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平成１９年度 第３回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１９年９月３日（月） 午後６時から７時５０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 ゴミの有料化について（大仙市生活環境部環境課）

第２号 「こだわり“まんま”食を考える集い」について

第３号 ブラックバス駆除について

第４号 市（支所）に対する要望・提案事項について

（４）そ の 他

１）協議会委員合同研修について

２）次回協議会日程について

４．出席者氏名

（１）出席委員（１６名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 誠一、伊藤 正照、小松 成功、

今野 幸蔵、今野 純子、今野 盛孝、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、佐藤由香子、佐藤 豊、

鈴木 幸一、

（２）事務局（８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 農林振興課長 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 愼吾 地域振興課主事 高寺 真史

５．欠席者氏名

欠席委員（１名）

伊藤 葉子
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６．会議録

（１）開 会

高橋地域振興課長 皆様、本日は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。御案内の時間となりましたので、ただ今から「第３回

南外地域協議会」を開催します。

はじめに伊藤会長よりごあいさつを頂戴致します。

伊藤辰郎会長 本日は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。今年は猛暑が続きまして夏ばて気味ではないかと思います。

さて、皆さんの御協力をはじめ自治会の協力を得まして南外地域

の河川清掃事業も無事終わったところでございます。

今日は新しい事業の提案もあるようですので、じっくりと御協議

をいただきまして、有効な協議会になるように御協力をお願いいた

します。

高橋地域振興課長 次に議題に入ります。本日の委員出席数は現在１３名であり、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

本会議が成立することを御報告します。

それでは、議長は会長が務めることとしておりますので、進行に

ついてよろしくお願いいたします。

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。

伊藤正照委員と鈴木幸一委員にお願いいたします。

それでは議題に入ります。

はじめに１）河川清掃事業の実施状況についてであります。

事務局から説明して下さい。

佐々木主幹 【資料説明：河川清掃実施状況一覧】

伊藤辰郎会長 この件について何かございませんか。

いかがでしょうか。なければ私の方から感想を申し上げます。今回

の河川清掃に参加してみて、以前より川がだいぶきれいになったな

という感じがしました。橋の橋脚にはドライバーが投げたと思われ

る空き缶などがありましたけど、思ったより少ないなと。漬け物の

樽ごと投げられた跡があり、まだそういう人がいるのかなと思いま

したが、総じて以前よりはいくらか改善されてきています。

今回の河川清掃を実施して自治会の地域住民が１０００人位参加

したというのは一定の成果があったのではないかなと思います。
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他にご意見がないようですので、次に進みます。

）「 」 。次は２ こだわりまんま・食を考える集い についてであります

高橋地域振興課長 これにつきましては、事業の提案者であり、実施団体のメンバー

にもなっている今野幸蔵委員に御説明いただきたいと思います。

今野幸蔵委員 【資料説明：地域枠予算事業説明書】

伊藤辰郎会長 この事業につきまして何か御質問がありましたら御発言願いま

す。

佐々木タヨ子委員 おにぎりと餃子とソバにした理由は何でしょうか。

もう一つ、椅子の借り上げ料が１６万円とありますが、お年寄り

のためにゴザの対応をすれば浮くのではないでしょうか。

、 、 、今野幸蔵委員 南外の新米を使い 南外産のそば粉を使い 南外のニラを使って

いずれも南外産の食材にこだわりながら料理教室みたいなものをし

たらどうかなと考えたものです。

佐々木主幹 パイプ椅子のレンタル料１６万円ですが、体育館や各種施設から

借りれる椅子を使用しても、なお不足する２００位の椅子について

レンタルするというものですが、あくまでも予定ですのでできるだ

け節約したいと考えていますし、佐々木委員の御指摘のように高齢

者にとってはゴザがいいのであれば、考慮させていただきたいと考

えています。

今野盛孝委員 おにぎりなどは何人前を準備するのでしょうか。

今野幸蔵委員 昼食会に参加する小学生５・６年生で７０人・中学生１２０人・

先生方１０数名と見込んで２００人分です。おにぎりと餃子が４０

０個、ソバは人数分を準備することができないことから、三人で一

人前程度となることから試食程度になるものと考えています。

伊藤辰郎会長 服部先生の講演のテーマをもう一度お願いします。

今野幸蔵委員 「食育のすすめ・大切なものを失った日本人」です。

今野盛孝委員 経費の中で食糧費、印刷製本費、パイプ椅子の借り上げ料はそん

なに高いものですか。
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佐々木主幹 会場の準備については前もって行うことから、準備する人が不足

