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平成１９年度 第１回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１９年４月２７日（金） 午後６時３０分

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 平成１９年度南外地域の主要事業について

第２号 地域枠事業関係について

①平成１８年度地域枠事業の実績について

②河川清掃事業の実施方策について

③地域住民パワーの活動支援事業について

④自治会人材育成セミナーの開催について

第３号 市（支所）に対する要望・提案事項について

４） 閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１０名）

伊藤 辰郎、伊藤 正照、小松 成功、今野 幸蔵、今野 純子、

伊藤 誠一、佐々木久悦、佐々木タヨ子、佐々木雅子、佐藤 セツ、

（２）事務局（１１名）

支所長 伊藤 堅光 地域振興課長 高橋 定悦

地域振興課参事 佐藤 裕康 市民課長 高橋 宣孝

建設課長 伊藤 俊一 農林振興課 佐々木繁雄

教育委員会分室長 高橋公太郎 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（７名）

伊藤 慶蔵、伊藤 葉子、伊藤 善啓、今野 盛孝、佐藤のり子、

佐藤由香子、佐藤 豊
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６．会議録

（１）開 会

高橋地域振興課長 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。この度、４月の人事異動により地域振興課長を命じられた高橋

でございます。よろしくお願いいたします。

それでは御案内の時間となりましたので、ただ今から今年度最初

となります「第１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平成１９年度第１回の地域協議会を開催いた

します。皆様には御多用のところ御出席をいただきありがとうござ

います。今日は盛りだくさんの報告や説明があるようでございます

ので、早速始めたいと思います。

高橋地域振興課長 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１０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。今野幸蔵

委員と小松成功委員にお願いします。

それでは議案に入ります。本日の議題の１）平成１９年度南外地

域の主要事業についてであります。総合支所の方から主要事業につ

いて説明があるようですのでお願いいたします。

高橋地域振興課長 南外地域の主要事業について各担当より説明します。

始めに地域振興課関係です。地域振興課参事が説明致します。

佐藤地域振興課参事 【資料に基づき説明】

高橋地域振興課長 次は市民課関係です。市民課長が説明致します。

高橋市民課長 【資料に基づき説明】

高橋地域振興課長 次は建設課関係です。建設課長が説明致します。

伊藤建設課長 【資料に基づき説明】
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高橋地域振興課長 次は農林振興課関係です。農林振興課長が説明致します。

佐々木農林振興課長 【資料に基づき説明】

高橋地域振興課長 次は教育委員会南外分室関係です。分室長が説明致します。

高橋教委分室長 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 それぞれ説明していただきましたが、何か疑問な点や確認したい

内容などございましたら御発言願います。

伊藤正照委員 地域振興課関係で情報通信の鉄塔が建設されれば南外地域全域が

カバーできるようになるかということと、放課後児童クラブで「一

般的家庭では」とありますがどういう意味なのかということ、建設

課の下水道の処理場の場所、農林振興課関係の振興事業計画の予算

は前年度並みなのかということについて簡単に御説明願います。

佐藤地域振興課参事 移動鉄塔を本年度三箇所の設置を予定していますが、これですべ

ての不感地域が解消されるわけではありません。この後、２０年度

の事業要望として荒沢地区と釜坂地区の二箇所に設置したいと考え

ています。

高橋市民課長 一般的家庭とは生活保護や母子家庭を除く家庭をいいます。

伊藤建設課長 下水処理場の建設位置は、高野から大杉に向かっていく大杉橋の

手前左側の減反している箇所です。

佐々木農林振興課長 おおよそ昨年度実績と同額です。

伊藤辰郎会長 他に何かありませんか。

今野幸蔵委員 昨年の畜産共進会は２日間の日程でしたが、１日でやった方が人

が集まるのではないかと思うのですが。いかがでしょうか。

佐々木農林振興課長 実際に１日でやった方がいいという意見が寄せられました。

南外地域でも２日目の表彰式にはほとんど出ていただけなかったと

いうこともあり課題を残しています。２日間日程のねらいは審査は

一日で終わりますが、子供や地域の畜産への理解を得るために、即

売会とかの催し物をやっている状況のようです。いずれ今後、担当

者会議が開催されると思いますので改善の方向へ向け話し合いをし
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ていきたいと考えています。

