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平成１８年度 第２回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１８年６月１６日（金） 午後５時３０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 南外地域自治区における地域枠事業について

①ボランティア団体育成支援事業

②地産地消推進支援事業

③協議会委員提案事業の検討

（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（１４名）

伊藤 辰郎、伊藤 正照、伊藤 葉子、小松 成功、今野 純子

今野 盛孝、今野 幸蔵、今野 恭男、佐々木久悦、佐々木タヨ子

佐々木雅子、佐藤 セツ、佐藤由香子、佐藤 豊、

（２）事務局（７名）

支所長 伊藤堅光 地域振興課長 菊地正雄

地域政策考査員 佐藤裕康 同課 主幹 佐々木清哉

同課 主任 佐藤茂暁 同課 主任 木村慎吾

同課 主事 高寺真史

５．欠席者氏名

委員（３名）

伊藤 慶蔵、伊藤善啓、佐藤のり子
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６．会議録

（１）開 会

地域振興課長 御案内の時間となりましたので、ただ今から平成１８年度第２回

南外地域協議会を開催します。

それでは開会にあたりまして伊藤会長より御挨拶をお願いいたし

ます。

伊藤辰郎会長 皆さんお晩でございます。大変お忙しい中、またお仕事の中を御

参集いただきましてありがとうございます。

前回の会議で地域枠事業の結論が出なかったことから改めて皆さ

んに御協議をお願いします。

地域振興課長 どうもありがとうございます。引き続きまして、議題に入ります

が、現在１２名の委員が出席されており、仕事の関係で２名の委員

が遅れて出席することになっています。

今回の会議録の作成の関係で発言の際はマイクを使って御発言願

います。なお、会議の議長は会長が務めることになっていますので

よろしくお願いします。

伊藤辰郎会長 本日の会議録署名委員については伊藤葉子委員と今野幸蔵委員に

お願い致します。

それでは、議題に入ります。

第１号 南外地域自治区における地域枠事業についてです。

前回の協議会で承諾を得ておりますが、ボランティア団体育成支援

事業について説明をお願いします。

地域政策考査員 それでは添付されている資料をご覧願います。

事業名がボランティア団体育成支援事業、予算額は２４万８千円

です。地域で活動しているボランティア団体の活動資金として交付

するもので、南小学区コミュニティ委員会、西小学区コミュニティ

委員会、悪戸野地区衛生組合の３団体に交付したいと考えているも

のです。各団体については南小学区１０万円、西小学区７万８千円、

悪戸野組合７万円となっています。今年度の事業計画に合わせて計

上していますので、前回の金額からすると若干増えています。

伊藤辰郎会長 この件につきましては前回の協議会で御承諾をいただいている事

業でありますが、若干金額が増えています。前年度では２０万５千

円でしたが、今回は２４万８千円と増えています。ボランティア団
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体への補助金が廃止され、今年から地域枠予算から出すこととなっ

