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平成１８年度 第７回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１９年２月１７日（土） 午後２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 地域枠事業の執行方針について

第２号 市（支所）への要望・提案事項について

第３号 その他

４） 閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１２名）

伊藤 辰郎、伊藤 正照、伊藤 葉子、小松 成功、今野 幸蔵、

今野 盛孝、伊藤 誠一、佐々木久悦、佐々木雅子、佐藤 セツ、

佐藤のり子、佐藤由香子、

（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 佐藤 茂暁 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（５名） 伊藤 慶蔵、伊藤 善啓、今野 純子、

佐々木タヨ子、佐藤 豊

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
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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７

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 それではただ今から第７回地域協議会を開催いたします。だいぶ

春の日差しが注いで参りまして、春もそこまで来ているという感じ

、 。 。で 気持ちも浮き立つような感じです よろしくお願いいたします

地域振興課長 ありがとうございます。引き続きまして議題に入りたいと思いま

すが、今日の委員の出席数は１２名でありまして、設置条例により

成立しますことを御報告いたします。それでは会長より議事の進行

につきましてお願いします。

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。伊藤誠一

委員と今野盛孝委員にお願いします。

それでは議案に入りたいと思います。第１号が地域枠事業の基本

方針についてです。この件につきましては前回、内容の説明が行わ

れています。委員の皆様がそれぞれ考えて来られたと思いますので

順次発表をお願いしたいと思います。

資料として提出されているようですので、その順序でお願いしま

す。伊藤正照委員からお願いします。

伊藤正照委員 始めに提案した趣旨を申し上げます。このテーマはもう少し南外

の若者が定住できる、あるいは、団塊の世代といった外からも参入

により競争力をつけ、地域を活性化していきたいということで提案

しました。

ただこれは単年度でできるものではないので、継続することで何

年か後に効果が現れるような事業です。

以下は資料説明

佐藤のり子委員

、 ） 「 」分量が多くなりましたが １ の 基本方針を計画するにあたり

の中に私の思いがすべて書き込まれています。

簡単に言いますと、できる範囲内でというのが根底にあって、で

きる範囲内で地域が活性化するには何が考えられるのかということ

について案を出しました。漠然としたものが多く具体性に欠ける点

で悩みました。南外の地域を伸ばすことを第一に考え、南外の地域

資源、人材や環境の活用について重きを置きました。人材について

は高齢者と子供を活用しようとする案です。少子高齢化の部分にフ

ォーカスをあてています。また、他の地域で取り組んでいることで
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あっても、真似っこでもいいから取り組んでみることが大切ではな

