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第４回大曲地域協議会 会議録 

 

日 時 平成18年9月28日（木） 午後7時～ 

場 所 市役所3階 大会議室 

  

出席委員(15人) 

 伊藤辰雄 伊藤八重子 大賀賢子 加賀谷早苗 小松末五郎 鈴木建一 高橋幸子 

高橋祥一 竹村信雄 中野和幸 判田勝補 挽野実之 藤谷弘志 山下榮敏  

渡部淳一 

 

欠席委員(2名) 

 竹村晴子 田中智子 

 

１ 開会及び協議会成立報告 

  開会と委員の2分の1以上の出席があり、会議が成立する旨を報告 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 会議録署名委員の指名 

  大曲地域協議会運営規則第7条第2項により議長が、藤谷委員・伊藤八重子委員

を指名。 

 

４ 議事 第1号 地域枠予算の承認について 

   

  ■「雄物川のサケ」イベントリレー(柴田主幹) 

    

議  長  皆様から質問や意見をいただきたいと思いますが、私は当事者のためど

うすればよいか困っています。でも進めたいと思います。鈴木委員が事務

局をフォローする立場をとっていますので、細かい点についてはよろしく

お願いします。 

 

判田委員  フォーラム山・川・海の活動内容を教えてください。 

 

議  長  出来たばかりの団体です。 

 

鈴木委員  NPO法人を目指しているが、まだ任意の団体です。今年４月に発足した

ばかりで、会員数20数名で大曲、秋田市に会員がいます。中には魚の専門

家、地域づくりアドバイザーの方もいます。山も川も海も一連の物である
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ということで環境を考えていきたいという会です。 

 

加賀谷委員 私自身も花館地域いきいきビジョンに関わっていますが、リレーの意味

が今ひとつ分からないです。３つやるからリレーというだけではなく、例

えば、３回出席すれば何かあるとか、何かを渡していくことをハッキリう

たっていただければよいかと思いますが、ただ言葉のあやなのでしょう

か？ 

 

柴田主幹  非常にシビアな意見です。言葉のあやという部分もあります。10月 22

日の秋の稔りフェアには人数制限があり、つかみ取りするのは子ども達50

人くらいです。いきいきビジョンのイベントも不特定多数の人が大量に集

まっても対応出来ないので花館小学校の児童が対象です。フォーラムは大

人を呼びたいと考えています。私達くらいから上の世代は花館のサケにつ

いて知っていますが、30代くらいの若い人は知らないのではないか、そう

いう人達にもっと知ってもらいたいという狙いがあります。最初の２つの

イベントは子供を対象に、３つ目の事業は大人を対象にしているのでスタ

ンプを集めてという形には出来ないかと思います。また、最初は行政が、

次は住民がやっているイベント、最後は自主組織がやっているイベントと

いう意味でリレーという言葉を使っていました。 

 

加賀谷委員 イベントなら、出来ればタスキ一本でもよいので、稔りのフェアの時に

一回目だよという形で、次の行事の時にも繋いでいただいてリレーである

ことをアピールしていけば、イベントをやったという実感も湧くと思いま

すが・・・。 

 

小松課長  リレーイベントと位置づけたのはサケという一つのテーマを繋いでイベ

ントを行っていく、サケがリレーのバトンではないかと思っています。一

過性の物ではなく続けていくことで地域にPR出来るのではと考えました。

春からサケに関するイベントがありますが、今年の事業としてはこれまで

個々にやっていた秋祭りからシンポジウムまでのイベントを１つの事業と

してリレーイベントでやっていこうということになりました。ご理解いた

だきたいです。 

 

議   長 加賀谷委員のリレーだからもっと別の形もあるのではというアイディア

も感じられます。サケは放流時点では１㌘、４年経つと4,000倍の４キロ

になって帰ってくるのだそうです。海から川、障害物がなければ山の渓流

まで上るのだそうです。川で放流しますが、海・川・山と雄物川が全部持

っているというのもあるのかもしれません。リレーだから何かもう少し･･･
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という加賀谷委員の思いも分かって欲しいと思います。 

 

