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平成１７年度 第３回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１７年１２月１７日（土）１３時３０分～１７時００分

２．場 所

南外コミュニティセンター「ホール」

３．会議の次第

（１）開 会

（２）会長あいさつ

（３）議 題

第１号 大仙市総合計画について

第２号 除雪体制における今後の見通しについて

第３号 委員からの提案案件

（４）その他

①南外地域の独自事業について（報告）

②旧議場改修について（報告）

③次回協議会開催日程について

（５）閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１１名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 正照、伊藤 葉子、小松 成功

今野 幸蔵、今野 盛孝、今野 恭男、佐々木タヨ子、佐藤 セツ

佐藤 豊

（２）事務局（１７名）

支所長 佐々木 宏 次 長 菊地正雄

総務課長 高橋修司 土木課長 伊藤俊一 市民課長 伊藤芳広

税務課長 高橋定悦 農林振興課長 佐々木繁雄

南外在宅介護支援センター所長 佐渡良文 南外保育園長 伊藤敏夫

教育委員会南外分室副参事 高橋公太郎 南外保健センター伊藤今子

企画部総合政策課主幹 相馬幸則 主任 加藤登志美

地域振興課長 佐藤裕康 主幹 佐藤彰洋、主任 佐藤茂暁

主事 高寺真史

５．欠席者氏名

委員（５名）

絹川仁三郎、今野純子、佐々木久悦、佐々木雅子、佐藤由香子
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６．会議録

（１）開 会

地域振興課長 本日は、絹川仁三郎委員、今野純子委員、佐々木久悦委員、佐々

木雅子委員、佐藤由香子委員の欠席が届けられておりますが、大仙

市地域自治区の設置等に関する条例９条第３項の規程により委員の

２分の１以上が出席しておりますので、本協議会は成立いたします

ことをご報告いたします。

伊藤会長 （あいさつの後）それでは、第３回南外地域協議会を開会いたしま

す。

今回の会議録署名委員の指名ということですが、順番ということ

で今回は、佐々木タヨ子委員と今野恭男委員にお願いいたします。

議題に入りたいと思います。第１号大仙市総合計画について事務

局より説明願います。

（第１号）

地域振興課長 会議資料に基づき説明 （提案主旨について）。

基本構想・基本計画につきましては、企画部総合政策課より来て

頂いております相馬主幹より説明して頂きます。

企画部総合政策課 始めに関係資料の説明をし、その後（素案）第Ⅰ編序論、第Ⅱ編

主幹 基本構想について説明をする。

伊藤会長 ただいま、相馬主幹の方から大仙市総合計画の内容について構想

等について説明がありました。それから南外地域の総合計画原案リ

ストが配布されてありますのでそれらついてのご意見、ご提案等が

ありましたら述べて頂きたいと思います。

伊藤慶蔵委員 財政難の中での計画と言うことで、南外地域要望原案についてお

聞きいたします。南外コミュニティセンター改修ですが、私たち老

人クラブが利用する回数が減ってきておりそのような状況で多額の

経費をかけるのはいかがかと思います。またエレベーター設置につ

いても要らないような気がするのですがお考えをお聞かせ願いたい

と思います。それからもう一点南外ふれあいパーク整備事業につい

てですが以前からグラウンドゴルフ場付近にトイレの設置を要望し

ておりましたが、この整備の中で設置できないものなのかお聞かせ

頂きたいと思います。
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伊藤会長 ただ今のご意見に事務局よりお答え頂きますか。