たものです。この件について皆さんよろしいですね。

（全員） いいです。

伊藤辰郎会長 それでは今年度においては２４万８千円ということで御承諾をお

願いします。ただし、年々増えていくことは地域枠からかけ離れて

しまうので、ここら辺で止めていただきまして、本来の事業を推進

して欲しいものと考えています。

それでは次へ参ります。

前回の協議会で伊藤正照委員から提案された地産地消推進支援事業

について事務局より御説明願います。

佐々木主幹 この事業につきましては伊藤委員の提案を受けまして、前向きに

検討しながら取りまとめたものです。

ほほえみ直売所のグループでは毎週土日の２日間、自家製の野菜

を販売しています。ただ、現在使っているテントの消耗が激しく野

菜の管理も難しいということもあり、プレハブの設置について要望

されたというものです。

この事業は実施類型Ⅱ型で、市と団体の協働事業という位置づけ

をしており、単にプレハブを買い与えるというものではありません。

従ってプレハブを設置することによって、組織や地域の活性化、野

菜の作付拡大や販売の増が期待されるという姿を想定しています。

そして肝心なことは、利益の一部を南外地域の食の伝統や講習会、

食の安全や食育などに取り組んでいただこうとするものです。

事業費としてはプレハブ購入代金を地域枠予算に計上し、一方、

ほほえみ直売所グループでも移送費用、組立費、軽水洗トイレ、流

し台などの経費として１５万円ほどを応分の負担として見込んでい

ます。なお、金額につきましてはプレハブの型式がいろいろあり最

終的にはまだ決定していませんので、若干金額が変動することが考

えられますことを御了承願います。

伊藤辰郎会長 委員の皆さんのご意見をお伺いします。

今野幸蔵委員 単にプレハブを買い与える訳ではないんだという点で、将来的に

大変よろしいと思いました。私も一会員として、単に利益目的だけ

ではなく、野菜の作付け拡大や品目拡大を積極的に考えて行かなく

てはならないと感じています。なんとかよろしくお願いします。
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佐々木タヨ子委員 ほほえみ直売所は今の場所に設置するのですか。

消費者の立場からすると毎年毎年場所が変わるし、車で行っても駐

車しづらい場所です。地産地消からすると地域の人に買ってもらえ

ばいいけれど、通行する車の人も視野に入れたらと思います。

どうせやるからには、プレハブじゃ物足りなく、間伐材を使ったロ

グハウス的な建物を建てるとか、引きつけるような建物が良いので

はないでしょうか。

地産地消という観点からすると、地域の野菜がどういった施設で

売られ、どれくらい買われているかといったような把握がされた上

で、地域全体の野菜の消費販売を考えるべきだと考えます。単にプ

レハブを設置して、場所や売る曜日が変わるといった流動的なやり

方では期待が持てないのではないでしょうか。

地域政策考査員 大変貴重なご意見です。実はこの事業を検討するにあたり、ほほ

えみ直売所の６名の会員と検討する場を持ちました。

地産地消からすると地域限定的な利用範囲となることから、設置

場所については今一度検討していただきたいと考えます。

また、プレハブ式の建物は、組立式でのため恒久的ではなく、ど

こへでも場所を移動できるという利点がある反面、御指摘のあった

ように転々とされると何処へ行ってしまったのかわからないといっ

た不安を持たれるという面があるため、会としても再度検討してい

ただきたいと思います。

また、週二回の開催日についても、行ってみたら休みだったとか

でなく、現在よりも発展的に野菜の販売日を増やしていただくよう

に、また野菜の品目を増やすよう、会として考えていただきたいと

感じています。併せて食の文化や食育など地域の貢献度を高めなが

ら会として計画的に推進していただきたいと考えています。

検討会では、プレハブの直売所の設置を機にそうした種々の前向

きな取組をしたいとの声があがったことから、今回提案させていた

だいたところですのでよろしくお願いいたします。

佐藤セツ委員 近くなのでたまに見ていますが、何時やっているのかはっきりし

ないため、車で寄っては戻る姿を見かけて来ました。やはり場所を

変え過ぎると定着しないのではないかなと思います。

今野純子委員 以前は土日やっていましたが、土曜日は売れるけど日曜日が売れ

ないという傾向が続いたので、今年から土曜日と火曜日にしてます。

また、これまで販売箇所を移動していましたが、土地を貸してくれ

るということで現在の金屋に設置して開催している状況です。売上

は上がっています。
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佐々木タヨ子委員 車社会だから、駐車しやすい所に構えて、安易に動かない方が良