。 「 」いかなという感じがしました 自分では花で歓迎 ゆとりろロード

や街灯の設置、河川清掃がやってもらいたいと思う事業です。

佐々木久悦委員 大仙市の各地域で取り組まれた事業に目を通してみて、１９年度

南外地域で取り組んでみようと思ったことを記してみました。

これまでを振り返るとやはり市民参加型の行政ではなく、押しつ

けとまでは行かなくても、行政主導の事業展開であったように思い

ますし、そこから市民参加型はいきなりはできないにしても、徐々

に取り組んでいかなければならないとは感じています。

執行方針はこの前事務局で作った例とほとんど同じですが、自分

の思いとしては、貧しいしお金もないし、生産性もあがらないよう

なところであっても、人の気持ちだけはある程度豊かになっていけ

ば、そこから何かが生まれるのではないかな、と思っています。

以下は資料説明

佐藤由香子委員 基本的には事務局案で示された例と同じような感じになりました

が、私が特に地域協議会で取り組むべきと考えていることは、分科

会の設立です。皆さんから出された提案をもとに、共通する思い入

れを持つ委員が、テーマ毎に具体的に方向性を示し、そこで地域協

議会にもう一度諮るような分科会組織があればいいなと思います。

そうした分科会での内容を地域協議会の広報紙を通して状況を知

らせ、住民からも意見をいただく、あるいは一緒にやりたい人は協

議会委員でなくても取り込んでいき、委員と共に案を出していける

ような姿が望ましいのではないかと感じました。

以下は資料説明

伊藤葉子委員 自分の考えだけで提案したものですのでよろしくお願いします。

小さい頃から農業に勤しんできまして、現在も家の周りの畑で作物

を栽培しています。山が近いこともあって、カモシカやウサギ、狸

などが出現し、せっかく植えた豆やトウモロコシなどの作物が食べ

られるなど被害を受けています。禁猟区の区域であってどうにもで

きないといわれますが、どうにかならないかと思っています。

以下は資料説明

佐藤セツ委員 普段考えていること、要望したいことなどについてその思いを資

料にまとめたつもりです。

資料以外に一つだけ言いたいことは、公民館で行われている婦人

学級はそのメンバーが長期間にわたり固定されております。もっと

若い世代の参加を促してほしいと思いますし、誰でも気軽に参加で
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きる事業の展開を要望したいと思います。

以下は資料説明

ここに書かれているイベントは何処でもやられているイベントだ

佐々木雅子委員 と思います。今、大仙市が抱えている問題はたくさんあります。

大仙市になって市と住民との距離は遠くなった弊害を感じますが、

地域住民ができる範囲の活動は身近にあるような気がします。過疎

地だからできないではなく、過疎地だからできたことがたくさんあ

って、伝統文化とか食文化とかはいい例ではないかと思います。地

域住民が前向きに考えて、私たちが動かなければ何もできないんだ

ということを自覚しながら、地域づくりに取り組んでいく必要があ

るのではないかと考え、次のようなことを提案しました。

以下は資料説明

私の場合は簡単であります。

小松成功委員 以下は資料説明

佐藤豊委員の環境保全事業を資料に基づいて説明

佐々木主幹

伊藤善啓委員の提案事業を資料に基づいて説明

佐々木主幹

それでは、私の方からも説明します。

伊藤辰郎会長 事務局案にあったように、河川清掃など全域的な事業を行おうと

すれば、自治会などの協力を得ないとできないなと感じます。自治

会の強化と連携はぜひ取り組んで行ってほしいと感じています。

南外の売りは、自然環境がまだまだ残っていると。しかし、ブッ

、 、 、ラクバスだとか河川の汚れ 里山の荒廃が進んでいる等 もう一度

南外の自然を取り戻そうという運動が必要ではないかなと思ってい

ます。南外の良さを街場の人に理解していただいて、いろんなイベ

ントなどの事業を展開することもいいのではないかと思います。

以下は資料説明

今野幸蔵委員 書面では提出しませんでしたが、考えてきたことがありますので

述べてみます。

、 。最初に 地域協議会が地域住民にどのくらい周知されているのか

住民の意見を吸い上げる窓口的なところがあってもいいのではない

かと思います。住民との接点をもっと強く持っていくべきだろうと

思います。広報紙以外にもあるのではないかとも考えます。

伊藤総合支所長 今月の２８日に自治会の役割をより鮮明にするために、説明会を
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開催する予定です。現在は行政協力員と自治会長さんの二つの役割