地域振興課長 一点目のご質問の南外コミュニティセンターの改修についてです

が、事業内容には庁舎連結廊下・エレベーター設置及び音響改修他

と主なものをあげておりますが、利用率等を考えて庁舎との廊下が

必要なのかというご指摘だと思いますので利用状況を鑑みまして計

画を立てたいと思います。また、エレベーター設置につきましては

昨今バリアフリーということで障害者の方々の全館利用の要望がな

されており利用者数が少ないといいましても二階に上がる場合も考

えエレベーター設置につきましてはバリアフリーの主旨を踏まえて

計画いたしたいと思います。それから、音響改修ですけれども絨毯

を敷いても音響が安定すると聞いておりますのでそちらの方も考え

て検討いたしたいと思います。二点目の南外ふれあいパーク整備事

業ですけれどもここでも駐車場・法面緑化及び蓮池工事が主なもの

としてありますがご指摘のグラウンドゴルフ場向かいにトイレ設置

につきましても検討していかなければならないと思いますのでお時

間を頂きたいと思います。

伊藤会長 ありがとうございました。

伊藤委員よろしいでしょうか。

伊藤慶蔵委員 はい、わかりました。

伊藤会長 それでは、他にございませんでしょうか。

佐藤豊委員 アクセス林道坊田黒沢線でございますがこれは２０年ほど前大曲

市と南外村が数回現地踏査して地権者の関係を調査して出来なかっ

た経緯がありますが、その後ここに計画されていると言うことで進

展の状況をお聞かせ願います。

伊藤会長 それでは、この件についてご答弁頂きます。

農林振興課長 これにつきまして、振興局、本庁、支所の３者で現地踏査してお

りますその結果５億円で計画しておりますがなるべく現道を利用し

た方がよいということで実際に新設道は４８０ｍ位で大曲側も旧キ

ャンプ場まできておりますが急勾配なため事業費が嵩んでおります

現在の状況としては、３者で現地踏査し実施に向けて要望リストに

載せたという段階です。
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地域振興課長 今一度確認させて頂きますが、この事業リストが必ずしも計画に

載るとは限りませんのでご了承願いたいと思います。

企画部総合政策課 私の方から追加といたしまして、実施計画の策定スケジュールに

主幹 ついて説明いたします （会議資料に基づき説明 ）。 。

なお、地域振興課長が申しましたとおり事業リスト全部が必ずし

も計画に載るとは限りませんのでご理解いただきたいと思います。

伊藤会長 今、相馬主幹から実施計画の策定スケジュールについて説明があ

りましたがヒアリング等が終わった現在の感触どうでしょうか。

企画部総合政策課 全支所からの要望が集められ膨大な事業費のためかなり厳しい状

主幹 況ではあります。又国では三位一体の改革を目指し交付税の減額な

ど厳しい財政状況のなかでの策定とういうことで道路や上下水道な

どは計画的に進めていかなければならないと思われます。

伊藤会長 大変厳しい財政状況のため要望された事業がそのまま載ることは

ないであろうという見解のようです。

何か他にご質問等ございませんでしょうか。

伊藤正照委員 大仙市総合計画（素案）第Ⅲ編基本計画の中に実施計画が入って

くるのでしょうか。それから２２ページの「人が活き地域が輝くま

ち」とうたっておりますがそのためには産業が不可欠なのではと思

うのですがどうでしょうか。

もう一つ、事業リストの原案の年次別のものはないのでしょうか

お聞きいたします。

伊藤会長 今のご質問に対し事務局ご答弁願います。

企画部総合政策課 ご質問の「人が活き地域が輝くまち」の中に産業を入れたらと言

主幹 うことですが、それにつきましては次ページの「人が集い地域が躍

動するまち」に自然環境と調和させ産業の振興を図るということで

ここで取り上げております。また実施計画につきましては基本計画

の後に作業を進めますのでこれからというところでございます。

伊藤会長 まだ具体的な数値は出来ていないと言うことですがよろしいでし

ょうか。

私が、申すのは何ですが基本構想・基本計画についてどの都市に

も当てはまるような抽象的な文面でありもう少し大仙市の直面して
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いる課題に対しての打開策のような具体的な計画が全面に出てこな