いと思うんですが。刈和野の直売所でも、最初は農家の主婦の小遣

い程度で始まった直売所だったけど、直売所をＰＲして客が来るよ

うになったようです。

南外でも車社会だから可能性はあると思います。

今野純子委員 いろいろ変えた所ですが、今のところがベストだということで取

り組んでいます。会としても再度検討していきたいと思います。

小松成功委員 野菜の販売所は合併前に行政が応援して手がけてきた経緯があ

り、南外は遅れてしまったと思います。刈和野の綱の里の直売所は

衛生観念がしっかりしているし、売れ残ったものは、ウエルマート

で引き取ってもらっているようです。いずれ、そうしたグループを

後押ししていかなければならないのではないでしょうか。

伊藤辰郎会長 いろんな意見が出ましたが、反対するというのではなくいろんな

意見を述べられたと思います。場所的には目に付きやすい所です。

通りすがりの人が買い求める比率はどのくらいですか。

今野純子委員 半分ぐらいです。

佐藤セツ委員 テントの位置や看板が見づらいのではないかと思います。

伊藤正照委員 皆さんの支援する多くの御意見を拝聴していました。

見やすい設置に心がける他、改善すべき点については会員に伝え、

改めて取り組んで参りたいと考えておりますので是非御協力いただ

ければと考えております。

伊藤辰郎会長 大方の意見はがんばれという前向きなものではなかったかと思い

ます。問題は大仙市の方で、利益事業ではないかと捉えられないよ

うに、食の安全だとか食文化の継承といった点について十分に強調

していただき、認可をいただくようお願い致します。ということで、

この事業を市の方に取り上げるということに致します。

伊藤辰郎会長 それでは三番目の協議会委員の提案について検討したいと思いま

す。佐藤由香子さんから提案されております環境に関する事業につ

いてでありますが、佐藤委員からお話をお願いします。

佐藤由香子委員 それでは配布してあります資料について説明します。

目的は三つあります。一つ目は、ブラックバスの防除を通して有機
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資源へ利用できないかということ。二つ目には有機資源を地域の中

で循環し安全な農産物の生産と消費を考えられないかということ。

三つ目には河川の生態系を復元できないかということで、水の汚染

源と考えられる台所を見直そうということです。

実際に考えられる具体的な実行プランとしては、

①環境に関する委員会を設けて、☆印の班の部分（ブラックバス

釣り大会班・ブラックバス生息マップ班・看板設置班・有機資源の

地域循環班）を話し合われないかという提案です。

②ブラックバスの防除については、南外ダムと高野の堤で見かけ

ますが、リリース禁止にも拘わらずいずれもリリースしている状況

にあります。そのため、釣り人のモラルの向上の意味からもリリー

ス禁止の看板を設置したらどうかということです。

③リリース禁止となったなかで、釣り上げたブラックバスを捨て

られるような場所をどうするのか。他の地域に目を向けながら、そ

の実施に向けて取り組んでいくことが大切だと考えます。

④釣りを楽しむ方々の交流という観点からブラックバス釣り大会

を開催したらということです。釣った魚も食べられるので、それを

含めた大会を開催して欲しいということです。

⑤牛糞と生ゴミの混合堆肥があるように、ブラックバスの死骸と

堆肥を混合し、分解させることによって有機資源化できるのではな

いかと考えました。

⑥これによって家庭から出る生ゴミを有機資源化し、農産物の生

産につなげていく方法を考えました。これを直売所を通じて販売し

たら観光資源にもなるのではないか。自然環境の改善と健康な食生

活について住民が関心を持つのではないかと考えました。

⑦道路の清掃だけでなく河川に実際に入って河川の状況を見て、

感じて。さらには河川の清掃を通じて河川をきれいにしていこうと

いう提案です。

⑧河川の汚水の発端は家庭の台所からと考え、家庭内の食用廃油

を回収して「廃油石けん」に作り替えて再利用することで、河川の

水がきれいになり、やがてはこれまでの水よりきれいな水で稲作が

できるという提案を設けました。

以上のように地域の貴重な資源でもある水や自然環境といったこ

とに住民自体が関心を深めてもらって、知識を出し合ってみんなが

参加できる地域づくりを展開していきたいと考えました。その一歩

として環境委員会の設立が必要と考えたものです。以上です。

伊藤辰郎会長 詳細にわたり良い提案が出されました。
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佐々木タヨ子委員 南外地域にはブラックバスがかなりいるものですか。現状はどう

