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平成１８年度 第４回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１８年９月５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ブラックバス釣り大会の概要と役割分担について

②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

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（１１名）

伊藤 辰郎、伊藤 正照、小松 成功、今野 幸蔵、今野 純子

今野 盛孝、佐々木タヨ子、佐藤 セツ、佐藤のり子、佐藤由香子、

佐藤 豊

（２）事務局（１０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 市民課長 高橋 宣孝

農林振興課長 佐々木繁雄 建設課長 伊藤 俊一

地域振興課主幹 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（６名）

伊藤 慶蔵、 伊藤 葉子、 伊藤 善啓、

今野 恭男、 佐々木久悦、 佐々木雅子、
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６．会議録

（１）開 会

地域振興課長 大変お待たせしました。ただ今から、平成１８年度第４回南外地

域協議会を開催します。

始めに伊藤会長より御挨拶をお願い致します。

伊藤辰郎会長 大変お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうござい

ます。環境保全委員会の方で事業の内容を進めて参りました９月１

０日開催のブラックバス釣り大会も迫って参りました。今日はその

内容について御説明し、当日の皆様方の御協力をいただきたいとい

うのが主な議題でございます。資料にもありますように釣り大会に

は陸釣りで２６名、舟釣りで６名、合わせて３２名の参加があるよ

うです。目標の５０名には足りなかったようですが、まずまずの参

加者ではないかと思います。

その他、地域枠事業には２００万円ほどの予算が残っております

ので、新しい提案がありましたらお願い致します。

また、委員から大仙市に対する提案がありましたら併せてお願い

致します。

地域振興課長 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お願い

します。

伊藤辰郎会長 本日の会議録署名委員は佐藤豊委員と佐藤由香子委員にお願い致

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。

環境保全事業の実行委員会であります環境保全委員会を８月２２

日に開催しております。９月１０日に予定していますブラックバス

釣り大会について検討されておりますので、その内容について事務

局より御説明して下さい。

地域政策考査員 資料の説明を行った。

・ブラックバス釣り大会の開催要項

・準備作業とタイムテーブル

・大会役割分担

・競技内容とルール説明

・ブラックバス試食会
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伊藤辰郎会長 県庁の杉山先生が書いたブラックバスの本を借りて拾い読みをし