がありますが、自治会組織を充実していきながら、地域協議会との

結びつきを強めて行きたいと考えています。

佐藤地域政策考査員 大仙市が誕生して新たに発足した自治会が二年を経過し、組織的

にもだいぶ地域に根ざしてきている一方で、南外村当時から集落の

取りまとめ役としてお願いしていた行政協力員がいます。そこで、

地域の課題を意見集約できるかとなると、部落によってバラツキが

あるため、今回、行政協力員と自治会長の役割をキッチリと区分し

ようとするものです。具体的には、行政協力員は配布物を主業務と

することを明確化し、自治会については機能強化を図りながら、毎

年度行われてきた南外地域の主要事業の説明会なども自治会に対し

て行っていく他、地域の課題や要望についても自治会長さんを通じ

てやりとりし、状況を把握するように変えていきたいと検討してい

ます。また、ことについては行政協力員と自治会長の双方の方々か

、 。ら出席していただき 説明会を開催しようと考えているところです

その中で、地域協議会の存在や、地域で取り上げられる課題や要

望を解決するために行使できる予算としての地域枠予算を説明し、

南外地域での市と市民の協働は誰でもできるんだということを伝え

ていきたいと考えています。

伊藤辰郎会長 そうしますと、いろんな自治会の方からあれもやってくれ、これ

もやってくれという要望が出てきそうですが。それをまた取捨選択

することも出てくるわけですね。また、我々がやろうとしている河

川清掃なんかは自治会の協力なしではできないようなんですが、そ

の辺について今後どのように考えていったらいいんでしょうか。

地域政策考査員 当然各方面から意見ができてきますが、地域枠事業の趣旨に沿っ

た事業なのかどうかを選別することになろうかと思います。

いろんな要望の中には、単なる市への要望があると思います。そ

れはそれで予算化していかなければならないでしょうし、また、地

域枠の事業として適切な事業については、地域協議会に諮られ審議

されることが考えられます。また、全域的な事業にあっては自治会

に協力を要請するための会議を開催することも必要になってくるで

しょう。

伊藤辰郎会長 今回、いろんな提案があったわけですので、これらに対する質疑

応答ということに致します。
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今野幸蔵委員 地域の活動を行っていくためには人と人の結びつきが土台となっ

ています。そういう意味で自治会を強化するのはいいことであると

思います。もう一つ提案ですが、地域枠予算との関連ですが、現在

、 、花いっぱい運動をやっていますが 花の苗を集落に配るにあたって

野菜の苗を配って「集落菜園」をやったらどうか。集落菜園で採れ

た野菜は直売所で販売できようにし、また、学校の野菜栽培も「学

校菜園」で取り組んでみたらどうかなと考えます。その野菜の苗に

ついて地域枠予算で対応できたらいいのではと考えます。

伊藤葉子委員 河川清掃の件ですが、やはり捨てる人がいる限りは日中にパトロ

ールしても限界があります。決まって捨てられる箇所が７箇所ばか

りあり、私も知っています。やはり立て札を立てたりして対策をし

なければならないと思います。

伊藤辰郎会長 今回の河川清掃や環境美化について提案された委員が私も含め７

名おります。この事業については是非やって欲しいのですが。どの

ようにやったらいいのか。自治会の説明会の際に河川清掃について

協力を要請することはできるんでしょうか。まだ時期尚早でしょう

か。できますか。

伊藤総合支所長 当日は自治会長さんの役割をお願いするもので、具体的な事業の

協力まではまだ考えていませんでした。これから検討したいと思い

ます。また、今後は自治会からの要望がいろいろ出てくると思いま

すが、市でやる事業なのか、地域枠予算で対応する事業なのか、あ

るいはボランティアとして対応できる事業なのか、そのたびに説明

していきたいと考えています。

伊藤辰郎会長 川に物を捨てるというのは他から来るのではなく、村内の人だと

。 、 、思うんです この地域の一部の人だとすれば 意識を変えてもらう

周りの人にも悪いことだと理解してもらう為にも一緒になって川を

きれいにしようとする活動は必要なのではないかと思います。

そうして汗を流せば川にゴミを流してはいけないなということを

理解してもらえるのではないかと思います。確かに看板を立てるの

は防御策になるとは思いますが、川に捨てないという意識を変える

ことが大切だと思います。

伊藤辰郎会長 その次に多いのは食育に関する事業ですが。内容的にはどのよう

に考えたらいいのか。今野さんどうぞ。

今野幸蔵委員 当初、服部料理学校の服部幸應校長にＦＡＸ等で連絡をとってみ
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ましたが、申し込んでも反応がなく、例えば市長さんの名前とかで

