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平成１７年度 第４回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１８年２月１８日（土）１３時３０分～１６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 委員からの提案案件

（４）その他

①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 正照、小松 成功、今野 純子、今野 恭男

佐々木久悦、佐々木雅子、佐藤 セツ、佐藤のり子、佐藤由香子

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 南外在宅介護支援センター所長 佐渡良文

福寿園長 伊藤伝悦 教育委員会南外分室長 伊藤堅光

教育委員会南外分室副参事 高橋公太郎 南外保育園長 伊藤敏夫

農林振興課副主幹 伊藤清悦

地域振興課長 佐藤裕康 主幹 佐藤彰洋 主任 佐藤茂暁

主任 木村慎吾 主事 高寺真史

５．欠席者氏名

委員（７名）

伊藤慶蔵、伊藤葉子、伊藤善啓、絹川仁三郎、今野幸蔵、今野盛孝

佐々木タヨ子
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６．会議録

（１）開 会

地域振興課長 本日は、伊藤慶蔵委員、伊藤葉子委員、伊藤善啓委員、絹川仁三

郎委員、今野幸蔵委員、今野盛孝委員、佐々木タヨ子委員の欠席が

届けられておりますのが、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４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、佐々木久悦委員と佐々木雅子委員にお願いいたします。

それでは、議題に入りたいと思いますが、前回第３回目の協議会

において、今回の議題は大仙市総合計画の基本計画並びに実施計画

について行うこととしていましたが、提案されておりませんので、

その経緯について地域振興課長より説明願います。

地域振興課長 会長のご指摘のとおり、委員の皆様もそのように承知していたこ

とと思います。これにつきましては先般本庁の総合政策課より実施

計画は議会終了後に説明したいとの連絡がありました。

その理由でありますが、大仙市総合計画（実施計画）の事業内容

に関しましては、確実に実施可能な事業種目を計上する方針であり

そのためにも裏付けとなります計画の初年度となる平成１８年度の

予算編成と内容の整合性をとる必要があることから、議会終了後に

あらためて説明したいとのことでありました。

伊藤会長 それでは、来月の協議会で説明があるということですか。

地域振興課長 来月の下旬に５回目の今年度最終協議会を予定しております、市

長も出席したいということでございますし、その案件以外に計画に

ついても説明したいと総合政策課より連絡が来ております。

伊藤会長 そういうことだそうですが、委員の方々何かご質問等ございませ

んか。

（意見・質問なし）
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伊藤会長 ないようですので、実施計画については次回の協議会で説明いた

だくということで進めてまいりたいと思います。

それでは、本日の議題であります南外地域協議会の提案事項につ

いて、事務局よりご説明願います。

（第１号）

地域振興課長 これまで、当南外地域協議会におきましては様々な意見が出てお

ります。しかしながら、国・県に対する要望はありましたが市に対

する提案等については具体的にまとまっていない状況であります。

委員の皆様への開催通知にも記載しておりますように、今年度最

終の協議会には市長の出席が予定されていることから、これまでに

出た意見等に見解を示すことになっていることと本庁より連絡が入

っております。そのためにも特に要望等がまとまっていない状況に

ありますので、今回委員の皆様には改めましてご意見等を提言して

いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

伊藤会長 それでは、大仙市に対する南外地域の要望や意見がございました

ら提案願いたいと思いますので是非お願いいたします。

伊藤正照委員 意見の前にお聞きしたいのですが、今度の協議会で実施計画の説

明があるとのことですが、そうすれば今の時点言う意見は何に反映

されるのですか。

伊藤会長 これについて、地域振興課長答弁願います。

地域振興課長 市長の考えといたしましては、広く全市民から意見を聴取すると

しております。しかしながら伊藤委員が申されたとおり今回は予算

査定が終わり１８年度の事業も確定された段階での意見聴取ですか

らそれに対しての反映はあまりないかもしれません。しかしながら

ご意見の内容によっては、特に緊急性のあるものは１８年度の補正

で対応するかもしれません。それ以外についても次年度以降の計画

に反映可能と考えております。

伊藤会長 整理しますと、大仙市が発足しまして各地域の連携を密にして行

こうとしているわけですけれども、それぞれの地域の特徴ある行事

とか要望等を出来るだけ取り入れるために市長は、地域協議会を作

ったと思われます。またそれに関連して５００万の予算を各地域に

配分し、各地域で自由に協議されたものに使える事業は計上されて

いるそうですのでそれはまた後に協議しなければならないことだと

思います。
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伊藤会長 それから市に対する要望、提案等は今の時期ではとうてい１８年

