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平成１９年度 第２回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１９年６月２６日（火） 午後５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）市からの説明事項

１）ゴミの有料化について（大仙市生活環境部環境課）

２）新しい時代の学校教育だいせんビジョン（大仙市教育委員会）

（４）議 題

第１号 地域活性化支援事業（さなぶり酒花火大会）の実施報告について

第２号 河川清掃事業について

第３号 地域住民パワー活動支援事業の申請について

①地域環境事業（通学路雑木伐採）の審議

②生活環境衛生事業（道路側溝薬剤散布）の審議

③南小学区コミュニティ委員会活動事業の審議

④西小学区コミュニティ委員会活動事業の審議

⑤えびす俵・獅子舞保存事業の審議

第４号 市（支所）に対する要望・提案事項について

（５）そ の 他

４．出席者氏名

（１）出席委員（１３名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 葉子、鈴木 幸一、小松 成功、

今野 幸蔵、今野 盛孝、伊藤 誠一、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（９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 建設課長 伊藤 俊一

農林振興課 佐々木繁雄 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
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５．欠席者氏名

欠席委員（４名）

伊藤 正照、今野 純子、佐々木久悦、佐々木雅子、

６．会議録

（１）開 会

伊藤辰郎会長 それでは協議会を再開します。

事務局から報告があるようですのでお願いします。

佐藤地域振興課参事 委員交代の御報告を申し上げます。

南外地域のＰＴＡ代表としてこれまで委員となっていた伊藤善啓

、 、氏に代わり 後任としてこの四月から鈴木幸一氏となったことから

、 。市長より承認をいただき ６月１日付けで委員に委嘱しております

本協議会より出席しておりますのでご紹介します。

伊藤辰郎会長 それでは鈴木幸一さん御挨拶をお願い致します。

鈴木幸一委員 南外西小学校のＰＴＡ会長をしています鈴木と申します。若輩者

ですので御指導御鞭撻のほどよろしくお願い致します。

伊藤辰郎会長 それでは議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名します。

伊藤慶蔵委員と佐藤豊委員にお願いします。

それでは議案に入ります。

議題１）のさなぶり酒花火大会の実施報告についてです。

本来でありますと、申請があった事業について協議会を開催して審

議すべきところでしたが、農繁期と重なったことや実施日まで期日

が迫っていたこともあり、委員の皆様には書面で御了承をいただい

た事業であります。

本日は、実行委員会事務局の出雲さんにお出で願っておりますの

で、この事業の実施状況について御報告をお願いします。

商工会・出雲氏 商工会の事務局の出雲と申します。

楢岡さなぶり酒花火は、春の農作業も一段落した６月２日にふれあ

いパークにて行われました。

【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 この報告について、何か御質問や御意見がありましたらお願いし

ます。
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伊藤慶蔵委員 私も老人クラブからこの実行委員会に入れていただきました。

今回の酒花火の大会に地域づくり事業の補助金をいただいたことで

大変喜んでいます。昨年からのイベントですが、近隣の６単位老人

クラブからも協賛金をいただきましたが、花火を打ち上げる地元の

２つの老人クラブからは理解がもらえず残念でした。老人クラブで

もこの花火大会を盛り上げるため参加を呼びかけたいと思います。

課題として、老人の方々は会場まで来る足がなかったことから、

来年は若い人がボランティアとして老人や女の方々を送迎してくれ

ればもっと参加者が増えるのではないかと思います。

また、酒花火の周知がもっと事前にチラシ等でわかれば日程を合

わせて参加者も増えたのではないかと思います。早めの宣伝をお願

いします。

伊藤辰郎会長 今のご意見を取り入れて早めの対応を取りたいと思います。

佐藤 豊委員 天気もよく盛況だったと聞いております。

花火の内容ですが、一発どれぐらいするものですか。

商工会・出雲氏 ４号５連発で５万円から８万円。スターマインでは幅があって１

０万円から２０万円。最後のフィナーレの花火は６０万円ぐらいで

した。

佐藤セツ委員 「楢岡」という名称を付けていましたが、名称をもう少し変えて

いたら参加者も増えていたのではないかと思いますが。

伊藤辰郎会長 イベントに「楢岡」という地名を付けたのは単に打ち上げる地域

が「楢岡」だったことと、個人的にも「楢岡」という地名を大切に

したかったからです 「大曲」の花火も歴史があって全国規模にな。

っていますね。ぜひ御理解をいただきたいと思います。

その他ありませんか。それでは報告を終わります。

続きまして議題２）の河川清掃事業についてであります。

これは、地域枠予算の執行方針において今年度予定された事業であ

ります。６月１９日に実行委員会が開催され実施方法等について検

討されております。資料がありますので、事務局から検討結果等に

ついて説明願います。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】
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佐藤地域振興課参事 補足説明をします。 まず最初に河川清掃の実行委員会が組織さ

