響で花火のみの実施となった。コロナの状況を考慮し、別の実施方
法も検討が必要。 

・小学校世代ふれあい夏祭りと振興会祭りの合同開催を実現が望まれている 

・地域行事の PRは振興会だより発行だけでなく、SNS活用もしたほうがよい。 

・令和２年より「なつた文化祭」（作品展示）は、小学生や地域の皆さんの作品
展示の場となっており、保護者等に喜ばれている。 

・区や部落などで行っていた祭りや年中行事の継続が困難になっている。 

・グルメ事業は単独では難しいため他事業とのコラボなど工夫が必要。 

(３)地域情報の提供 ・振興会だより発行及びホームページは定期的に行われており、地域に浸透
してきている。活動継続が大切。 

・地区センター利用案内チラシを毎年４月に発行して情報提供に努めている。
施設使用者に不便をかけないよう更なる改善が望まれる。 

(４)リーダー育成 ・今後のまちづくり活動の在り方など住民が集まって検討する機会が必要。リ
ーダーのなり手不足と組織維持問題が重要課題。 

・令和３年度は、小学生から「私が夢見る未来の南都田」を募集した。今後も幅
広い年代の考えを聞く機会が必要。 

・毎年、講演会を行い、生き方や活動の参考にしている。その他にも地元で活
躍している人の話を聞く場を設けていけたらよい。 

・バスツアーを実施できなかった年もあったが、継続が必要。 

(５)地域環境整備  
・地域から上げられた内容を行政へ届ける活動は継続が必要。 

・南都田の集落名について、蔑称ともとれる「部落」の見直しが求められる。 

・高齢化、独居化により孤独な人が増えている。 

・買い物や通院のための交通環境の不安がある。 

・女性の組織及び活動が少ない。 

・新興住宅地や高齢世帯などで自治会費などの徴収が難しくなっている。 

・自治会組織の役員になり手がなく、世話人や役員の確保が難しいため、自
治会組織の運営が心配される。 

・行政の回覧を辞退する人があり、連絡機能が低下してしまう。 

 

・若い人が住みたいと思えるまちづくりを。 

・地区内の諸団体がその性格や能力に応じ町づくり活動をすすめているが、
振興会がこれをリードする役割を果たしていく必要がある。 

・個人情報保護法により活動が制約を受ける。 

・街路灯（防犯灯）が少ないため、新設補助等の対策が必要。 
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【 生活環境と安全 】現状と課題 

項 目 現状・課題 

(１)安心・安全な 

まちづくり 

・コロナの影響で集会方式での防災研修会が開催できず、資料の提供と You 
tube研修となった。１年任期で部落会長が変わるところが多いため、毎年研
修会が必要。 

・防犯協会と合同研修会を行った。防犯協会や交通安全協会との更なる連携
が必要。 

・振興会だよりカレンダーで交通安全週間の掲載を行い PRに努めた。 
交通安全活動は交通安全協会が行った。 

・小学生の登下校を見守るスクールガードが少ない。スクールガードの事前
研修会や情報交流の場がない。防犯研修と一緒にしてもよいのでは。 

・消防団員が不足し地域防災機能の低下が懸念される。 

(２)生活環境の整備 ・冠婚葬祭簡素化のため、啓発チラシを全戸配布している。花輪ポスター提
供も継続実施し、さらに普及が必要。 

・空き家周りの環境整備は、今後増えてくる。 

・水田周りの除草しない人が多くなっている。 

・農業者の減少により環境が悪化（耕作放棄地の増加）している。 

・ゴミの分別方法や減量化について広報活動を行ったほうがよい。 

・植栽事業や清掃活動等を積極的に実施が必要。清掃活動には子ども達に
も参加を促し道徳観を培う機会にしては。 

 

