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平成１９年度 第７回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２０年３月２７日（木） 午前１０時から午前１１時４０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）市長あいさつ

（４）議 題

１）平成１９年度南外地域協議会の開催状況について

２）平成１９年度南外地域における地域枠予算の執行状況について

３）平成２０年度南外地域における地域づくりの取り組みと地域枠予算の

執行方針について

４）市長への提言等について

４．その他

（１）次回協議会日程について

５．出席者氏名

（１）出席委員（１３名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 正照、伊藤 葉子、鈴木 幸一、

小松 成功、今野 幸蔵、伊藤 誠一、佐々木久悦、佐々木タヨ子、

佐藤 セツ、佐藤由香子、佐藤 豊

（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

６．欠席者氏名

欠席委員（４名）

今野 純子、今野 盛孝、佐々木雅子、佐藤のり子
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７．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下さい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「今年度

終となります第７回南外地域協議会」を開催します。

はじめに伊藤会長より御挨拶をお願いします。

伊藤辰郎会長 皆様おはようございます。今回第７回目の南外地域協議会を開催

するわけでございますが、本日は栗林市長さんの御出席をいただい

ております。よろしくお願いいたします。お彼岸も過ぎまして春の

日差しが大変心地よい季節になりました。今年は大変雪も多く降っ

て厳しい冬だったと思いますけれども、ようやく待ちに待った春が

来たということで気分的には明るい感じになっております。

しかしながら、南外地域の経済状況等、また過疎化が進むという

ことでこれからの行く末、多くの問題を抱えているなあと考えてお

ります。しかし、この地域に住む我々がいろいろ知恵を絞り、そし

て元気を出して、この地域を盛り上げていくという気持ちを持ち続

けていかなければいけないと思っております。

南外地域協議会でもいろいろなことを考えながら事業を進めている

わけでございますが、今日は市長さんもお見えでございますので、

ぜひ委員の皆様からも積極的な御発言をいただきまして南外地域を

良くするために、そして、住みよい地域にするために、市長さんに

お願いすることはお願いして参りたいと思いますので、よろしくお

願いを申し上げたいと思います。簡単でございますけれども、御挨

拶にかえる次第でございます。

高橋地域振興課長 ありがとうございました。

続きまして、市長から御挨拶をいただきたいと思います。

栗林市長 皆さんおはようございます。

委員の皆さんには、大仙市まちづくりの基本となります市民との

協働の趣旨を理解されまして、大変お忙しい中、地域協議会で活発

な御協議をいただいていることに対しまして、心から感謝を申し上

げたいと思います。

先般あまり時間がなかったのですけれども、ようやく南外地区で

おこなわれております酒遊サミットに参加させて頂きました。出羽

、 、鶴さんの蔵を見せて頂きながら そばうちも体験させて頂きまして
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大変美味しいそばをご馳走になりまして本当にありがとうございま

。 、す 残念ながら夕方からの交流パーティには他の用事がありまして

参加できなくて大変残念でしたが、来年は何とか日程調整して、今

度は後半のパーティの方にも参加したいと思いますので、よろしく

お願い申し上げたいと思います。

大仙市合併していよいよ４年目を迎えましたけれども、いわゆる

地方自治体の自己決定・自己責任の強化が図られる中で、いかに市

民の皆さんの声を施策に反映させていくかが重要な課題であると常

に思っております。

地域の文化や伝統を生かしながら、活力ある地域づくりを進める

ためには、旧市町村ごとに設置されております地域協議会における

活発な御協議が必要ではないかと思ってますし、地域協議会での活

発な活動が地域の特色・活力を高めるものと思っております。

さらに、全体としては「市政は市民のために」を基本理念として

おりまして、情報公開や説明責任による開かれた市政の推進、そし

て、職員が常に市民の目線に立って現場に足を入れ、行政情報はで

きるだけ分かり易く市民に提供する体制。そして、職員がやはり市

民の皆さんと一緒に汗をかくということで仕事をしていかなくては

ならないと思っております。

年度もいよいよ終盤になりまして、議会も終了いたしました。い

わゆる２０年度の予算も決めていただきました。

さまざまな条例も含めて決めていただきました。一般会計２０年の

予算は、一般会計で４１３億円程であります。前年に比べて、率に

しまして３．５パーセント程縮減しております。

又、２３の特別会計。これは、下水道とか集落排水とかそういう

事業会計でありますが、２３特別会計がありまして、この特別会計

の予算が２３８億円あまりであります。あと大仙市は企業会計、こ

れは企業と同じような会計で収支をきっちりしてバランスをとって

やらなければならない会計となりますが、市立大曲病院と大曲地区

の上水道の会計が企業会計となっております。この企業会計が２つ

で約２０億円ということであります。これら一般会計それから特別

会計・企業会計合計した全体の本市の予算が約６７１億円でありま

す。単純に前年度と比較しますと１３．２パーセントの大幅な減に

なっておりますが、これは全体でも少し縮減しておりますけれども

２０年度からいよいよ今までの国保事業の会計の後期高齢者の部分

がそっくり全県一本の広域連合でやるということになります。

、 、この説明は それぞれ支所の方からもあったと思いますけれども

そのような関係で国保の後期高齢者の部分につきましては、そっく

り県の一本の連合に組み替えるという作業がありましたので、ここ

が大きく減じている原因であります。全体としても少し削減した予
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算になっております。