したり、借り入れできる椅子がなかった場合など、不測の事態に対

応するための予算として計上したものですので御理解をお願いしま

す。

伊藤辰郎会長 有名な先生がお見えになって講演をされますので、できるだけ多

くの方々から集まってもらい、食育の大切さについての話を聞いて

いただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 議題にはのっておりませんが、新しい追加提案がありますので事

務局から御説明願います。

佐藤地域振興課参事 本日急遽「活力ある中野を作る会」から公益活動支援事業の申請

がございまして、１０月に実施したいということから、急な案件で

すが御審議をいただきたいと思います。

佐々木主幹 【資料説明：地域づくり事業補助金交付申請書】

、 。伊藤辰郎会長 ただ今 説明がありましたが御発言がありましたらお願いします

佐藤 豊委員 この道路は市道ですので、本来であれば土木予算で対応すべきで

はないかと思いますが。

、佐藤地域振興課参事 以前はこのような枝払いは市で対応していた経緯もありますが

道路維持に関する予算がないことから、市民の協力を得て、できる

だけ安くあげて地域環境を整備していくことでありますので、こう

した公益事業は地域づくり事業に合致していることから地域枠事業

で実施しようとするものです。どうか御理解をお願いいたします。

伊藤辰郎会長 この件について御承認をいただけますか。

いいですね。それでは承認いたします。

次に、３）のブラックバスの駆除事業についてを議題とします。

佐藤地域振興課参事 ブラックバスの駆除事業は、昨年、ブラックバス釣り大会やリリ

ース禁止の看板設置などを実施してきましたし、また本年度の地域

協議会の執行方針にも南外ダムの浚渫事業と併せて駆除事業を実施

することにしておりました。

そうした中、南外ダム関連施設の老朽化に伴う整備事業が本年度

と来年度の二ヶ年にわたり行われることになっています。ただし、

本年度は計器類の更新が主だっており、浚渫事業は来年度になる見
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込みです。一方、バス駆除事業については、昨年、市と団体の協働

事業として環境保全委員会を設置して進めてきましたが、実質的に

は市が主体的に行う事業であるため、趣旨にそぐわない状況があり

ます。この点についても御検討いただくようお願いいたします。

また、新たに南外ダムの県の補助事業として南外ダムの外来魚の

駆除事業が今年度に予定されています。この部分で地域枠事業と連

携していくかどうか御意見を伺いたいと思います。

まずは、県の補助事業で行われる外来魚駆除事業について佐々木

農林振興課長より説明をお願いします。

佐々木農林振興課長 【資料説明：外来魚駆除計画】

本来であれば浚渫事業と同時に行いたかったのですが、ダムの命

ともいえる水位計と流量計の計測器が機能していなく、現在は目測

で行っている状況です。このため、計器類の更新が最優先として進

めており、浚渫事業は２０年度にずれ込む予定です。また、県の外

来魚駆除事業については、県が内水面漁協と委託契約を結び、事業

費は２０万円、実施時期としては１０月頃を予定しています。

佐藤地域振興課参事 委員の皆さんからは、ただ今の県の外来魚駆除事業に地域枠事業

を連携させていくかどうかについて。また、高野や大杉の堤のブラ

ックバス駆除について地元の水利組合等の実施団体に対し経費の支

援として地域枠予算を支出していくかどうかについて。さらには、

あくまでもバス釣り大会にこだわっていかなければならないかとい

う点も含めて御協議をお願いします。

伊藤辰郎会長 今年は南外ダムについては県の補助事業として実施する外来魚駆

除事業にお任せしたらと思います。事業の成果を見守ったらどうか

なと思います。

今野盛孝委員 高野の堤では鯉をあつかっていた時期には水を落として泥をはい

たり乾かしたりしていたものですが、ブラックバスが繁殖し鯉もい

。 、 、なくなってからはやらなくなりました 今回 水利組合に話をして

水を落として掃除してもらい、その際にブラックバスを捕獲すると

いうことであれば、地域枠予算を支出してやっていただいた方がい

いのではないかと思います。

伊藤辰郎会長 いいアイデアだと思います。鯉がいたときのように、落水して掃

除をして、ブラックバスを捕獲してくれれば大変結構なことだと思

います。
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今野盛孝委員 水利組合に地域の協力を得て市民参加型の取り組みをしてはどう