度には間に合わないことでありますが、しかしながら今年度は時間

がなかったためと我々も初めてのこのような会に参加したためなか

なか統一した意見を出すことが出来ずにいたわけですけれども今後

いい提案が出せれば来年度に反映できると言うことで理解していた

だければ良いと思います。

そういうことで、何かございませんでしょうか。

佐藤豊委員 独自事業について、３回ほど協議し提案したものが本庁査定で平

成１９年度から始まる集落営農の事業といろいろな諸事情があるた

め取り上げられなかったようですが、そうであればどのようなもの

であれば認めてもらえるのか具体的に説明願いたいと思います。

伊藤会長 今、佐藤委員が言った意見は以前に提案した集落営農に関連した

ことですが、おさらいのためもう一度当局の見解を説明願えません

でしょうか。地域振興課長お願いいたします。

地域振興課長 この前は、ご検討いただいた転作がらみと地域農業の活性化を含

めた事業提案をしていただきました。それは、基本的に３つ柱があ

ったわけですが、１つは営農集団の育成、２つめは地域農産物の販

売促進、３つめは地域農業の情報発信ということで提案したわけで

すが、地域枠の事業については急に浮上した案でありましてそのま

とめ方が２転３転した経緯がありました。また本庁の農政担当の考

え方は営農集団の育成は事業途上であったため、そちらの方は全市

の事業として捉えていきたいということで時期的に早いため保留さ

れました。そこで営農集団の支援策としましては指導センターに常

駐の指導員を配置した予算化がなされるようでございます。それ以

外の地域農産物の販売促進と農業部門の情報発信の部分につきまし

ては消えたわけではありませんので再度皆様から地域枠予算で検討

してもよろしいかと思いますのでよろしくお願いいたします。

伊藤会長 佐藤委員再度ご質問ございませんか。

佐藤豊委員 ありません。

伊藤会長 営農集団の取り組みについては 「全市として考えている」と、、

そして農産物の販売とか情報発信については地域枠の予算で実施し

てもかまわないということですので、さらに地域農産物の販売場が

必要だということで皆さんの意見がまとまれば可能になるというこ
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伊藤会長 とですのでそのあたりから意見をお聞きしたいと思います何かござ

