
- 1 -

平成１８年度 第６回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１９年１月２５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 本年度の地域枠事業の進捗状況について

第２号 地域枠事業の執行方針について

①次年度の地域枠予算について

②執行方針（目的・方向性）の検討について

③地域枠事業の提案について

第３号 市（支所）への要望・提案事項について

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（１５名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 正照、伊藤 葉子、伊藤 善啓、

小松 成功、今野 幸蔵、今野 盛孝、伊藤 誠一、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 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 地域振興課主幹 佐々木清哉

地域振興課主任 木村 慎吾 地域振興課主事 高寺 真史

５．欠席者氏名

委員（２名）

佐藤由香子、今野 純子、
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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。今日の委員の出席者は遅れてくる

人がいますが現在１３名です。条例により会議が成立しますので、

ただ今から平成１８年度第６回南外地域協議会を開催します。開会

にあたり会長より御挨拶をお願い致します。

伊藤辰郎会長 本日は新年になってからの初めての地域協議会で、皆さん御多用

のところお集まりいただきましてありがとうございます。年が明け

２５日も経っており、今更新年の挨拶ではございませんが、本年も

よろしくお願い申し上げます。

今年は暖冬で、大寒が過ぎたにもかかわらず、さっぱり雪が降ら

ないで、夏には水不足になるのではないかと心配しています。去年

は大雪でしたので今年は楽だと思っていましたが、こんなにも雪が

降らないと心配になります。もう少し降ってくれないかというのが

共通の思いではないかと思います。スキー場もさっぱり、冬物も売

れない、除雪業者も困っているようで、なかなかちょうどいいよう

にはいかないなという感じです。ともあれ、穏やかな正月でしたの

で今年一年なんとか良い年であることを期待したいと思います。

今日は、今年度の進捗状況、それから地域枠事業の執行方針等に

ついて御協議をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

地域振興課長 ありがとうございます。それでは議事の進行につきましては会長

からお願いします。

伊藤辰郎会長 それでは私の方で進めさせていただきます。

議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名します。佐藤セツ

委員と佐々木久悦委員にお願いします。

それから、大仙市消防団南外支団より委員交代の申し出があり、

平成１８年１１月１日付けで市長から承認されました。よって本日

の協議会より今野恭男氏に代わり伊藤誠一氏が出席しておりますの

で御紹介します。一言御挨拶をいただきたいと思います。

伊藤誠一委員 御紹介いただきました伊藤でございます。今野支団長が大仙市の

副団長に昇格され、私が後任の師団長となったものです。今野前師
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団長から協議会委員を引き継ぐようにとお話しがあり、１８年の１