柴田主幹  聖火を繋いでいくような感じで、サケのつかみ取りをやってくれた子供

さんが花館のイベントにも来てタスキを渡す。それをやってくれた子供さ

んの親がフォーラムに来てくれるようなやり方は出来る気がしています。 

 

議  長  途切れ途切れではなく、何か繋がった物が出来ればという感じがします。 

 

鈴木委員  工夫出来る事だと思います。これから考えて出来ることだと思っていま

す。 

 

議  長  実行委員会が出来ているのでしょうか？ 

 

柴田主幹  サケに関わる北東北地域連携軸構想推進協議会、伊藤議長が会長をやら

れているフォーラム山・川・海、花館いきいきビジョン、雄物川鮭増殖

漁業生産組合、大仙市ふ化放流事業組合、大仙市の６グループから一人

ずつ出ていただいて、９月中旬にイベントリレー実行委員会を立ち上げ

て動き出しているところです。 

 

小松委員  サケイベントとは、良い物が出てきたと思います。私が小さい頃、松倉

の大戸川に上ってくるサケの捕獲を朝早くから玉川の橋に見に行った記憶

があります。背中を反らせガーっと上ってくる鮭を棒で叩いて獲るという

記憶がよみがえっています。ライオンズクラブで丸子川でのサケのつかみ

取りに関わっていますが、規模が小さいのではないでしょうか。昨日、大

戸川を見てきました。玉川の鉄橋と玉川橋の間は堰のカラシロ(?)がちゃん

とあるのですが、草がボーボーと生えています。それを整備して水を貯め

てやったら大変良い場所ではないかという気がしてきました。一度には出

来ないでしょうが、今回丸子川でやってそれを拡大していくことが出来れ

ばもっと良いと思います。子供の夢、イベントを通じての人間の交流は大

いに奨励すべきです。将来的に大曲の一大イベントとして発展していけば

大変良い企画だと思っています。 

 

藤谷委員  私も目的関係が非常に良いと思いました。継続して定着してもらいたい

です。予算を見ると全事業費が約72万円で支給されるのは20万円。差額

がかなり出ますが、構成団体の方々が協賛して提供していくのですね。皆

さんの期待が非常に大きな事業なので、単年度で終わる訳ではないと思い

ます。事業費がかかるとすれば、費用の面で今後どのように取り組んでい

くのか、差し支えなければお聞きしたいです。 



 - 4 - 

議   長 継続という方向が出ていますが、それも含めて事務局の方からお願いし

ます。 

 

柴田主幹  サケ絡みのイベントは目立たないけれども色々やっています。丸子川会

という団体もあって、グループで話し合った時も際限なく広がってしまう

という面がありました。今年は３つやってみて今度は春の放流からのリレ

ーであること。放流に参加した子供がつかみ取りにも参加するような、繋

がりがあってもよいではないかと話し合っています。今度は４月頃から企

画が出てくると思います。予算的には一つの団体が全部やるというよりは、

色々な団体がやっていることを話し合って繋げていこうという形でしたの

で、秋の稔りフェアや花館いきいきビジョンでどのくらいかかるのか私の

方で分からないですが実際の予算はもっと大きいと思います。評判が良け

れば大曲地域独特の話ですので、地域枠予算を使いながらもう少し考えて

いきたいという気持ちはあります。 

 

議  長  地域枠予算を使う方向で考えていきたいということです。継続して大曲

の一つの文化として継承していきたいという方向性が話し合われています。 

     他にないでしょうか？ 

 

挽野委員  北東北地域連携軸構想推進協議会は商工会青年部の構想の中から出来た

団体だと知っていながら、このような事業があることを知りませんでした。 

     この事業を単発でやられても印象が非常に小さいものでしかないと思いま

す。形にしたリレーというのもそうですが、予算を告知や看板に使うとい

う話でしたので、一連の物が連携していること、色々な団体が様々な事業

をしながら、サケをテーマに繋がっていることを効果的に告知していただ

ければ、予算もイベントも生きてくると思います。連携軸は、各都市が連

携の軸を作りながら、お互いに交流を深めて切磋琢磨しながら活動してい

こうという形で生まれた団体です。来年以降、このフォーラムは持ち回り

でやっているので、また来年も大仙でという訳にはいかないかもしれませ

んが、春の放流から夏のサケが帰ってくるまでを通してサケのイベントリ

レーであることをしっかりとアピール出来るような使い方をしていただき

たいと思います。 

 

