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平成１８年度 第３回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１８年７月２７日（木） 午後６時

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 地域枠事業について

①前回承認された地域枠事業の市長審査結果について

②環境保全事業について

1）南外地域環境保全委員会検討状況について

2）１８年度環境保全事業実施案について

③その他の地域枠事業について

1）委員からの提案について

2）行政からの提案について

第２号 委員からの提案について

（４）その他

①次回協議会開催日程について

②その他

（５）閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１４名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 葉子、小松 成功、今野 純子、

今野 盛孝、今野 幸蔵、佐々木久悦、佐々木タヨ子、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（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
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５．欠席者氏名

委員（３名）

伊藤善啓、今野恭男、伊藤正照

６．会議録

（１）開 会

伊藤辰郎会長 大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

しばらく開催していませんでしたが、この間に環境保全委員会を

二回ほど開催し、事業の進め方について検討してきたところです。

本日はその説明をしてご賛同を得たいと考えています。また、今野

委員より提案があるようですので御協議願います。

地域振興課長 引き続きまして、議題に入ります。現在１０名の委員が出席され

ており、仕事の関係で３名の委員が遅れて出席することになってい

ます。ということで自治区の設置等に関する条例により本会議が成

立することを御報告します。なお、今回の会議録の作成の関係によ

り発言の際はマイクを使って御発言願います。また、会議の議長は

会長が務めることになっていますのでお願いします。

伊藤辰郎会長 本日の会議録署名委員は伊藤慶蔵委員と伊藤葉子委員にお願い致

します。

それでは、議題に入ります。

第１号 地域枠事業についてです。

前回の協議会で承諾を得ています地域枠事業について市長の審査結

果を事務局より御報告します。

地域政策考査員 前回の第２回協議会で承認されましたボランティア団体育成支援

事業２４万８千円、地産地消推進支援事業７３万５千円について市

の方に要望しましたところ了解が得られましたので、早速実施して

いるところです。以上御報告申し上げます。

伊藤辰郎会長 それでは次へ参ります。

環境保全事業ですが、これは環境保全委員会を設置していること

から、進行状況について事務局から御説明願います。

地域政策考査員 １）南外地域環境保全委員会の検討状況を説明する。
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伊藤辰郎会長 ただ今、環境保全委員会の検討状況の御説明がありましたが、

この時点で何かご意見がありましたらどうぞ。

次に事業内容について事務局から具体的な説明をお願いします。

佐々木主幹 ２）１８年度環境保全事業実施案を説明する。

伊藤辰郎会長 ただ今、環境保全委員会の内容と具体的な案について御説明いた

だきましたが、何か御質問はありますか。

佐藤のり子委員 ブラックバス釣り大会だけを見ると、その競技だけで終わってし

まうのではないでしょうか。この大会を開催する目的や効果を考え

た文面を入れた方がいいのではないでしょうか。自然環境の大切さ

や環境浄化をアピールしましょうということでブッラクバス大会を

やるんですよといった部分を入れたらいいと感じました。

伊藤辰郎会長 そうなんですが、バス釣りをする人は競技としてやるわけです。

その野放しがバスを繁殖させ増えてきた経緯があります。今回、

ブラックバスの駆除を打ち出した時に釣り人が来るかどうか心配な

こともあります。また、バス釣り大会なのに実は駆除ですよと言っ

た時、釣り人を利用するといった面もあり、どうしようかなと悩ん

でいるところです。皆さんの御意見をうかがいします。ブラックバ

スの告知の仕方についてどう思いますか。

佐々木タヨ子 佐藤委員が言われたように、この大会の目的はどうなのかをはっ

きりとして、人を集めてなんぼの大会ではなくて、あくまでも環境

保全のための釣り大会なんだよということを最初から参加者にも訴

えていった方がいいのではと考えます。

伊藤辰郎会長 正面きって、環境保全のための釣り大会といった場合、釣り人は

どのように感じると思いますか。佐藤豊さん。

佐藤 豊委員 地域の人たちに大会の趣旨を話したわけではありませんが、ある

程度話をしたら効果があるのではないかと考えます。

伊藤辰郎会長 リリースをしないである程度繁殖を抑えることでやるのですが、

逆にここだけはブラックバスが釣れますよ、といった宣伝をするこ

とも考えなくては。

佐々木タヨ子委員 釣り人が利用されたかどうかというのではなく、もともと在来種

がいたところにブラックバスが住み着いてきたわけだから、元に戻
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しましょうということでやろうとしていることです。