なぜこういう予算を編成したかといいますと、やはり国等の様々

な地方の財政に対する支援がどんどん少なくなってきております。

合併して行政効果を高めなさいというそういう趣旨になりますけれ

ども、合併して自己決定・自己責任それだけ権限も少しづつ自治体

に移譲されてきておりますので、そういう中で国は少し、国の財政

も大変な状況でありますので、国の方もスリムにするということに

なりますので、我々の方もそれに対応して、行政サービスは落とさ

ずに工夫してやる仕組みをつくっていかなければならないというこ

とであろうと思います。

１７年の合併では、旧市町村の予算をとりあえず持ち寄った形で

。 、合算予算からスタートしております この合併前でありましたので

合併に向けてさまざまな事業をそれぞれの市町村が考えて持ち寄っ

た予算ということで、かなり大きな予算になりすぎていたという事

情があります。そのあと１年後に大仙市の総合計画を作りまして、

もう少し計画的に事業をやっていくという形で調整をしながら、今

予算を組んでいるというそういう考え方であります。

ただ、合併協議あるいは合併の時示した新市建設計画、これの大

筋は何とか「できる ・ やる」という考え方であります。ただ、」「

年度が少しずれたり、あるいは当初計画した、たとえば１００円で

物事をやるというのを８０円になおしたり、そういうことをしなが

ら財政に大きな負担にならないような形で今組み立てているところ

であります。

現在、大仙市残念ながらいわゆる債務といいますか借金の部分、

市債が１，１００億円を超えております。

これを何とかこの２・３年、合併以来少しずつ縮減の努力をしてお

りますけれども、これを１，０００億円以下位に落としておかない

と、さまざまな事業をやるときに国からの制約、あるいは県からの

、 、制約がきてしまいますので 何とか事業をならしながら工夫をして

この市債の発行額 今１，１００億円を超えておりますけれど残高

９００億円台くらいまで３年くらいで落としていくということを前

提にしながら、今、年度予算を組んでいるところであります。

２０年度この主要課題としまして、合併以来さまざまな準備をし

てきたもので、いよいよ実践の年と位置づけておりますけれども、

この３つの事項を報告させていただきたいと思います。

少子高齢化や人口減少によりまして、市民のニーズが多様化して

おります。何とか対応していかなければということで、２０年度か

ら伊藤社長さんにお願いしまして新しい社会福祉法人がスタートい

たします。

特別養護老人ホーム・老人保健施設、今までいわゆる直営・市営
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でやっておりましたけれども、この部分を社会福祉法人で経営して

いくという考え方にたちまして、４月１日から社会福祉法人による

経営に移っていきます。いっぺんに全部の施設が社会福祉法人にな

ることは無理でありますので、少し時間をかけながら社会福祉法人

で経営していくという形の中で社会福祉法人がスタートしておりま

す。

もう一つ幼稚園と保育園でありますけれども、大曲地区は保育園

の部分は昔から社会福祉法人『保育会』という形で運営をお願いし

ておりました。旧町村の部分も同じように社会福祉法人を新しく立

ち上げまして４月１日から順次幼稚園・保育園の部分を社会福祉法

人で経営していただくということで新しい法人がスタート致しま

す。

どうしてもこの部分、老人施設もあるいは保育園関係・幼稚園関係

も直営でいきますと、常に３割から４割くらいの臨時職員を抱えて

経営していかなければならないという、そういう仕組みを何とか解

消しなければならないということで、法人の職員として正規職員と

いう位置づけになるように、今、臨時の皆さんにそれぞれ法人の試

験を受けていただきまして合格された方は法人に登録していただい

て、順次法人の職員になっていくという形で、できるだけ臨時の部

分をなくそうということが大きなねらいであります。

この二つの社会福祉法人がスタートいたします。

今日新聞に出ておりましたけれども、広域市町村圏組合で経営し

ております後三年・角間川の更生施設、ここも広域として社会福祉

法人を新しく立ち上げまして４月から後三年更生園が社会福祉法人

の経営になっていきます。施設が古い施設になっておりますので、

社会福祉法人で新しい施設を建設するということで、こちらもスタ

ートいたします。

もうひとつは人口減少、過疎化の問題。そして、公共交通といわ

れている路線バスがどんどん廃止にむかっております。

羽後交通さんにできるだけ路線バスの廃止をしないようにとお願い

はしておりますけれども、今の国の補助・県の補助それから羽後交

通の自助努力。そして、自治体の補助で赤字のバス路線が成り立っ

ておりますけれども、羽後交通さんの方も経営努力の限界にきてい

るということではやり撤退せざるを得ないという状況がどんどん広

がってきております。そういう状況を受けながら、私ども交通弱者

といわれる人たちの足を何とか確保しなければならないということ

で、地域公共交通の空白地帯を解消する新しい仕組みを１９年度か

らスタートさせまして、２０年度から正式に実施していくというこ

とであります。当地域も該当する所がありますので、いわゆるタク

シーを利用したり、市のバスを利用したりしてこの路線バスがなく
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なった部分を何とか克服していかなければならないということで、