佐々木タヨ子委員 以前に比べ子供会の活動や国庫児童館の活用がなされていないよ

。 。うに思います 子供会の育成を含めもっと考えて欲しいと思います

高橋市民課長 子供会事業内容や決算状況を見る限り、少子化の影響からか、お

楽しみ会や夏休み、冬休みの事業は若干見受けられますが、それ以

外には目立った事業もなく、多くの繰越金があり、補助事業になじ

まない状況にあることから今年度は補助金の申請を見送りすること

にしています。

また、湯ノ又児童館のような国庫児童館は本来であれば児童厚生

員が配置されいろんな遊びを通じて子供達とのふれあいを持つもの

ですが、今は管理人だけで指導もなく、午後から児童館を開放して

いる状況です。現在は児童館を利用する人数も少なく本来の児童館

の姿からほど遠くなっている状況にあります。

佐々木タヨ子委員 少子化になっているからこそ、児童館を核として行政が子供会の

育成などを手がけていく必要があると思います。人が来ないからや

らないのではなく、もう少し行政として係わっていかなければなら

ないのではないかと感じます。

佐藤セツ委員 今の発言ですが、子供がこんなに少なくなっているのに、どこを

何と支援していくのか具体的に理解できません。昔は会費を出し合

って子供会を維持してきた経緯があります。現在では金屋集落でも

６０世帯のうち子供は１０人ぐらいしかいません。今は子供会の姿

が見えないのが実情です。子供会の補助金が有効に使われているか

どうかもわかりません。

高橋市民課長 残念ながら事業内容までは深くは関知していません。

伊藤辰郎会長 平成１９年度の主要事業説明に対する質問事項にしていただくよ

うお願いします。

佐々木久悦委員 市民課のゴミ集積所の設置費で半額以内の補助金ですが、残りの

負担は誰がするかということと、公民館事業の参加者の助成は南外

地区に限定するのかということです。また、各総合支所の予算配分

についてそれぞれの総合支所の各課の予算配分率はどれぐらいか、

教えていただきたいと思います。

高橋市民課長 補助金の残りの負担は自治会などゴミ集積所を利用する人たちの
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負担となります。

高橋教委分室長 合併後どこの公民館に誰が参加してもいいことになっています。

南外地域の事業の宣伝はどうしても地域版になってしまうのです

が、リフレッシュ体操教室の時には口コミのよって神岡、仙北、協

和、大曲の各地域からきていただきました。ということで、大仙の

公民館事業であれば誰が参加してもいいことになっています。

高橋地域振興課長 事業項目毎の比較であれば時間があれば出てきますが、課毎の支

所間の予算額の数字までは把握していません。

伊藤辰郎会長 説明の質疑応答はこれにて終わりたいと思います。

続きまして、議題の２）の地域枠事業関係に進みます。

①の平成１８年度の地域枠事業の実績について説明願います。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 何かご質問ございますか。ございませんね。

