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平成２０年度 第１回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２０年５月２９日（木） 午後６時３０分から午後８時４５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）平成２０年度南外地域の主要事業について

２）地域枠事業の承認について

①楢岡さなぶり酒花火事業

②悪戸野地区道路側溝薬剤散布事業

③河川清掃事業

３）市（支所）に対する要望・提案事項について

４）報告事項

①新たな自治組織の設立について

②２１年度に向けた予算要望事項の取りまとめ方法について

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（１６名）

伊藤 辰郎、伊藤 正照、伊藤 誠一、伊藤 葉子、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）南外総合支所各課長（４名）

市民課長 黒田 文夫 農林振興課長 高橋 公太郎

建設課長 伊藤 俊一 教育委員会南外分室長 高橋 定悦

（３）事務局（７名）

支所長 佐々木正広 地域振興課長 佐藤 裕康

地域振興課参事 判田 基 地域振興課副主幹 佐藤 明子
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地域振興課主査 藤井 禎則 地域振興課主任 高橋 智行

地域振興課主任 木村 愼吾

６．欠席者氏名

欠席委員（１名） 伊藤 慶蔵

７．会議録

（１）開 会

佐藤地域振興課長 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

初であります第１回南外地域協議会」を開催します。

はじめに伊藤会長様より御挨拶をお願いいたします。

伊藤辰郎会長 【あいさつ】

佐藤地域振興課長 ありがとうございました。

会議に入る前に４月１日付け職員の人事異動がありまして、本日

出席している職員の紹介を致します。

職員紹介（１１名）

ここで新任の支所長から御挨拶いたします。

佐々木総合支所長 【あいさつ】

佐藤地域振興課長 次に議題に入りたいと思います。

本日の委員出席数は１６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３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申

し上げます。

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。

今野盛孝委員と今野純子委員にお願いします。よろしくお願いい

たします。

それでは議題に入りたいと思います。

はじめに平成２０年度南外地域の主要事業についてであります。資
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料に基づき説明をお願いいたします。

佐藤地域振興課長 はい。それでは各担当より説明いたします。

始めに地域振興課関係でございます。参事が説明いたします。

【資料説明】 地域振興課 判田参事

市 民 課 黒田課長

農林振興課 高橋課長

建 設 課 伊藤課長

教育委員会南外分室 高橋分室長

資料の方は１０ページ以降健康増進センター・南外幼稚園・南外

保育園・福寿園・ぬくもりの郷の関係の資料です。あとで御覧いた

だきたいと思います。１４ページから１６ページまでは各課担当し

ております主な業務内容が記載されておりますので、こちらも合わ

せて御覧いただきたいと思います。

また、追加資料といたしまして平成２０年度南外地域実施事業調

書として今年行われる金額入りの事業の内容が添付されておりま

す。参考資料として御覧ください。

伊藤辰郎会長 ただ今４課１室から今年度の主要事業についての説明がありまし

たけれども、何か御質問、疑問に感じた点がございましたら御発言

願いたいと思います。

どなたかございませんか？なければ私から質問します。

市民課から説明がありました野外焼却、野焼きの禁止の項目のとこ

ろですが、廃棄物の野外焼却と言うところがありますが、たとえば

木の枝や枯葉の焼却はどうですか？

黒田市民課長 一番好ましいのは、ごみ袋に入れて出していただければ一番いい

のですが、自分の家で焼くというのは、例え火災につながらなくて

も隣り近所に煙たいとか苦情があれば、保健所の管轄になってしま

いますので、基本的には焼却はやめてください。というお願いでご

ざいます。

伊藤辰郎会長 相当大量なごみで大変ですが。

黒田市民課長 造園屋さんは指定の許可業者に運んで処理をしてもらっておりま

すが、家庭の場合はできるだけごみ袋に入れていただくというお願

いでございます。基本的に焼却をしないようにというお願いでござ

います。
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伊藤辰郎会長 木の葉や枝、木そのものは昼間二酸化炭素を吸収しているので、

そういう物を燃やしてもあまり影響がないと私は理解しているので

すが。たとえば、科学的に合成されたものはダイオキシンだとかそ

ういった物がたくさん空気中にでるから良くないと思うのですが、

例えば私の家では、薪のボイラーを使ってそういう物を燃やしてい

るのですが、それを熱源にして給湯している訳です。

黒田市民課長 生活のためとか生産のためなら燃やしてかまいませんが、ここに

書かれているのは、野焼き、いわゆる野外で火を付けて大がかりに

焚くということを言っておりますので、生活・生産性のある焼却、

ちゃんとした物で焼く分は一向に構わない大がかりな野焼きは禁止

と言うことでございます。

伊藤辰郎会長 少し納得のいかないところがありますが‥‥

佐々木支所長 原則そういう条例になっているいというところでございますの

で、市民課長の説明は立場上の説明だと思います。やってもいいと

は立場上言える言葉ではありませんので、そのへんは、適宜幅を持

って処理していただくようお願いいたします。ただ隣近所の迷惑に

ならない範囲内でお願いいたします。

黒田市民課長 そういうことでよろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 はい、わかりました。もちろんそういうことは常識的にはあり得