４月からスタートさせます。

この全体の事業、大仙市としての空白地帯をなくすシステムこれ

は国のモデル事業にも登録されましたので、秋田県下では部分的に

はいろいろやられておりますけれども、大きな広がり、市として取

り組むというのは大仙市が初めてではないかと思いますけれども、

これを早くやっていかなければならないだろうということで、優先

の課題に取り組ませていただいております。

もうひとつは、直営の温泉施設等も含めまして第３セクターで経

営している温泉等の問題であります。残念ながらあるいい時期はお

客さんも多くて、そこそこの経営をしておりましたけれども、ここ

数年来やはりさまざまな施設ができてきたということと、それから

やはり宴会が少なくなったとか、さまざまな形でどこの施設も赤字

経営になってきております。赤字幅はどんどん広がってきており相

当経営的努力をしても、赤字幅は抑えることができないという状況

が３年くらいからはっきりしてきておりますので、この全体の改革

ということで第３セクターの経営改善に関する特別な班組織を作り

まして、銀行その他、さまざまなところと協議をしながら２年くら

い準備をしまして、第３セクターの改善に取り組んだところであり

ます。その一貫として、この前新聞に出ましたけれども、奥羽山荘

につきましては、わらび座に経営をお願いする。というそういう考

え方であそこを活かしていこうと思っております。その他南外の温

泉につきましても今まで自治体が直営でやっておりましたけれど

も、指定管理者という形で、専門の温泉経営ができるこの温泉をや

りたいという人を募集しまして、料金等は条例で上限を定めており

ますから、いたずらに高くなるということはありませんけれども、

それ以外で直営よりもいい形で経営を実施していただくという概念

、 。で 指定管理者という形でここの温泉が４月からスタート致します

さまざまなそういう改革をしていかないと、一般会計からどんど

ん赤字を補填していかなければならない構図になりますと大変なこ

とになる、そうならないように今から手だてを打っておかなければ

ならないということで、さまざまな改革を新年度から実践すること

になります。ただ、市民の皆様のサービスあるいはそういう問題に

ついては絶対下がらないように計画を進めておりますので、ご安心

願いたいと思ってます。

あと南外地域の主だった事業でありますけれども、ふれあいパー

クのグラウンドゴルフ場の駐車場の整備とトイレの設置、改修につ

きましては前々から地域から要望がありましたので、ここの部分を

２０年度の予算に計上しております。

それと通信情報事業では、荒沢地区に携帯電話の移動鉄塔の工事
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費を計上しております。この前も仙台の通信局とドコモ・ＫＤＤＩ

に回ってきましたけれども、いずれも社長並びに局長とお会いする

ことができまして、山間部の携帯電話の問題、それからテレビの問

題、そういった問題についてやはり事業者が採算に合う所は行くん

ですけれども、人口が少なくてなかなか採算が合わないところにつ

きましてはどうしても後回しになっておりますので、ここの部分の

解消のために精力的に業者と通信局を尋ねながら、県の皆さんも尋

ねておりますけれども、解消をひとつでも図っていきたいと思って

ます。

それから、続いております公共下水道事業。

これは県が本体を代行してやっていただいて、細かいところは市が

やるという事業になっておりますが、公共下水道関係、南外の本体

部分のところ２億１，０００万円程の予算を計上して新年度も進め

て参りたいと思っております。

少し報告しておかなければなりませんが、市の直接ではありませ

んけれども、県と国の絡みも含めていろいろやっている大きな事業

について報告したいと思います。

中央地区の圃場整備事業、県との話し合いも順調にすすんでおり

まして、２０年度の事業採択間違いなしということで作業を進めさ

せていただいております。あそこはちょっと道路問題もありますの

で、これも鋭意何とか解決するよう努めているところであります。

それから、懸案でありました消防の西分署。

これは、神岡地区と南外地区一部大沢郷地区もカバーする、それか

ら大曲の花館地区もカバーすることができる。そういう場所に設置

するという消防の西分署につきましては、坊田へ今建設が始まって

。 、おります 救急車と消防自動車が同時にスタートできるという形で

カバーするのは南外地区全体・神岡それから花館地区・大沢郷の一

部をカバーできるちょうど真ん中ということで、ここに西分署とい

う形で、消防団の訓練もできる施設も含めて建設中であります。

それから、南外の皆さんから大変御協力をいただきました、大向

に作っております広域の事業でありますけれども、 終処分場が完

成しました。４月１日から使えます。

ただ外構の方、のり面に草を植えたりする作業が雪が溶けてからに

なりますけれども、本体は完成しまして４月１日から使えるように

なっております。ここは南外地区、特に大向の皆さんから大変御協

力をいただいきましたけれども、絶対に公害を外に出さない。出し

てはいけないという概念の 終処分場になっております。いわゆる

場内で処理した水は外に出さない、放水しないという概念でありま

すので、あと 終処分場の作業場に体育館のような屋根がかかって

います。大きな体育館の中で、玉川の焼却施設で完全に焼き切った
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もの残ったものを処理するという概念でありますので、雨水は全部

、 。外に落ちますし 中で作業して出てくる水についても外に出さない

場内で循環して使うという概念で、外に処理水が出ませんので、公

害の問題、心配されている水質の問題を完全にクリアできるものと

思っております。これは県内ではもちろん初めての施設であります

し、東北でもこのくらい大型の施設は珍しい施設でありますので、

是非完成後視察していただきたいと思います。今、ゴミ全体が大き

な問題になってきておりますので、そういう意味でゴミの学習の場

としても使っていただきたいと思っております。

あとは県道の改修でありますけれども、これは南外地区の長い課

題でありますので、大仙市としても県の振興局、あるいは建設部へ

私も伺っておりますが、計画を立てて少しずつ狭隘な部分の改修に

入っていただくという約束で進めさせていただいております。

今度西分署ができましてここが救急消防車の出発地点となります

ので、その分だけでも急いでくださいということで、計画を進めて

、 。もらうようにしておりますので よろしくお願いしたいと思います

地域協議会の関係では、今年度と同様に協議会の委員の皆さんの

全体研修、それから先進地視察など活動費も予算計上させて頂いて

おりますし、いわゆる地域枠予算についても２０年度も前年度と同

様５００万円をセットさせて頂いております。市長協議の場で、地

域協議会のさまざまな事業が皆さんのおかげで動いてきております

ので、もう少し地域枠予算を増やそうでないかという協議をしまし

たが、もう一年待って頂いて、２０年度２１年度あたりは少し実績

主義みたいなものを入れまして、いい活動とか素晴らしい活動に対

して５００万円プラス１００万円とかというそういう考え方でもい

いのではないかと、そういう考え方を２１年度あたり入れてみたい

と思いますので、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。

大事なそれぞれの地域の地域振興計画の策定をいただきまして、

ありがとうございます。これが地域全体のひとつの大筋だと思って

おりますので、短期的にやらなければならない課題、中期的あるい

は長期的なそういう課題というものを整理していただいております

ので、これは地域枠予算でやるというよりも、本体予算でやるとい

う部分が多いと思いますので、こういう計画をそれぞれ年度ごとの

大仙市の予算の中で反映していかなければならないと思っておりま

すので、そのへんにつきましても、地域協議会ともご相談させてい

ただく機会を作りたいと思っております。

それから、もう少し地域協議会の皆さんといろんな機会を持ちた

いと思っておりましたが、なかなか時間がなくて持てない一年であ

りました。今度おかげさまで二人目の副市長も決まりまして新年度

から２人の副市長ということで、スタートさせていただくことにな
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りましたので、本来ですと地域協議会からのさまざまな提言を市長