従って、釣りはあくまでも趣味の枠であって、それを利用すると

いうことではないと思います。「ここはブラックバス釣りの堤です」

と宣伝するにはまだ時間がかかると思うし、ブラックバスの釣り人

に曖昧な態度で接するのではなく、キチッとブラックバスの存在を

明示しないとどこまでもあやふやな状態が続くのではないでしょう

か。第一歩が大切だと思いますが。

伊藤辰郎会長 皆さんの意見では大方、その趣旨をはっきりうたった方がいいと

いう意見ですが。それで参加者が来なくても仕方ないことだと言う

ことですね。

佐々木タヨ子委員 大会の趣旨に賛同できない人は参加できなくてもしょうがないの

ではないでしょうか。この大会はレクレーションではない訳で、し

っかり目的を伝えるべきだと思います。他の皆さんはどうですか。

佐々木雅子委員 あくまでも参考ですけど、大森町のため池を干して実際にブラッ

クバスを駆除した人から話を聞きましたけど、成功しましたかと尋

ねたところ、泥の中に潜ってしまいまだまだいるそうです。とても

１，２年で解決するようなものではないと感じましたし、地域限定

でなく全国的な問題になっているようです。そこで、南外地域では

こういうことでバス釣り大会を実施しますということを強く呼びか

けた方がいいのではないかと思います。レジャーではなく、皆さん

に訴えるもの、ヘラブナを残すということをアピールしていくべき

と考えます。

佐藤由香子委員 防除を前面に訴えた大会は他の地域でもやられているようです。

南外でもポスターなどに駆除や防除を目的にすることを外部の人た

ちにアピールしてもいいと思います。

伊藤辰郎会長 皆さんの意見は、最初からブラックバスの防除を目的とした大会

であることを知らせるべきだとの意見が大半だったようです。

当日は生け簀やリリースの禁止を釣り人に徹底してもらうために

も、防除目的の大会であることを知らせることが必要であろうと思

います。最初から環境保全や生態系の回復を趣旨とした大会にした

いと思いますがいいですね。

その他、ご質問やご意見はありますか。

ブラックバスの料理を佐藤由香子さんから説明願えませんか。

佐藤由香子委員 ブラックバスの場合、切り身にするまでに臭いとヌルめきでだい
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ぶ格闘しますが、調理になると、一般的な白身魚と同じようにフラ

イ・唐揚げ・南蛮漬けといったように味付け調理できます。また、

琵琶湖では白身魚とパンでバスバーガーをつくっているようです

し、サンルーラルの料理長さんもバス料理を調理しているようです。

伊藤辰郎会長 今回の環境保全委員会で検討した内容について、皆さんから賛同

を得たいと思いますが、いかがでしょうか。南外地域協議会の事業

として決めていただきたいと思いますが、よろしいですね。

はい、それでは提案をいただきました環境保全事業ということで

ブラックバス関連事業や河川清掃事業等に関し皆さんの同意を得た

と言うことで進めさせていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 それでは続きまして、その他の地域枠事業として、委員提案され

ているようですので、今野幸蔵委員から御説明をお願い致します。

今野幸蔵委員 提案した文面については資料に載っておりますけれど、この事業

のねらいは準農村地域にある南外地域の活性化を図るために、食育

というテーマを考えました。講師については服部料理学校の校長で

服部幸應氏という方で、以前服部氏の講演を聴いたことがあること

から、是非当地域でも講演の機会を持ってもらいたいものだと考え

ておりました。

実際に先方に御連絡して日程が合えば行きたいという返答だった

ので、時期的な面を含めて検討いただければありがたいと思います。

そこでどういう実施主体で進めるかという点では、農協の女性部

に相談しており、程よい感触を得ています。内容的には講演会だけ

でなく、南外地域の農産物の紹介や試食会などを行ったらいいので

はないかなと思います。また、講演会の前に食育に関する寸劇を中

学生にやってもらえないかなと考えています。

子供達や親、学校、地域全体が参加できる食育に関する講演会の

開催を考えていますのでよろしく御検討いただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今の提言について御意見がありましたらお願い致します。

