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昭和 40 年（1965）に建てられた旧南都田地区センター（旧南都田公民館）が老朽化、耐震基

準を満たさなくなっていたため、令和２年４月１日、新地区センターが移転されました。 

建築にあたり、南都田地区振興会は 10 年以上市への要望活動を続け、平成 25 年から建築

検討委員会、平成 27年から建築推進委員会等で市との協議を重ね、平成 30・31 年（令和元

年）からは 20 回以上の具体的な建築業務工程会議に携わってきました。 

平成 27年度に閉校した南都田中学校跡地に建築し、幼稚園・小学校と立地的にも近くなっ

たこともあり、今後さらに南都田学園との連携を強化しながら、地域の拠点としての果たす役

割が高まっています。 

令和２年３月 20 日、27日、28 日の３日間にわたり、振興会役員及び住民ボランティアによる

引越作業が行われました。延べ 88 名の皆さんのご協力をいただき、大量の備品や書類等を

無事に移動することができました。 南都田住民のマンパワーの素晴らしさに感動しました。 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月４日、開所式テープカット及び一般見学

会が行われました。新型コロナ感染症が流行し初め

ていたこともあり、奥州市主催の開所式は行われず、

振興会がセレモニー及び見学会を実施しました。 

また、本来４月に計画されていた落成式は、１１月に

延期され、７日の花火打ち上げ、８日の落成記念・自衛

隊コンサート及び落成祝賀会を行いました。 

建設業者を訪問し感謝状を贈りました。 

 

南都田地区振興会のあゆみ 
平成 20年度～令和３年度（14年間） 活動報告 

平成 20年 3月 29日に設立した南都田地区振興会は、 

「情熱をもち、心ふれあう古墳の郷 なつた」をキャッチフレーズとして、 

コミュニティ計画に基づいてまちづくり事業を行っています。 
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春の菜の花だけでなく、春から秋まで花のある角塚古墳

をめざして、平成２２年度から毎年、角塚古墳周辺植栽事業

を行っています。 

各部落からのボランティア、老人クラブボランティア、子ど

も達などの協力をいただいて、これまでマリーゴールド、サ

ルビア等の花や水仙、彼岸花の球根を植えてきました。 

また、平成28年度は、希望郷いわて国体の開催に伴い、角

塚古墳を国体応援花壇に登録し、国体を盛り上げました。ま

た、植栽により、カヌージャパンカップの盛り上げにも一役か

っています。 

その他に、平成22年度から春と秋には角塚古墳ライトアッ

プを行い、平成24年度には、「心ふれあう古墳の郷なつた」

旗の作成と設置、平成27年には「角塚古墳の案内誘導看板」

を設置して古墳ＰＲも行っています。 

胆沢町時代は、総合体育館で行われていましたが、平成２１年度から、奥州市と振興会の共

催で敬老会を各地区で開催。平成28年度からは、振興会主催となっています。 

７７歳以上の方をご招待し、毎年200人以上の方が参加しています。地域の長寿の方に感謝

しお祝いするため、地域の皆さんのボランティア協力によって運営しています。 

新型コロナの影響で令和２・３年度は、記念品の配布と喜寿写真撮影を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度より、６年以上、振興会のまち

づくり活動にご尽力くださった皆さんの表

彰を行い、感謝の意を表しています。 

長年の活動ありがとうございました。 
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 公民館時代から行ってきた「なつたふれあい祭り」は、平