が事前に聞いてそれを来年度の予算に反映させるというところが少

しおざなりになっているような気がします。２０年度少し私のスケ

ジュールも調整しながら、正副市長３人で手分けをしながら、でき

れば１０月くらいに一度地域協議会の皆さんと提案的なお話しにつ

いて直接協議をもちながら、予算編成が１１月くらいから始まりま

、 、すので 予算の中に入れられるのか入れられないのかも含めまして

１０月頃協議会に参加してみたいなあと、スケジュールを立ててみ

。 、たいと思っております 少なくても１０月くらいに１回とそれから

年度末総括する時期に、１回・２回くらいは皆さんと直に支所のメ

ンバーも含めて皆さんと協議する機会をこれから意識的に設けてい

、 。きたいと思いますので よろしくお願いを申し上げたいと思います

以上いろいろ報告申し上げましたけれども１１時半くらいまで時間

をとってきましたので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

高橋地域振興課長 ありがとうございました。次に議題に入りたいと思います。

本日の委員出席数は１３名でございます。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します

ことを御報告します。なお、会議は会議録を作成する関係で録音し

てございます。御意見や御質問等御発言の際は何とぞマイクロホン

を御使用下さいますようお願い申し上げます。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致します。

小松成功委員と伊藤誠一委員にお願いします。よろしくお願い致

します。

それでは議題に入りたいと思います。

はじめに平成１９年度南外地域協議会の開催状況について、事務局

より報告をお願いいたします。

佐藤地域振興課参事 【資料説明】

伊藤辰郎会長 はいありがとうございました。それでは次に平成１９年度南外地

域における地域枠予算の執行状況について事務局より報告お願いい

たします。

佐々木主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 はいありがとうございました。それでは続きまして３番目になり
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ますが、南外地域地域づくりの取り組みと地域枠予算の執行方針に

ついてであります。南外地域における地域づくりの取り組みについ

て当地区の現状や課題について、検討してきたことを踏まえ、今後

の方向性を執行方針とあわせ市長さんへ報告をしたいと思います。

お手元の資料４ページでございます。

平成２０年度の南外地域・地域づくりの取り組みということでご

ざいます。

地域協議会がふた月に１回程度開催されている訳でございますが、

やはり地域の住民の方々が、自発的にその地域の課題や要望を話し

合い、受け皿として新たな自治組織を設置すると共に、その成果と

して展開される様々な地域活動に対して支援をしていくということ

は、大事だろうということでございます。

【資料説明】

続きまして４番。市長への提言等についてであります。これにつ

きましては、前回今野幸蔵委員から御発言がありましたので、委員

の皆さんに検討整備された提言であります。内容については、今野

委員から説明をお願いいたします。

今野幸蔵委員 私の方から大仙市への要望提言ということでお話しをさせて頂き

たいと思います。

初に市長にはこの間の２３日の酒遊サミットには、御挨拶にもあ

りましたけれども御参加いただきましてありがとうございました。

そばの体験の所におりましたけれども、市長からもそばの体験をし

ていただきまして、会員もよろこんでおりましたし、美味しかった

ということでお話しもしていただいております。各地区でそれぞれ

地域の特性を活かしたイベント等やられておると思いますけれど

も、こういった事業等には市のバックアップが是非必要だろうと思

いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。

それでは、ひとつめから朗読させていただきます。堆肥センター

の整備について。大仙市総合計画の基本計画に盛り込まれている堆

肥センターの設置についてですが、計画では平成２２年度までに一

箇所、平成２７年度までに二箇所。合計三箇所の堆肥センターを整

備する計画となっております。合併協議会時代にこの計画の実現を

要望した経緯もあることから、現在どのようになっているのかお伺

いいたします。食を巡るいろいろな問題が発生し、食の安全が求め

られている中で、今後の農業は、環境保全型農業や資源の循環型農

業、つまりは低農薬有機農業といった昔の農業の姿にもどり、今後

一般化していくと思われます。大仙市としても１０年後２０年後に
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先駆けて、有機農業による農産物の栽培に取り組む必要があると思

いますが、それよりも堆肥センターを整備をお願いいたします。ま

た新たに整備される堆肥センターは畜産農家から排出される堆肥の

有効利用と合わせ、一般家庭での生ゴミの堆肥化を含めた堆肥セン

、 。ターの設置が望まれると思いますが どのようにお考えでしょうか

聞かせていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 それではこの件につきまして、市長さんのほうから御回答をお願