１月１日付けで辞令をいただいております。初めて、この地域協議

会に参加するわけでございますが、皆さんと共にがんばって参りた

いと思いますので、よろしくお願いします。

伊藤辰郎会長 それでは議案に入りたいと思います。第１号、本年度の地域枠事

業の進捗状況についてです。南外地域協議会で承認された地域枠事

業について事務局より説明をお願いします。

佐々木主幹 第１号 本年度の地域枠事業の進捗状況について

資料説明

伊藤辰郎会長 ただ今、事務局より説明がありましたが、御意見や御質問がござ

いましたら御発言をお願い致します。

伊藤慶蔵委員 河川清掃の調査委託ですが、河川は１級、２級、普通とそれぞれ

国、県、市で管理する河川がありますが、どの河川ですか。

伊藤総合支所長 県の管理する河川は楢岡川、西ノ又川、それ以外の普通河川もあ

、 、 、るわけですが 今回の河川清掃で調査しようとする河川は 楢岡川

西ノ又川を主に考えているところです。

伊藤慶蔵委員 そうすれば、県で管理する河川ですね。清掃を目的とした河川の

調査をやるということですね。

伊藤総合支所長 そうです。調査の内容は河川の現場の写真を撮ったり、木が倒れ

ている箇所などを調査するもので、河川清掃の実施に向けた事前の

取組と考えています。

伊藤慶蔵委員 以前、南外村当時、河川の汚れがひどいということで、全村の河

川清掃を実施したことがあります。河川清掃といっても非常に難し

くて、長靴で川の中に入ったりしましたが、一回でやめてしまった

経緯があります。ぜひ河川の清掃をやる状況を踏まえて、場所の選

定を含めた調査を実施していただきたいと思います。

それからもう一つ、個別事業が記載されている資料で、悪戸野地

区の衛生組合の収入の会費に、２００円とありますが、２０００円

の間違いではありませんか

。 。佐々木主幹 会費は一戸あたり２０００円を徴収しております 訂正願います
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、 。伊藤辰郎会長 カラーコピーで示された看板ですが どのくらいの大きさですか

また高さはどれくらいですか。

佐々木主幹 今回の１６箇所の集落案内板の修繕工事は、従前の支柱に取り付

けるものです。この支柱の高さは２ ７０ 、表示板の大きさはm cm

５０ の９０ です。cm cm

伊藤辰郎会長 大仙市の花はコスモス、鳥はカワセミでしたが、南外地域の山百

合や山鳥はどうなっているでしょうか。残っていますか。なんとな

く、南外は山百合と山鳥が似合うと思って質問したんですけど。

伊藤総合支所長 合併になって自然消滅したものと思っております。条例もなくな

りましたので。

伊藤辰郎会長 南外地域の看板は、山百合と山鳥でもいいのではないかと思って

。 。でしたが 地域の特徴が入っていた方がいいのではないでしょうか

すでに看板はできてしまっておりまして、設置を待つ状況になっ

事務局 ています。

できてしまっているならしょうがないですね。この他に看板の設

伊藤辰郎会長 置予定はありますか。

佐々木主幹 集落案内板を他の集落に設置することは可能ですが、看板そのも

のが道路沿いに立てることから、交通上の邪魔になることからなか

なか、設置に関する許可が難しい状況になっています。

伊藤辰郎会長 その他に何かありませんか。

佐藤セツ委員 地産地消推進支援事業で補助した物産販売の建物ですけど、何と

なく寂しいですね。もっと活気のある施設にしてほしいです。他の

方は活気があります。そのためには、売る人ももっといた方がいい

のではないかなと思います。野菜の量も少ないし、お昼近くにいっ

てももうなくなっています。車の通行客も買っているようだし、も

っと増やせばいいのではないかなと思います。また、建物の向きも

国道を向いた方がいいのではないかと思います。

今野幸蔵委員 私もあそこに野菜を出している一人です。佐藤委員のおっしゃる

とおりです。で、場所と品数と販売曜日をこれから相談することに

しています。できるだけ御意見や御要望に添えるよう変えていきた
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いなと考えています。