成30年の２4回目まで実施されました。 

毎年延べ８００名が集まる地域の祭りで、地域の皆さんの

ボランティア協力をいただいて実施しています。 

これまで、ジャンボじゃんけん大会（生活福祉部）、復興支

援市場、グルメイベント（地域振興部）、講座生等の作品展示

（生涯学習部）、ステージ発表、千本杵餅つき、表彰式、郷土

芸能発表、復興支援抽選会、お菓子まき、餅・ゆべしまき、な

どを行ってきました。 

令和２年度の地区センター移転に合わせ、祭りの開催方

法は小学校で8月に行われてきた「世代ふれあい夏祭り」と

の共催へ変更していますが、感染症の影響で令和２年度は

中止、令和３年度は花火実施のみとなっています。 

 グルメイベントは、平成26年度からスタートし、初年度は

「米で作る南都田のグルメ」コンテストを行い、平成27年度

からは、お振舞やせんべいつかみ取り等、みなさんに楽しん

でいただきながら米の消費拡大を推進しています。 

南都田地区センターの新築移転に合わせて、令和２年度からは、小学生や地域の皆さんの

作品展示の場として「なつた文化祭」を開催しています。 

また、令和３年度は、「うたのふれあい秋まつり～カラオケフェスティバル～」を開催し、地

区内の歌自慢の皆さんの歌声を披露していただきました。 

令和２年から全世界を襲った新

型コロナ感染症。一時は全国でマ

スクが不足する事態となりまし

た。そのため、ボランティアが集ま

り、布マスクを作り、幼稚園と小学

校に贈りました。また、希望する住

民には実費販売を行いました。
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【七福神舞・横笛音楽隊・焼石太鼓保存会】 

塚の山少年隊の七福神舞は、平成９年から胆沢伝承芸能

まつりに連続出演し、その他にも敬老会、なつたふれあい

祭り等に出演し、地域の行事を盛り上げ、しています。 

平成２６年度から始まった「横笛音楽隊」は、伝承芸能の

お囃子に加わって祭り等を盛り上げています。 

また、平成29年度には焼石太鼓保存会「燦雅」を発足し、

南都田中学校で30年継承されてきた焼石太鼓を受け継ぎ

活動を行っています。 

 

【伝承芸能支援活動】 

地元の伝承芸能活動を支援する目的で助成金交付等を

行っています。平成２３年度から２５年度までは装束等の購

入支援を行い、平成30・31・令和２年度には焼石太鼓の整備

も行いました。平成２６年度から団体助成金の交付を継続

し、支援行っています。 

 

 

 

「生涯学習事業」のうち、子ども達を対象とした活動は、 

「杉の子広場」（放課後子ども教室）を年に２０回程開催

し、毎年述べ1,500人以上の児童が参加しています。 

異学年交流や高齢者との交流が少なくなっている現在の

子どもたちにとって、貴重な遊びの場となっています。 

（平成１６年度からスタート。胆沢では南都田のみが実施） 
 

「なつたふれあい楽園事業」は、子どもたちの健全育成

を図る目的で、夏祭りへの支援、幼稚園祖父母学級への支

援、小学校ＰＴＡ教育講演会への支援等を行っています。 
 

「教育振興運動」では、教育振興運動協議会の各実践班

（各部落子ども会）へ活動助成金を交付し支援しています。 

令和２・３年度は、サイエンススクールやお守り作り、芸術

鑑賞などを企画し、健全育成に努めています。 
 

「塚の山少年隊」は、小学児童の体験学習の場として、胆

沢の貴重な資源を活かしたカヌー体験、スノーボード体験

などを行っています。 
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「生涯学習事業」のうち、大人を対象とした事業は、 
 
ふれあい講座・熟年健康講座、親父の放課後講座など楽

しみながら生活の知恵を学び、仲間づくりを図る目的で、

様々な創作活動や体験学習行っています。 

（平成２３年まで南都田公民館で行って来た生涯学習活動を振興

会が引き継いで生涯学習活動として展開しています。） 

 

「出前講座」は、各種団体活動の活性化を図るため、勉強

会や交流会の講師謝礼を助成しています。 
  

 平成28年には、特別事業として、講座生を中心としたボラ

ンティアの皆さんで希望郷いわて国体のカヌー会場にて

「角塚焼き」200食のお振舞いなども行いました。 

 

 

 