要請すればきてくれるのではないかと思います。ただ、私は服部先

生にこだわる訳ではないので、もっと身近にいる食育の先生をお願

いして頼んでもいいのではないかなと考えています。

伊藤辰郎会長 ただ今から５分間休憩を取ります。

ただ今から再開します。時間的にはまだ余裕があるわけですが、

１９年度の基本方針についてどのようにまとめたらいいでしょう

か。資料のまとめとしていくつかの項目に仕訳してありますが、こ

れはどうしてもやりたいなというのがありましたらどうぞ。

今野盛孝委員 ブラックバスの釣り大会は来年度もやることを考えているでしょ

うか。由香子さんが頑張ってくれたブラックバスの料理なんかも、

このままでは浸透しないで終わってしまいます。自治会の婦人の方

々に広めることも必要ではないかと思います。

それから、昨年直売所ということで地産地消をめざしたプレハブ

を買ったのですが、場所が悪いのか、あるいはお客さんは地域の人

、 、向けなのか 通行客などの地域外の人なのかと話をしていましたら

南外の人に売りたいということらしいです。であれば、販売する場

所も国道の場所でなくてもいいのではないかと思います。

それから私は商工会の代表としても出席していますが、南外村の

時に助成金を頂いて、地域商品券などをやったことがありますが、

廃止されています。南外地域の商工業も店も廃業が多くなり、会員

も少なくなってきました。また、商品券を地域枠の中で助成できな

いか。それが地産地消に役立つのではないかと思います。例えば、

直売所の野菜の購入する時に使うとか。

伊藤辰郎会長 ブラックバスについては当然ながら継続しなければ線香花火みた

いなものですので、継続したいと思います。

佐々木主幹 水利組合から回答が寄せられてきていますが、ブラックバスがた

め池に生息している状況は南外ダムと高野の堤以外はないとの状況

のようです。

伊藤辰郎会長 南外ダムの浚渫事業は予算がついたんでしょうか。予算がつけば

南外ダムのブラックバスの捕獲について検討しなければならないと

思います。また、今野委員から提案された商工業の振興のために商

品券を発行については具体的にどういう事でしょうか。
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今野盛孝委員 商品券を３万円買うと３千円多く商品券がつきてきて、その分は