ければと思われますがどうでしょうか。

企画部総合政策課 そのことにつきまして、基本構想の中の重点的な３つの取り組み

主幹 がありその中でも力を入れたい事項は「若年層の雇用確保に努め、

地域活力の創出を図ります」ということで産業の活性化を図り若年

層の定住化を目指すと言うことを理念としております。確かに人口

については平成２７年には８万４千人、２０年後には７万数千人に

なると推測しております、それを踏まえ大仙市の手薄な第２次、第

３次産業を活性化させ人口を増やしたいということを目標としてお

ります。

伊藤会長 この３つの施策を重点的に取り組むとしているそうですが、何か

ご質問等ございませんか。

今野幸蔵委員 ３つの重点事項は、わかりますけれども地場産業は農業であるた

めもっと農業について重点的に考えていただきたい、全体的に農業

について少ないような気がします。

伊藤会長 私も農産物を活かした企業の誘致や技術を取り入れて行かなけれ

ばならないと思います。隣の横手市では発酵文化研究所というもの

を作って味噌、醤油、お酒とか漬け物などそういう物の振興を図ろ

うとしております。農産物加工したりして、いかに地元の農産物を

活かすかということをやるべきだと私も感じてます。

大仙市として合併してから、まだ１年経っていないわけですが各

地域との交流が出来るようなインフラの整備については何か考えて

いないものでしょうか。

企画部総合政策課 それにつきましては、３つの重点事項の中の幹線道路の整備をし

主幹 てネットワークの構築に努めようとしております。又それだけでは

なく住民にニーズのある生活道路の整備、そして高齢化が進み現在

は高齢化率２９％平成２７年には３３％になると予想されます。そ

の中で交通弱者とされる高齢者、障害者等の交通確保について来年

から地域密着型の新たな交通システムを検討いたします。

伊藤会長 それから、観光行政についてはどう考えているのでしょうか。

企画部総合政策課 大仙市には、一時的な観光は多数ありますが通年的な田沢湖や角

主幹 館みたいな観光がないわけでこれから、専門の先生などの意見を聞
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き協議しながらどのような方向に持っていくか検討中であります。

各施設と連携をとり、来てくれた観光客に満足していただけるよ

うに考えております。大曲の駅にある観光情報センターも非常に中

身が薄くこれからテコ入れをして新幹線で来た人たちがそこでどの

ような観光があるのかという情報提供をしていかなければならない

と考えております。

伊藤会長 それでは、他にご意見ございませんでしょうか。

小松成功委員 私は、合併協議会に出ていた立場として言いますとこの素案はこ

ういうふうに書かないと住民が納得しないのではと思われ、しょう

がないのでは思います。それから、南外地域の計画は合併特例債を

鑑み今まで出来なかった事でもこの機会に実施したいということで

出されたものだと思われます。このような事情の中で各地域で計画

が出され一千億を越える事業が申請されているのが現状です。しか

し、国は予算を緊縮したため合併した今年から予算がないというこ

とだと思います。最後は議会で決められる事ですが、地域でも痛み

を伴いながら事業を選択していかなければならないため職員の方々

も苦労していると思います。このように計画に掲げているわけです

から各地域との予算枠の取り合いになる事だと思います。ですので

優先順位を協議して予算をつけ事業実施出来るようにすることが先

決だと思います。また大仙市にも、進んでいる農産物があるにもか

かわらず我々は農業だけに固持してしまいスタートが遅いというこ

とで行政とＪＡが深く連携をとっていかなければならないと思いま

す。

伊藤会長 今、民間で農産物の開発をして頑張っている人達が実際にいる訳

でこの人達と連携をとり産業の振興を図ることも大切だと思われま

す。あと感じることは南外は何もないと言われますが都会から来た

人達は、自然がゆたかに残っており秋は紅葉が素晴らしいし温泉も

あり酒蔵もあり焼き物もあるしそこをうまく結びつけて行けば小旅

行的なものが出来るのではと思われるので外から来た観光客を受入

、 、し いかに楽しませるかを意識していけば結構来てくれるのではと

そんな気がします。昔ながらの茅葺き屋根だとか身近な自然は中に

いる人は当たり前なことが外の人達には魅力であるということがい

っぱいあると思います。それを探して出すようにすることが必要だ

と思います。

佐藤セツ委員 私は、よくふるさと館に行きますが沢山地域外からお客さんが来
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られております。そのためか大曲の花火など行事のある時は泊まり