議  長  非常に積極的な意見でした。連携を大事にしながらということでした。

よろしくお願いしたいと思います。 

 

竹村委員  前回も質問しましたが、松倉地区の「水辺の学校」という事業について、

国土交通省の方に全体イメージはどうなっているのか聞いてみました。イ
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メージ看板をあげることになったそうで、周辺住民への周知に繋がるので

良かったと思います。まだ四ツ屋地域のいきいきビジョン事務局は立ち上

がっていないので、昔は船の渡し場だったので復元してはどうかと考えて

います。出来た際、利用に制限はなく自由に皆で使用出来ることを聞いて

きましたが、「計画の全体像をいただきたい」と言ったら、「個人には渡せ

ません」ということでした。市役所の方で把握しているとすれば、四ツ屋

地区の方に全体像を掲示していただきたいと思いますが、よろしくお願い

します。 

 

小松課長  「水辺の学校」は川を利用して子ども達の遊び場所を整備するという国

土交通省の事業です。川の工事は国土交通省が、付帯的なトイレ設置等は

市がやるということは聞いています。具体的な全体像は見せてもらってい

ませんが、話は進んでいると思いますので、担当課に話して提示出来れば

提示したいと思います。 

       

■「花火ときめきチーム」地域枠予算実施類型Ⅲ(今野主任) 

 

議   長 まず、この場に伊藤八重子委員がおりますので、全国花火川柳大会お疲

れ様でした。新聞、テレビでたくさん話題になりました。時間がありまし

たら後で一言お願いしたいと思います。説明がありました「花火ときめき

チーム」についての質問、意見がありましたらお願いします。終わった事

業をまとめて来年に生かすという内容ですね。 

 

柴田主幹  実は、花火大会前に申請があったのですが、地域協議会を設けられず、

出来上がってからお願いする形となってしまいました。 

 

議  長  そうすればお金の方は団体の方で立替えたのですか？ 

 

柴田主幹  「承認されなかったらどうするのか？」と聞いたところ、「全額負担しま

す」と言っていました。ただ、それをすれば来年の活動が辛くなるのだけ

ど･･･と釘を刺されています。 

 

議  長  今年限りということではないと思いますので、来年はもっと早く申請を

お願いしたいと思います。意見でもいいのでお願いします。 

 

竹村委員  花火の試写会はどうなりましたか？ 

 

柴田主幹  昨年大曲総合支所地域振興課と商工会議所の検討会で花火を大画面で見
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てみようと試写会をやってみました。残念ながら映像は良かったのですが、

音の迫力が再現できませんでした。むしろ花火大会当日の街の様子や花火

倶楽部がやっている割物の説明等テキストの映像化の方が面白いのではな

いかという声もありました。やってみた、商工会議所と話し合ってみたと

いう段階で止まっています。 

 

挽野委員  「ときめきチーム」の経緯を知っているので補足したいと思います。女

性の視点で花火大会に何か関わりを持てないものか、女性は花火大会をど

う思っているのかということから始まって、７月の初め頃に結成された会

です。申請もすぐその後だったと思います。結成してすぐ市内・市外の女

性を対象に数千枚のアンケートを採ったところ、おむつ交換の場がない、

トイレの場所が分からないという女性ならではの声があったので、人に優

しいマップを作って配布したのです。駅の乗降客を中心に、分かりにくい

人への配慮で駅から会場までの東西南北を逆にした配置になっています。

１ヶ月も経たない段階で公的施設の了解をとりながらマップに収めていっ

たと思いますので、短時間でこれだけやられてすごいなと思っています。

次年度以降も広げていくと、さらに女性ならではの視点で優しいマップが

出来上がってきて、迎える側のホスピタリティという面でも大曲の花火を

見に来るお客様に対しても素晴らしい物になるのではないかと思います。

団体が出来た経緯があまりにも急だったので、このような事情になってし

まったのだと思います。 

 