でしょうか。私と佐々木課長が水利組合に働きかけをしていきたい

と思います。

伊藤辰郎会長 それでは今年は、釣り大会ではなく、高野のため池のブラックバ

スの駆除については水利組合にお願いして事業を行い、経費につい

ては地域枠予算を充てることにしたいと思います。なお、その際の

金額については、事業計画を出していただいて協議会にかけて協議

してもらった方がいいのではないでしょうか。

また、南外ダムの県の駆除事業についてはお任せするということ

で、来年の浚渫の際にどうするかについては次年度で考えたらどう

かと思います。そういうことでよろしいでしょうか。

次に４）市（支所）に対する要望・提案事項についてですが、ご

意見がありましたら御発言願います。

今野盛孝委員 交通安全会からです。大仙警察署で秋の交通安全について協議を

。 、してきました 秋のパレードはそれぞれの地域でやるということで

昨年も実施しております。そこでパレードなどを実施する際の話で

すが、他の方では交通安全対策協議会ができているようですが、南

外ではどうですか。全然合併してからやっていないのでどうなって

いるでしょうか。

高橋地域振興課長 南外村時代には交通対策協議会があって、指導隊とか南楢岡・外

小友交通安全協会や老人クラブなどが集まって交通安全の基本的な

活動方針を決めていた経緯があります。大仙市になって市として交

通対策協議会があるとすれば南外地域ではないと思います。ただ南

外支部として存在することも考えられます。いずれにしても確認し

てみなければわかりません。総合支所単位に組織ができているかど

うか市民課長に確認し連絡します。

今野盛孝委員 交通安全パレードをやる場合には許可証などの書類の提出が必要

で、現在は安全会が行っています。前は行政で交通対策協議会があ

って計画書等は担当者が行っており、パトカーなどの車両も借りて

実施していました。合併後行政の対応が何もなくなったのでどうし

てなのか確認していただきたいと思います。

佐々木雅子委員 交通安全会の会費ということで徴収されていますが、会費はどの

ように使われていますか。
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今野盛孝委員 南楢岡交通安全会は一世帯当たり６００円です。外小友交通安全

会は免許取得者一人当たり３００円を会費としていただいているよ

うです。

それぞれの安全会とも総額で３０万円くらいが集まります。南楢

岡安全会では会費をもらうときに２００円のタオルを一本差し上げ

ています。また、交通安全の旗が一本２０００円で年平均５０本で

１０万円、残りの１０万円で看板の修繕費や各種スポーツ大会の補

助をしておりだいたいなくなります。大変苦しい財源の中でいろい

ろ事業を実施しています。

今野幸蔵委員 河川清掃を実施したわけですが、巣の沢地区の中野橋下流に薬師

堂堰がありますが、その堰の工事の際に河床に敷いたブロックが大

水で剥がされて堤の下に落ちてしまっています。そのブロックを撤

去してもらえないか検討してほしいです。

佐々木農林振興課長 その件については巣の沢の佐々木芳夫さんから申請がありまして

小規模災害ということで計測し県に報告しています。その場所が今

野さんの指摘した場所と同じかどうか確認します。

伊藤辰郎会長 その他にないようですので、次に進みます。

５）協議会委員合同研修日程です。事務局から説明願います。

佐藤地域振興課参事 昨年度も実施しましたが、西部４地域の委員の研修です。予定は

１０月２６日の金曜日です。場所は亀田地区の自治組織について出

向いて現地研修することにしています。講演会場は厚生年金センタ

ー、今はウエルサンピアというところです。どうかたくさんの委員

の皆様から御出席下さるようにお願いします。その際の懇親会につ

いて単独か合同かどちらがいいのか御意向を伺いたいと思います。

なお、講師は阿部さんという方で、中仙ドンパルで行った８地域

の合同研修の際に講師をされた方です。

佐藤地域振興課参事 会長さんには先般お話ししましたが、西部地区の議員の方々が西

部地域の地域協議会の各会長さん方と勉強会を行いたいというお話

しがありました。会長さんも副会長さんもあいにく都合が悪くお断

りしている状況です。誰か出席できる委員の方々がおりましたらお

願いいたします。

会議は７日午後３時３０分から９０分くらい勉強会がありまし

てその後に懇親会を予定しているようです。
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伊藤辰郎会長 いずれ出席者については事務局からあたって下さい。

続いて２）次回の協議会の日程についてです。

事務局よりお願いします。

佐藤地域振興課参事 予定では１０月の下旬から１１月の上旬になるかと思いますが、

高野のバス駆除事業の事業承認がありますので、日程の調整を取り

たいと思います。

伊藤辰郎会長 それでは、高野の水利組合の申請が出てきたらその日程を決めて

委員各位に御連絡することにし、開催日は未定ということにしたい

と思います。

それから研修会の懇親会の件については、特に御意見もないよう

ですので、その場の雰囲気にお任せするということにしたいと思い

ます。よろしいですね。

以上で今日の議題は終了致しました。たいへん長時間にわたり御

協議をいただきありがとうございました。今日の地域協議会はこれ

にて終了致します。たいへんご苦労様でした。

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１９年 １１月 １６日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 伊 藤 正 照

委 員 鈴 木 幸 一