たいと思っても泊まることが出来ずせっかく温泉があるのですから

増築等考えていただき、もっと沢山の人達が宿泊できるような施設

にしていただきたいと思います。

伊藤会長 佐藤委員から、ふるさと館のお話が出ましたが実際の稼働率につ

いてどうなっているのかご説明願います。

地域振興課長 年間の利用者数は、約４万人で１日１００人弱です。定期的にご

利用なされる方々は主に地域内の方々で夕方風呂代わりに利用して

いる人もおりますし、地域内の施設よりは隣の温泉に行ってゆっく

りしたいという地域外の人もおります。又泊まりなどは関東や東北

などの行商の方が定期的に１泊～３泊お泊まりになっております。

そして、ふるさと館の利用形態につきましては年間三千万円位の

維持管理経費がかかっており、収入は二千万円位ということで一千

万円の持ち出しになっております。管理の方法につきましては今後

いろいろな方向で検討をしていかなければならないということで、

今大仙市では、直営の温泉宿泊施設はふるさと館と仙北地域の柵の

湯であり、他の施設は第三セクターで管理されております。そこで

指定管理者制度ということで条例の中で指定しながら管理者を特定

して管理しようというもので、来年の８月で法の暫定期間が切れる

ことから大仙市では４月から施行を考えており、議会の承認を得て

実施する事にしております。当地域のふるさと館は、経費の面で見

直しをかけられるのではと思っております。しかし当館は、地域の

温泉ということでは住民から根強いニーズがあり出来る限り利用の

向上を図りながら改修等を計画しておりますが地域協議会でも利用

形態等で良い案があればご提案していただきたいと思います。

伊藤会長 ふるさと館は、今後第三セクターになるのですか。

地域振興課長 第三セクターにするにしても指定管理者として指定しなければ委

託出来ない訳で今の経営状況では一千万円の赤字であり公募して果

たして手を挙げるところがあるかわかりません。無ければ今の直営

のままで運営していかなければならないのではということで、平成

１８年度に再度検討する方針がなされております。今の第三セクタ

ーで運営されているところは指定管理者として指定し現状のまま委

託していく方向であり、直営の施設に関しては検討するということ

であります。
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伊藤会長 公募するということは民間が手を挙げればそこに譲るということ

ですか。

地域振興課長 そうです。指定管理者制度の主旨は民間の経営ノウハウを活用し

ながらサービスの向上に努め、そして経営の改善を目指すものであ

ります。行政ではなかなか出来ないようなところを民間の知恵をお

借りして立て直しを図りたいという考えもあるようで大都市では進

んでいるところもありますが地方ではまだ始まったばかりで大仙市

でも民間の方で手を挙げるところがあるのかもわからない状態であ

ります。

伊藤会長 わかりました。他にご意見、ご質問ございませんでしょうか。

この総合計画についてはもう一度説明があるのでしょうか。

企画部総合政策課 ２月に今度は成案としてご説明いたしますので、意見を反映させ

主幹 るには現時点の素案の段階でご意見をいただきたいと思います。

伊藤会長 そういうことだそうですので是非何かございましたらご発言願い

ます。

今野幸蔵委員 ちょっと気になるところがありますので述べさせていただきます

第Ⅰ編序論の２．計画策定の背景と役割の中の「合併前に作成した

新市建設計画（大仙市まちづくり計画）は、１０年間の新市のまち

づくりの羅針盤となるものです 」というところの１０年間とうた。

っていることです。この計画は新市の将来をうたっているものだと

思いますので１０年間と限定するのはおかしいと思われますがいか

がでしょうか。

企画部総合政策課 いずれ、ご意見を伺い必要であれば訂正等なりして行きたいと思

主幹 います。

伊藤会長 今回の総合計画は、１０年間の計画なわけで前期と後期に分けて

１０年後の目指すべき方向を合併前に新市建設計画に表したものな

のではないでしょうか。

企画部総合政策課 基本構想は、法律に基づいて作成しなければならないもので、今

主幹 回のものは大仙市誕生の最初の第一次総合計画ということで１０年

後にはまた第二次総合計画が作成されそれが続いていくことになり

ます。
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伊藤会長 わかりました。なんとか南外の特徴が出るようにこの総合計画の