伊藤辰郎会長 せっかくこういう施設もできたので、我々も大いに期待をしてい

ます。人が立ち寄って見たくなる魅力あるほほえみ販売所になって

ほしいなとぜひお願いしたいと思います。

佐藤 豊委員 南外ダムが今年大規模な改修があるようなお話しを聞いたのです

が。ダムの土砂を全部吐いてしまうようですけど、水を吐く際にブ

ラックバスも川に流出すると大変なことになると思います。何か対

策は考えているでしょうか。

地域政策考査員 まだ具体的な対策は検討していません。確かに今年の事業で県営

。 、 、南外ダムの浚渫事業が行われるようです ただ 単年度事業でなく

数年度にかけて年次計画で行う事業のようですので、その事業概要

については具体的に示されていません。担当の農林振興課と連携を

取りながら、地域協議会の環境保全事業と絡まる事業部分では十分

検討しながら、折角のブラックバスが拡散することのないように十

分留意しながら進めていきたいと思います。

伊藤辰郎会長 こういう状況のようですが、よろしいでしょうか。

議案１号では地域枠事業の進捗状況ということで、すでに実施し

た事業、また３月まで行う事業の説明がありまして、合わせて５０

０万円の予算が執行されるようです。

それでは１号についてはこれで終わりたいと思います。

続いて、第２号の地域枠事業の執行方針に入ります。

それでは、始めに地域枠予算の考え方についてを、事務局から説明

願います。

地域政策考査員 それでは２号の地域枠予算について説明したします。１月１２日

に市長と総合政策課の地域協議会の担当間で、本年度の各地域協議

。 、会の地域枠事業についての検証する会があったようです その際に

１８年度事業の検証と共に、１９年度の方針について話し合いがな

、 。 、されたようで その内容について報告を受けております その中で

１８年度の地域枠事業は特にクレームがつけられる事業もなく、概

ね良好な事業であったと市長は考えているようです。

それを踏まえ、１９年度の地域枠事業の考え方でございますが。

まず、地域枠予算の配分については、大曲地域が１，０００万円、

他の地域協議会は各５００万円づつと、１８年度同様の予算を措置

する予定であるようです。

特に市長が申されますには、各地域協議会の委員と総合支所が協



- 6 -

議しながら事業を進めていく部分では変わりないのですが、長期的

な見通しを持った地域枠事業の執行計画や地域振興計画なるものを

設計していってほしいというような考えを持っているようです。地

域の活性化を示した地域振興計画になるわけでありますが、振興計

画となると時間も要するわけで、とりあえず１９年度は地域枠予算

の方向付けを示してほしいということであり、本地域協議会として

もそうした地域枠予算の執行方針を示すことになっています。

また、これまでは地域協議会で提案された事業に関しては単件ご

とに市長に確認してきましたが、１９年度においては、執行方針に

沿った事業であれば一件ごとに市長の了解を得なくても、協議会の

方で進めていってもいいということです。最終的には市長と総合支

所長が微調整を行いながら進めていくということです。

またその中では、どうしても緊急的に処理したい事案に対応する

ため、支所長の権限で行使できる予算として、概ね５００万の１０

％、５０万の範囲で支所長枠予算を置くことも検討していいのかな

との考え方も含まれることが申し添えられていました。ただし、こ

れについても市と市民が協働の形で行う事業ということで方向付け

が示されているようです。

いずれにしましても地域の振興に係わる計画を平成２０年頃を目

途に立ててもらえればというのが希望のようですし、１９年度では

その方向性や見通しを示してほしいということで、是非とも地域協

議会と総合支所が協力体制の下に方針を作り上げていただきたいと

いうのが、市長の反省を踏まえた今後の展望ということでしたので

御報告申し上げたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今、市長の地域枠予算の使い方については、各地域で執行方

針を立てて計画を作っていただきたいというようなお話しであった

ようです。それを市長が見てこれでよろしいということになれば、

それぞれの地域にある程度権限を委譲すると、そういう捉え方でい

いんですか。いいですね。

１９年度の予算については地域振興計画や執行方針について地域

協議会と総合支所で考えてほしいということです。

関連がありますので、２）の執行方針の検討、３）の地域枠事業

の提案について一括して行ないます。事務局の方から説明をお願い

致します。

。 、地域政策考査員 それではまとめて説明致します 先ほど説明したような振興計画

執行方針の作成時期ですが、３月９日まで示していただきたいとい

う指示がございます。このため、２月中には地域協議会として計画

とまではいかなくても、方針や方向性は仕上げていかなければなら
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ないと思っています。この成案については、３月下旬、２６日に予