いませんでしょうか。

伊藤正照委員 大仙市の総合計画には今の担い手の育成に関しましては最重点課

題として作成されつつあって、それに私も参加させていただいてお

り２月１０日にその構想については、市長に答申いたしました。そ

の中に営農集団や担い手は大仙市全体事業として実施されるようで

したので、それに重複しない地域農産物の販売についてそのように

やっていいただければ幸いなのではと思います。

伊藤会長 わかりました。その他今の意見に限らず、何かございませんでし

ょうか。

佐々木久悦委員 私が思うには、仕事上農政に携わっているので事業としては国・

県・市としての役割があり、それが南外地域に当てはめた場合果た

してどうなるか疑問であります。ですのでそれを特別枠として南外

の特色を出していければいいのではと思います。

それから、提案といたしまして他の地区では、小正月行事でもい

ろいろなイベントがあり夏場でも全国に知られる花火大会がありま

すが、南外地域にはそれについては乏しいような気がします。せっ

かく大仙市となったのでその中での南外地区という捉え方で、予算

的に難しいのであれば箱物の建設事業よりも、大仙市民の人間的な

部分を養うような文化講演会なり中山間を考える講演会を、大仙市

として開催し、著名人等を招いて花火の次の日とか会場は南外地区

のピラミット型の体育館で実施するといったようにいつも中央で開

催するのではなく地方で開催するようにすれば興味のある人は来る

ような気がしますし、大仙市の中での南外地区をそのような位置付

けに出来たらいいのではと思います。

伊藤会長 今、佐々木委員からは大変いい提案があったように思われます。

大仙市主催の文化講演会等を南外の体育館で開催出来れば、地域が

見直されて来るのではということで、それに何かテーマを決めて継

続出来ればいいのではと感じましたが、皆さんどうでしょうか。

佐藤のり子委員 今の意見に賛成です。前に友人の子供さんがマーチングの練習で

南外の体育館を何度も使用させていただき「凄く良い所だね 」と。

言われ大仙市になってから初めて来たと言うことでした。そんなこ

とがあり、今の意見でテーマを作って人を呼べば南外の良さわかっ

てもらえるのではと思いました。
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伊藤会長 佐藤委員の意見は、大仙市になって南外の体育館を利用した際に

良い施設だと評価されたということで、講演会等で各地から来てい

ただければ良さがわかってもらえるのではということでした。

それで、体育館の収容人員と音響設備は大丈夫でしょうか。

支所長 収容人員については今わかりませんが音響に関しては、スピーカ

ーの位置等工夫すれば大丈夫だと思われます。

地域振興課長 今日、担当の者が居ないものですからはっきりわかりませんが、

およそ１，０００人位ではないかと思われます。また音響に関して

は１８年度に音響設備設置事業が採択されそうですので、対応でき

るのではと思います。

伊藤会長 体育館は、床暖房が設置されておりますね。大曲には市民会館等

大きな施設がありますので、それを南外で開催するということは何

か一つ工夫が必要なのかもしれませんね。あそこは運動公園にもな

っていますので是非来ていただいて南外にもこんないい所があった

のかと認識していただき広めたいと思いますね。

その他、関連意見でも新しい意見でもよろしいですので何かござ

いませんでしょうかご発言願います。

大潟村に行くと、直売所があって作っている人の写真が貼ってあ

り楽しく買い物が出来たことがあったのですが、南外は山菜の宝庫

だと言われてますので農産物と山菜を組み合わせて販売などしても

おもしろいのではと思いますがどんなものでしょうか。

佐藤セツ委員 私の主人は山が好きで、冬であっても近くの山に出かけておりま

すが最近では木の伐採や山を崩し林道などが出来たりしてあまり採

取するところが無くなってきたし、地域外からの人たちがたくさん

入って来ており採れなくなってきたと言っておりました。

それから、話が変わりますがこの前申し上げたふるさと館のこと

ですが、私の言いたかったことはふるさと館を全部取り壊して改築

するということではなくて、宿泊する部屋をもっと増やしてほしい

ということを言いたかったのでした。また、日曜日に野菜や漬け物

等の販売をしておりますがもうちょっと陳列など工夫して販売でき

たら良いのではと思いますし売っているスペースも狭いような感じ

がしますのでどうにか出来ないものかなと思いました。

伊藤会長 はいわかりました。それではふるさと館利用状況等についてお答

え願います。
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地域振興課主幹 ふるさと館の利用状況でございますが、年間利用者数が約４０，