議  長  大変分かりやすい補足でした。女性の目から見た場合、どうでしょうか？ 

 

八重子委員 花火フォーラムを花火庵（のびのびらんど）でやっていただきましたの

で、女性達の熱い思いが大変よく分かります。男性には分からない花火へ

のいろいろな複雑な思いを持っています。例えば、いつもお客様の接待ば

かりで一度もゆっくり花火を見たことがない等、率直な意見も出て、女性

の立場で花火に積極的に関わりたいという熱意が伝わってきました。そん

な意味でもこの事業は今年一年でなく、これからも続けていただきたいと

思います。何と言っても「花火の街」大曲ですので、花火への思いを達成

出来るようにご協力出来たらいいなと思っています。 

 

議  長  キャッチフレーズの「ゴミをなくして世界一の花火を」とは、また綺麗

なフレーズを作るものだなぁと思いました。これも継続して欲しいという

要望があるようです。よろしくお願いします。それではこの２つについて、

予算を伴いますので採決をとりたいと思います。サケイベントの方は私が

関係しているので目をつむりますので賛成の方は挙手願います。副会長の
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幸子委員、確認をお願いします。 

 

      サケフォーラム：全員   花火ときめきチーム：全員 

 

議  長  両事業とも満場一致で承認されました。おめでとうございます。毎回何

が出てくるのか楽しみな感じがします。サケについてですが、皆さんは丸

子川でサケを見ましたか？去年は結構上がってきましたよ。大盛橋、丸子

橋、館の橋から高校生やおじいちゃん、お母さんや子供達が立ち止まって

歓声を上げていて何だろうと思ったらサケが上がってくるのです。川が良

くなればそういう風景が見られるのですね。 

 

 

 議事 第2号 ＪＲ羽後四ツ屋駅改築について 藤川主幹 

 

議  長  私から聞きたいのですが、羽後四ツ屋駅にバス停はありますか？ 

 

藤川主幹  駅前にはなく、国道105号線沿いにバスが通っています。 

 

竹村委員  地元だが四ツ屋駅の改築について、資料を見て初めて知りました。議員

もいるので集まって検討していくことと思います。ほとんど利用すること

がないので、今日の昼頃見てきましたが、一日平均26人でも利用者がいる

のであれば、無人駅になってもトイレは必要かと思います。 

 

高橋幸子委員 

      無人駅だと前の扉しか開かないと聞いたことがあります。たまに乗るお

年寄りが降りられず、乗り越してしまうのではないかなとＪＲへの要望に  

なるのでしょうが不安に思います。 

 

藤川主幹 ＪＲでは全車両にトイレがついているため、無人化、簡略化どちらを選択

しても、駅舎にトイレを設置する計画はないそうです。現在、切符の委託

契約をしている佐々木策朗さんによると、日曜日の利用者はゼロだという

ことです。データ的には非常に苦しい数字になっています。 

 

議  長 誰だって無人化になって欲しくないという気持ちはあると思いますが、一

日の利用者数や、人件費もかかるであろうし・・・。この場で議決を採る

ことではないと思いますので、事務局の方にここで出た意見を伝えて欲し

いと思います。よろしくお願いします。 
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議事 第３号 大曲地域協議会委員先進地研修について 大友参事説明 

  10月17日（火）市のバスで北上市へ。詳細資料は後日送付いたします。 

 

議  長  やる事が前提ですので進めてください。相手方の北上市で17日都合が良

いとのことですが、その日無理な方は挙手願います。 

 

  欠席予定 

   大賀委員、竹村信雄委員、中野委員、挽野委員、藤谷委員、山下委員 

 

藤谷委員  皆の都合の良い日を選ぶとなると平日だと難しいと思います。むしろ受

入れ先で都合が良ければそれで進めていただきたいです。 

 

竹村委員  委員限定なのか自治会長やNPO団体の人達も対象となるのですか？ 

 

大友参事  地域協議会委員研修とご理解いただきたいです。 

 