いしたいと思いますが、市のほうから御回答ひとつよろしくお願い

いたします。

小松総合政策課長 それでは私の方から御回答させていただきたいと思います。

この堆肥センターの建設につきましては、合併前から旧市町村の方

で構想がございまして、それを受けまして現在の基本計画に盛り込

んでいるところでございます。今御説明にありましたとおり現在の

総合計画の基本計画の中では、数値目標と致しまして２２年度まで

一箇所、２７年度まで二箇所、計三箇所増やすというような記載を

させていただいているところでございます。この件についてはいろ

いろ議会のほうからも御質問がきている状況にございます。しかし

ながら現実的に家畜農家の減少。それから後継者の問題。又、現在

建設しています県内外の施設における経営状況等を勘案いたしまし

て、さらに検討を加えていかなければならない内容ではないかと考

えております。確かにこの堆肥工場といいますか、家畜だけではな

、 、 、く 生ゴミも活用したところの 循環型の堆肥工場につきましては

その必要性については重々認識しているところでございますが、た

だ今御説明いたしましたとおりこのゴミのもつ減量化への問題。ど

のようにして集めるかという問題もございます。また、家畜排泄物

の適切な処理・悪臭・水質汚染等々への対応。更には、やはりそれ

を維持するためのコストの問題。それらを総合的に今後勘案しなが

ら、検討をさせていただきたいと考えているところでございます。

この件につきましては、現在そのゴミの問題というのが非常に大き

な問題となってございます。その中でいわゆるバイオマスというこ

れも堆肥センターの考え方もこのバイオマスという家畜排泄物の利

用という問題に関わる内容と考えておりますので、市と致しまして

は今後このバイオマス構想、いわゆるバイオマスタウン構想。これ

らについて検討を加えて参りたいと考えておりますので、その中で

再度検討して参りたいと思っております。以上です。

伊藤辰郎会長 今市の方から回答がございましたけれども、今野さん何か再質問

ございませんか。
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今野幸蔵委員 今皆さんもご存知のとおり、食糧の部分について非常に不安な部

分がたくさんあります。私たちも農業をやっていて、いろいろな外

国の問題とか国内の問題はもちろんそうですけれども、何かひとつ

あるとものすごく大きな波になって食糧問題が発生するような気が

します。秋田県の自給率が１００何パーセントというような数字が

出ておりますが、全国で食糧自給率は北海道に続いて２位というよ

うな数字になっているそうです。そういう点からしても秋田県もち

ろん大仙市も含まれるわけですけれども、この食糧の生産する現場

として、県としてきっちりとした考え方が必要になってくるのでは

ないかなあと思うわけです。ですからそのひとつの方法として、こ

ういった堆肥センターも必要なのではないかなあという部分で考え

ていただければ、大変今後農業を進めていく我々にとっても大きな

支えになるのではないかなあと考えておりますので、どうかひとつ

よろしくお願いしたいと思います。

栗林市長 この堆肥センターの問題に関連してですけれども、３月の議会で

も議員の皆さんからほとんどの皆さんから、大きくいいますと地球

環境の問題、あるいは環境に負荷をかけない社会をどうするかとい

う大きな全体の中で、今度４月からゴミの有料化によりまして、ゴ

ミの量を減らそうという取り組みをするわけですけれども、ゴミの

問題を含めて全体の問題として地球環境みたいな大きな問題の中で

。 、考えるべきではないかという議論がなされました 切り口としては

食糧、それからエネルギーの問題、それから地球温暖化の問題そし

て循環型の農業の問題。そういう様々な方面から質問をいただきま

して答弁させていただいております。

現在、環境保全条例、合併の時作った環境保全に関する条例がご

ざいます。この条例を柱にしながら、まずは、ゴミの分別の徹底で

あるとか、あるいはリサイクル・リユースの問題。そういった問題

を含めて２０年度きっちりやれるような、不法投棄がないような体

制を含めた体制を実施計画を作ろうと、昨日も審議会を開いていた

だきまして、そこから具体案を出してもらうような形にしておりま

す。そして、もう一方では生産と絡めた農業の部門でしっかりとし

た体制を組めないだろうかということもあると思います。したがい

まして大仙市では環境課を事務局としまして、ほとんど関連するわ

けでありますので、全部局が絡んで、全体の地球環境の保全に対す

る行動計画・実施計画みたいな大きなものをひとつ全庁的に取り組

みながら、それぞれの部所で、具体化できるものは具体化しようい

う考え方で、今スタートしようとしているところであります。

この農業関係を中心にしてはこの堆肥センターの問題も含めまし
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て、ここは循環型農業というまとめになっていくと思いますけれど

も、家庭から出るいわゆる生ゴミの問題とそれから家畜の排泄物そ

ういう問題を含めて考えられないかとか、あるいはそのバイオマス

という大きな仕組みの中で、物事を考えられないのかとか、そうい

う形の中で、今様々な制度ができてきていますので、農業分野の方

ではバイオマスタウン構想の農業版みたいなものの中に位置づけて

いくとか、そういう全体の連携の中で、環境問題という形の中で、

大仙市の体系的なものを作りながらそれぞれの担当する分野で、課

題を整理してみたいという考え方で、この堆肥工場の問題も入れて

。 、いきたいなあと思っています 事業としては制度事業を入れながら

家畜環境基本調査という事業を２０年度２１年度補助事業があるよ

うですので、こういうものを入れながらバイオマスタウン構想を作

ってみたいということで、進めてみたいと思ってます。

伊藤辰郎会長 よろしいですか。まだ再質問あったらどうぞ。いいですか。

バイオマスタウン構想の中で再検討していきたいということで、

まだ中身がよくわからないところがありますけれども、実際に有機

肥料をその農家の人が欲しいと言った時に、それを供給する場所と

いうのは充分あるんでしょうか。

栗林市長 これからまだ庁内で協議してる訳ではありませんけれども。私の

考えでありますけれども、まずわたしの主観だと思って聞いてくだ

さい。

むしろ生産者の側で本当にどれくらいそういう有機肥料を使いた

いのかということ、むしろ生産者の側から出してもらいたいという

気持ちであります。だいたい官の方で作っていっても供給先がはっ

きりしないとそれが遊んでしまう場合が、非常に多いと思っていま

すので、むしろ生産者の側でこういう体系で農業を組み立てていく

ので、やっぱりこれくらいの有機肥料、堆肥生産がほしいという、

そういう像がこれ一緒になって考えていかないと、官の方が先行し

て、そういうのを作っても使ってくれる体系がなければ、なかなか

うまくいかないのではないかなという感じはしております。

私も前からものすごい進んだ例として、置賜あたり長井市あたり

の人たちとずっと付き合ってきましたけれども、やはりそこは、生

産者の側からやっぱり農業のやり方を有機農業に変えていくという

考え方で、堆肥の量が足りなくなるかなということで、でてきて今

事業が市民も一緒になってやっているという構図をみてきましたの

で、そのへんは生産者一番大きい団体でありますＪＡの考え方、皆

さんとも協議をしながら、本当にこれだけの堆肥量が必要だという

形の中で、我々公の方が計画を作って市民に協力を求めていくとい
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うことではないかなと思っています。