０００人でその内宿泊者数が約１，０００人位でございます。利用

の集中するのは、お盆、お正月期間や大曲の花火大会等の行事があ

る場合でその時は、交流研修室や小部屋の休憩室を開放したりして

対応しておりますがそれ以外は満室以上になることはない状況でご

ざいます。それから、施設整備については総合計画にふるさと館の

改修を要望しておりその内訳は、食堂の移設に伴い宿泊の出来る部

屋の増築と玄関ホールの改修等があり、今ご提言のあった宿泊室と

直売のスペースについては解消出来るのでは思われます。

伊藤会長 今の現況に対して、改修計画があるようです。佐藤委員よろしい

でしょうか。

佐藤セツ委員 これからはお盆・正月・冠婚葬祭等、家にお客を呼んだ場合はこ

のような施設を利用するようになってきておりますので是非お願い

したいと思います。

伊藤会長 公営の施設として安い料金で宿泊できますので、夏休みなど大学

のスポーツクラブの合宿などの誘致をするのも良いのでは思います

が、そのためには運動施設がそれに対応できなければならないので

すが、それがクリアできれば集客して地域の活性化につなげられた

らと思います。

それでは、先ほどの文化講演会の件ですがそれを南外で開催する

ということでそのためには何か特徴を持たせないといけないのかな

と思いますのでその件についてご意見ございませんでしょうか。

佐藤のり子委員 文化講演会時に農産物の直売などを結びつけられないものでしょ

うか。今の南外地域での農産物の販売状況はどうなっているのか、

お聞かせ願えないでしょうか。

伊藤会長 わかりました。それについては、農協の担当者でもある佐々木久

悦委員どうでしょうか。

佐々木久悦委員 販売の状況については、なかなか継続して出荷できるものがなく

苦慮しておりますのでこれから考えていかなければならない問題で

あります。販売額については、野菜関係で南外地区５，０００万円

位で、お米だと４５，０００俵位で４～５億円位なのかなと思いま

す。先ほどの大潟村の直売所の話が出ましたけれども南外地区の場

合は、個々の農家を見てもオンリーではないのでなかなかあそこま
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では出来ませんが、それに近づこうと現在努力しているところでご

ざいます。

それから、講演会については開催することで他の地域に与えるイ

メージが大きいのではと考えられます。年に一回でも継続していけ

ば講演会は南外というふうになれば良いのではと思います。

佐々木雅子委員 前に手打ちそば実演の記事を、見たことがあるのですが南外地域

でそばを栽培している農家は何人位いるのでしょうか。

、 。佐々木久悦委員 人数的には１５人位は 転作の関係で植わっていると思われます

佐々木雅子委員 南外名産として、販売は出来ないでしょうか。

佐々木久悦委員 今の状況では無理ですね。

佐々木雅子委員 わかりました。

伊藤会長 先ほどの説明で野菜の販売額５，０００万円と言われましたが、

果実も入っているのですか。

佐々木久悦委員 販売額については、私の知りうる範囲ですので、果実については

個々で販売しておりますので入っていないものもあります。

伊藤会長 はい、わかりました。他に何かございませんか。

小松成功委員 別の要望としてお話しいたしますが、１つは中央地区のほ場整備

二つ目は赤平、中宿、鎌田を含めた河川改修、これは、国や県の関

連した事業ですけれども大仙市として強く要望していただくように

南外地域協議会として提案事項として出来ないものでしょうか。

それから、講演会の件ですが南外地域には温泉がありますので温

泉サミットみたいなものでも良いのではと思います。幸い大仙市に

は温泉が多いので共通のテーマにもなるのでは思います。

その他、前に伊藤慶蔵委員が言っておりましたグラウンドゴルフ

場のトイレ設置の提案ですが、今のトイレを共用できるように通路

を作ったりして工夫出来ないものでしょうか。

伊藤会長 今の意見についてですが、運動公園トイレが不備だということで

すが事務局お答えできますでしょうか。
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地域振興課長 ふれあいパークの整備について、前回伊藤慶蔵委員からグラウン