定してございますが、南外地域協議会の最終の地域協議会に市長又

は代理の助役がこれに出席することになっています。ここで、南外

地域協議会の地域枠予算の執行方針を市長に説明するという段取り

になっています。

この説明を受けたのが実は最近でして、今回の協議会では時間も

なかったことから参考例として説明致しますが、改めて委員の皆さ

んから検討していただき、提出された執行方針案について御意見を

頂戴いたしたいと考えております。具体的には、２月中に皆さんか

ら検討いただいたものを事務局で取りまとめ、再度検討する機会を

持てればいいのですが、時間的に窮屈な状況ですので、会長と支所

長間で調整された案を皆さんに送付し、特に異存がなければ３月の

協議会にて会長さんから市長へ、南外の地域枠予算の執行方針とし

て御説明いただくような段取りとなろうかと考えています。

いずれにしましても、南外の地域枠予算の方向性を考えるととも

に、その趣旨に沿った形で具体的な事業としてどういうものが考え

られるかという二段構えでやっていきたいと考えています。

それではこれから事業の例を御説明致しますが、この例は予算取

りの関係で、５００万円の内訳を求められたのに対し、これまでの

協議会で継続的な事業として位置づけられている環境保全事業や委

員から出された食育に関する事業を含めて提示したものです。もち

ろん確定したものではございませんので御了承願います。

佐々木主幹に説明させます。

佐々木主幹 ２）執行方針（目的・方向性）の検討について

資料説明

伊藤辰郎会長 ただ今、事務局のほうから地域枠予算、地域枠予算の執行方針、

地域枠事業の例ということで詳しく説明をしていただきました。

当地域として来年度どのような方針に基づいて地域枠事業を実施

していくのかということをこれから考えていかなければならないで

。 、あろうと思います 今の例を参考にしながら意見交換してもいいし

また、帰られてから検討して次回にまとめていくといったことでよ

ろしいのではないかと思います。

とりあえず意見や質問などがありましたらお願い致します。

、「 」 、幸蔵さん 食育と心の成長 ということであがっていますけど

この内容について何か御意見がありましたらどうぞ。

今野幸蔵委員 昨年提案しましたが、改めて１９年度の事業としてやったらどう
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かなと考えています。今年の１０月の第３日曜日に南外地域の「親

と子の集い」があるようです。講師を毎年頼んでいるようなので、

その時に合わせて食育の講演をやってくれたらと考えています。た

だ、講師がその時にきてくれるかどうかはっきりしないので問題が

あります。また、その講演を実行する母体が必要と思われるのでそ

の辺も考えていかなければならないと考えています。

伊藤辰郎会長 その他に何かありませんか。

伊藤葉子委員 「輝楽里なんがい」の事業に、ボランティアグループとかいろい

ろな団体がありますが、どのような事業を行うとその対象になるの

でしょうか。

佐々木主幹 一応、公益的な活動を行う団体と考えています。それは、活動自

体に公益性があること、二つ目には地域の課題に市民参加の形で取

り組んでいること、三つ目には当然のことながら営利を目的としな

いこと、四つ目には自主自立の活動であることであります。

伊藤葉子委員 私たち婦人会も自主活動している団体であり、ボランティア活動

を行っていますけども、私たちも入りますか。

佐々木主幹 婦人会の活動については活動の中に社会貢献する活動が組み込ま

れていますので、対象になるかと考えています。

伊藤辰郎会長 緊急処理事案の対応ということで、水路とか道路の修繕という費

用は本来予算化されているかと思いますが、それ以外の予想もしな

いことが起こって、ちょっとした予算で対応できるものについては

一割程度であれば使ってもいいのではないかと、そういう考えた方

ですか。

伊藤総合支所長 あらかじめ予定されているものであれば、一般会計に計上して執

行していくものだと思いますが、この修繕についてはあくまでも地

域協議会から承認していただき執行できるものであり、小規模で緊

急対応の予算という考え方です。

伊藤辰郎会長 そうすれば、地域の特徴を出すために５００万円を目一杯使うか

ら、こういう予算は使えないということもあるのですか。

伊藤総合支所長 地域枠予算で支出することですので、そういうことになります。

神岡地域で昨年度実施した事例として出しているものです。
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伊藤辰郎会長 私の意見ですが、この食育は大変大切なことだと思いますし、こ