伊藤辰郎会長 佐々木久悦さん何かコメントないですか。ＪＡ側として。

佐々木久悦委員 市長さんが言われるその通りだと思います。私も仕事的にはＪＡ

の方に勤務していまして、堆肥センター南外の地区、例をとりまし

てもカントリーエレベーターに付設して堆肥センター作ってござい

ます。その堆肥センターについては、たとえば南外地区だけちょっ

と話しますが、畜産農家の堆肥云々ではなくて、カントリーエレベ

ーターの籾殻を使った堆肥という形での供給をおこなってございま

す。やはり作物によって、その堆肥が実際籾殻で作ったその堆肥が

善し悪しか、それから使う側にとって可か不可かというのが選択さ

れるのがひとつ。それから今野幸蔵委員が言った堆肥センターの整

備ということについては、生産者が畜産農家側から出た堆肥を畜産

農家側からどうしようかなという面もあろうかなと思います。

去年一昨年でしたか、ちょっと記憶にありませんが、法的に堆肥設

、 、置場を整備しなければ 環境的に問題があるという問題が出まして

その時にちょうど合併という話がありまして、南外地区も畜産農家

の堆肥場を整備しようというような形の中で、話し合われまして、

その後合併を踏まえて堆肥センターができるんだよと、その中で拠

出する畜産農家として出る堆肥もその場所に集めて、堆肥センター

を総合的に運用していこうという話があったので、畜産農家側から

の堆肥の供給側と有機農産物、循環型農業的使用側からの堆肥の部

門ということで、両方の面からこの堆肥センターの問題があるのか

なと思います。実際は広域になった時に、堆肥センターを拠点とし

て、畜産農家がそこまで運ぶ、持って行く分、その堆肥センターか

ら供給される分の堆肥を使用する側の距離的なものも含めて大仙市

という大きな枠の中でこれから整備していただきたいという感じじ

ゃないでしょうかと思います。

伊藤辰郎会長 はい関連して

佐藤由香子委員 はいすみません。堆肥生産者の家の者です。

南外ライスセンターの方で籾殻による堆肥というものを作ってい

るということでしたけれども、家が和牛農家でして先ほど佐々木委

員がおっしゃっておりました堆肥を農家、和牛農家なりがどういう

ふうに処理するのかが法で定められまして、１０頭以上生産してい

る農家については、そこの屋々で堆肥の汚物が外に出ないような小

屋のようなものを作って、そこに管理してくださいという規定が設

けられまして、それが市町村合併にあたるくらいの年だったと思い
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ます。そういう規定があるためにそこにお金をかけて、そういうも

のを作ってそこに保存しています。実際にそこの堆肥をどうしてい

るかというと、もちろん稲作農家もやってますから、自分の家の畑

なり田んぼなりに醗酵させたその堆肥というものを撒くということ

と、固定の希望者があればその方に利用していただくという方法で

処理はしていますが、それでも醗酵するまでにある程度期間がかか

るということで、いつでも堆肥が使える状態ではないということで

すけれども、お金をかけてそういう施設を整備したということもあ

ると思いますけれども、実際それを市のほうにそういう設備ができ

たとしたら、我が家の堆肥もそこに運ばなければいけなくなるのだ

ろうかという問題と、我が家で使う分として確保できていた分は一

旦そこに出してから、そこからまた買い取るというような形になる

のだろうか、と家の者はそういう不安を抱えておりましたので、堆

肥自体をどういうふうに使っているのかというのが、畜産農家側の

個々によって使い方処理しているとこもあるでしょうし、どなたか

欲しい方に分けてやられている方もいるでしょうし、余った分につ

いては、我が家は牛の頭数が少し多いために、余った分については

出してやってもいいよという部分はありますけれども、市全体の動

きとして各堆肥という物を生産している所から集めるとなれば、農

業を維持していくうえでちょっと難しい問題点がおきるなと家族間

で話がありましたので。

伊藤辰郎会長 いろいろな問題点があるようでございますけれども、やはり需要

量がどれくらいあるのか、そのようなことを踏まえて行政側として

は堆肥センターを作るかどうかを判断しなければいけないという話

もありましたし、是非研究会でも作っていただいて、検討していた

だければというふうに思いました。

時間もだいぶ迫って参りましたので、堆肥センターの整備につい

ての説明はこの辺にしまして、次に２番目の要望であります。今野

さん２番目の方お願いします。２番３番と続けてお願いします。

今野幸蔵委員 そうすればふたつめの各地区の協議会からの提言についてという

ことで、お話ししたいと思います。

各地区の地域協議会からいろいろな提言があると思われますが、い

ままでにそうした提言を行政に取り入れたり、また実施してきたも

の、またこれからの行政運営に取り入れていきたいと考えている事

項について、お知らせしていただきたいと思います。わかっている

というか、現在の状況でかまわないので。

伊藤辰郎会長 では市の方からご回答お願いします。
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小松総合政策課長 御提言という提言書という形でない中で、市の行政に取り入れて