なっているのでしょうか。

地域政策考査員 はっきりしたデータはありませんが、聞くところによるとかなり

在来魚が駆逐されているようです。

佐々木タヨ子委員 南外地域内にはかなり池沼がありますが、ブラックバスがいるの

でしょうか。

今野盛孝委員 高野の堤では以前に鯉を養殖していましたが、ブラックバスが住

みついて増えてからは鯉もいなくなりました。１０年ぐらい前から、

ブラックバスだけが大きくなり、鯉はいなくなってます。

伊藤辰郎会長 ブラックバスの釣り客に対して、何ら手だてを講じて来なかった

ため、どんどん増えていって生態系が崩れていってる状況だと思い

ます。

佐藤 豊委員 ブラックバスを駆除するためには膨大なお金や人出もかかるとい

う点から、先ずは実態を把握する必要があると感じます。

伊藤正照委員 ブラックバスの駆除でなく防除としたのはなぜですか。

佐藤由香子委員 駆除するとなると、予算もかかるし、処理や処分の方策も含め行

政的な手だてが必要となります。しかし、手をこまねいていてはだ

んだんブラックバスがはびこり生態系が破壊されることから、まず

はブラックバスの存在を知らない住民から釣り大会に参加してもら

って、参加者がその実情を感じ取ることから始めたらどうかという

ことです。また釣り人のマナーを変えていくことで予防的な効果が

出てくるのではないかということで、駆除ではなく防除という表現

にしたところです。

伊藤辰郎会長 ブラックバスの調査は重要なことだと思います。地域の人からの

情報などにより把握する必要があろうかと考えます。

今回の提案はやり方はいろいろ考えられますが、非常にいいので

はないかと思います。皆さんはいかがでしょうか。

伊藤正照委員 南外ダムは以前から「ヘラブナの里」であったことから、ブラッ

クバスの駆除というよりは、ヘラブナを取り戻そうという表現が望

ましいのではないかと感じますが。
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伊藤辰郎会長 このような取組によって、地域住民がヘラブナの里を取り戻そう

とか生態系を回復させようということで運動を展開することによっ

て、行政の考え方も変わってくるものではないかなと感じます。

今回の佐藤由香子さんの提案はいかがでしょうか。全部をやろう

とすることは難しいと思いますが。

佐藤 豊委員 やはり地域内の資料を収集する意味で、まずは実態把握が最初に

必要ではないかなと思います。ため池については地元の人からの情

報や協力が得られると思いますし。

伊藤辰郎会長 こんなことで、協議会としてブラックバスの防除、南外ダムのヘ

ラブナの釣りの里の復活ということで行動をおこすということ、ま

た、ブラックバスをおいしく食べる、ブラックバスの肥料化など、

住民の関心が得られるのではないかなと思いますが。

佐々木雅子委員 いろいろ参考になり聞かせていただきましたが、行政で取り組む

前に先ず私たちがやれるものは何かということからテーマを考え

て、大きなことでなくても小さなことから進めていったら良いので

はないかと思います。身近で小さなことだったら住民の参加も得や

すいのではないかと思います。自分達には何ができるかを考えてい

きたいと思います。

伊藤辰郎会長 ブラックバスの天敵はナマズだといわれています。

ナマズを増やすことも考えたらどうでしょうか。いなくなったのか

な。

佐藤 豊委員 昔ほどはいなくなってます。河床が汚れていることが大きな原因

だと思います。

伊藤辰郎会長 それではやり方はいろいろ考えなくてはならないでしょうが、ブ

ラックバスの釣り大会や河川の清掃を通じて南外地域の従来あった

自然の復活をめざす事業をやることでどうでしょうか。何年間かか

っていくかも知れませんが、協議会で取り上げていくことでよろし

いですね。佐藤由香子さんから提案を骨子にして市に提案をしてい

きたいと思います。

地域振興課長 ブラックバスの実態把握が大変なことになると思います。

どういった機関でどのような方法でやるのかといった点で懸念があ

ります。
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今野幸蔵委員 ため池といえば田んぼの用水で水利組合、防火用水であれば消防