村で補助をしていたということです。地域限定の商品券ということ

で購買力が上がってそれなりに人気があったんです。２年間やって

あとは予算が出せないということでやめた経緯があります。それを

地域枠予算で対応して欲しいと思います。店もだんだんなくなり寂

しい限りです。いくらかでも支援できるのではないかと思います。

また、直売所での野菜の購入でも使えるといった利点があります。

伊藤辰郎会長 商店にとってはメリットがあるとは思いますが、それを地域枠予

算で助成するのはどうでしょうか。なじまないと思いますが。

どうでしょうか、事務局のほうの考え方は。

地域政策考査員 前は神岡でも太田でもやられていました。実は合併の時に、商工

業者さんに対する商品券の助成事業はかなり論議された案件でし

た。結果的にはやめましたが、単に予算がなかったというのではな

く、いくつかのやめた理由がありますが、一番の理由は、商品券に

よってすべからく商店側にメリットがなかったということ。神岡地

域ではある特定のお店だけに商品券が廻ったりして、公平な支援策

ではなかったように聞いています。また、私見ですが、商品券その

ものは地域枠では難しいのではなかと思います。それは住民との協

働というテーマがあります。自ら汗を流した地域づくりの趣旨から

すればなじまないような気がします。

伊藤総合支所長 直接的な補助になるし、特定の商店に偏るのであれば公平感に欠

けるし、商品券やパーティ券などは地域枠事業としてはなじまない

と思います。まったく個人的にはなじまないと思います。

佐藤のり子委員 休憩を挟んで、会長の方から、予算は詰める必要はない、方向づ

けをしましょうとなりましたが、どうも漠然としてすっきりしませ

ん。いまの話し合いでも、地域枠ではなじまないとなってしまいま

した。だとすれば事務局からもう少しこれは地域枠予算で対応でき

る、又は対応できないと決めていただければもう少し、考える余地

があるような気がします。そこら辺を言ってもらいたいし、執行方

針についてもっと練って終わりたいと思います。

伊藤辰郎会長 その通りだと思います。単に提案を並べただけではなく、どうい

う方向で事業を組み立てていくのか考えなくてはならないと思いま

す。ただ、この中で柱になるのは、環境保全・美化・保全と食の講

演会の二つがあると思います。ただ、他の項目でも組み込んでいっ

てもいい項目がいっぱいありますね。その辺をどのように考えます
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か。食の講演会でも同じような感じです。また、地域協議会の窓口

となる機関の設置、分科会の設置や広報等についても大事なことだ

し、もっと議論を詰めたいと思います。

佐々木主幹 今回委員の皆さんからたくさんの特徴ある提案をいただき、内心

びっくりしています。そして今日は委員の皆様から提案いただいた

内容を説明していただき、さてその後どうしようかと、その進め方

について事務局で考えていたところです。

みんないいから全部やるかという訳にもいきませんし、ただ便宜

上、一覧表をつくり項目毎に振り分けたところです。伊藤会長が話

されたように、例えば環境整備・美化・保全の中には、コスモスロ

ードとか歓迎ゆとりろロードも提案も食い込むこともできますし、

さらに河川清掃だけでなく、ホタルの里であるとか西小学校の裏山

の遊歩道整備とかが集約されてくるのではないかなと思います。

また、実際に実施しようとした場合、三つの類型がありますね。

市が直接関与しなければならない事業は何か。また、市と市民が協

働して行う事業は何なのか。さらに、地域住民が単独なり、プラン

を示して住民参加を呼びかける方法もあります。

ですから、事業も多岐にあるようにやり方もいろんなやり方があ

る。メインになる事業を決めて、それに付随する事業を取り組んで

いくと内容の濃い事業になっていくと思います。

また、実際に、委員の皆さんが提案したからそれをやらなければ

ならないとなったら誰も提案しなくなってしまいます。そういうこ

とではなくて、どういう形で実行に移していくかと考えた場合に、

地域づくりのネットワークや事務局体制の充実や分科会の設置など

非常に大切な要素になると思います。

伊藤正照委員 正直、これだけ提案された内容をどうのこうのと決めるのは難

しいと思いますし、中身をみても、協議会として取り上げるもの、

或いは市として取り上げるものもあるようです。皆さんから提案さ

れた事業からこれを落とすというのは至難の業であるような気がし

ます。そういうことからすれば、協議会から選考委員を選び、事務

局を入れながら、再度検討したらどうでしょうか。

伊藤辰郎会長 これだけはという事業がありましたらお願いします。

佐々木久悦委員 執行方針ということで私なりに書きましたが、行政案で示された

緊急処理事案や自治会の維持修繕的なものを地域枠予算で使っても

いいのか、その点について決めていただきたいと思います。
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佐藤のり子委員 環境整備、美化運動に重きを置きたいと思いますし、看板をたて