ドゴルフ場横に設置してある簡易トイレを今の状態では使用しにく

いので整備していただけないかという要望がありました。総合計画

の中では蓮池造成工事、総合駐車場の整備が計画されており、トイ

レにつきましては、今小松委員の提案がありましたようにいろいろ

な方からの意見を聞きながら今後検討して行きたいと思いますので

よろしくお願いいたします。

伊藤会長 それから、中央地区ほ場整備や河川改修についてはどうなってい

るのでしょうか。

支所長 中央地区ほ場整備については、予定より１年遅れるというふうに

聞いておりますが実施できるように、強烈にお願いしているのが現

段階での状況であります。

土木課長 河川改修と県道のバイパスにつきましても、事業の早期実現を目

指して県に陳情してまいりたいと考えております。

伊藤会長 よろしいでしょうか。

小松成功委員 この中央地区ほ場整備事業は３地区が一緒になったものなので、

まとまるのが難しい状況ではと思われますし、今答えられたように

一体となった事業なのに、それぞれの部位ごとに回答が出されると

いった具合なのでもっと連携をとり関連のある事業であれば一丸と

なってやっていただきたいと思います。

伊藤会長 是非今の意見をくみ取って働きかけをしていただきたいと思いま

す。

支所長 はい、わかりました。ほ場整備、河川改修、バイパスを一体の事

業として要望してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。

伊藤会長 それから、講演会のお話ですけれども大曲にはいろいろな施設が

あり、南外に持ってくるのは難しいのでは思われますが、南外には

温泉がありますので温泉サミットというようなものを組み込んで開

いたらどうかと言うことですが、温泉の経営をしている佐々木雅子

委員はどうでしょうか。
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佐々木雅子委員 他の地域では、活発に温泉ラリーとか産物の紹介などや商店など

のマップを作成したりして産業の振興に力を入れているのが見受け

られますので、この地域でもそういった物を作ってみたら良いので

はと思います。

今野恭男委員 私は、南外では酒遊サミットが盛会に行われておりますのでそれ

を一泊で実施し温泉に泊まっていただいたらもっと良いのではない

かと思います。

伊藤会長 そうですね、連携して開催できれば良いと思いますね。

講演会については、南外の特長を生かした講演会を実施したらと

思います。それとまず失敗してもやってみることが大事なのかなと

感じます。

今は、環境保全といいますか、地球環境保全に対する関心が高ま

っています。南外はこうゆう山村で自然がゆたかに残っていますが

しかし、かなり山も川も汚染されつつありそういう状況なので環境

問題についての講演をやるとか、そんな特徴を持たせてやったり、

他でやっていないようなことを取り上げて継続させれば良いのでは

と思いますがどうでしょうか。

佐藤由香子委員 私が考えてきたことは、昨年管江真澄が歩いたということで昔語

りべ会が月の出羽路を出版し記念講演を開催したと聞き、その本を

図書館で見たときに思ったことですが、その管江真澄が歩いた道を

今はどうなっているのか、ハイキングを兼ねて歩いてみてそれを出

版物にするのは、ということを考えてみました。

それから、環境保全についてですが南外ダムやふれあいパークの

沼でブラックバス釣りをしている方が見られますがそういった方々

と、講演会をかみ合わせてブラックバスの駆除や生態系についての

討論会などをやってみてはと思いました。そして、駆除の方法とし

てダムの水を抜いたりなど大がかりになってしまいますので、釣っ

た魚を食べる方向に持っていってそういったイベントを開催したら

いいのではと思いました。

伊藤会長 管江真澄の歩いた道を辿ってみて、それを紀行文にまとめてみる

ということですがこれもおもしろいと思います。それから、環境保

全に関連して南外ダムのブラックバスが繁殖しており従来の生態系

が壊されているということですが、実際はどのようになっているの

かわかりますでしょうか。
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土木課長 南外ダムの現況ですが、ブラックバスだらけです。この魚は、県