加賀谷委員 何時から何時頃までの予定でしょうか？ 

 

大友参事  ８時半から15時頃までです。（大体丸一日くらい） 

 

議  長  10月17日（火）大体8時30分から15時30分頃までということでお願

いしたいです。行けない人もたくさんいるので後で報告する場を持ちたい

と思います。 

 

大友参事  なぜ北上市？と思う方もいらっしゃるかと思いますが、内容も良く、距

離的にも比較的近いというのが北上市でした。協働によるまちづくりの出

発から現在までの課題克服というソフト面についての研修になると思いま

す。公民館に市の職員を置かずに地元自治会で運営している実績があり、

どのように進めていったのか勉強出来れば良いと思います。 

 

高橋委員  当市においても勉強になると思います。 

 

議  長  どういう方向性で、問題解決していったのか？北上が売りに出している

物もあると思うので事前資料を作成し、バスの中で作戦を練りながら行く

ことになるのでしょうね。 
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その他 事務局からのお願い  柴田主幹 

■ 「サケイベント」 

地域協議会委員として積極的に参加いただきたい。 

① 後援団体に名前を連ねていただきたい。 
（費用負担は伴わない、チラシに記入してもよいか） 全員賛成 

② 当日パネリストとして委員の誰かから出ていただけないか？ 
（加賀谷委員を考えています）    加賀谷委員→「考えさせてください」 

 

■太田地域づくり研修会 

参加希望の方、10月13日まで連絡ください。（現地集合、現地解散） 

 

■地区コミュニティ会議 

どのようなメンバーでどのように立ち上げていったらよいか・・・  

→町内会連合会 

  立ち上げた場合、実働部隊として活動出来るかどうか             

  陳情団体になってしまわないか？ 

→ＮＰO、ボランティア団体 

  把握していない 

 

次回まで良いアイディアがあれば教えていただきたいです。 

 

高橋祥一委員 コミュニティ会議の目的は何ですか？ 

 

大友参事   地区コミュニティ会議の方々から地域の課題や解決方法を地域協議会

に提出していただき、この協議会で調整して承認されれば、地域枠予

算を使って住民と協働で地域課題を解消しましょうという流れを考え

ていました。そのためにコミュニティ会議を立ち上げようとしたので

すが、なかなか進まないのが現状です。 

 

議  長   大森先生の講演の中でも出てきましたが、コミュニティ会議が機能し

なければ地域協議会も機能しづらいという説明を受けてきました。方

法としては、町内会長を対象にした場合、もう一つはボランティアや

ＮＰＯ団体を対象に考えた場合があります。事務局では町内会長を対

象にした場合の方で考えてみたけれども、実際かなりの数の町内会が

あるし、地区毎、小学校区毎としてもかなりの件数になるので大変だ

と思います。次回議題として決議することは別として、この件につい

て話し合う時間を確保しなければならないと思います。 
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竹村委員   小さい部落、大きい部落と様々ありますので、地域割、ブロック割を

組んでもらわないとまとまりがつかない気がします。 

 

判田委員   北上市の先進地視察の際、このような問題をどのように解決したのか

研修の課題として見てくればよいと思います。 

 

議  長   一つの大きな課題として先進地研修に繋げたいと思いますので、よろ

しくお願いします。竹村委員から具体的なブロック割という話も出ま

したが、時間がありませんので、出た意見を次回引き続き具体的に出

していく形にしたいと思います。そのためには、四ツ屋、花館地区等

の問題と旧大曲地区の問題は違うと思います。何が問題で何をどうす

ればよいのかという１つの原案を出していだたければ効率よく出来る

と思います。 

 

議  長   八重子委員から「全国花火川柳大会」の報告をお願いします。 

 