て罰金を払ってくださいというのではなく、川に住民が出て、川の

状況を認識して実態を知ることから始めて欲しいと思います。

、 。 、また 大運動会は自分としては辞退したいと考えます なぜなら

運動会で地域連帯意識が強まるかといったら、小さい集落によって

は子供がいないし、人集めも大変だし、おじいさんやおばあさんが

、 。走ったらケガをしてしまいそうで 苦痛に思う方もいると思います

伊藤辰郎会長 それではより提案の多かった人にお願いします。

市民活動支援事業は何でしたか。

佐々木久悦委員 事務局の案をちょっと変えて提案した事業です。ついでに是非お

願いしたい事業として、地域協議会の事務局体制の充実という部分

です。要は、せっかく参加型の事業なり市民の意見を聞こうとして

いるのですから、予算はわかりませんが、協議会の情報を提供した

り、提案した事業への反応なり、市民の提案を受け入れるような事

務局体制が必要だと思います。ネットでやりとりするとか、広報だ

とかで取り組んでいるんだという状況を市民に知らせることで、地

域住民の意識が高まっていくと思います。いづれ双方向でやりとり

する情報交換の機能が必要だと思います。

伊藤辰郎会長 説明会をやりますと、自治会の要望が数多く出てくると思います

が。どうしますか。

伊藤総合支所長 最初は市への要望だと考えています。すべて地域協議会への要望

としては考えていません。あくまでもその中で地域協議会の方へ提

案したいものについてはお知らせしたいと考えています。

佐々木久悦委員 地域枠予算の方針の中に、維持補修とか駐車場舗装とかはダメで

すとはっきりと打ち出せば、いろんな要望も限定されてくるのでは

ないかと思います。

伊藤総合支所長 自治会の方には地域協議会や地域枠予算については当然説明しま

、 、すが 自治会に使えるお金として地域枠予算がありますよと言えば

混乱していまいます。まずそうした自治会の意見や要望については

市に対するものとして受け入れていきたいと思っています。

地域枠予算はあくまでも地域協議会が決定したものについて支出

できると考えていますので、そこはキチッと一線を画していきたい

と思います。ただし、意見や要望の中で地域協議会の提案と同じよ

、 。うなテーマが出た場合は 協議会の方にも伝えたいと考えています
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伊藤辰郎会長 ４２も自治会があって、各自治会からのドアが壊れたとかトイレ

が詰まったとか、そんなことまで地域枠予算を使ったら大変なこと

。 。になります それはまた別に予算措置していかなければと思います

地域枠事業では公益性や公共性、地域全体に波及効果があるものを

事業として取り上げていかなければならないと思います。

菊地地域振興課長 当面は、この地域協議会の案でもって、自治会の団体から御協力

を願っていくということです。で、自治会からはたくさんの要望が

あると思いますが、１９年度で取り上げるのは無理だと思いますの

で、そうした意見を集約し、何を望んでいるのかをまとめ上げて、

この会に取り上げて実行に移していくことと考えています。

小松成功委員 やはり、自治会の要望は要望として承って、その内容から地域協

議会の分野で対応できるものは後で振り分け、精査して地域枠事業

で対応していくようにしたほうがいいと思います。

伊藤辰郎会長 伊藤正照委員の団塊の世代を呼び込むという発想はおもしろいと

思いますが。田舎に戻りたいということがあるようですが。

佐藤正照委員 南外会に行ったときの話だとか、同級生同士の話の中で出た事で

す。仮にＵターンしても空き家なり農地があるし、技術のある人は

給食センターでも借りて使える。実際に事業として成り立てば雇用

の場も創出できる。集落営農での帳簿や会計のなり手は事務をやっ

た人であればいくらでもいると思う。南外の人は黙って見てるだけ

で、自分では根も出さない。誰かがやりたいと言えば自分もやりた

いという。だから、外から入ってきた人が刺激を与えれば地域も変

わってくるのではと思い提案した次第です。

佐藤のり子委員 伊藤さんのアンケート調査というのがあるんですが、やはり活性

化につながる協議機関の設置やネットワークの構築などに結びつく

と思います。やらないと、実践しないと、まずは動かしてみないと

活性化につながらないと思うので、非常に大切だと思います。

佐藤のり子委員 活性化について考えたんですが。先ほど、自分の住んでいるとこ

ろに自信を持てないと、南外はいいよって思えないと、来てくれる

人も来ないと思います。そういう点で、南外の施設の窓口にいる人

も愛想が良くないと、南外のイメージとして見られてしまいます。

愛想がいいと、南外っていいなということになる。集客施設にいる

人は特に気をつけなければと思いました。

南外中学校の生徒が挨拶がいいとほめられて嬉しかったです。地
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域の人に挨拶ができることはすばらしいこと。挨拶による活性化も