では外来害魚として害のある魚として位置付けしており出来れば駆

除したいということでございます。そしてダムで駆除する場合は、

水を落として行うわけですが実際は旧河川が残ってしまうのであま

り効果はないように思われます。しかし県との協議で平成１９年頃

に県事業で駆除を実施する予定です。それから意見の中で食べたら

どうかというお話ですけれども山梨県の富士五湖に大量に生殖して

おりそれを名物にしようとしてバスのフライを作ってやったと聞き

ましたが、それ以降聞こえてきませんので食べてもまずいと言うこ

とで手のつけようのない魚であるということです。おもしろいこと

にフナ、ウグイ、コイなんかは丘に置いておきますと、すぐにトン

ビやカラスが食べに来ますが、ブラックバスや雷魚には絶対に来ま

せんので美味しくないものだと思います。

伊藤会長 今のお話を聞くと、大変な生態系の破壊が進んでいるという実態

を聞き非常に残念なことだと思います。そういう意味では環境保全

をテーマにした講演をやるとか、それに対してどうこの地域が対応

していくのかということに絞り込んでやるのも意味のあることだと

思いますがいかがでしょうか。

伊藤正照委員 なかなか、きちっとした提案が出来なくて申し訳ございませんが

今、南外で全県５５０歳野球が開催されていますがそれに枝葉を付

けて出来ないのかなと思いますし、それから事情があって出来ない

のかもしれませんが、以前は松茸・ヤマメ・川カニ等いろいろあっ

たわけですが、その中でヤマメを特産的に復活できないものでしょ

うか。また南外は松茸で結構対外的には売れていた印象があります

ので、今すぐとは言いませんが自然まかせでなく南外地域で松茸の

復興が地域枠でも出来ないものかと思います。

もう一つは、今の時期雪で家も人の心も真っ暗になっている中で

前の意見にもあったように小正月行事が何もないわけで、例えば家

の前に雪像を作ってそのコンクールをやりその当日に冬まつりのよ

うなイベントを実施したり、私が感じております正月に神棚に上げ

たしめだとか、昔は神社に持って行ったものですが今はドント焼き

のようなものもやっていないので、南外地域全体で小正月行事でや

るとか地域枠の５００万円でやっても良いのではと思います。

それから、小松委員が中央地区のほ場整備の際に農道についても

言っておりましたが、秋田市から湯沢市にぬけるグリーンロードが

あり最も狭小な場所が南外地域にあるため、もう一度市長の方から

陳情してもらった方がいいのではと、県の関係者にお会いしたとき
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伊藤正照委員 に聞きましたので、ほ場整備についた農道になるのかわかりません

、 、が 基盤整備とセットで要望していただけるように地域協議会から

市長に出してもらいたいと思います。

伊藤会長 それでは、基盤整備と農道の件について今どうなっていますでし

ょうか。

土木課長 グリーンロードについては、村の時から県に対してお願いしてお

ります。現況は湯神台から湯ノ又までが用地の関係で残されており

諦めたわけではなく、再三県の方にはお願いしております。またバ

イパスの件につきましても、前に申しましたとおり、ほ場整備との

関連がある箇所でもありますので県の方に強力にお願いしてまいり

たいと思います。

伊藤会長 それから、全県５５０歳野球大会を強化する、またはそれに付随

して何か活性化が出来ないだろうかというご提案がありましたま

た、ヤマメ、川カニ等も少なくなってきているのでその復活を考え

たらどうか、南外と言えば松茸の産地と評価を得ていたが、今は松

食い虫の被害でほとんど採れなくなったのでもう一度松茸の復活を

図ることを考えたらどうだろうか。これも環境保全、生態系保全に

関係したことで良い提案だと思います。また小正月行事が南外には

ないので一杯降る雪を利用して各戸で雪像を作ってコンテストやる

とかすることもいいのではと提案がありましたがどうでしょうか。

今野純子委員 以前全県５５０歳野球大会で、野菜の販売をしたのですが私たち

の売り方が悪いのか、なかなか売れなかったことがありました。も

っと工夫すれば良かったかもしれません。

伊藤正照委員 開催時期が夏のため、生ものは無理なためその影響もあるかもし

れません。

伊藤会長 せっかく全県からお客が来ますから大いに利用して、農産物を加

工したりして販売したら良いのではと思います。

それでは今回提案事項を決めるとすれば出された中で、講演会と

何かをセットにして南外らしいものをやったらどうかと、そして環

境保全をテーマにしたもので開催したらいいのではという意見が多

かったように思われますが、次回にまた協議するということでどう

でしょうか。
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地域振興課長 私の説明不足でご理解できなかったかもしれませんが、今回の協