八重子委員  お礼とご報告をしたいと思います。お陰様で第２回全国花火川柳大会

を盛大に行うことが出来ました。地元の花火川柳に対する意識、川柳

の勉強会もしたいということで、新潟から一流の選者を招いて勉強し

ました。また、千葉、東京、青森など全国各地から入賞者が駆けつけ

てくれて嬉しい表彰式を行うことが出来ました。さらに、入賞作品を

駅前から警察署までの商店に貼らせてもらい、街を歩くと自分の作品

に出会えるという二重の喜びを経験させていただいたという入賞者達

からのお礼状がたくさん届きました。これに力を得まして、これから

も色々な事を企画しています。例えば、今年の3月には大仙市１周年

の小中学生の作文を募集して表彰式をさせていただきましたし、今度

はふるさとに残したい街角、自然の写真を親子で撮っていただき、写

真コンクールをしたいという計画を立てています。小中学生を回って

思いを伝えたいと思います。いずれ計画が出ましたら、また皆様から

もアドバイスいただきたいです。今盛んに取り組んでいるのは小学生

の食育です。野菜嫌いの子供を少なくしようとする運動があちこちで

行われていますが、一昨日から大曲小学校の3年生の４つの学級が毎

日３６名やってきて大変賑やかな毎日を過ごしています。その前は四

ツ屋小学校、花館小学校からもご協力いただきました。来月は神宮寺、

北神小学校も入っています。もう一つ嬉しいのは、のびのびらんどに

高校生が出入りするようになり、子ども達と遊んだり、高齢者の話し

相手となったり色々な事をしてくれています。お陰様で、だんだん私

達が描いた市民交流プラザの姿になってきているかな、少しばかりは
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まちの元気に繋がってきているかなと思っています。どうぞこれから

もよろしく応援の程お願いします。本当にありがとうございました。 

 

判田委員   川柳の最優秀賞はどんな作品でしたか？ 

 

八重子委員  最優秀賞は千葉県の方で、「おお花火日本の平和へ拍手する」という作

品でした。その他に、優秀賞で「出身を問えば花火のまちという」「こ

の子らに残す未来という花火」等々、今年は本当に秀作が多かったで

す。ありがとうございました。  

 

議  長   もう一度再度拍手をお願いします。すごい頑張りで私達もいつも元気

づけられます。 

 

加賀谷委員  民生委員をしていて、お年寄りの話を聞く機会が多いのですが、冬に

雪寄せをする際、流雪溝の蓋が重いとよく耳にするのですが、どちら

に話を持って行けばよいのでしょうか？ 

 

大友参事   担当課は建設部の道路河川課です。確かにお年寄りにすれば重いんで

しょうが、軽くて丈夫な材質があればいいのでしょうが、軽過ぎても 

       車が上がった時に折れ曲がってしまったりすることもあるらしく、あ

る一定の強度がどうしてもかかってしまうのではないか、深刻な問題

であることは分かるのですが、一方で法律で決められたものがあるの

ではないかと思います。担当課の方に聞いてみないと詳しいことは分

かりませんが、私の方からも照会してみたいと思います。 

 

議  長   出来ればそうなって欲しいという気持ちは多分皆さんもあると思いま

すので、是非聞いて可能性を探りながら次回お願いします。 

 

小松委員   大仙夢未来債について有力誌の社説に掲載されていました。大仙市の

試みを広げよう！というタイトルでした。市長始め担当の人達を評価

するべき良いことだと思います。私が秋田民報に書いた組合病院の移

転新築の問題ですが、厚生連でもそのようなアイディアを出して行政

と協議をして早期実現の突破口になればよいなと思います。夢未来債

の狙いは、資金の調達だけでなく、地域の力を参加させることにある

と市長も言っているようでした。組合病院の移転の問題も個人の募金

の協力や民間の資金調達と踏み込んで考えていただきたいです。病院

の移転新築が早く実現されればいいと切実に思っています。 

 



 - 12 - 

議  長   同じ思いの方がたくさんいると思いますのでよろしくお願いします。 

竹村委員   夢未来債の一口10万円は高いと思います。法人相手ではないでしょう

か。一口 1万円で広く市民から募った方がよいのではないでしょう

か？ 

 

