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平成１９年度 第４回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成１９年１１月１日（木） 午後６時から７時２５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

１）報告事項

①県営南外ダム「ブラックバス駆除事業」実施状況について

②「食育講演会」実施状況について

２）地域枠事業の承認について

①「輝きフェスタ （福祉活動 コーナー開設）2007 PR」

②高野ため池外来魚生息状況調査及び駆除作業委託事業

③施設案内看板リニューアル事業

④ふるさと南外の会地域特産品 事業PR
（４）市（支所）に対する要望・提案事項について

４．出席者氏名

（１）出席委員（１０名）

伊藤 辰郎、伊藤 誠一、伊藤 正照、小松 成功、今野 純子、

今野 盛孝、佐々木久悦、佐藤のり子、佐藤 豊、鈴木 幸一、

（２）事務局（７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 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（７名）

伊藤 慶蔵、伊藤 葉子、今野 幸蔵、佐々木タヨ子、佐々木雅子、

佐藤 セツ、佐藤由香子、
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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４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。先月２６日は委員の研修ご苦労様でした。

今日はできるだけ早く終わりたいと思いますので皆様方の御協力

をよろしくお願いいたします。

高橋地域振興課長 本日の委員出席数は現在９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。

佐藤のり子委員と佐々木久悦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） ①県営南外ダム「ブラックバス駆除事業」実施状況

を事務局から報告願います。

佐々木主幹 【資料説明：県営南外ダム「ブラックバス駆除事業」実施状況につ

いて】

伊藤辰郎会長 この件について何かございませんか。

私のほうからいいですか。オオクチバスが６０匹捕れたようです

が、それ以外に銀ブナ、ウグイなどその他の魚はどれくらい掛かっ

たのですか。

佐藤地域振興課参事 その他は２０匹ぐらいだったと思います。

また、付け加えさせていただきますが、ブラックバスの本の著者で

ある杉山さんが今回の南外ダムの駆除作業に参加されました。計測

作業をしているのが杉山さんです。また、捕獲したバスの腹を割い

て胃袋を確認しましたが、ほとんどのバスの胃袋の中には何も食べ

た跡がなかったことから、ほとんどの小魚は食い尽くされてしまっ

たのかという懸念も述べられていました。また、ヘラブナや尺くら
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いのウグイは結構掛かっていましたが、それらは生き延びている限