あってもいいのではないかと感じています。

伊藤辰郎会長 だいぶ時間が経過しました。まとまりはちょっとなかったと思い

ますが、一応の方向付けは２本の柱が出てきたなという感じです。

あとは組織作りですね。地域協議会がやろうとしていることを広報

し、それに対する意見や協力体制を作っていくことも非常に大事な

事だと思います。

佐々木雅子委員 地域の伝統文化をやっている地域の人たちは、例えば大森の霜月

神楽の場合だと、ものすごく人を呼び込もうとする地域の人の優し

さが感じれれ、思わず参加しましたが、南外でもそんな風に、よそ

の人を呼ぶような何かがあればいいなと思います。

伊藤辰郎会長 多くの委員の提案がありましたので、大きな２つの事業を中心に

して、他の事業を取り込めるものがありましたら、次回までに事務

局のほうで調整していただきたいと思います。

よろしいですか。はい。

地域政策考査員 そうすれば、こちらで事業内容を調整しまして、その調整案を

会長さんと協議をしまして、了解をいただければ皆さんの方にお配

りしたいと思います。で、今回皆さんから出していただいた案が計

画書の中に入っていなかったからといってボツになるのではなく

て、今後の取組をする上で、貴重なご意見として継続的に取り扱っ

ていき、二年後、三年後をめざして取り組んでいくように方向付け

をしていきたいと考えています。

伊藤辰郎会長 続いて第２号議案、市への要望、提案事項について、何かありま

したらお願い致します。

今野幸蔵委員 南外の給食センターが大曲に統合されてから、給食の内容が、質

が悪くなったというふうなことを聞いています。またパン食が多く

なったとも聞いています。食べる人は子供であることから、もう少

し考えてもらいたいです。パン食を否定してはいないのですが、な

ぜ内容が悪くなったのか教えてほしいですが。

、 、地域政策考査員 評判が悪くなったのは 今年度から南外給食センターが廃止され

大曲の給食センターで作られた給食を食べるようになってからそう

した声が聞かれるようになったようです。平成１９年度から新しく

建設された市の給食センターでは、米飯給食が増えるということを



- 13 -

聞いています。まずくなるようなことのないように伝えていきたい

と思います。

伊藤総合支所長 給食センターでは栄養士さんがカロリー計算をして、メニュー

に基づいて作るのですが、大曲給食センターでは生徒数が多いこと

から、かなり大量に調理されるようです。従って、味の調整なども

なかなか難しいようです。カロリーには特に問題はないのですが、

そうした味付けが影響しているのではないかと思います。

佐々木雅子 給食費の滞納により給食の質が低下するといった事はありません

か。

伊藤総合支所長 給食費の滞納はあるようですが、そのことが給食の質の低下に直

接な影響を及ぼすことはないと考えています。

伊藤辰郎会長 今年は暖冬によってだいぶ除雪の経費が例年より減ったと思いま

す。それを南外の道路整備に振り向けて、特に神岡に向かうときの

道路の狭い箇所や歩道が必要な箇所がありますので、道路整備に使

ってもらいたいと思います。

佐藤セツ委員 街灯の設置についてもお願い致します。

佐々木雅子委員 湯ノ又に出来たバイパスが既存の道路と交差するＴ字路で、グリ

ーンロードからきた大型ダンプがカーブを曲がる際に、積荷が振り

落とされ、運転手が拾っていたという事故がありました。もし通行

人がいたとすれば積荷の落下で大変な事故に遭っただろうという事

でした。出来れば看板を設置してほしいと思います。

伊藤総合支所長 県の方へ伝えます。

伊藤辰郎会長 次回の日程を事務局からお願いします。

地域政策考査員 ３月２６日に市長が出席しまして第８回の地域協議会が開催され

ます。時間が午前１０時ですので、心苦しいところがありますが、

出席について御協力をお願い致します。会場はコミュニティセンタ

ーの「ホール」です。

伊藤辰郎会長 たいへん長時間にわたり御協議をいただきましてありがとうござ

います。それではこれにて終了します。
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