議会は次回市長が来るときには皆様方からのご意見に対する回答を

提示する予定でしたが、今回は提案事項が無いということでよろし

いでしょうか。

伊藤会長 わかりました。それでは提案事項としてまとめた方がよろしいの

であればそのようにしたいと思いますが、平成１８年度にそれが反

映されるのでしょうか。

地域振興課長 それはならないと思いますが、今日の協議内容はまだテーマが絞

りきれていない点と、壮大な発想が根底にあるようなのでまとめる

のに時間がかかるように感じられました。それで、現在出されてあ

る他の地域協議会の提案事項を紹介しますと、一時保育の手厚い保

護が必要であり、緊急的な一時保育を望んでもなかなか受け入れて

くれない現状なので是非それを取り入れて頂きたいという要望と、

幼稚園と高齢者を一緒にした施設を作ってくれないかという要望、

この地区に眼科医を誘致できないかとか、また今まで計画していた

事業が新市になって小規模に縮小されそうなので是非復活できない

かとかいろいろな提案が出ているようです。ある意味では具体的な

提案になっているようです。今回は提案事項について大仙市として

市長がどのような考えを持っているのか提示していただくようなテ

ーマに絞っていただきたいと考えておりました。それで今日の協議

の中で佐々木久悦委員から出された文化講演会の件ですけれども見

方を変えてみますと、いろいろな講演会を是非とも各地で特に南外

地域で開催できないものかという点に関しては意見を求めることが

出来るのかなと思いました。ただこれについてイベントをどんな形

でやるのか具体的な案を示してから提案して下さいと切り替えされ

る可能性が多々あるように思われます。また生産調整に関してです

が現在の手法ではどうしても取りこぼしが出てくるのではと、その

ための支援の仕方についてどのように考えているのかという意見で

あれば良いと思います。地域枠５００万円の話と南外地域全体の振

興策の話と交わってしまっているように感じられました。しかし先

に申しましたとおり今回は現段階での市に対する要望、意見をとり

まとめ、前もって提案していただきたいということであります。

伊藤会長 それでは私の方でまとめてみますが、南外で特徴ある講演会をや

ってほしいということで南外地域では環境破壊がかなり進んでいる

ため、環境保全をテーマに絞って講演会を開催し南外の松茸の復活

だとかヤマメの養殖の復活やブラックバスの駆除をやっていきたい
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とそのために、毎年環境保全の講演会を開催するため大仙市の予算

に組み込んでいただき、将来は南外地域の環境保全を自然の生態系

を取り戻すための事業を合わせて進めていきたいということで要望

したらどうでしょうか。皆さんいかがでしょうか。

伊藤正照委員 賛成です。それから国や県へも課長レベルでは要望していくとい

うことですが、基盤整備にしろ道路にしろあまり進んでいないのが

実態なので、市長からも真摯に受け止めていただき県へ強く要望し

ていただきたいということですのでよろしくお願いいたします。

伊藤会長 もう一つは、今伊藤正照委員が言ったようにほ場整備と河川改修

それから出羽グリーンロードに関係したアクセス道路の早期完成も

要望事項に入りませんかね。

、 。支所長 すみませんが 出羽グリーンロードの関係について説明願います

伊藤正照委員 今、基盤整備されようとする地域で基盤整備と一緒に農道整備を

やって、グリーンロードで残されている箇所もグリーンロードの名

目でなくてもアクセス出来るように一緒に要望していただきたいと

いうことです。

地域振興課長 わかりました。いずれ国・県事業に関しても市として強力に要請

していってほしいということですね。

伊藤会長 よろしいでしょうか。２つの要望が出たと思いますが１つは、環

境保全の生態系を取り戻すための講演会を南外でやり、南外地域の

自然環境が破壊されつつあるのでそれを取り戻すための事業もそれ

をきっかけにして取り組んでいきたい。２つ目が中央地区のほ場整

備と河川改修と道路を一体化した事業として取り上げてもらいたい

ということで南外地域協議会の要望としてよろしいでしょうか。

（ 異議なし』の声あり ）『 。

伊藤会長 それでは、そのように決定いたします。その他何かございません

でしょうか。

伊藤正照委員 地域住民から意見を預かってきましたので、申し上げますが湯ノ

神温泉のお湯の量が、ふるさと館やぬくもりの郷でボーリングしそ

のお湯を融雪に使っており、その時期になると著しく湯ノ神温泉の

お湯の量が不足して温泉経営に大きく支障をきたしているというこ
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とだそうです。いろいろそういったデータを参考までにもらってき