りで、その後の世代交代はしないのではとの心配もしていました。

伊藤辰郎会長 ブラックバスが在来魚の三倍ぐらい多いのかな。また、小さい魚

が食い尽くされて大きな魚だけ残っているのは憂いべきことかなと

感じました。来年の浚渫ではバスが一網打尽にできないのかなと考

えます。

伊藤正照委員 鯉は何もいなかったですか。また、延縄のエサは何でしたか。

佐藤地域振興課参事 鯉はいなかったです。ウグイがいたのは救いでした。多かったの

は大型のヘラブナでした。エサはドジョウでした。

佐藤のり子委員 ブラックバスの駆除を目的として行った事業ですが、昨年はゲー

、 、ム感覚での釣り大会 今年は網などを用いて駆除を実施したことで

私としてはすっきりとした駆除事業でした。その比較はどのように

感じたでしょうか。

佐藤地域振興課参事 いろんな意見があるでしょうが、昨年は駆除を目的とした釣り大

会でした。リリースの禁止の看板を立てたり、実際の釣り大会でも

その趣旨を徹底できた部分がありましたので、釣り人に対するＰＲ

効果があったのではなかったかと思います。実際の釣り大会には大

勢の釣り人が参加しましたし、釣果も１５０匹と多かったです。

ただし、我々の本来の目的はバスの駆除ですので今回の事業はわ

かりやすかったと思います。また、４０ｃｍ位のブラックバスはち

ょうど８年から１０年くらい経ったバスだということでしたので、

大型のブラックバスを捕獲できたという点では本来の目的が達成さ

れたものと受け止めています。

伊藤辰郎会長 今回の事業は県でやってくれたのでしょうか。

佐藤地域振興課参事 内水面の水質環境を改善したいという趣旨で県の事業として行っ

ております。

伊藤辰郎会長 本来であれば、内水面の漁業をやっている人がバスの駆除したい

という事業であればよかったんでしょうが。いずれにしても浚渫の

事業に併せて駆除事業が展開できればいいなと思います。

次に食育の講演会の実施状況について事務局から報告願います。



- 4 -

佐藤地域振興課参事 １０月の２１日市長さんや教育長さんを始め、伊藤会長さんもご

臨席をいただきまして盛大に開催できました。講演の評価も高く、

マスコミの方からも取り上げられまして、秋田魁新報と秋田民報社

の記事を参考までに掲載しておりますので、その内容につきまして

御覧いただきたいと思います また 今回のは講演会だけでなく 親。 、 「

と子の集い」として午前中から取り組んでおりましたので、全体的

な状況について今回の主催者であり代表である今野幸蔵委員からお

話しをうかがおうと思っていましたが、今回欠席していますので、

同じ会員である佐々木久悦委員から感想をお願いしたいと思います

がいかがでしょうか。

伊藤辰郎会長 それでは、こだわりまんまの会の会員となっています佐々木久悦

さんにお話しをいただければありがたいのですが。

佐々木久悦委員 なかなか仕事で事前の協力はできませんでしたが、当日の「食

事体験」には参加させていただきました。子供達も授業でもやって

いるようで楽しくやっていました。

また、これまで食育という言葉をよく耳にしましたが、その内容

は把握出来ないでいました。講演会が終わって先生と会員との懇談

の機会を持ちましたが、その中で、先生が食育にかかわってきたこ

と、食育というテーマで現在活動されているということ、テレビな

どでも女優さんが作った料理を、立場上食育の観点から残さずに全

部食べなければいけないということ、加えて服部先生の見聞や深い

考え方に触れ楽しく過ごさせていただきました。

食育は南外地域から発信できるテーマであることから、今後もそ

うした機会を作っていきたいと思いました。

伊藤辰郎会長 服部先生というたいへん著名な方にお出で下さって、講演内容も

非常によかったのではないかなと思います。ぜひ食べることの大切

さを認識していかなければならないかなと感じました。

それでは、何かご意見がございますか。

佐藤 豊委員 実際に私も参加しましたが、全体的に参加者が少なかったように

思います。何かもっと周知して欲しかったなと思います。南外の地

域の住民の参加者が少なかったように感じました。

伊藤辰郎会長 次に移ります。

次に２）の地域枠事業の承認についてです。

最初に「輝きフェスタ２００７」について協議いただきます。

事務局より説明願います。
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佐藤地域振興課参事 この事業については、１１月１１日に神岡南外商工会主催の「輝

きフェスタ２００７」を開催するにあたり、地域づくりの事業の趣

旨に沿って福祉のＰＲコーナーを開設したいとの申し出を受けてい

ます。詳しい事業内容については、申請のあった「なんがいの福祉

を考える会」の事務局の出雲さんが来ておりますので、御説明願い

ます。

神岡南外商工会 【資料説明：地域づくり事業補助金交付申請書】

出 雲

伊藤辰郎会長 この件について御意見や御質問がありましたらお願い致します。

何かありませんか。

参加見込みはどれくらい考えてますか。

出 雲 マーチングバンドが１０団体、これに父兄も参加します。演奏が

終わればお祭りコーナーにも参加してくれると思います。約５００

人位を見込んでいます。

伊藤辰郎会長 御意見がなければ承認してよろしいでしょうか。

意見が無いようですので、地域枠事業から２０万円を拠出するこ

とにいたします。

次に ②高野ため池外来魚生息状況調査及び駆除作業委託事業に

ついて御協議願います。事務局から説明下さい。

佐々木主幹 【資料説明：地域枠予算事業説明】

佐藤 豊委員 今回の事業で既に２箇所のため池で水を落としたが、ほとんどブ

ラックバスがいなかったということが聞こえてきましたが、この事

業ですか。

佐藤地域振興課参事 補足します。一つ一つの堤をそれぞれ水を落として作業をするに

はかなり時間が掛かることから、効率的に作業するため、一つめの

堤の水を落として二つめの堤に流し、二つめの堤の水を三つ目の堤

に落として、最後に三つ目の堤にブラックバスを追い込んで一網打

尽に捕獲しようということにしています。

そんなことから、確かに水を落としている段階から事業が始まっ

たということなので事前執行ではということでしょうが、先行的な

面もあったのは確かではありますが、その辺を御理解いただきます

ようにお願い致します。
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佐藤 豊委員 内容はよくわかりましたが、実際に何もいなかったことはどうも