今野委員が提出している資料を朗読していただけませんか。

今野幸蔵委員 食育に関する地域枠提案書を朗読する。

伊藤辰郎会長 講演会をやったらそれで終わりということでなく、後に続くもの

があったらいいのではないかな。また、子供達も一緒に講演会に参

加するというのはいいことだと思います。
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佐藤由香子委員 是非実施に向けて取り組んで欲しい事業だと思います。この中で、

以前、産業文化祭で農産物を原料にして作った加工料理が展示され

ていましたが、そういった受賞した料理を再び味わって食味できる

機会を持って欲しいと思います。

伊藤辰郎会長 今野幸蔵委員の提案は、食育を通じて子供達を育てているという

意味合いを含んでいると思います。食生活をもう一度見直しましょ

うと。農村地域になって自分達や子供達の食生活を見直していきま

しょうというものだと思います。

佐藤セツ委員 家庭の中で高齢者の作った料理を若い人たちが食べないような

状況があるようです。そこら辺も含め食育の面で改善する方向に持

っていってもらいたいと考えます。

今野幸蔵委員 昔は高齢者が作ったものをみんなが一緒に食べていたと思いま

す。今は一家の中で高齢者、若い人たち、子供達と食事の内容が分

かれてしまうような状況があるのは事実だと思います。誰が悪いと

いうような視点でなく、若いお母さん方の育ってきた環境もあるだ

ろうし、講演会をやったからすぐに改善するといったことではない

かも知れませんが、講演会を一つの意識改革の機会として捉えて聞

いていただければと考えています。

伊藤辰郎会長 大変いい提案だと思いますが、講演会だけで終わらせないように

するには、この地域に合った食育を地域の人たちにどのように意識

改革していくのかといった具体案を示せなければならないのではな

いでしょうか。そのためにも食育委員会など検討する機関を持って

もらいたいと思いますが、いかがでしょうか。賛成でよろしいです

か。それでは、地域協議会としては食育の講演会の開催に賛成する

ということにしたいと思います。実施に向けて具体的に検討するこ

とと致します。

伊藤辰郎会長 私の方から一つ提案があるのですが。地域づくり事業として以前

ちょっと出ました南外地域の表示看板事業を実施して欲しいと思い

ます。実は、南外経済クラブというのがありまして、これは秋田銀

行の神宮寺支店が窓口となって行っているものですが、地域のため

に貢献する事業といううことで３８万円の予算を持っているわけで

す。この予算を南外地域の看板設置事業に使いましょうとの賛同を

得ています。そこで、先に出た看板事業と合わせて実施していただ

けたらということで提案したいと思います。
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地域政策考査員 最初に行政側から提案した看板事業は、地域枠事業の予算が余っ

たらということで保留されている状況にありますが、その事業と言

うことですか。同じ事業であれば原案を準備しています。１０８万

９千円ですが。合わせて実施できればいいと考えます。

伊藤辰郎会長 もう一度看板事業について説明していただけますか。

資料ができるまで５分ぐらい休憩します。

再開します。それでは改めて地域枠予算事業説明書の「地域コミ

ュニティ集落表示板設置事業」について提案します。説明願います。

佐々木主幹 従来の看板を設置する事業には変わりありませんが、事業の切り

口を地域コミュニティということに重点を置いてあります。

地域枠予算事業説明書の「地域コミュニティ集落表示板設置事業」

を説明する。

伊藤辰郎会長 これまでの地域枠事業として了承された事業に加え、看板設置事

業の事業費を加えても３３０万円ぐらいです。看板表示として経済

クラブの３８万円は別に使う方法もあります。

地域政策考査員 周辺地域から南外に入ってくる時の誘導看板としてどのようなも

のがいいのか検討してみます。

伊藤辰郎会長 それでは地域コミュニティ集落表示板設置事業について御賛同を

いただけますか。はい、それでは今年度の事業として市の方へ要望

していきたいと思います。

次に協議会委員の提案と言うことで、地域枠事業にとらわれない

御意見を述べていいただきたいと思います。市長への提言、要望事

項について皆様から御発言をいただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 私一つあるんですが。いいですか議長から言うのも。