れまして、伊藤会長が実行委員会の委員長に就任されていることを

御報告します。

今回の事業の最大の成果は自治会皆様の参加によるところが大き

いと考えています。そして単にゴミを集めるばかりでなく、河川の

状況を知っていただくというのが最大のねらいであり、そのために

も小中学生達から川に足を運んでもらおうと参加を呼びかけている

ところです。

また、７月５日の自治会長会議において河川清掃の説明をし、で

きるだけ多くの市民参加を呼びかけることにしています。

伊藤辰郎会長 何か質問ありますでしょうか。

今野幸蔵委員 農地・水・環境ということで、国からの補助金がありますが、河

川清掃をこの補助事業に組み込むことはどうでしょうか。

佐々木農林振興課長 農地を主体に実施しており、河川も対象外とはいってませんが、

補助金の算定では田んぼの面積が基準となっています。

河川清掃をやることについては一向に構いませんが、河川清掃分

についてはやったとしても補助金の基礎数値に含まれないことにつ

いては御承知願います。

伊藤辰郎会長 それでは、議題３）の地域住民パワー活動支援事業の申請事業に

ついて審議したいと思います。

①地域環境事業（通学路雑木伐採事業）について審議願います。

事務局より説明願います。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 質問や意見がありましたらお願いします。賛成というご意見があ

りましたので、皆さんから御賛同を得ましたのでこの事業について

採択します。

次に②生活環境衛生事業（道路側溝薬剤散布事業）について審議

願います。事務局より説明願います。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 道路側溝の薬剤散布をして川に流れていく点について害はないで

すか。
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佐藤地域振興課参事 明確なことはいえませんが、生物を殺せることから希釈されたと

はいえ川に流れて全く害はないということはいえないと思います

が、当地域の公共下水が完備されるまでは、環境衛生上から致し方

ないのではないかと考えております。

伊藤辰郎会長 その他ありませんか。この事業について承認をいただいてよろし

いですか。御賛同ということですので承認します。

続いて③南小学区コミュニティ委員会活動事業について審議願い

ます。事務局より説明願います。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 この事業について承認をいただいてよろしいですか。御賛同とい

うことですので承認します。

続いて④西小学区コミュニティ委員会活動事業について審議願い

ます。事務局より説明願います。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 ただ今の説明で何か御質問ありますか。

伊藤慶蔵委員 南小学区コミュニティ委員会ではグランドゴルフ場の整備や花壇

整備ということで投資的な経費ですが、西小学区の事業でスマイル

ボーリング大会に５万円ということ点が引っかかります。スマイル

ボーリングの用具を購入することは結構なことですが、大会をやる

ことに５万円は妥当でしょうか。この場合、南小でも地域の要望が

あってグランドゴルフ大会をしたいと言った場合、対象になるかど

うかお聞きしたいと思います。

佐藤地域振興課参事 大会の助成に対する統一的な見解を持つことは確かに必要です。

大会自体は地域の交流の場ということで趣旨そのものは問題はない

と考えています。ただし、その使途について、どの部分に経費を充

てるかということについて基準を設けることが大切であると考えま

す。例えば経費の大半が飲食費である場合は適切ではないと考えま

す。大会の運営上必要と思われる消耗品や商品代、トロフィの購入

については妥当であると考えています。

このことにつきまして改めて委員の皆様方から御確認をいただき

たいと考えます。

伊藤慶蔵委員 わかりました。
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高寺主事 コミュニティ委員会の事務局をしています高寺です。スマイル

ボーリングについて御説明します。昨年はスマイルボーリングの用

具を購入しましたが、利用されているのは高齢者ばかりで、もっと

若い方々にも利用していただきたいということから開催するもので

す。経費は主に参加賞や消耗品代に充てるためのものです。

平成１８年度予算で用具を購入しまして、１９年度では広くスマ

イルボーリングを普及したいということから計画したものです。

伊藤辰郎会長 いかがでしょうか。御承認をいただけますか。ありがとうござい

ます。続いて⑤えびす俵・獅子舞保存事業について審議願います。

事務局より説明願います。

佐々木主幹 【資料に基づき説明】

佐々木農林振興課長 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 御意見、御質問ございませんか。よろしいですね。