【 健康福祉 】現状と課題 

項 目 現状・課題 

(１)福祉活動 ・地区センターを健診場所として使用しているが、新地区センターに変り、場
所の使い方についてよりよい方法を検討が必要。 

・市の健康福祉課と連携し、講師を派遣していただき講演会を行ってきた。胆
沢で自殺者が多かったが、減少に転じた。啓発活動の重要性を感じる。 

・敬老会は、コロナのため集会方式での開催が２年中止。今後工夫が必要。 
喜寿写真撮影は、好評なので対象を広げて実施してもよいが、今後、方法等
について検討必要。 

・各支部の福祉推進協議会でふれあいサロン等が企画実施されている。継続
方法を検討していく。 

・地域福祉を支える大きな担い手はボランティア。これらボランティア組織や個
人を育成する取り組みも進めていく必要がある。 

(２)健康促進 

  

・食生活改善推進協議会の協力を得て、事業時に減塩食を紹介した。今後も
対象を考えながら実施したほうがよい。 

・毎年新しい企画を行っているが、若者向けの健康教室等を企画しても申し
込みが少ない。20～40代に参加してもらえる更なる工夫が必要である。 

南都田地区の現状と課題 
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【 子育て教育 】現状と課題 

項 目 現状・課題 

(１)教育環境の 

整備と充実 

・地区センター建設促進については、計画、工程会議等に関わり、令和２年４
月の供用開始まで全面的に協力した。新地区センターの計画段階から住民
へ情報提供、また一般見学会の実施など周知に努めた。 

 ・南都田地区では、南都田幼稚園とその預かり保育、小学生向けには南都田
子育て支援施設やキッズクラブなどがあり、他地区より恵まれた環境にある。 

 ・中学校が統合され、幼小中の連携がしにくくなった。更に今後、小学校の統
合や幼保一体の認定こども園への移行などにより、環境が大きく変わる。その
ため、南都田学園教育後援会の在り方が問われてきている。 

 
・杉の子広場のボランティアは、老人クラブの協力を得て、世代交流にもなっ
ている。一部の人にとどまっているため、世代交流の機会がもっとあるとよい。 
・小学校と共催の夏祭りで、世代交流の場を持つ計画だったが、コロナのため
実施には至っていない。 
・地域の子供たちの名前や顔も分からなくなってきている。 

  ・幼小の教育講演会に対して振興会から助成金で支援を行っているが、コロ
ナの影響で実施できない年もあった。 

・杉の子広場は年に 10回以上実施している。小学生の授業数増などもあり、
高学年は時間的に参加できないことが増えている。 

・教育振興運動助成金交付は継続して実施しているが、コロナの影響で各部
落での活動が減った。特別企画で「サイエンススクール」などを開催し、部落で
できなかった活動を補った。今後も工夫が必要。 

(２)生涯学習の充実 ・創作講座などを企画するが、新しい人の参加が広がらない。 

・パークゴルフ、スポーツ体力祭など実施した。老人クラブ中心に積極的に参
加してもらっている。今後も連携が大切。 

・出前講座助成金は、平成 30年度から、コミュニティ助成金に移行した際に
PR不足とコロナの影響で出前講座への活用がなくなった。 

・講座は、農閑期中心になるため、どうしても冬場開催になる。 

 

【 歴史文化 】現状と課題 

項 目 現状・課題 

(１)文化遺産の 

保存と活用 

・角塚古墳沿いの水路が崩れているため整備が急務である。  
・見学しやすい環境や角塚古墳公園の活用も将来的には検討が必要。 
・南都田の若者や子ども達に身近に感じてもらう工夫がほしい。 

「史跡散策マップ」をまるごと案内所等にも掲示し PRを行ったが更に活用し、
遺跡巡りツアーなどしてほしい。 

  
七福神舞の継承活動として、練習会・成果発表を行い、継承に務めた。参加
者不足が年々深刻になっている。 

・焼石太鼓保存会は平成 29年度に発足させ、継承に努めている。社会人は
仕事を持ちながらの活動が厳しいため、小中学生メンバーを増やすなど、継
承者を絶やさない工夫が必要。 

・現在は４団体に支援（都鳥鹿踊、南下幅剣舞、七福神舞、焼石太鼓）してい
るが、年々団体の継続が厳しくなっている。 

(３)生活文化の継承 ・平成 26年度「南都田の史跡散策マップ」発行やクリアファイル作成等での啓
発を行ってきたが、興味を持つ人が限られている。 

・南都田独自の方言かるたは特徴ある素材なので、更に活用したほうがよい。 
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