大曲地域に私が持っている土地の固定資産税が２割ほど上がってび

っくりしたんです。大仙市になって財政が苦しいことはわかるんで

すが、市長や議員の報酬は上がったと聞いています。合併によるス

リムな行政ができることで賛成したところですが、税金を上げてお

いて報酬を上げるというのは、住民感覚からかけ離れているのでは

という点を伝えたいと思います。

佐々木雅子委員 大仙市が誕生する際に、周辺町村が寂れないようにと合併構成市

町村で要望した建設計画について現在はどうなっているのか。また

住民サービスや税金などについて合併前と合併後ではどう異なって
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いるのかなど、住民に詳しく説明する機会はないものでしょうか。

伊藤堅光支所長 具体的にどういうサービスですか。実際、合併前にすり合わせし

たもので、合併したら補助金が削減された事例はたくさんあります。

納税組合奨励金などもその例です。

また、会長さんの言われた固定資産税の２割アップの件について

は、仙北地域のバイパス沿いではなく、大曲地域のようですので、

後日調べて回答致します。

小松成功委員 合併を反対に読めば併合で、力のある者が勝るともいえます。確

かに合併の際のすり合わせでは、合併特例債をあてにして、こうい

う事業もやるのかと言った具合に周辺町村から１千億円を超える事

業が出されていました。案の定、思った以上に歳入が伸びない、経

常経費がかかるなどの理由により、ほとんどの事業が削減対象とな

っている状況が現実です。ですから、議員の力と地域の粘り強い発

言が必要になってくるように感じます。

伊藤辰郎会長 この前の大森先生の講演で、地域協議会は非常に重要だと言って

ました。我々地域協議会が本当に必要なものはこれだと言って市長

に意見具申することが必要だと思います。その意味で積極的な意見

が必要だと思います。

伊藤慶蔵委員 総合支所にお願いしたいことがあります。南外時代の時は水道事

業の関係で他の事業が押さえられて来た経緯があり、合併した現在、

他の地域より遅れをとっている状況が見えます。一つは、冬期間の

遊ぶ施設がないということです。また、旧西仙北町では四つの地域

にそれぞれ公民館機能と集会施設がセットされた建物があります。

協和町も同様に体育館などが旧地域に建てられています。冬期間に

使えるドーム施設も協和、太田に加え、今、神岡に建てられていま

す。そこで神岡のドームを南外の人たちにも使えるようにしていた

だけるよう要望して欲しいということです。

一例を挙げれば、協和の施設にも行ってますが、協和では１月中

に各種団体の予約を受け付けているようです。３月になると年間の

スケジュールが埋まってしまい、空きがないと貸さない状況です。

建てた方で優先権があると言ってます。その背景には秋田市からの

貸し出しが多いことも影響しているようです。

神岡の貸し出しは１２月頃から始まるようですので、南外地域の

人も３分の１程度は使えるように、総合支所間で調整をとっていた

だくよう要望致します。
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菊地課長 現在は大仙市としての施設なので、声を大にして要望します。

佐々木タヨ子 総合支所のあり方が良く捉えられています。総合支所の職員が元

気になれば地域が元気になるという点です。人事上でも本庁主義に

偏らず総合支所主義で行っていただきたいと提言します。

伊藤辰郎会長 本庁に優秀な人材を集め過ぎないよう、総合支所の人事にも配慮

して欲しいと、地域協議会の意見として市長に伝えて下さい。

佐々木主幹 ドンパルで行った委員研修の際の分科会でも他の協議会委員から

意見が出されましたが、地域協議会の運営について分科会で行われ

ているようです。一例をあげれば神岡地域では三つの委員会があり、

福祉教育、生活環境、産業振興があり、１７名の委員が６人、５人、

６人と各々所属しているようです。また、各委員会には事務局は入

らずに自由に開催して行っているようです。決して押しつける意味

合いではありませんが、協議会の運営のあり方、意見交換の場とい

う点でご検討をいただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今の神岡の協議会の例は大変いいと感じましたが、南外もす