各種健康教室として、ふれあい祭りの際に部落対抗の

「ジャンボじゃんけん大会」を開催したり、新しい試みとして、

ヨガ、吹き矢、太極拳、エアロビ、ラージボールなどの教室を

行い健康増進に努めました。 

健康づくり事業として、毎年「スポーツ体力祭」「パークゴ

ルフ大会」を行っています。平成26年度支部福祉推進協議

会へ助成金を交付。また、ターゲットゲームやエアボールゲ

ームを購入し、スポーツ事業等に活用しています。 

令和３年度・コーヒー教室 

毎年人気のそば打ち教室 
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【まちづくり講演会】 

南都田のまちづくりの参考とするため、講師をお迎えして、
平成22年度から毎年講演会を行っております。 
平成２２年度 衣川区大森ホタルの会 矢崎木綿子氏 
平成２３年度 奥州市胆沢区若柳 佐々木寿雄氏 
平成２４年度 奥州衣川「青凛会」 
平成２５年度 江刺ふるさと市場 佐藤邦夫氏 
平成２６年度 歴史遺産課 朴沢志津江氏 
平成２７年度 元衣川村長 佐々木秀康氏 
平成２８年度 岩手大学工学部非常勤講師 吉見 登司一氏 
平成２９年度 胆江日日新聞社取締役主筆 安彦公一氏 
平成３０年度 真宗大谷派碧祥寺住職 太田宣承氏 
平成３１年度 奥州市前沢診療所 所長 鈴木順氏 
令和２年度 日本ストレスチェック協会 高橋 昭三氏 
令和３年度 黒石寺 前住職 藤波洋香氏 
 

【まちづくり探検隊・バスツアー】 

 研修バスにて、振興会活動の先進地やまちづくりの参考
となる史跡や施設を見学することにより、郷土の理解を深
め、振興会運営や地域づくり事業について学んでいます。 
平成２１年度 奥州市水沢区真城地区振興会・奥州宇宙遊学館 
平成２２年度 江刺郷土文化館、長者ヶ原廃寺跡、平泉文化センター等 
平成２３年度 遠野市土淵地区振興会・遠野かっぱ淵等 
平成２４年度 北上市黒岩地区振興会 
平成２５年度 江刺 歴史講座 
平成２６年度 雫石 長山街道 
平成２７年度 震災学習列車 大槌 
平成28年度 北上市和賀地区自治協議会 
平成２９年度 唐桑半島津波体験館・陸前高田奇跡の一本松 
平成３０年度  開催なし 
平成３１年度 雫石方面、防災センター等 
令和２年度 コロナ感染症対策のため中止 
令和３年度 大船渡・東日本大震災津波伝承館等 
 

【まちづくり合同研修会】 

毎年、地元講師をお迎えして、南都田地区のまちづくりに活
かせるよう学んでいます。 
平成２１年度 胆沢区長  桜田昭史氏  
平成２２年度 南都田駐在所長 佐々木晃一氏 
平成２３年度 胆沢総合支所長 高橋民雄氏 
平成２４年度 社会福祉協議会委員長 石川岩夫氏 
平成２５年度 胆沢やまゆり会理事長 藤田春芳氏 
平成２６年度 江刺プリント社 社長 高橋 晋氏 
平成２７年度 いさわ散居ガイドの会 鈴木公男氏 
平成28年度 小山地区センター長 及川俊和氏 
平成２９年度 胆沢図書館長 藤田 司氏 
平成３０年度 奥州警察署 署長 佐々木 雅夫氏 
平成３１年度 胆沢文化会館自主事業協会  理事長 石川 岩夫氏 
令和２年度 コロナ感染症対策のため中止 
令和３年度 元奥州金ヶ崎行政事務組合消防救急課長 小野寺俊男氏 
 

【やけいし協議会（胆沢区地区振興会協議会）】 

胆沢地区内の４振興会の連絡協議会として、平成22年度
に発足。地元出身市会議員との研修会等を通じて情報交換
を行っています。 
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 【市長への要望活動】 

 平成20年度から毎年８月に行われる奥州市の「地区要望

を聞く会」に要望を届けるため、振興会が住民からの要望の

取りまとめを行っています。 

 平成27年度から「地区要望行政ヒヤリング」という形式に

変更され、奥州市の担当課に直接説明しながら、要望を行っ

ています。 

これまでに63件の要望事項が実現していて、主なものに

は、「南都田地区センターの建築」「小学校東側道路の整

備」「国道397号線歩道設置」「デサント道路一部歩道設置」

「通学路に安全柵設置」「辻交差点拡幅整備」「国道397号

やまゆり灯のＬＥＤ化」「消火栓の新規設置」「信号機設置」

などがあります。 

 

 