。 。次に移ります 続いて②の河川清掃の実施方策についてであります

これについては実施方法が重要な点になると思いますが、事務局で

検討されていることはありますか。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】

佐藤地域振興課参事 佐々木から説明がありましたが補足して説明します。

今日は中身を検討するのではなく、河川清掃事業について実行委員

会の方式で取り組んでいいかどうかについて皆様から御意見をお伺

いするものです。了承をいただければ、協議会の委員の皆様方から

実行委員を選んでもらい、細部については改めて実行委員会に検討

を委ねたいと考えているところであります。

伊藤辰郎会長 皆さんのご意見をお願いします。

佐々木久悦委員 例として提案頂きましたが、実際に即した内容となっていること

から大変よいと感じています。ただし、すべてこの通りには行かな

いと思いますので実行委員会を設けて協議していただければ短時間

で進むのではないかと思います。

伊藤辰郎会長 このような構成団体で実行委員会を作った方がうまくいくだろう

との賛成意見でしたが。実施時期についてある程度フレキシビリに



- 6 -

取った方がいいのではないかとの事務局例のようです。

それでは賛成のようです。我々も実行委員を構成する組織になっ

ていますので、地域協議会から実行委員を推薦したいと思います。

私の方から推薦してよろしいですか。佐々木久悦さん、小松成功さ

ん、佐藤豊さん、佐藤のり子さん、伊藤葉子さん。以上の方々にお

願い致します。よろしくお願い致します。

それでは次に参ります。③の「地域住民パワーの活動支援」につ

いてです。事務局より説明願います。

佐藤地域振興課参事 これは、地域枠予算の執行方針にある「輝楽里なんがい公益支援

活動支援事業」と「地域人材活用による地域活性化支援事業」につ

いてです。５月２日に開催する自治会長会議で地域枠予算と事業内

容を説明し、事業実施団体を募りたいと考えています。このことに

ついて委員の皆さんから御承認をいただきたいと考えています。

この具体的な事例については資料に掲載された事業ですが、以前

委員の皆様方から御提案いただいた内容が盛り込まれています。

この実施にあたっては自治会や任意の団体から募り、実施団体に

は地域枠予算の類型Ⅲで補助金を交付するものです。

佐々木主幹 これは地域づくりのメニューを示して取り組みやすくしたもので

す。もちろんこれ以外にも創意工夫による地域づくりが出てくるこ

とについて期待しながら作成してものです。

【資料に基づき説明】

佐藤地域振興課参事 自治会長会議でももちろん説明しますが、地域協議会の皆様方か

らもぜひ宣伝していただき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 ただ今、事務局から提案されたことについて委員の皆様からご意

見をいただきたいと思います。

今野幸蔵委員 このような事業を地域で実施してくれれば地域もかなり活性化が

期待できるのではないかなと感じました。各自治会で一件２０万円

以内とすれば、申込が多くて１５０万円の予算以内でできない場合

はどのようになるでしょうか。自治会に一件２０万円ということで

周知していくのですか。申込が多くて予算が不足する場合はどうす

るのでしょうか。

佐藤地域振興課参事 確認します。一件２０万円以内です。実施団体は単独の自治会で

はいけません。自治会が事業主体になる場合は複数の自治会という
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ことです。一自治会の場合、先ほど説明したように、多少なりとも

自治会育成支援補助金が交付されており、同じような趣旨の事業に

対し補助金が二重に交付されるということから縛りがかかっていま

す。ですので 「花を植える会」や「滝つぼを整備する会」など任、

意の会を作り実施していただきたいと思います。

二点目の質問で１５０万円という予算は皆様方から決めていただ

くことです。

伊藤辰郎会長 一つの自治会でやるのではなくて、広がりをもって別の組織を作

って、広域的な地域で実施するのであればいいということですね。

佐々木久悦委員 自然環境保護でブラックバス駆除に高野、大杉と特定の集落名が

あがっているので 「各地区のため池」と標記した方がいいのでは、

ないかと思います。また、イベント事業で、地域における夏祭りと

いう部分について 「地域」の意味合いをもう少し説明してほしい、

と思います。

佐々木主幹 「地域」の捉え方ですが、特定の一集落という意味ではなく、複

数の集落からなる「広域的な地域」というものを想定しています。

伊藤辰郎会長 他にありませんか。それでは自治会長会議に説明して実施団体を

募るということで御承認いただいたものとして次に進みたいと思い

ます。

続きまして④の自治会人材育成セミナーの開催について事務局か

ら説明願います。

佐藤地域振興課参事 執行方針でも取り上げております自治会育成支援の「自治会人材

育成セミナー」の第１回目を、５月２日の自治会長会議の第二部と

して設定し、セミナー講演会を開催することにしています。このこ

とについて委員の皆様から御承認をいただきたいと思います。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 この件についてはいかがですか。よろしいですね。御質問がなけ

