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平成１８年度 第５回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１８年１０月１９日（木） 午後６時

２．場 所

南外総合支所「第２会議室」

３．会議の次第

（１）開 会

（２）会長あいさつ

（３）議 題

第１号 地域枠事業等の報告について

①ブラックバス釣り大会の実績報告について

②西部地区地域協議会委員研修について

③その他

第２号 地域枠事業について

①南外総合支所からの提案について

②協議会委員からの提案について

第３号 委員からの提案案件について

（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（１３名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 正照、伊藤 葉子、小松 成功、

今野 純子、今野 盛孝、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（６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 公民館長 高橋公太郎

地域振興課主任 木村 慎吾 地域振興課主事 高寺 真史
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５．欠席者氏名

委員（４名）

伊藤 善啓、今野 恭男、今野 幸蔵、佐々木タヨ子

６．会議録

（１）開 会

地域振興課長 本日はお忙しいところお集まり下さいましてありがとうございま

す。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

５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。９月１０日に行われましたブラックバス釣り大会は皆さんの

御協力によりましてたいへん盛大に開催できました。４３名の方々

が参加され、所期の目的を達成したのではないかなと思っておりま

す。でも、これは一つのデモンストレーションであり、生態系の回

復に向けた取組は今後も続くものと考えております。スタートの事

業として成功したと感じています。

地域振興課長 ありがとうございます。引き続き、議題に従いまして進行してい

きます。本日の委員の出席者は１３名であります。大仙市地域自治

区の設置等に関する条例第９条第２項の規定により本会議が成立し

ますことを御報告します。

それでは議長は会長が務めることになっておりますので、よろし

くお願い致します。

伊藤辰郎会長 議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名します。

佐々木雅子委員と佐藤のり子委員にお願いします。

それでは議案第１号、地域枠事業等の報告についてです。

最初に、９月１０日に開催されましたブラックバス釣り大会の実施

状況及びその他について事務局より説明をお願い致します。

地域政策考査員 それでは、私の方からブラックバス釣り大会の実施状況と、西部

地域の地域協議会委員研修について御説明します。

資 料：ブラックバス釣り大会実績報告書を説明

資 料：西部地区地域協議会合同研修会開催要項を説明
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地域振興課長 先々回７月に行われた地域協議会で伊藤慶蔵委員から提案があり

ました御提案について御報告致します。

委員の御提案は、冬期間利用できる協和地域の施設や、神岡地域

にこれからできる施設に関し、施設利用の平等性についての提案が

ありました。そこでそれぞれの施設に行って状況を確認して来まし

た。まず、協和の多目的交流施設では利用一覧を見ました。委員の

御指摘のように１８年１月に申請を受け、３月には平成１８年度の

年間スケジュールが決まっていました。しかしながら早い者勝ちで

はなく、１月の申請者と調整会議を経て決定している状況がありま

した。今後は年一回ではなく６ヶ月毎に調整をすることや申込につ

いて周知方法を考慮するということでした。

また、神岡については、１１月１日の大仙市広報に掲載し申込方

法の周知を図ることにしています。団体利用の申込は１１月１５日

までとなっているそうです。その後調整会議を開催し割当スケジュ

ールを決定していくというようです。

伊藤辰郎会長 以上のように事務局から説明がありましたが、御意見はございま

せんか。

伊藤慶蔵委員 ブラックバスの参加者に関して南外地域と他の地域の参加者の状

況はどうなっていますか。

伊藤辰郎会長 今回は秋田市や東由利を始め、比較的広範囲から参加されたよう

ですし、何よりブラックバスの駆除に賛同して参加してくれたとこ

ろに意義があるものと考えています。ぜひ来年度以降も続けていけ

ればいいかなと感じています。また、バス料理も女性の方々が協力

してくれましたけれども大変好評でした。

地域政策考査員 内訳は南外１０人くらい、大仙市内で１５，６名、他は秋田市

や美郷町、東由利などです。

伊藤辰郎会長 ポスターも効果があったようでね。

地域施策考査員 仲間連れで参加したようですが、一時間ほど経っても釣れなか

ったことから帰られたようです。

伊藤正照委員 生け簀のその後の効果はどうなっていますか。

また、西部合同の委員研修会の時の会費を支払わなくても費用弁償

を充当してもらえばいいと思いますが。
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地域政策考査員 まず、生け簀に関しては高野の堤に３個、ダムに３つ設置した