関係者。行政でみんなやるのではなくて地域の協力をいただいてや

る方法もあるし、バス釣りの人の協力をもらうことも必要ではない

かと考えます。いずれ、地域の協力をもらい、地域の人たちが動く

ことで５００万円の予算を有効に使えるのではないでしょうか。

佐藤由香子委員 地域協議会の中に運営委員会を設けてその中で詳細なことを協

議していけば良いのではないでしょうか。

伊藤辰郎会長 いずれ実態把握についても委員会組織を設けるなどして進めてい

ったらいいんじゃないかと思います。事務局と相談して進めていき

たいと考えます。

地域政策考査員 運営委員会を設置して協議していくということはいいのですが、

ここで決めていただけないでしょうか。皆さんの協議会で決めてい

ただかないと困ります。

地域枠事業は地域住民が主体的に動くことで予算を行使するもの

で、基本的に行政主導ではないので、主体的な運営委員会のあり方

が必要です。

伊藤辰郎会長 全く行政に任せるということではありません。いずれ実態把握班

とか河川清掃班とかどれかに所属してもらわなければならないと思

います。私と副会長さんと由香子さんと事務局を含め指名したいと

思いますがいかがでしょうか。

小松成功委員 ため池を管理している水利組合の方々にアンケート調査程度でや

ったらどうでしょうか。あまりに行政に頼むとなると大変でしょう

から。

佐藤由香子委員 聞き取り調査については運営委員会の方から水利組合の方々にお

願いするやり方がいいのではないでしょうか。

伊藤辰郎会長 委員会のメンバーについては私と由香子さんと副会長と事務局と

で協議しまして、もちろん打診し了解の元で御指名をしたいと思い

ますのでよろしく御協力願います。

第三議案につきましては終了します。

佐藤 豊委員 昨年に１１月２４日に開催された南外地域の独自事業として協議

された案件の中に南外地域看板の設置事業がありました。表示が南

外村のままになっていることに加え、看板が老朽化していることで
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５０箇所あることから、改修して新しい看板に付け替えたらという