議  長   もう決まって動いているので、次回に動いて欲しいと思います。時間

がだいぶ迫っているので協議はこれで終わりたいと思います。次回は

11月になると思いますが、日時は事務局の方に一任したいと思います

が、出来るだけ早く教えていただきたいと思います。その時11月だと

早いですが忘年会、1月だったら新年会を年に一回やった方がよいの

ではないかという話が去年も出ました。気持ちを開いてお互い色々な

情報交換もしながら一年を締めくくったり、今年もやるぞという気持

ちになることと思います。忘年会と新年会、どっちをやった方がよい

かどちらかに挙手願います。 

 

■忘年会 ０人   ■新年会 ０人   ■どちらでもまかせる 全員 

（11月）     （1月）           

 

議  長   ありがとうございます。そうすれば事務局の方お願いします。 

 

大友参事   次回開催予定は、11月14日(火)19時からでいかがでしょうか？この

日忘年会をやるとすれば会議はもう少し早い時間に始めることになる

と思います。 

 

議  長   その時忘年会もやってしまいますか？ 

        

挽野委員   昨年みたいに土曜か日曜午後からやるのはどうでしょうか？ 

 

幸子委員   冬時間ということで土曜の午後から協議会をやりました。 

 

大友参事   土曜日の午後に会議を開催してその流れで忘年会をやったのですね。 

 

八重子委員  でも、18日はサケのフォーラムがありますね。 

 

大友参事   その週の18日（土）がサケのフォーラムです。次の週となると25日

（土）ですが・・・。そうしますと、次回の予定は白紙に戻して、再

度会長と日程調整をして皆さんに連絡するという形でよろしいでしょ

うか？基本的に忘年会をやるということで、いつかの土曜の午後から
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ということでよろしいでしょうか？会長と日程調整してお知らせした

いと思います。 

 

渡部委員   おばこ農協管内、集落1000以上ありますが、集落営農が話し合われて

いるのは200ちょっとということです。私共はやらないつもりです。

なぜやらないかといえば、田んぼ、畑に行くだけでお金を払わなけれ

ばならないのです。先ほど食育の話が出ましたが、学校給食では大曲

管内で獲れた物があまり使われていないと聞きます。いっぱい出てい

ますが量がどうとか問題があるようです。農協と話し合ってもらって

材料を給食センターに出してもらう、ここで獲れる材料は集落営農の

団体に落とし込んでもらって、保存施設を作っていただいて、季節柄

手に入らない物は別農協から集めてもらってもよいだろうと思います。

いずれ今の形は、ある業者がここではないどこかの物を仕入れてきて

出しているようです。地産地消の意味でも、集落営農に向けて市も農

協も頑張っているみたいですが、農家の人達はなかなか「やる」と言

ってくれない。言わない原因はお金です。少しのお金でもそこへ落と

し込んでいければ、農林振興課の方で進めている集落営農も出来るだ

ろうし、私も将来的には集落営農は必要だと思いますが、踏み込めな

いのはその問題ですので、学校給食の部分をテコにして広げていけば、

色々な方面へ転換できるのではないかと思います。急に言っても農家

でない人もいらっしゃるので、分からない部分もあると思いますが担

当部署で検討していただくことは出来ないでしょうか？ 

 

議  長   ここで議論するのは時間的に無理ですので、次回の話題にすることも

出来るだろうと思います。地産地消の観点から、なぜ給食に取り入れ

られていないのかをお知らせいただきたいと思います。何万食という

給食が地元の食材で賄えるようになれば、他の市でも部分的にでも実

施していますよね？時間がないのでお願いします。 

 

大友参事   知っている範囲で説明しますが、旧大曲時代の給食センターで米は

100％地元の米を使っています。野菜は生産量が少ないことと収穫時期

が合わないこともあって、モロヘイヤや人参など部分的な物は時期に

よって使いますが、一年を通して地場産の野菜を使うということは野

菜産地でないのでなかなか無理です。収穫時期に一週間でも二週間で

も地場産の野菜を使うことは今までもやっています。農家の方も栽培

面積を広げて収穫量が増えれば、学校給食にも反映されることと思い

ます。農協のタイアップも必要かと思います。知ってる範囲ではそう

した現状です。 
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議  長   ということに留めて、次回にたくさん宿題がありますが、何とかよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

 

議  長 それでは、これで全てを終了いたします。今日は皆様お疲れ様でした。   
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