いるものもございますが、いちばんいい事例と致しまして、昨年度

の末に各地域協議会を市長が回りまして、何カ所かの地域協議会か

らいわゆる自動対外式除細動器いわゆるＡＥＤの問題が提起されま

した。市といたしましてはその提言を受けまして、早急に整備いた

しまして、実は１９年度の６月ですぐ補正をかけまして市内のスポ

ーツ施設・市民会館・公民館・小中学校など８７箇所へ国体の前に

配備しております。このような形で皆さんからの御提言を何とか市

政の方に反映しているという状況にございます。

ただ、中には御提言を受けたけれど、なかなか実現が難しいとい

うものもございます。そういうものにつきましては、関係機関と今

後協議しながら検討を加えて参りたいと考えております。

今後とも地域協議会の皆様には、このような形で市のほうに御提

言いただいた内容につきましては市といたしましては、さまざまな

角度から関係各課と協議しながらどのような形で実現していくべき

か検討して参りたいと思っています。

先ほど市長から平成２０年度においては、年度途中１０月頃に各

地域協議会を回って、その段階で皆さんからの御要望、市政にこう

いうものを反映していただきたいというような要望を聞く会を設け

たいという話がありましたので、そのような中で、予算が固まる前

に皆さんの御意見を聞き、何とか新年度予算に反映できるものは、

反映していくとそのような流れを作って参りたいと思います。

また、合わせて現在市が予算化しております地域枠予算、これを

何とかうまく活用しながら、これは地域協議会の皆さん、地域の皆

さん、さらに総合支所の考えをみんなで協議をして使っていただく

予算として措置しているものございますので、それを有効活用しな

がら、皆さんの考えるまち・地域づくりに何とか使っていただけれ

ばと考えます。以上です。

今野幸蔵委員 はい。だいたい分かりました。このあとは地域協議会でいろいろ

な提言意見等出していきたいと思いますので、行政の方に反映して

いきたいと思います。三つ目ですけれど、地域協議会の役割と言う

ことについてお聞きしたいと思いますけれど、地域協議会は市長の

諮問機関という位置づけでしたが、この３年間を振り返りますと、

地域協議会の大半時間が地域枠事業の審議に費やされていると感じ

がします。このような状況の中で各協議会は、本来の地域協議会の

役割を果たせているのかどうか、市長の方から意見・感想を聞かせ

ていただければ幸いと思います。
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栗林市長 先ほどの補足説明をさせていただきますけれど、２０年度から

１０月か１１月くらいにそれぞれの地域協議会の委員の皆さんと来

年度に向けた課題提案ということで、そのあたりまで地域協議会で

話し合ったことで、市に対して言っておかなければならないことを

まとめておいていただきたいと思いますし、あるいは今年度もいろ

いろありますが、地域協議会の皆さんでいろいろ話し合った課題の

中で総合支所長のほうから、今こういう課題が協議会の中で話題に

なっているし、この地域だけの問題ではなくて全市的に課題に取り

組むべきではないかということをいくつか総合支所長の方からも報

告をもらうような形になっております。

その二つを合わせまして、次の年度の予算の中で、できること・

進めなければならないこと・考えておかなければならないことを準

備してみたいなと思っておりますので、協議会でいろいろ協議され

た内容については主だった点については、総合支所長のほうから報

告をもらいながら、年度途中で例えばＡＥＤの問題なんかは、やら

なければならないものだったので、やらなければならないものはや

っていくとかそういうふうな形にしていきたいと思ってます。

地域協議会を 初お願いした時に委員の皆さんから一体何をやる

んだという話から、書きものにはこういう事をやると書いてありま

すが実際活動してみなければ分からないことで、私も大変不安に思

いながらスタートを切らしていただきましたが、実際に地域枠予算

というものを一応考えまして、地域協議会の皆さんと総合支所が一

緒になって物事を考えてその地域として、今大事なこと例えば将来

的に大事なもの、少ない予算ですけれども一緒になって事業を組み

立てていくということが非常に大事なことではないかなあと思って

おります。

大変御難儀をかけておりますが、ようやく地域枠予算の使い方使

われ方というのが、それぞれの地域協議会の委員の皆さんの所でも

理解が深まってきている気がしまして、８地区の事業を見てきてお

りますけれども、様々な工夫をされて予算を使われているなという

感じがします。かなりの部分が行政と市民との協働というところに

力を入れてやっていただいていることで 「１００円の予算で、

２００円の事業を」みたいな形で生きてきているのかなあと感想を

持っています。そういう意味でこの予算は５００万円をそれぞれの

地区、大曲は１，０００万円ですけれども、無理して使い切る必要

はないと言うことを御理解いただいてきているようでありますの

で、５００万円に合わせて事業を考えるのではなくて、何が必要で

今優先しなければならないのかという形の中で、予算を組み立てて

きていただいているということに対して感謝申し上げます。そうい

う意味でもう少しこれを膨らませて大きくやることによって地域全
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体が元気になってくる、みんなが参加できる地区ということであれ