中に盛り込んでいただきたいと思います。

他にご意見等ございませんか。

伊藤正照委員 基本構想、基本計画よりも身近な実施計画の方を決まる前に協議

したいと思いますが予定では決まったものを出されても意味がない

ように感じますがどうでしょうか。

伊藤会長 そうですね。南外に関しては、南外地域自治区原案が具体的な事

業が掲載されておりわかりやすいですが、これは要望として提出し

たものでこれが全部計画に載るとは限らないということですので優

先順位をつけたりしていくことだろうと思いますが、これがどうい

うふうに変化していくか、それが解った時点で協議が出来ればいい

のではと思われますがいかがでしょうか。

企画部総合政策課 その計画につきましては、１月中旬では無理と思われ１月末にな

主幹 らないとかたまってこないのではと思います。実施計画で体系別に

個別の事業を貼り付けていき事業内容や、事業年度を付けていく作

業手順となっております。それが２月１０日頃となっておりますが

今の状況では遅れると予想されますが完成した際には皆様に示す予

定となっております。

伊藤会長 １月の中旬では、無理と言うことことだそうですが、今のうちに

是非これだけはということを言っておいた方がいいと思われますが

どうでしょうか。

企画部総合政策課 実施計画につきましては、毎年見直しを図りながら進めていきま

主幹 すので当然毎年実施計画を作成いたしますので、地域で意見のあっ

た場合例えば今年出来なかった事業を来年には反映していただきた

いというような意見を各総合支所を通して出していただければ次の

策定の際には考慮したいと思います。

伊藤会長 わかりました。先程ふるさと館の話が出ましたが、原案では増改

築の予定がされてありますが、これもかなり厳しいように思われま

すね。

小松成功委員 このような施設は、各地域にあり南外地域で指定管理者が無い場

合で残すとすればぬくもりの郷と併用させるような形でしか残せな

いかもしれませんね。
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伊藤会長 いろいろな、要望や意見が出されましたがもう一度説明があるそ

うですので事務局の方で受け止めていただき、具体的な実施計画の

中で反映できるように伝えていただきたいと思います。

それでは、総合計画については終わりにいたし次に進みたいと思

いますので、事務局より説明願います。

地域振興課長 第２号「除雪体制における今後の見通しについて」を会議資料に

基づき提案の主旨を説明。

詳細につきましては、土木課長か出席しておりますのでそちらの

方からご説明いたします。

土木課長 第２号「除雪体制における今後の見通しについて」ということで

すが、合併の際の事務事業の協議で、除雪については合併後４～５

年を目途に経費の節減の観点から全面的委託をすることになってお

ります。ただそれまでの間は、各支所の従来のやり方で行うことと

なっております。

（南外地域の除雪作業実施計画については、会議資料で説明 ）。

伊藤会長 ただいま、除雪の現況それから今後の計画について説明がありま

した。これにつきまして、ご意見、ご質問等ございませんか。

佐藤豊委員 除雪の路線について、第３種の支線及び生活路線で降雪積雪の状

況により随時除雪する路線の範囲について教えて下さい。

伊藤会長 これについて、事務局お答え願います。

土木課長 これにつきましては、あくまでも市が管理する道路、市道、農道

林道であります。

佐藤豊委員 わかりました。

伊藤会長 南外地域は、委託が非常に少ないのですが今後どうなっていくの

でしょうか。

土木課長 合併後４～５年を目途に全面委託となっておりますので、南外地

域においてもその方向に向かうと思います。

伊藤会長 わかりました。当面の４～５年は現状のままで行くということで

大丈夫ですね。
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土木課長 そのように、思っていただければと思います。