の地域に根ざした伝統的な食生活、あるいは料理方法だとか、伝え

れれてきたものがあると思います。核家族化になっておばあちゃん

から嫁さんに伝わらなくなったとか、娘にも伝わらない状況が起こ

っていると思いますのでもったいないなと思います。ここにあるよ

「 」 。うに 伝統的な郷土食の伝承 等はぜひやってほしいなと思います

黙っていればなくなってしまうのではと思います。おばあちゃん達

がいるうちに伝えていってほしいと思います。

佐藤セツ委員 聞いた話ですが、明日と明後日、料理講習か何かあって、食生活

かどうかわかりませんが、明日が練習で明後日が子供達にご馳走す

る行事があるようです。ここでも食の伝承があるのではないかと思

います。確か保健師さん達がやっている事業だと思います。こうい

うのも盛大にやっていったらいいのではないかなと思います。

伊藤辰郎会長 白紙の様式が渡ってありますのでぜひ内容について記載していた

だき、提案をしていただきたいと思います。

何か御意見や御質問はありませんか。先ほど豊さんから発言され

たように、ダムの浚渫工事があるようなので、ブラックバスを捕獲

する対応について検討していただきたいと思います。

佐藤 豊委員 河川清掃は素晴らしいことですが、２０年前に力を入れて計画

しましたが、一回で終わってしまいました。よほど綿密な計画を立

、 。てなければならないし ６０万円ほどの予算では不足だと思います

より具体的な実行計画を立てなければならないと思います。

佐々木タヨ子委員 河川清掃に関連してですが、今の現状であれば何回やっても何

十回やっても同じではないかと思います。結果を正すのではなく、

その原因となるものが何であるかを突き詰めていかないと河川清掃

は何年もやらなければならない現状だと思います。

ですから、私は佐藤由香子さんの提案にもあったように、なぜ河

川が汚れるかというと、各家庭で使う油の処理とか洗剤の使い方だ

とかが問題になっていると思うし、ですから、その原因を作らない

という教育や取組みが必要だと思います。

環境ホルモンが問題となっていて、男女の出生の比率が変わって

きているようです。環境ホルモンの影響で男子が産まれる確率が低

くなり、男子が「御釜」ぽくなっているというデータがあると聞き

ました。ですから、その原因となる状況を正すことに取り組むべき

で、河川清掃に何百万円かけようが結果的には同じだと思うので、

子供や家庭に対する環境改善の教育に予算を持ったらいいと思いま
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伊藤辰郎会長 す。