ば、先ほど言いましたように５００万円であってもプラス１００万

円というような予算の設定ということも考えてもいいのではないか

と思っているところであります。

私の感想としては、本当にこの地域枠予算という考え方が、地域

個々の皆さんにはまだ考え方が行き届いていないかも知れません

が、地域協議会、一定の活動をなさっている皆さんまでは予算の活

かし方が浸透してきているのではないかなあと思いますので、もう

少しいろいろ頑張ってみていただきたいなあと思っています。

今野幸蔵委員 わかりました。ちょっと不安になったというのは、地域協議会と

いうのは合併して３年になるわけですけれども、地域協議会が立ち

上がって３年たったわけですが、まだこの地域協議会が地域にあま

り浸透していないということがあるのかなと、その地域協議会の

５００万円というお金をいろいろ審議してやっているのだけれど

も、その５００万円のお金もそういう物があるんだよと言う部分も

あまり分かっていないという部分もあるのかなと言う気がします。

実際広報等、いろいろな書きもので、住民に知らせてはいると思

いますけれども、なかなかそういった書きものに目を通してもらえ

ないという部分があるのではないか、地域協議会の存在、あり方と

いうか地域協議会がどのようなものであるかをもっともっと地域住

民にＰＲしていく工夫が必要ではないかなと思います。そうすれば

５００万円に対しての地域の住民も、もっともっと興味がもてるの

ではないかと言う気がしております。市長さんがいまお話ししたよ

うに正直言ってだんだん浸透してきている部分もあるのかなあと思

いますが、まだまだもう一つ努力が必要ではないかなあと私協議会

委員を３年間努めましてそんなことを感じておりました。今市長の

お話を伺いまして、この南外地域協議会ももっともっと努力しなけ

ればならないのかなあと思いました。

栗林市長 私もできるだけ地域の行事に参加するようにはしておりますが、

役所ではあいさつとかになりますが、意外と皆さん遠慮してこの企

画・事業というものは地域協議会が主として企画をたてました、事

業をやっていますということをなかなか言ってくれないとか隠れて

しまって、市がやっているような感じで、事業を紹介されているよ

うな気がします。もっと地域協議会の皆さんがいろいろ考えて、企

画を組んで実行したものであれば、地域協議会がこの事業をやって

いるんですよと、市が後援してますよという表現をもっと強くした

ほうがいいのではないかと思ってます。

それから自治会の連絡会を設立、大変いいことだと思います。す



- 19 -

でに設立されてきっちりやってる所、たとえば神岡・太田は地域協

議会とその自治会の連絡会というものがありますので、かみ合って

きております。やはり人口が少なくなってきてますので、小集落の

問題をどうするかというと、いままではこのくらいの集落で物事が

完結できたけれども、３つ４つの集落が一緒になって連携しなけれ

ばならないという考え方もでてきておりますので、今日の方針の中

で述べられております自治会の連絡会の中で小集落をもう少し連携

する集落みたいな考え方で、やっていくという考え方で大変結構な

ことではないかと考えています。すでにそういうことをやっている

地域もありますので、そうすることによって地域協議会と集落の連

携というものはかなり良くなっていくものと思います。

伊藤辰郎会長 ありがとうございました。折角の機会でございますので、今３つ

ほど提言を出していただきましたが市長さんもお出でですので、提

言したいあるいは要望したいと言うことがございましたら、伊藤正

照さんお願いします。

伊藤正照委員 現在の提言の内容に関連してですけれども、私団体選出というこ

とで一言申し上げさせていただきますけれども、実は堆肥センター

、 、の件ですが 先ほど佐々木委員の方からも話がありましたけれども

この要望事項の後段についてはこういった活用もあると言うことだ

と思います。そもそも大仙市の計画に乗った段階では、大仙市の産

業・農業をどう思っているかという段階から出た堆肥センターだっ

たと私は記憶しています。当時畜産農家、大規模多頭飼育は別とし

ても結構和牛については、副業の中で田んぼと牛２．３頭を扱うと

いうそういう畜産農家も結構ありましたし、部長の話の中では畜産

農家も減っているから、バイオマスの方に切り替えていこうかとい

う話も出ておりましたけれども、そもそもそのようなことではなく

て、畜産の堆肥なり廃棄物が近隣の住民にも迷惑をかける。そうい

うものをどこかに集めていかないと、畜産を経営していけないとい

うことがあって、そういう物を処理するための堆肥センターを作っ

ていただけないかという要望だったと思うので、その点なんとか誤

解のないよう検討を加えていただければなあということです。

伊藤辰郎会長 ただ今要望だったと思いますが、市側からのコメントございます

か。先ほどの答弁でよろしいですか。

栗林市長 この点については、畜産の生産者、田んぼ畑の生産者の皆さんと

じっくりどういう形がいいのか協議していかないと、行政が先行し

てもなかなかいいものができないと思いますので、ＪＡさんあたり
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とよく協議をしながらどういう形・仕組みがいいのか考えていきた

いと思ってます。

。 、伊藤辰郎会長 ありがとうございました 予定された時間が若干過ぎましたので

この辺で第７回の南外地域協議会を終了したいと思いますけれども

よろしいでしょうか。今日は市長さんはじめ市の幹部の方々に御出

席をいただきまして大変ありがとうございました。新年度に入りま

すけれど、また南外地域協議会も活発に活動して参りたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。それでは今日の協議会

これで終了したいと思います。どうもありがとうございました。

栗林市長 灯油が上がりまして、高齢者とか一人くらしの方達に対して、福

祉灯油ということで、灯油の助成券を配布するという事業を急遽や

らせていただきました。そういう事態になろうと準備しておりまし

たので、大仙市が早い取り組みになりましたけれども、対象となる

世帯数が３２８３件位あると言うことで、できるだけ簡単に申し込

める仕組みを作りまして、３月末で 終的な締め切りにしておりま

すけれども、途中で亡くなった方とか転入してきた方とか病院、施

設に入られた方は該当しなくなってきてますのでそういう方達を除

いて、たとえば南外地区につきましては、該当する方１００パーセ

ントの方に６千円の灯油購入券、助成券が手元に行くと言うことで

ありますので、支所の関係する職員が頑張ってくれて、対象者に連

絡をして、連絡が来ない人達については足を運んで署名してもらっ

てこの制度に該当するようにさせていただいて、対象となる人は全

部完了したという報告をもらっています。これは全体の報告として

聞いていただきたいと思います。

この会議録は、議事録調整職員佐藤明子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２０年 ４月１６日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 小 松 功 成

委 員 伊 藤 誠 一