【振興会だより】 

 毎月１回以上、カレンダーと合わせて振興会だよりを発行

しています。住民に地域への関心をもってもらい、振興会の

活動を知っていただくために、振興会のお知らせや活動報

告、また南都田地区の話題などを掲載し発行しています。 

 この14年間で通巻168号を発行してきました。 
 

【冠婚葬祭合理化運動（新生活運動）の主旨普及】 

 ニューライフというチラシを発行し、趣旨普

及に努めております。また、お悔やみ用の花輪

ポスターも作成し提供しています。 
 

【振興会ホームページ】 

 南都田地区では、30地区振興会の中でもいち早く平成22

年度に専用のホームページを開設して、振興会のイベント

のお知らせや活動報告などの情報提供を行っています。 

 新地区センターの利用情報や施設利用状況もホームペ

ージ掲載し、利用者の利便性向上に努めています。 

 

 

協働のまちづくり交付金を活用してカラオケ機材を購

入。多くの皆さんに歌うことで健康になってもらおうと、29

年度からカラオケ分校を毎月開催しています。毎回熱心に

通う方もあり、時々参加の方もあり。都合に合わせて気軽

に参加できるのが喜ばれています。休憩時間も良い交流

の場になっています。 
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平成２４年度、あいさつ運動トイレットペー

パーを全戸配布。平成２５年度、あいさつ運

動ポスターを全戸配布。平成２６年度、あい

さつ運動看板を各集会所に設置。平成２７年

度・２８年度は、あいさつクリアファイル配布

を作成。 

平成２９年度からは、あいさつカレンダー

配布して大人も児童生徒も明るく元気なあ

いさつを交わしてもらえるよう啓発を行っ

ています。 

 

平成25年度「南都田の史跡散策マップ」を作成し全戸配

布。平成26年度「ふるさと南都田の風景」クリアファイルを

作成し全戸配布。 

平成27年度は、「行政区配置図看板」を地区内５か所に設

置しました。（南都田地区センター、２区自治会館、９部落公民館、 都鳥自然

公園、東田ふれあいセンター） 

平成28年度は「行政

区配置図ポスター」を

全戸に配布し、ふるさと

を再認識してもらえる

ように取り組みを行っ

ています。 

 

 

平成23年には、振興会役員に充電式懐中電灯とメッシュ

ベストを配布。 

平成24年度と25年度は各集会所に発電機等を設置。 

平成26年度には中学生等にス

ーパークリップライトを配布。 

平成27年度には小学生全児童

に、平成28年度からは小学１年生

にスーパークリップライトを配布し

ています。 

また、東日本大震災後の平成24年度以降は各部落会長

を対象とした自主防災組織代表者の研修会を行い、消防署

のご協力で、救急救命の方法や災害への備えについて学

ぶ場を設けています。 
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平成２６年度からスタートした「南都田の方言かるた」事業

は、親父の放課後講座の講座生を中心に読み札内容の編集

を行いました。平成２７年には、絵札がＡ４サイズのかるたを

作成し、また、地区内全戸に南都田の「方言かるた絵本」を

配布しました。 

平成２８年度には、地域の皆さんに活用していただけるよ

うに手札版のかるたとＣＤも作成し、各部落へ配布しました。 

平成 29 年度からは、さらに皆さんに活用していただける

ようにと「方言かるた大会」を毎年開催し、世代交流の場に

もなっています。 

南都田の方言を後世に残し、また家族や地域の絆を深め

てもらえるように活用していただければと思います。 

 

 

 

 

平成24年度、小中学生意見発表事業とし

て「私が夢見る未来の南都田」事業を行いま

した。小学生には絵画、中学生には作文を募

集し、たくさんの作品を応募していただきま

した。作品はなつたふれあい祭りで掲示し、

優秀作品を表彰しました。また、作品集を編

集、小学生の絵を活用した「振興会趣旨普及

ポスター」を全戸に配布しました。 

令和３年度、９年ぶりに「私が夢見る未来の

南都田」事業を実施し、小学生から絵画等を

応募いただき、なつた文化祭で展示しました。 

平成24年度に国道397号線沿い「やまゆり灯」ＬＥＤ化と一部撤去に対し助成を行いました。 

 

 