おかしいのではないかと思います。

今野盛孝委員 説明不足でした。最初に水利組合に協力を依頼したところ、どう

せ捕獲するのであれば３つの堤を全部やりたいということになりま

した。そこで時間も掛かるので、一つめの堤の水を落とし二つめの

堤に流し、さらに二つめの堤の水を三つ目の堤に流しました。その

時の状況を後で聞きました。そうしたら、水を落とす時には水位が

あって、揚水履きに網を仕掛けたのは水位が１ｍ位になった時だっ

たようです。要するに、安全性に配慮してだいぶ水が流れてから網

を仕掛けたので、その堤には大きいブラックバスが１匹しか収穫で

きなかったということのようです。ですからほとんどが三つ目の堤

に流れていったということでブラックバスを捕獲できなかったのは

やむを得ないのではなかったかと思います。なお、１０日と１１日

には水利組合の人たちから出てもらって捕獲作業をすることになっ

ていますので、楽しみにしています。御理解願います。

佐藤 豊委員 結果的に一匹しかいなかったので、この事業のことかなと思った

ところです。

伊藤辰郎会長 事業主体はどこでしょうか。また、水利組合は何といいますか。

佐藤地域振興課参事 この事業は補助事業ではなく、市が事業主体となっており、水利

組合に作業を委託するものです。大船野水利組合です。

伊藤辰郎会長 その他に何かございますか。

今野盛孝委員 １０日に大きなバスが捕れると思いますが、１１日は小さなもの

を含めて捕獲する予定です。どうか一度見に来ていただきたいと思

います。

伊藤辰郎会長 かなりのブラックバスがウヨウヨと泳いでいるところが見られる

と思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。

三つ目の堤の水を落とすときには金網なんかして掛かってて魚が

逃げないようにするでしょう。

今野盛孝委員 堤の魚を全滅させるためには、石灰を撒いて殺すんだそうです。

三年ぐらい続けないといなくならないのではないでしょうか。

それでは委託事業ということで１５万円を支出することにします。
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伊藤辰郎会長 続いて③施設案内板看板リニューアル事業について御協議をいた

だきます。事務局から説明願います。

佐々木主幹 【資料説明：地域枠予算事業説明】

伊藤辰郎会長 この件についてご意見ご質問をお願い致します。

伊藤正照委員 「不動の滝」の表示はできませんか。

佐々木主幹 前々から不動の滝の看板について要望がありましたので、今回の

看板の表示に不動の滝を入れたいと考えています。

その他に効果的な案内ができないかどうかも含め検討していくこ

とにしています。

小松成功委員 キロ数も表示できればありがたいと考えます。

伊藤辰郎委員 私から言いにくいのですが、私的な施設も入っていますので「出

羽鶴」も加えていただければありがたいです。

佐々木主幹 昨年の平形の看板にも「出羽鶴・楢岡焼」を入れていますので、

今回の看板にも入れたいと考えています。

伊藤辰郎委員 その他に何かございませんか。

では続きまして、④ふるさと南外の会地域特産品 事業についてPR

協議をいただきます。事務局より説明願います。

佐々木主幹 【資料説明：地域枠予算事業説明】

伊藤辰郎会長 この件につきまして御意見、御質問何かございませんか。

佐藤 豊委員 異議なし。

伊藤辰郎会長 異議なしとの声がありますがよろしいでしょうか。

それでは意義無しということで御了承をいただいたということにし

ます。地域枠事業の承認については以上でございます。

続きまして３）の市（支所）に対する要望・提案事項についてご

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。県道には一時停止の標識があって、停止線

がありますが、市道では標識あっても停止線がない箇所がたくさん
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あります。一時停止違反で捕まった人も多く、その人の話では標識

よりも停止線があった方がより停止しやすいというようです。でき

れば停止線を市の方でできないものかどうかと検討願います。地域

枠予算で支出することが妥当かどうかも含めてお願い致します。

伊藤総合支所長 市道ですので、市の対応と考えますが、数が数だと思いますので

少しづつ整備していけばいいのではないかと思います。

市道対県道、市道対市道、どっちでしょうか。

今野盛孝委員 市道対市道です。山村広場にも標識があるけど停止線がなく、警

察が見張っているようです。

伊藤総合支所長 考え方としては停止線がなくても止まらなければなりませんが、

要望として受けたいと思います。

佐藤 豊委員 この前に高齢者の運転免許の講習がありまして、停止線があった

場合と停止線がない場合の違反について大きくクローズアップされ

ました。講習を受けた限りでは、ラインがない場合はどこで止まっ

たということがわからない、その結果、止まった人は罪にはならな

い。一方、ラインがあった場合は、ラインから１ｃｍでも出た場合

は罪になる。ということでした。ない場合は止まりさえすれば違反

にはならなく、ラインがあれば止まるべく線で止まらなければ罪に

なるということです。

伊藤辰郎委員 以前にもお話ししましたが、西小学校の裏手の山の散策道には草

が多く、ついに自分で個人的に頼んで草を刈りました。健康的なコ

ースですので、どうか、一年に一回は遊歩道の草を払っていただけ

ればありがたいなと要望致します。

その他にございませんか。次回の開催日の日程であります。事務

局の方でありましたらお願いします。

佐藤地域振興課参事 住民パワーの活動支援事業の申請の状況にもよりますが、もし要

望が出てきましたら師走ということも考えられますが、それがなけ

れば、１月１０日以降ということで考えています。

伊藤辰郎会長 １月１０日以降の日程ということで調整して、改めて御連絡をい

たします。他にございませんか。無いようですので、これをもちま

して協議会を終了致します。どうもお疲れ様でした。
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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 佐 藤 のり子

委 員 佐々木 久 悦