れば御承認をいただいたということで、次に進みます。

次は、３）の市に対する要望、提案事項についてです。

何かありましたら御発言願います。

今野幸蔵委員 この前も発言しましたが、学校給食の件です。南外当時の給食よ

りも合併してから給食の質が落ちたということです。その原因とし
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て、給食費の未払いがかなりあり、そのことが給食の質に影響して

いるというものです。そこでどうすれば給食費の未払金の回収率が

上がるのかを市民の問題として考えてもらったらと考えます。回収

できないことで給食が粗末になっているという現実をもっと真剣に

考えてもらいたいと思います。

佐藤地域振興課参事 今野委員の給食費の対応について報告が遅れましたが、その件に

ついて学校給食センターに問い合わせをしています。その段階で、

大曲給食センターから配送される給食はまずいという話も聞いてお

ります。ただし、給食センターでは、給食費の滞納と給食の質の低

下の因果関係はないというふうに言ってますし、給食費が回収でき

ない分、給食の質を落とすことはあってはならないことであるとの

回答をいただいています。また、質が落ちている原因は調理にある

ものと考えているようです。四月からは新しい給食センターから配

送されているので改めて給食に係る評価をいただきたいと申してお

りましたので、いま少し時間をいただき、新給食センターから給食

の質が依然として低下した状況の場合は市に意見を申し上げてもい

いのではと考えているところです。

、 、伊藤総合支所長 給食費の滞納の取扱について 収納対策チームが発足されており

税金を始め税外収入の滞納についても強硬な手段で滞納の回収に努

めていくようですので期待しているところです。

伊藤辰郎会長 その他ありませんか。

佐々木雅子委員 この前開催された「酒遊サミット」に参加した人からの声があり

ましたので紹介します。それは酒遊サミットに「花火」を取り入れ

てくれないかなということです。

伊藤辰郎会長 三月の新作花火はＮＰＯが手がけているものですが、酒遊サミッ

トが終了してから大曲の新作花火コレクションに参加してくれるよ

うな設定ができないかということですね。

両者の主催者が話し合って同じ日に設定することは可能だと思い

ますが。ただ、酒遊サミットの参加人数は会場の収容力からして限

りがありますので、花火とセットすると花火客が大勢押しかけるこ

とになると入り切らないでしょうから難しいでしょう。

酒遊サミットに参加した人が終了後、大曲駅に向かう途中、新作

花火コレクションに途中下車するしかないんではないでしょうか。

一応、私も新作花火コレクションに関係していますので聞いてみ

ます。
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小松成功委員 この前、市長さんが来てたいへんよく説明してくださいました。

、 、今年の予算は既に決まっていることですが 二言目には予算がない

金がないと言わないで、県でも国でも行って予算を獲得できるよう

がんばっていただきたいと思います。合併してまだ二年しかなりま

せんし、約束したことが全部削られてきております。確かに大変で

しょうが、口に出さないでほしいです。市長や職員の皆さんには御

苦労ですが頑張ってもらいたいと思います。

伊藤辰郎会長 今のは要望ですね。あまり金がない予算がないと言わないでほし

いと。少ない予算で工夫してできるということもありますがね。

地域の振興のためには金も必要なので、県や国に行って予算を獲

得してきてほしいというものわかりますね。ぜひお願いしたいと思

います。

それでは、その他の事項ですが事務局よりお願いします。

佐藤地域振興課参事 昨年に続き、地域協議会委員の合同研修会が５月１６日午後に開

催されますのでそのことについてお知らせします。

【市民賞贈呈式・講演会資料を説明】

伊藤辰郎会長 次回の協議会の開催日についてですが。

佐藤地域振興課参事 農繁期のこともあり６月に入ってから開催したいと思います。

先ほど河川清掃実行委員会も開催しなくてはならないことや、自

治会の説明を経て、事業の実施の申請があがってくる時期に設定し

。 。たいと考えています ６月中旬から後半でお願いしたいと思います

伊藤辰郎会長 それでは事務局と協議して決めたいと思います。

本日はこれにて協議会を終了致します。

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 ６月２９日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 今 野 幸 蔵

委 員 小 松 成 功
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