伊藤会長 委託となった場合は、南外地域の業者で行うこととなるのでしょ

うか。

土木課長 はっきりとしたことは決まっておりませんが、南外地域にも業者

がおりますので精通している地元の業者の方がいいと考えますので

そのようになるのではと思います。

伊藤会長 その他、何かご質問等ございませんでしょうか。

（意見・質問なし）

伊藤会長 それでは、次に行きたいと思います。第３号「委員からの提案案

件」ですが、何かございませんでしょうか。

伊藤正照委員 提案というより、要望ですが南外中央地区基盤整備ですが聞くと

ころによると１年延びそうだということで、それに伴った県道も具

体化していないということを聞きますが、平成１９年度からの集落

営農にも影響するのではと思われ何とかならないものなのか、これ

は、地域協議会というよりも大仙市として強力に推進願えないもの

か支所長にお願いいたします。

伊藤会長 今の要望について、ご答弁願えますでしょうか

農林振興課長 支所長に代わり担当の私から答弁させて頂きます。要望について

の件につきまして、県の説明ではバイパスと中央地区の基盤整備は

どちらか一方が完成しても必ず悪い面が出てくるということで、こ

れは同時に発注しなければならないと言われバイパスについては今

のところ具体的になっておらず、圃場整備の方は進んでおりますが

それに対してバイパスが遅れているのが現状で１年間検討を要する

ということで説明を受けております。なお、地域については１年間

延びたことによりご指摘のとおり集落営農等に影響があるのではと

思われますが、逆に私どもは１年間延びたことでその間有利に詰め

ることが出来るのではと思っております。工事に入りますと協議時

間も少なくなり施工前に十分協議しながら進めて参りたいと思って

おります。

伊藤正照委員 それではこの事業は、確実に施行すると言うことですね。
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農林振興課長 県の方からは、１年間遅れると言うことですので、事業について

は出来るものと思っております。

伊藤会長 よろしいでしょうか。それでは、他に何かございませんか。

（意見・質問なし）

伊藤会長 次に移りたいと思います。その他の①南外地域の独自事業につい

ての報告をお願いいたします。

支所長 それでは、私の方から先般皆様方から協議をいただきながら地域

枠の五百万円の件についてまとめていただきましたが、先の議会の

中で提出した事業に関連した一般質問等があり「今後の転作に対す

る対応」という質問であり、その中で産業振興というのは大仙市の

重要事業であると市長の答弁があり、１９年度から施行される国の

経営所得安定化大綱というのが出されて４ 以上の担い手、集団ha

では２０ 以上という一定の枠がはめられるという形の中での意ha

欲と能力のある人には支援するというようになったわけでございま

す。しかし、これは水田農業を基盤とする大仙市にとっては極めて

重要な事業であると考えておりますが、大仙市の多数の農家は小規

模農家であることを踏まえて集落営農を積極的に推進していくとい

うことで、仮称ですが「集落営農法人化指導センター」というもの

を設置して専門の職員を配置し専門的な見地からフォローして行く

ということを述べられております。また農林商工部の話の中でこの

事業は南外だけの問題でなく、全体的なの問題として今後捉えてい

く必要があるということで南外から提案されたものは大変重要なも

のなので参考にさせていただき大仙市の事業計画に持って行きたい

と話されておりました。その中で１８年度には各地域の要望取りを

し基礎調査を実施したい言っており、この事業が１８年度実施は難

しいのでは述べられました。それでは、この地域枠の活用にどう対

応すればいいのか思ったときに、もう一つの一般質問で「地域枠の

想定している施策ニーズはどういうものか 」に対して市長は、各。

地域の住民さらに地域協議会からの要望あるいは課題の中で、市の

施策として取り組むべきものを除いて現地即決機能を活かしていく

こと、また各総合支所の判断ですぐにでも実施に移した方がより効

率的で地域課題の解消、さらには特色を活かした地域づくりに結び

つく事業が考えられるのではと話をしております。また今後協議が

進むにつれまして要望が出されると思われますが予算の効果的・効

率的な施行の面から予算の組み替え等も含めて弾力的な運用という

のも考えていかなければならないのではというような答弁もされて
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おります。そうしたことからこの五百万円というのは今言った現地