平成24年度から東日本大震災で被災し

た地域への復興応援として、復興応援買

い物バスツアーや復興応援市場の開催、

義援金の寄付等を行いました。 
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平成２７年度に奥州市より指定管理者制度についての説明を受

け、その後、振興会では検討委員会を立ち上げ協議を重ねました。

部落会長会議や理事会等を経て方向性を決定。 

平成２８年２月の臨時総会で、指定管理者として「応募」すること

が承認されました。平成２８年９月に申請書提出。平成２９年１月に基

本協定締結し、平成29年４月から指定管理者制度として新たなスタ

ートをきりました。 

 

平成２９年度、設立１０周年記念事業の一環でシンボルマークの募集を行っ

たところ、２３点の応募がありました。その中から１点を最優秀賞とし、シンボル

マークに決定。平成３０年度にはマーク入りタオル全戸配布、のぼり旗制作を

行い、平成３１年度には横断幕とシンボルマークイルミネーションを作成し周知

活動を行いました。また、令和２年度

からは冬のイルミネーションを行うなど、シンボルマ

ークを活用し、まちづくりを盛り上げています。 

 

南都田地区内の団体諸役員の皆さんと連携を深めるため、毎年、新年交賀会を開催して親

睦を深めています。 

平成２９年度、設立１０周年記念事業として、振興会に貢献された方々を表彰しました。 

また、この年には、村上謙会長が叙勲を受賞されました。 

平成３０年度、防犯協会50周年記念祝賀会を合同でお祝いしました。 

令和３年度、村上謙会長が市勢功労者表彰を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年、地区内の集会施設20か所に施設管理費として１万円を交付しています。 
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コミュニティ計画策定の経過 
 

【これまでの経過】 

 平成２０年度作成 

（策定委員会構成員：三役と各支部１名、事務局を含む１１名） 

  平成 20年９月にアンケートを実施…南都田全戸 

平成 20年 12月 12日～21年３月４日 …コミュニティ計画策定委員会及び理事会で 

協議を重ねた。（８回） 

平成 21年５月 28日にコミュニティ計画ダイジェストポスターを全戸に配布 

平成 21年６月 10日にコミュニティ計画冊子を各部落に配布した。     

 

平成２３年度見直し作成 

（構成員：三役と各部長と副部長、各支部女性１名、事務局含む１６名） 

平成２３年度に「協働のまちづくり交付金」のスタートに向けて見直しを行った。 

平成２３年６月２１日～11月 21日（６回開催） 

 

【第２次コミュニティ計画策定の経過】 

平成２８年度第２次コミュニティ計画作成 

（構成員 ： 三役と各部代長１名、地域振興部員 4人、小中学校ＰＴＡ男女各１名、 

まちづくりアカデミー受講者、事務局含む１8名） 

平成２9年度「指定管理制度導入」「新地区センター建設」に向けて見直しを行った。 

平成 29年 8.9月にアンケートを実施…南都田全戸住民、小中学校全保護者 

平成 29年５月２6日～３月 27日… コミュニティ計画策定委員会及び理事会で協議を 

重ねた。（８回開催） 

 

【第３次コミュニティ計画策定の経過】 

令和３年度第３次コミュニティ計画作成 

（構成員 ： 三役３名と各部長４名、地域振興部員 4人、事務局含む１4名） 

令和３年度「地区全体の組織体制強化」に向けて見直しを行った。 

令和３年 11月にアンケートを実施…南都田小中学校 PTA役員・各部落 PTA会長 

令和４年２月 16日～２月 28日 パブリックコメント実施（構成団体や関係者等） 

令和３年６月６日～３月 31日… コミュニティ計画策定委員会等で協議。（８回開催） 
 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

令和３年６月６日 第 1回コミュニティ計画策定委員会 

令和３年７月 14日 第２回コミュニティ計画策定委員会 

令和３年 12月 15日 第３回コミュニティ計画策定委員会 

令和４年 1月 19日 第４回コミュニティ計画策定委員会 

令和４年１月 25日 第５回コミュニティ計画策定委員会 

令和４年２月 15日 第６回コミュニティ計画策定委員会 

令和４年３月 15日 三役・部長会議 

令和４年３月 31日 理事会 
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