ところです。高野の県道沿いの生け簀に１匹、中の堤に２匹いまし

た。南外ダムは雨が降らなかった影響で水位が下がり、生け簀が露

出した状態となっていたようです。ただ、ダムの場合は広いことと

釣り人が釣り場を移動していくことから効果的な生け簀の設置方法

について検討しなければならないのかなと感じています。

また、御承知のとおり委員の費用弁償については金融機関への振

込となっていることから、当日はその分として２０００円を徴収し

たいと考えたところです。よろしく御理解の程お願いします。

伊藤辰郎会長 その他何かありませんか。それではないようですので、第２号の

議題に移ります。

始めに総合支所からの提案事業があるようですので、資料の説明

をお願いします。

地域政策考査員 資 料：地域枠予算事業説明書

「伝統陶芸技法の伝承事業」について説明

伊藤辰郎会長 只今の説明で御意見や御質問がありましたら御発言下さい。

今野盛孝委員 利用される方はどのくらいいますか。

高橋公民館長 陶芸クラブが主体となって取り組んでいますが会員１０名です。

内訳は秋田市や大仙市の方々で、創作研修センターができた昭和５

２年以来から参加しているメンバーです。

今年から生涯学習活動の一環にしたいということで、陶芸クラブ

とは別に、陶芸教室が週二回開かれており、市内から３０名ほどの

利用者がございます。

伊藤辰郎会長 御質問がないようですが、この事業を実施するとなると総枠の５

００万円の関係はどうなるのですか。事務局より御説明願います。

地域政策考査員 これまで皆様に御承認された事業費は総額で３，２７４，０００

円となり、今回の陶芸ガス釜を加えると１７６，０００円程オーバ

ーしてしまう事になります。実は看板の設置事業で設置の個数に誤

りがあり、実際には少なかったようで、現在施行できる箇所を精査

をしているところです。また、今回の陶芸用ガス釜の事業費も下が

る見通しもあることから、十分に５００万の中に収まるよう調整す

ることが可能なものと考えているところです。

伊藤辰郎会長 今の事業を採択しても５００万円の事業に収まるであろうという
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説明でした。折角５００万の枠がありますので、フルに活用してこ

の地域の活性化あるいは個性を打ち出していったらいいのではない

かなと思います。

佐々木雅子委員 地域の歴史と文化を考え、合併した市町村で協力しあうまちづく

り。無形の社会的資源、財産の多彩な資源を活用したまちづくりと

して、このような伝統陶芸技法の伝承事業もいいと思います。

で、三種町から来てくれたお客様が、南外に来て「滝」というと

ころに行ったらしいですが、目印になる看板が何もなくて、ちょっ

と寂しいというか、看板が欲しいなと言われました。三種町でも観

光名所になっている滝があるようですが、合併した住民だけが分か

ればいいというものではなく、他の地域から来たお客さんにもわか

る看板が必要ではないかと感じました。特にグリーンロードから入

ってきたお客さんが分かる看板も必要ではないかと感じています。

。 、 、伊藤辰郎会長 今の御発言大変いいと思います 今回 看板事業もありますので

生かしてもらいたいものだなと思います。できればこの地域にふさ

わしい看板を作ってもらいたいものだなと感じます。メタリックな

ものでなく安らぎを感じる看板がいいと思います。

佐藤 豊委員 創作センターのガス釜の件ですが、ガス釜を置いてある建物は大

丈夫ですか。

高橋公民館長 昭和５２年にガス釜が導入され現在も使用しています。ただ、レ

ンガがはがれている状態のため使ったガスの割に熱が出ないといっ

た状況で、ガスそのものを新しくして欲しいという要望です。佐藤

委員の御指摘のように、ガス釜を置いてある建物も老朽化している

状況です。今現在雨漏りもしていますが、屋根の修理で少しはもつ

かなという状況です。

佐藤 豊委員 自然環境保全ですけれども、ため池を調べるといった事がありま

したがどうなっていますか。

地域政策考査員 調査の方はまだ実施しておりません。調査費は別についているの

でこれから予定しています。

伊藤辰郎会長 今回事務局が提案した事業を採択するとほぼ地域枠予算の５００

万が埋まってしまうということです。それ以外にぜひこういう事業

を取り上げていただきたいという意見がありましたら御発言願いま

す。
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よろしいですか。来年度もまた地域枠予算があると思いますが、