ぐにならうと言うことではないですが。協議会委員の委員の任期は

４年あり、まだ２年目に入っている状況ですので、協議会のあり方、

運営の仕方について今後検討していきたいと思います。

それでは今日はこれで終わります。次回の協議会の開催日程につ

いて事務局からお願いします。

地域政策考査員 その前に事務局から連絡です。

この前の大森先生の講演の内容と分科会での話し合いの状況につい

て資料が出てきております。出席されなかった委員の方々は大変貴

重な意見が述べられています。他地域での協議会の委員の発言も大

変参考になろうかと思いますので、是非ご覧願います。

また、大仙市の南外の総合計画の実施計画について資料を差し上

げておりますのでご覧願います。

また、前にもお話ししておりましたが、地域協議会の委員研修費

ということで２０万円の予算が計上されております。研修場所や懇

親会などによって異なりますが、予算額に見合った形で有効に使う

ことが必要です。

先般、担当者が集まる機会がありまして、身近に感じる研修会も

いいのではないかということで、西部四地域の合同による研修会の

話がありました。この前来られなかった委員もおりますので、地域

づくりの講師を呼んで講演会や勉強会を含めた合同研修会を開きた
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いと考えていますが、この方向で進めていってもいいものかどうか

委員の皆さんにお諮り願います。

伊藤辰郎会長 南外、神岡、西仙北、協和の四地域で研修会をという提案ですが。

この前のドンパルで開催された全体の研修会からするとこじんまり

していますので、地域協議会のあり方に理解が深まると思いますの

でいかがでしょうか。はい、いいですね。それでは進めていただき

たいと思います。

地域政策考査員 次回の開催日程ですが、ブラックバスの釣り大会や稲刈り、研修

会などの日程もあります。特にブラックバス釣り大会があり、環境

保全委員会の委員だけでは不足気味です。どうしても都合のつかな

い方は別にして、委員の方々の参加をお願いできるとすれば、ブラ

ックバス釣り大会の前の日程になると思います。

伊藤辰郎会長 皆さんの御賛同を得た事業なので是非御協力をお願い致します。

佐々木タヨ子委員 私は今回の事業は環境保全委員会の皆さんでやるものと解釈して

いました。実行委員会と事業主体の関係について今後のことを含め

て、教えていただきたいと思います。

地域施策考査員 当初、私たちもこのような形で、地域協議会が実施主体になって

事業を行うとは考えていませんでした。南外方式かも知れませんが、

地域枠事業の基本的な点をおさらいしますと、地域づくりをしたい

方々が行動を実現するために行動を起こす場合、人やお金が必要で

す。お金は地域枠予算で手当てしましょうと。地域づくりの目的は

話し合いが八割だと考えます。地域づくりをする話し合いが大事な

んです。ここの意識改革ができていなかった。今回もその和を広げ

ていくことが目的であったはずです。地域の輪が広がり、賛同する

会員がいれば良かったのですが、たまたま、委員提案として出され

たことから、こういう形になったということです。

今回のやり方が今後のやり方の主流になるかという点について

は、大森教授も話しているように、コミュニティ委員会などの実行

部隊をつくっていくことも協議会の役割の一つだとしています。で

すから今回は時間的な制約からやむを得ない面もあり実行委員会と

なりましたが、他に丸投げしないで自分たちでやった点では評価で

きますが、今後すべてこういうやり方をするとなると委員の皆さん

にはかなりの負担になってくるのではないかと考えます。
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伊藤辰郎会長 確かにその通りです、今回は時間もないことからボランティアを

募ってやることもできなかったし、皆さんの協力をお願いしなけれ

ばなりません。しかし、今後の生息の実態調査や河川清掃では水利

組合の人や地域の人たちの協力を得ないとできないし、私もそのよ

うに考えています。地域協議会だけでは息切れすると思います。

次回の地域協議会の日程ですが、私の日程では９月２，５，６日

は空いています。では次回の協議会は９月５日、午後６時からとい

うことにします。

今日の案件はこれで終わることにします。

大変長時間にわたりご協議頂きまして誠にありがとうございまし

た。これにて終了致します。ご苦労さんでした。

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。

平成１８年 ９月 １４日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 伊 藤 慶 蔵

委 員 伊 藤 葉 子