関連して私も述べさせていただきたいと思いますが、河川清掃は

汚れている川をきれいにするだけではないと思います。参加する人

は汚れている川の実態を見て、これではいかんじゃないかと。これ

は何で汚れているんだと。そういうことを意識するところから始ま

ると思うのです。それでは我々は川が汚れないために何をすればい

いのか。住んでいる者は何をしなければいけないのか。そういう風

に考えていくのがいいのではないかと思いますし、できるだけ多く

の人に参加してもらいたいと思うのです。そのためには、各部落の

自治会をしっかり組織して、これは何のためにやるのかという意識

を植え付ける必要があると思います。ただきれいにすればいいんで

はないと思います。それによって汚さないという意識を持つんだと

いうことが大切だと思いますけど。勿論教育も大事だと思います。

佐藤のり子委員

今お話しがあった食育や自然環境については練れば練るほど内容

が深まるいいテーマではないかと思います。今後の検討によっては

いい方に向かうのではと感じました。

質問ですけど、よく、子供見守り隊というのがあると思うのです

が、車にステッカーを貼ってあって、よくスーパーなどで見かける

んですが、南外では子供見守り隊がどのくらいあって、どのような

活動があるのか。時間帯はどうなっているのかなと車を見て感じた

ところです。また、子供が危険を感じて駆け込む看板があるんです

が、南外にどれくらいあるのか教えていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長

それでは子供見守り隊や子供１１０番について行政の方から説明

をお願いします。

伊藤総合支所長

正確にはわかりませんが、子供見守り隊としては、子供安全パト

ロールを実施しています。また、ステッカーは市から配布されたも

のです。子供１１０番は子供達の通学路沿いの商店などに、その対

応をお願いしてあるものだと思います。

佐藤セツ委員

民生委員もパトロールしたりしましたが、下校時には登校時と異

なって、個人的に帰るものですから、まばらな状態でそんなに多く

の子供とは行き会うことはなかったという経験があります。

伊藤辰郎会長

私も警察行政に関係していますが、藤里の事件を始め子供が被害

に遭う事件が非常に多いということで、子供見守り隊や青色パトロ

ール、自治会や老人クラブと連携した取組がそれぞれの地域で行わ

れているようです。ステッカーは余りお金をかけないでできること
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ですし、車に回転灯を付けるのは少しお金がかかりますが。交通安

全団体を中心に対応できる体制が整っていると思います。

佐々木雅子委員

今、警察や駐在さんからの援助もあるということで、老人見守り

隊などもあるんですか。それに対しての補助金なんかはあるんでし

ょうか。

佐々木主幹

１８年度に仙北地域の地域枠事業として、子供見守り隊への援助

として、たすきやジャンバーなどを支給する経費として十三万円ほ

ど支出している状況があります。また神岡さんでは防犯ブザーを子

供達に支給している状況があり参考にしてほしいと思います。

伊藤辰郎会長

子供見守り隊の他に、防犯指導隊員による防犯パトロールが行わ

れており、子供を守ったり、空き巣を防止する防犯活動をしている

と思います。いずれやろうと思えば地域枠予算を使って事業を展開

できると思いますので、提案して下されば検討したいと思います。

ということで、だいぶ意見が出ましたので、次回までに提案を皆

さんで考えていただいて、様式に書いて執行方針を提出していただ

きたいと思います。

第３号議案ですが、市長が協議会に見えるということですので、

その際に、地域枠以外のことで市への要望などがありましたら考え

てきていただきたいと思います。

それでは、事務局から補足することはありますか。

地域政策考査員

ただ今、会長さんから御説明がありましたので、特に付け足すこ

とはありませんが、普段から市への課題や要望などは結構でござい

ますし、協議会の中で御発言いただきたいと思います。ただ、三月

の協議会では市長が出席することになっていますので、普段考えて

いることの中から、特に市長から直接回答をいただきたいものにつ

いて考えてきていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長

今日はいろいろ意見が出ましたし、時間も八時を過ぎてしまいま

したので、次回まで市に対する意見、要望、提案を、地域協議会の

計画と併せて考えてきていただきたいと思います。

その他ですが、開催日程について決めたいと思います。

２月の１９日の週の中から適当な日を選んでもらったらと思います

が。１９、２２，２３はだいじょうぶです。２月２２日はどうでし

ょうか。それでは次回の協議会は２月の２２日午後６時から、この

会場で開催することに致します。
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佐々木主幹

１０月に行われました西部地域の地域協議会の合同研修会での櫻

澤教授の講演内容をまとめたものを配布しておりますので参考まで

に御覧願います。また、参加した委員の方々の「ディスカションシ

ート 「振り返りシート」を取りまとめたものを差し上げています」

ので併せて参考にご覧願います。

地域政策考査員

再度確認ですが、第７回の協議会は２月２２日（木）となりまし

た。また３月の最終協議会は３月２６日（月）午前中の開催となり

ます。お勤めの方々には非常に厳しいと思いますが、万障繰り合わ

せいただきまして会議に出席して下さいますようお願い致します。

また、１９年度から費用弁償の他に、委員の家が支所から２キロ

以上離れている場合は、キロあたり２０円の旅費を支給するようで

ございますので、２キロ以上ある方は次回の協議会で御申告下さる

ようお願いします。

先ほど佐々木からも申し上げましたが、地域協議会の合同研修会

での資料を差し上げています。協議会を進めていくなかで結構参考

になる箇所もありますので、是非とも目を通していただければなと

思っているところです。

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１９年 ２月 １日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 佐 藤 セ ツ

委 員 佐 々 木 久 悦