今年度は５００万を使い切るという形になりますが、今の新しい事

業を含めて実施するということについてよろしいでしょうか。

はい、それでは皆さんご承認をいただけるということで今回提案

されました事業を含めて進めて参りたいと思います。

次に第３号議案でありますけれども、委員から大仙市に対する提

案案件ですが、協議会委員の役割でもありますので、皆様から御意

見がありましたら是非御発言をお願い致します。

伊藤慶蔵委員 ５５０歳野球大会が南外地域４会場で開催されていますが、たま

たま南楢岡小学校会場のそばにいるものですから会場に足を運んで

見ました。小学校グランドには普段は選手の控え所としてベンチし

かなく、今年は特に暑かったためか大会用にと粗末ながらもブルー

シートで作られた控え所が取り付けられてありました。折角野球で

遠くから来てくれる優れた選手の方々のためにも、南楢岡小学校会

場に当たっただけで不快な印象を与えないよう、他の会場と同様の

野球環境を準備してあげたらと感じました。予算の関係もあるとは

思いますが、他から来る選手にとって南外の印象を良くするために

も考慮していただきたいと思います。

また、ふれあいパークですが、当初桜の木をたくさん植えたおか

げで、木もだいぶ大きくなりきれいな桜が咲くようになりました。

しかし、花見客はほとんどいないのが現状で非常に残念です。折角

桜の名所にもなるくらいの場所ができたので、他から来ていただい

たり、地域の人が花見をするような何か仕掛けをして欲しいと思い

ます。例えば神宮寺の中川原の夜桜のように電球の明かりを付ける

とか、或いは西仙北のように軽量な簡易テントを置いたら子供達も

気軽に見に来れるようになるのではないか。そのようなサービスも

あった方がいいのではないかと思います。将来に向かって検討して

いただきたいと思います。

伊藤支所長 南小のグランドのダックアウトの件ですが、前々からスポ少でも

指摘されておりました。予算の関係で現状となっていますが、５５

０歳野球大会は毎年ありますし、また、学校の施設でもあるので、

教育委員会の方と相談しながら実現するように要望をしていきたい

と思います。

ふれあいパークの花見の件ですが、今春にパークでグランドゴル

フをやっている写真が魁新聞に載りまして、その記事を見た人が南

外にもこんな桜の所があったのかということで来たそうです。今後

はポスターを作るとか会議でもアピールしていきたいと考えていま
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す。急にはできないかも知れませんが、グランドゴルフにやってく

る人を通じて徐々に宣伝に努めて行きたいと考えています。

伊藤辰郎会長 ふれあいパークの桜ですが、私はまだ見たことはないのですが、

名所になるとすれば大いにＰＲしていただいて、民間も含め盛大な

花見の宴をやるというのもいいんじゃないかと思いますので、ぜひ

御検討いただきたいと思います。

佐藤 豊委員 南外中学校のグランドの駐車場についてですが、バックネット後

ろの本部から道路沿いのトイレにかけて道路との段差を平したり、

トイレの奥の道路沿いにも駐車が可能なように駐車スペースを整備

していただきたいと思います。

伊藤支所長 段差の解消による駐車場のスペースの確保については検討してみ

たいと考えています。

伊藤正照委員 若い人の雇用もだいぶ改善されているようですが、特に南外地域

も含めた大仙市では年金を受給しているような方が臨時等の職員と

して雇用されているように見受けられます。できれば公募により若

い人の採用をお願いしたいと思います。

もう一つ、合併して暮らしやすい大仙市というようになっている

ようですが、いまだに旧村道では冬期間、未舗装で除雪車や緊急車

両が入れないような道路がありますので、生活道路の整備について

よろしく御検討いただきたいと思います。

伊藤支所長 ２４日に市長面会日に来庁する予定になっていますので、その際

に伝えたいと考えています。

今野盛孝委員 現在高野地区では県道の拡幅工事が行われ着工していますが、楢

岡焼きの向に消防ポンプ小屋があり、移転の対象となっているよう

です。消防関係者の話では移転費用として７０万円ぐらいだという

ようですが、額面では現状と同じような規模の建物しか建てられな

い状況です。これでは新しい消防ポンプ車が入れないし、ドアも開

、 、けられないような話もあったので 市から少し予算を出してもらい

立派なポンプ小屋を作っていただきたいと思います。

伊藤支所長 建設課から話を聞いています。県の査定ではそのような話であっ

たようです。もっと、今野委員の要望に添えるよう市に要望してい

きたいと考えています。

伊藤辰郎会長 その他にありませんか。他にないようですので、いくつかの要望



- 8 -

事項がありましたが、ぜひ市長あてに要望していただきたいと思い

ます。

次に次回の開催日程ですが事務局より御説明願います。

地域政策考査員 今回御承認いただきました地域枠事業については、市長への説明

を経て決裁をいただき、実施することといたします。

地域協議会の開催は年度で６回が目安となっていることから、今

回５回が終了しましたので、特に急がなければならない案件がなけ

れば、１月の中旬頃かなと考えています。なお、昨年同様、最終の

協議会では協議会に市長が出席するということです。その際には皆

様から一つぐらいづつ要望や課題などをお話ししていただきたくよ

ろしくお願いします。次回は１月１０日から１５日、又は２０日前

後でもよろしいと思いますが。

伊藤辰郎会長 それでは、次回の開催については来年の１月中旬を目途に事務局

から決めていただきたいと思います。今日はこれにて第５回の協議

会を終了させていただきたいと思います。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。

平成１８年 １１月 ６日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 佐 々 木 雅 子

委 員 佐 藤 の り 子