ておりますが、これは後で届けたいと思います。以前ふるさと館で

融雪していたときは、元村長より平成１４年の１１月にその温泉の

経営者２人に融雪に使用すると源泉の湧出量が減少する結果となり

ましたので、融雪に使用することを中止いたします。との回答が出

されましたが、同じ年の１２月にぬくもりの郷でボーリングしその

お湯をふるさと館や資料館で融雪に使用したり、老人ホームに引い

たということだそうですが、そういったことでまた冬期間になると

湯の量が減るとのことだそうです。ただ行政サイドでも膨大な予算

をかけて必要と思ってやっている事業でしょうから、そのお湯を使

わないわけにはいかないと思います。ただ、温泉業者の方が言うに

は同じ地域の観光資源としてまた公衆浴場的な役割も果たしている

ので出来れば融雪には使わないでいただき、共存共栄出来る環境を

維持してほしいということでした。そこで大仙市と温泉業者との両

者で話し合いの機会を与えていただきたいというお願いでございま

すのでよろしくお願いいたします。

伊藤会長 今のお話で、温泉の量が減って困っているということで、大仙市

と話し合いをしたいという要望が出ているわけですので是非取り上

げていただきたいと思いますがどうでしょうか。

ぬくもりの郷 今の伊藤委員のお話についてですが、概要を申し上げますとふる

在宅介護支援 さと館の二つ目の源泉を融雪に使用すると湯ノ神温泉の湯量が減る

センター長 ということで確認したところ減量するデータが出たため使用を中止

した経緯がありました。それからぬくもりの郷の温泉をボーリング

したわけですが、この温泉の使い道はぬくもりの郷の温泉施設をカ

バーする部分とその建物のまわりの消雪に使用し、それから福寿園

のお湯として提供しておりますし、ふるさと館の消雪にも配分して

おります。私も引き継ぎの中でこの経緯についていろいろ検討しな

がら確認中だと引き継ぎされました。４月から私も湯ノ神温泉の湯

量の調査をいたしました、その結果夏期は３８～４０ℓ／分出てお

り、冬期になりますと２０～３０ℓ／分になる状況でありました。

。 、明らかに夏期より冬期は減少していることは確認できました ただ

この少なくなった要因を特定することがなかなか難しく、はっきり

とした調査をしてからでないと結論は出せないのではと感じており

ます。距離的にも温泉の掘削申請も合法的なわけでございます、た

だ観光資源や地場産業の振興の観点からこのまま放っておくわけに

はいかないと思います。しかしながらこの原因がふるさと館の湯を

揚げたことによって湯ノ神温泉の源泉が減少するという明確な結論
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がなければだめなのかなと思います。今年の冬期は消雪用の湯の量

をなるべく少なくして運転をさせております。それでも２４～３０

ℓ／分の状況でありますから難しい部分であるために調査費を要求

するとか何らかの対応をしていかなければならないと考えておりま

す。以上が今現在の状況であります。

伊藤会長 ぬくもりの郷では、事情を把握しているようですので後は、話し

合いに応じてほしいということだそうですのでよろしくお願いいた

します。

他に何かございませんでしょうか。なければこれで協議を終了し

たいと思いますがいかがでしょうか。

（ 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 次回の協議会は平成１７年度の最終協議会となるため協議の中で

再三申しますとおり、市長が出席をして皆さんとお話をしたいとい

、 （ ）うことで 日程を市長から示されており一応南外は３月２７日 月

午前中を仮予約しておりますが、あくまでも地域協議会の開催は委

員の方々の決定事項ですのでよろしくご協議願いたいと思います。

伊藤会長 はい、わかりました。次回は市長がお出でになるということで、

市長の日程に合わせたところ３月２７日午前中ならばということで

現時点での回答をいただいているということですが、地域協議会と

して皆さんが集まりやすい日にちを設定しなければならないと思い

ますのでご都合はいかがでしょうか。

（ 異議なし」の声あり ）「 。

伊藤会長 はい。それでは３月２７日（月）ということで開始時間は午前９

時３０分ということで決定いたします。

本日の第４回南外地域協議会は終了いたします。