それではすべての事業について御承認をいただきました。

それでは続きまして議題４）市（支所）に対する要望、提案事項

についてであります。

何かございましたら御発言願います。

伊藤慶蔵委員 何回も申し上げて申し訳ありませんが、南小のグランドに簡易な

ダックアウト的なものを設置していただきたいと要望しましたが、

。 。考えておくということでした その後どうなったかということです

で、市で予算がないということであれば、地域づくり事業の観点か

ら地域の協力で対応できないかという点を含めて答弁をお願い致し

ます。

伊藤総合支所長 私も小学校のグランドを見て回りましたが、小学校のグランドに

は中学校のようなダックアウトはありませんで、簡易なテントのよ

うなものを設置しているところはありました。他の小学校にもない

ダックアウトを市に要求するというのは無理と考えています。

伊藤慶蔵委員 簡易テント的なものと考えていたつもりです。先ほど小学校の統

合の話があったように南小の校舎が新しいので統合小学校にと考え

ているようなので、将来的なことを踏まえ、その点からもよりよい

環境を作っていただきたいと申し上げたところです。

伊藤総合支所長 今年も５５０歳野球大会が開催されます。くじ運が悪くて南小グ
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ランドでプレーする選手には気の毒な感じがしますので、できるだ

け早期に作りたいと考えております。御理解をお願い致します。

伊藤慶蔵委員 了解しました。

佐藤 豊委員 私も南外中学校の野球場の三塁側に土を入れてもらえば駐車場に

なるということで要望しましたが、その点について御回答をお願い

します。

また、昨年５５０歳野球大会時にグランドの周囲の草が刈られて

いないとの声があり、今年も大会が近づいて来たことから、市に草

を刈る予算がないということで、楢岡クラブで８人が機械を持ち込

んで草刈りをしました。予算がないということですが、誰にどのよ

うに頼んだらいいのかはっきりしません。この二点を質問します。

伊藤総合支所長 中学校の三塁側の駐車場の件ですが、そもそも中学生のためのグ

ランドで、一般の車両が入るということを想定していないというこ

とでお答えしています。楢岡クラブの方々には草を刈っていただき

ましてありがとうございました。

佐藤 豊委員 住民からみると、社会福祉協議会（シルバー人材）から依頼され

た草刈り人夫と、直接支所から頼まれた草刈りがいて、シルバーの

方は平日、朝から晩まで仕事があり、そうでない草刈り人夫はまば

らな感じがして、同じ草刈り人夫でありながらアンバランスな感じ

を受けます。

伊藤総合支所長 総合支所で草刈りを頼む場合、シルバーに委託していますが、こ

ちらで特定の人を指名しているわけではありません。

伊藤辰郎会長 その他に何かございませんか。

伊藤慶蔵委員 昨年、５００歳野球大会の時、ふれあいパークに応援に行った際

に、スコアボードが使用していなく、小さな点数板がバックネット

にあるだけでした。職員に聞いたら、南外で予算がないから電気代

がなくて使用できないでいるとの返答でした。南外が馬鹿にされな

いように施設類が使用できるようにしてお願いします。

伊藤総合支所長 ストライク、ボール、アウトカウントの表示でしょうか。操作は

バックネット裏で行うことから、もしかすればスタッフがいなかっ

たことも考えられますので、神岡さんにぜひ使ってくれるよう話を

したいと思います。スコアボードは中学校と山村にあります。
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、 。佐藤地域振興課参事 お金がないということではなく スタッフの関係だったようです

神岡には施設を利用してもらうよう要望したいと思います。

伊藤辰郎会長 せっかくある機能は有効に活用できるようにしていただいたらい

いかと思います。

その他に何かございませんか。

事務局から連絡事項がありましたらお願いします。

佐藤地域振興課参事 第３回目の地域協議会の日程ですが、特に緊急の案件もありませ

んので、２ヶ月に１回からすると８月の下旬ということでお願いし

ます。なお、地域づくり事業の緊急的な申請があった場合は会長と

相談の上、開催日程が変更される場合は御了承願います。

今のところは申請はありません。

伊藤辰郎会長 ７月２８日から８月１０日までに行われる南外地域の河川清掃に

ついて、できるだけ多くの人たちから参加していただけるよう、ぜ

ひ皆さんも呼びかけしていただき、効果を上げていただきますよう

お願いいたしまして第２回目の協議会を終了します。

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 ７月 ６日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 伊 藤 慶 蔵

委 員 佐 藤 豊