即決機能と言われておりますし、予算の組み替え等も考えていかな

ければならないため総合的に考えますと決まった予算ではなく、暫

定的にそれぞれの節に計上して地域の予算の中ですぐに対応出来る

ようにするというような話になっております。そこで、先般の支所

長会議の中でも話があり、市長の意向に沿ったように予算要求もし

ていかなければならないのではということで、暫定的な形の中で要

求をしその枠の中で制約があるかもしれませんが、突発的なことが

出てきた場合対応できるように予算を計上していくことに各支所間

の調整ということで協議してまいりました。今まで地域協議会で協

議していただいたものは当然今後の市の予算に反映していただきた

いと強く要望しておりますし、市でも受けていただいているものと

思っております。今回の地域枠に関してはある程度即決できるよう

な形の予算ということでまだ形としては見えておりませんが要求を

していきたいと思いますのでどうかご理解の程お願い申し上げます

して報告に替えさせていただきます。

伊藤会長 市としては、今回提出した事業は南外地域だけの問題ではなく大

仙市全体の事だと言うことで１８年度では取り上げるのは難しいと

いうことですか。

支所長 結論的にはそういう意味ですけれども、今の農政の事業というも

のは当然、市でも考えていかければならない問題で小規模農家の関

係について、これを上げることによって南外だけの問題になってし

まうので全体的な問題として捉えていかなければならないので待っ

ていただきたいということでした。市としてはそれを踏まえて１８

年度はどういう実情かということを、意見をいただきながら基礎デ

ータを作って１９年度からの事業としてこの協議会から出されたも

のも含めて検討させていただきたいと言うことでした。

伊藤会長 それでは確認の意味でこちらから出された事業内容について説明

。 。していただけないでしょうか 農林振興課長からお願いいたします

農林振興課長 一番の大きな目玉としては、集落共同で圃場を作りそこから出た

ものを自分たちで一元化の経理をするということで、具体的に言い

ますと５戸以上の集団で圃場は１０ 以上とし、ここに２５万円程a

補助する計画であります。しかし農林部との協議の中で南外だけ補

助をすると他の地域で集落営農を推進していく段階で問題が生じる

ため大仙市全体の問題として取り上げ１８年度には専門員を設けて
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各地域に入り集落営農の方向付けをしたいということで１年待って

ほしいということでした。

伊藤会長 わかりました。他の地域ではどのような提案が出されたものなの

でしょうか。

支所長 今のところ何も出ていないようでした。各地域でも苦慮している

ようです。

伊藤会長 それでは、南外としてはもう一度新しい提案を考えるという事で

しょうか。

支所長 先ほど申しましたとおり、事業的なものでなく即決型の予算とい

うことを市長が申しておりますので予算的には暫定的に組み各地域

ですぐやらなければならないようなもの、例えば道路補修等に対応

出来るようにこの地域枠を置くようにせざるをえないかと思われま

す。

伊藤会長 それでは、なんか南外独自の事業としてでは無いような感じがし

ますね。

今野恭男委員 そうだとすれば、全部補修等に予算が持って行かれそうで意味が

ないように思われますね。

伊藤会長 そうですね。なんかもっと将来に結びつくような予算の使い方が

出来ないものでしょうか。例えば人材養成など若い人たちが研鑽出

来るような事業などに使ったらいいのではと思いますがどうでしょ

うか。

佐藤豊委員 私も南外独自の事業と言うことで協議しそれが反映するものと思

っておりましたが道路補修に使ったりするものだとすれば始めの話

と違うような気がします。

伊藤正照委員 今の話だと全地域にそのような指示があったのでしょうか。

伊藤会長 それについては、どうでしょうか。

支所長 はっきりとした指示は来ておりませんが、議会の一般質問の中で

の市長の答弁から判断したものであり、本庁の担当課長も市長の意
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を正確に捉えていないように思われます。そのために、いろいろな