ましたが、繁殖力が旺盛で、放置して置くと周囲の魚が絶滅すると

いうどう猛な魚だということ、行動力や環境の適応力、長生きする

魚だということがわかりまして、やはり駆除しかないようです。

ブラックバスが持ち込まれたのは今から８０年前。箱根の芦ノ湖に

うまい魚で、大きくて、どんどん増える食用魚として内水面の格好

の魚だとしてアメリカから持ち込まれたのが最初のようです。

この辺のブラックバスは意図的に放されたようですので、在来種

が減っていってしまい、やがては絶滅する訳で、生態系が破壊され

てしまうことから駆除する必要があるということです。

スズキと同じ種類で、おいしいようです。釣ったバスが食用化さ

れ、在来種が戻ってくれればいいなと思っているところです。

説明について、何か、御意見や御提案はありませんか。

佐藤 豊委員 参加者３２名と少なくて心配していますが、再度出席を確認した

り、新たな参加者に連絡して募るようなことをしますか。また、釣

れなかった場合はどうしますか。

伊藤辰郎会長 当日の参加者もいると思いますので。

地域政策考査員 参加を呼びかけていただければありがたいです。お名前だけでも

教えていただければありがたいのですが。

参加者の再確認は特に考えていません。

伊藤辰郎会長 必ず欠席者は出ますし、天候によっても欠席者はでます。

あえて、確認の必要は無いと考えますが。

釣れなった場合ですが、９月は行動力のある時期なので、釣れる

んではないかと思いますが。ブラックバス釣りの得意な方が集まる

ので大丈夫じゃないかと思います。

小松成功委員 参加者に中学生は参加しないでしょうか。高野の堤では随分釣っ

ているようですが。ブラックバスの料理のためのブラックバスの手

配はどうしますか。

佐藤由香子委員 料理の分は事前に準備しています。

佐々木主幹 中学生は第一、第三の部活が休みですが、大会は第二日曜日です

ので、参加者がいなかったようです。

伊藤正照委員 舟釣りは参加者が６人ですが入賞者も６名にするのですか。



- 4 -

地域政策考査員 ３人位が適当だと考えています。

伊藤辰郎会長 当日の役割分担がありますので、委員の皆さんには御協力をいた

だきますようお願い致します。

それでは次に参ります。まだ予算が２００万円ぐらい残っていま

すので、新たな提案がございましたらお願い致します。

伊藤辰郎会長 意見がまとまっていないようであれば、来月の地域協議会まで知

恵を絞って御提案をいただきたいと思います。せっかく５００万円

の予算が設定されていますので、この地域のためになる案を次回の

協議会に御提案していただくようお願い致します。

伊藤辰郎会長 次に第２号の案件ですが、大仙市に対する案件です。これも地域

協議会の本来の役割ですので、御発言願います。何でも結構です。

市に対する提案や要望です。何かございませんか。

伊藤辰郎会長 私が少し感じるのは、南外村だった時よりも細かなことに手が届

かなくなってきているなぁということです。事業費がないというこ

ともあるんでしょうけれども。例えば、西小学校の裏山からふるさ

と館に通じる遊歩道があるんですけども、前は夏草が生い茂ってい

ると刈ってくれたんですが、今は萱などが生い茂って鎌を持ちなが

ら進まなければならない状況があります。そんな身近なことでもい

いのですが。何かありませんか。事務局から答弁はありませんか。

農林振興課長 予算査定の段階で賃金が大幅に削減されている状況がありまし

て、管理人に指示しているのは、今まで３回の刈り取りを２回にお

願いしている状況です。あとは、林道のように、職員が出て刈り取

ることも考えています。

伊藤辰郎会長 補助金なんかはどういう状況ですか。

地域政策考査員 毎年一割づつカットされている状況です。

支所長 来月２４日が市長の面談日になっていますので、直接話し合って

みるのもいいのではないかと思います。広報でお知らせします。

伊藤辰郎会長 面談日に要望を述べてもいいのですね。午前中ですか午後ですか。

地域振興課長 ２４日（火）午前１０時からです。三人位が目安です。
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伊藤辰郎会長 他に無いようですので、もう一つ。私は県の公安委員になってい

まして警察に関係していますが、結構南外地域でも空き巣の被害が

発生しています。梨木田で２件入りました。外小友地区でもありま

して、警察も捜しているようですが、なかなか捕まらない状況です。

防犯に対する意識をもっと持たなくてはいけないと。特に昔からの

地域意識があって、顔見知りが多くて施錠しなくてもいいという感

じがあります。割合に安全に対する意識が希薄なんです。幼稚園や

保育園の送迎時での車上ねらいも結構あります。そういう防犯の意

識も高めていった方がいいと思います。

現在、秋田県の警察官は２０００人位います。秋田県の人口１１

０万人で、警察官一人で５５０人から６００人しかカバーできない

んです。犯罪が多岐にわたり、地域住民も防犯の意識を持たなけれ

ばならない時代となっています。

地域協議会で、新しい事業として組織を作り、パトロールの腕章

や看板、青色回転灯をまわした車でパトロールするとか。そういう

ような活動もやっていった方がいいと思います。

いずれ次回まで考えて来ていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 その他ですが、事務局から何かありましたらお願い致します。

地域政策考査員 次回の日程ですが、会長さんからお話しがあったように、地域枠

予算もまだ決まっていない状況もあります。降雪期に入るとどうし

ても処理できない事項もあります。できれば１０月中頃までには再

度協議会を開催して決めたいと考えています。

地域政策考査員 前回の協議会で４地区合同の地域協議会委員の研修会の件をお話

し致しましたが、その日程が１０月２３日となるようです。その準

備等がありますので、開催日はそれ以前の日程をお願い致します。

重ねて申し訳ありませんが、水道の竣工式の日程が入っておりま

して、できれば１６日の週にお願いしたいのですが。

伊藤辰郎会長 それでは、次回の第５回の地域協議会を１０月の１９日（木）の

午後６時ということで開催することに致します。

伊藤辰郎会長 それから、１０月２３日（月）の協議会委員研修会の件ですが、

何時からですか。

地域政策考査員 まだ決定していませんが、２３日の午後２時から３時頃かと思い

ます。現段階では、２時間から３時間の研修会の後に、単独か４地

区合同かはまだわかりませんが懇親会を行いたいと考えています。
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伊藤辰郎会長 場所は何処ですか。

地域政策考査員 研修会は四地区の中間地点ということで、神岡か西仙北のユメリ

アになるかと思います。

伊藤辰郎会長 研修会はそういう日程だそうですので、皆さんふるって御参加く

ださるようお願い致します。

伊藤辰郎会長 前回の伊藤慶蔵委員から出された質問事項についてはどうなって

いるのでしょうか。

地域振興課長 伊藤委員は今日、お見えになっていないので、出席された場合に

質問事項ということでお答えしたいと思いますが、それでよろしい

でしょうか。

伊藤辰郎会長 ７時２０分をちょっと過ぎたところですが、本日はこれで終了し

ます。次回までに地域枠事業の御提案と市に対する要望事項につい

て活発に開陳をお願い致します。どうもご苦労さまでした。

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。

平成１８年 ９月 １５日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 佐 藤 豊

委 員 佐 藤 由 香 子