提案です。

伊藤辰郎会長 看板の設置については行政でやってもらうこと取り下げたと記憶

していますが。

地域政策考査員 確かに独自事業枠ということで地域協議会に提案したところです

が、皆さんから本来的に行政の独自の事業ではないかという意見で

ありました。そこで、１８年度の大仙市の予算に要求したところ、

市の予算では計上できないということで、日の目を見ない状況とな

っております。なかなか予算の目途が立たないといったところが実

情です。ただし、地区のコミュニティの意味合いも含まれることか

ら老朽化した看板の改修をお願い致します。

小松成功委員 その通りだと思います。合併になって、現実にわかりますが、合

併協定で理想を掲げたけれども財政難だということで一般財源では

予算化できない状況にあります。行政でやる事業ということにこだ

わっていると、全くできなくなってしまいます。地域枠の財源があ

るなら地域枠予算でやった方がいいと思います。

今野幸蔵委員 私は南外村の看板を直すことはやはり行政側で予算を持ってやる

事業だと思います。

小松功成委員 幸蔵さんの言うとおりです。本筋は。でも大仙市の予算は特別職、

市会議員の報酬は上げたけれども一般会計予算は非常に厳しい状態

で、なかなか予算が付かないのが現実です。ですから、建前と本音

ではないけれども、現実的に付かない予算を待っていてもどうしよ

うもありませんので、地域枠でお願いした方がいいと思います。

伊藤辰郎会長 再度１９年度で予算要求すると付く可能性はないのですか。

地域政策考査員 予算のことはわかりませんが、今野さんが言われた「南外村」と

いっても、実際はコミュニティ的な集落の案内板なんです。予算的

には厳しく、看板だけをみれば大仙市全体で億単位の改修規模のよ

うです。南外地域の看板は観光案内板でもなく地域の案内板ですの

で、今の段階ではそこまでは予算化は難しいという感触を受けてい

ます。査定でも予算化しかねるというので、できれば折角の御提案

ですので御検討いただきたいと考えます。
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伊藤辰郎会長 縦５０センチ、横９０センチの看板を最初に作ったのは南外村の

予算ですね。南外村の名前は特に支障ないと思いますけど、むしろ

老朽化した看板を手がけるのが最初だと思います。ただし、市の予

算でやるものではないでしょうか。待ったなしの状況ですか。

地域政策考査員 老朽の度合いはいろんな状態の看板がありますが、状態毎に少し

ずつ小分けにやっていくようなものでもないと思います。

伊藤辰郎会長 限られた地域枠予算の中で、環境保全事業も経費を要することか

ら、本来、行政がやるべき予算が地域枠予算に回ってしまうという

前例をつくってしまうのではないかと怖い感じがします。

確かに地域枠予算でやってしまえば楽なんだけども、そのような

使い方でいいのか。予算で余裕があればいいんだけど。

今野恭男委員 会長が言われたとおりだと思います。看板については行政でやら

れるべきだと思います。

佐々木久悦委員 環境保全委員会で事業費の総枠を検討してもらって、看板に回せ

るかどうかを判断したらいいのではないかと思います。

今野盛孝委員 合併した場合、会社であれば名前を先に売り出します。だから看

板が遅れるというのは理解できません。従って、看板は第一に行政

がやらなければならないと思います。地域枠予算でやるのは筋違い

だと思います。

伊藤辰郎会長 久悦さんが発言されたように、環境保全事業に今年度どの位かか

るのか検討してみて、余裕があったら看板の方にもまわすというの

はどうでしょうか。

全員 全員が同意する。

伊藤辰郎会長 それでは、他に委員提案はありませんか。

今野幸蔵委員 提案ですが。巣ノ沢の広域農道沿いに休憩所があり、桜の木が植

わってありますが、ほとんど花が咲かない状態です。手入れしない

からだと思います。中野部落の人たちが桜の手入れをしたいと考え

ているんですが、経費もかかるものですから地域枠で考えてもらえ

ないものかどうか。不動の滝公園も同様です。ご検討願います。

地域政策考査員 桜の植栽は県だと思います。道路の管理は市だと思います。
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伊藤辰郎会長 本来であれば植栽した県がやればいいのではないかな。

できれば、隣近所の人がやってくれればと思いますが。

佐々木タヨ子委員 地域枠予算の使い方がだんだんずれていっているようで、南外地

域の地域枠予算は地域全体に使われるべきだし、使い方についても

っとキチッと統一した方がいいのではないでしょうか。

伊藤辰郎会長 私も地域枠予算というのは、この地域を良くするために、或いは

地域の人たちの協力をもらった事業、住民意識を変えていくような

事業に使っていくのではないかと思います。

まずは、環境保全委員会の事業を優先して取り組んでいき、余裕

があれば看板の事業を考慮するという考え方で取り組んでいくこと

にしたいと思います。いずれチーム編成を事務局と協議して進めて

いきますので御協力をお願いいたします。

次回の日程については７月の下旬頃に開催することにしたいと考

えております。

７時３０分で終了するところを８時になってしまいました。これ

をもちまして第２回目の地域協議会を終了致します。本日は大変ご

苦労さまでした。

この会議録は、議事録調整職員佐々木清哉君が調整したものであるが、内容に相違ない

ことを証明するためにここに署名する。
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