情報があり統一されていないような現状であります。

伊藤正照委員 それでは、再度提案してもいいものなのか。または、協議しなく

てもいいということで即決型の予算を組むということでしょうか確

認いたします。

伊藤会長 今、伊藤委員から言われた再提案出来ないかという質問に対して

いかがでしょうか。

支所長 提案は、可能だと思います。ただ予算の調整を今やっている最中

ですので時間的に余裕が無いところですので年内に提出できれば事

業申請は可能だと思います。

佐々木タヨ子委員 暫定として、予算を確保し即決型として使うのであれば何に使っ

てもいいということですので、予算だけ確保しておいて事業の提案

は後で行ってもいいのではないですか。

伊藤会長 せっかくの枠をいただいたのですから、今佐々木委員が言ったよ

うに予算だけ確保していただき後で南外独自の事業として再提案し

たほうがいいと思われますので、そのように出来ないか話してもら

えないでしょうか。

支所長 予算調整も時間もありませんので、とりあえず五百万円の予算を

暫定的に計上し、それから年度途中にでも皆さんから提案があれば

予算の組み替えをして出来るようにするということは可能なのかな

と思います。

伊藤会長 そうしていただければ有り難いと思います。

支所長 わかりました。本庁の方にその旨お話ししたいと思います。

伊藤会長 それではこの件については予算を取っていただいて内容について

は時間をかけて協議会で協議をするということで進めたいと思いま

すのでこの件については、終わりたいと思います。

それでは次の②旧議場改修について報告願います。

総務課長 合併により議会が南外庁舎で開催されなくなったということで、

議場が空き部屋となったわけで合わせて事務局室及び正副議長室も
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同じでございます。それをどのような形で活用するかと言うことで

皆さんから２回にわたり貴重なご提言をいただきまして誠に有り難

うございました。資料のとおり総額５，０１１千円で当初予算で計

上されておりまして、当初では会議室として改修する予定でござい

ましたが、会議室よりももっと有効な利用方法がないかご相談いた

しましたところ、皆さんからは様々なご意見ご提案がありその中で

ビデオ等の活用できるビデオシアターみたいなものと言うことで最

。 、終調整させていただきました それを持ちまして先日１２月１４日

支所長と私で市長に面会いたしまして説明し了解をいただいて参り

ました。

（改修の内容については資料により説明する ）。

そして、今月の２２日入札、２６日の契約とし工期を３月１６日

として発注したいと考えております。また議場の机、いす等は取り

外しの上一時保管して、来年度それ以外のものもありますがオーク

ションにかけたいと考えております。それから完成後の利用につき

ましては、この後皆様と協議いたしますけれども出来るだけ使いや

すい状態、気軽に出入りできる状態というように考えておりますの

でまたご相談をお借りすることもあろうかと思いますので、今後と

もご協力よろしくお願いいたします。

伊藤会長 ただ今、議場の改修等につきまして報告がありましたこの件につ

いてご質問等ございませんか。

佐々木タヨ子委員 より多くの住民から利用していただくとなるとバリアフリーを考

慮したものの方がよいのではと思われますがどうでしょうか。

総務課長 最初から段差があるわけですので、通路の部分については工夫し

たいと思います。

伊藤会長 説明の中で、将来的には市民のボランティアグループやＮＰＯ法

人等と連携を図り事業の拡大と普及推進を図るとありますが、これ

は利用の拡大を図ると言うことでしょうか。

総務課長 ボランティアが定期的に青少年を対象とした学習会や映画鑑賞会

等で利用の拡大を図っていただければと思い、またＮＰＯ法人も南

外に出来そうな感じですのでその方の職の教育の場にするとか、パ

ソコンを使った他市町村との交流の場として、気軽に使える場とし

て想定したいと思っております。
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伊藤会長 わかりました。これにつきましては、協議会での意見が多く取り

上げられておるようです。この件についてよろしいでしょうか。

（ はい」の声あり ）「 。

伊藤会長 それでは次回の開催日程でありますがいかがいたしましょうか。

地域振興課主幹 次回の開催日程でありますが総合計画の最終案説明が２月１日か

ら１５日となっておりますのでそのあたりでご協議頂きたいと思い

ます。また土日に限らず委員の方々が都合良い日に決めて頂いても

のよろしいかと思います。

それから今、企画部の相馬主幹より最終案の策定が遅れることも

想定されますのでなるべく遅い時期にして頂きたいとの意向があり

ましたので申し添えます。

伊藤会長 それでは、２月１８日でいかがでしょうか。皆さんのご都合をお

聞きいたします。

（ 異議なし」の声あり ）「 。

伊藤会長 はい。それでは２月１８日（土）ということで開始時間は午後１

時３０分ということで決定いたします。

、「 」また 大仙市総合計画基本構想素案に関するご意見等について

は、１２月２８日までご意見等があれば提出してくださるようお願

いいたします。

ということで本日の第３回南外地域協議会は終了いたします。