ないことですけれど。それからもうひとつ建設課に質問ですが、

後に楢岡川の改修工事の説明がありましたが、落合地区の河川改修

につきまして今まで中断しており、今年度から再開のお話しがあり

ましたけれどもあそこは大雨が降ると水害がでるところで、地域の

人達や出羽鶴から改修の要望が出ておりますが、今年度から改修に

はいるのか、それとも調査に入るのかもう少し詳しく説明いただけ

ればと思いますが。

伊藤建設課長 この地区については平成１６年度に一度現地調査を行っておりま

すが、事情により一時中断しておりましたが、今年度から用地測量

に入ります。来年度用地買収を行う予定であります。その後順次工

事に入る予定と伺っております。

伊藤辰郎会長 ということはやるということですね。用地測量に入って、用地買

収をやって河川改修をやるということですね。少し曲がっていると
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ころはまっすぐにするのですか、それとも広くするのですか？

伊藤建設課長 当初の予定では、現在楢岡川に西の又川が直角にぶつかっており

ますが、背割り工法といいまして緩やかに交わるような設計となっ

ております。

伊藤辰郎会長 ゆるやかに合流させるということですか？

伊藤建設課長 そうです。黒板があれば分かり易いのですが （手振りで説明）。

伊藤辰郎会長 はい分かりました。佐藤豊委員さんどうぞ。

佐藤豊委員 二つほどありますが、今の楢岡川の件で。用地買収が終わり、昨

年あたりから工事をしておりますが、工事はしたけれども川の水は

。 。 、流れない 暫定断面ですね いずれにしても買収はしているけれど

上側だけ土を掘って大きい水が出たときは流れるが、普通の時は旧

川を流れるというふうに掘られているわけですね。

楢岡川の田屋村地区はグラウンドを曲がらないでまっすぐ用地買

収ができ、昨年から工事をしておりますけれど、工事の断面が暫定

で掘られている。工事はしたけれど川の水は流れない。依然として

旧川を流れているので、いつ頃本断面が容認されるのですか。

伊藤建設課長 楢岡川の田屋地区の河川改修は蛇行しているところをショートカ

ットで結ぶということでございます。現在ショートカットの工事を

行っておりますが、すべて完成したわけではございません。一部残

っております。したがいまして、その部分でまだ水は流れておらな

いということでございます。現在は元の河川を流れております。

佐藤豊委員 その川が本当に川底を掘って流れるようになるのは、いつ頃です

か。

伊藤建設課長 田屋地区のショートカット工事につきましては、平成２１年に事

業完成の予定でございます。

なお、旧河川が残りますので旧河川の処理については、今年度県

と地元と支所で協議する予定となっております。

佐藤豊委員 わかりました。もう一つですけれども６ページ建設関係ですけれ

ども、２番目の市道改良事業ですけれども小出の高橋さんのところ

から大畑の圃場整備まで道路を舗装するということで、継続事業で

やってますが、あの道路が片側拡げてからだいたい３０年から４０
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、 、年たちますが 全然買収になっていないというような状況ですので

その舗装と合わせてやる。道路になっていますが税金を納めている

という場所がたくさんありますけれど、その点はどのようにします

か。

伊藤建設課長 道路用地で買収はしておりますが、登記はなおっていないという

お話しかと思います。いずれこの場所については、調べてみなけれ

ば分かりませんので、調べてみましてあとで御回答申し上げたいと

思います。

佐藤豊委員 大畑に向かって左側はだいたい３メートル５０くらいは、実際今

舗装になっていますけれども買収はされていないというような場所

ですので。

伊藤建設課長 一般的なことでありますが、道路になっているということは

１００パーセント買収されていると思っております。

佐藤豊委員 私直接去年担当して、その現場に行って買収されていないという

ことがはっきりしたから、どのようにするのかお聞きしたところで

す。

伊藤建設課長 その現場につきましては、あとで現地を調べてみませんとはっき

りしたことは申し上げられませんので、調べましてあとで御回答申

し上げたいと思います。

伊藤辰郎会長 その他ありませんか。どうぞ佐藤のり子委員

佐藤のり子委員 教育委員会さんにお聞きしますが、９ページの図書館活動の読み

聞かせの会とお話しを聞く会というのは、どういう違いがあるんで

すか。

高橋教委分室長 読み聞かせの会につきましては、南楢岡小学校を対象に随時読書

会に出て、読み聞かせを行う。ということでございます。

おはなしを聞く会というのは、春夏の長期休業中に親子を対象にし

て図書館で行っている事業でございます。

佐藤のり子委員 図書館で行っている事業のおはなしを聞く会というのは、本を用

意してどちらも本とふれあうということだと思うんですけれども、

上の方は誰かが読み聞かせをし、おはなしを聞くというのは誰かが

本を読み、そして、何か読後感想を持つとかそういうところで、何
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か感受性やら感情を豊かにするところがねらいなんです。お話しを

聞くというのは何か本をもとにして、そのことをテーマに子ども達

や親が一緒に話し合うというようなそういう意味なんでしょうか。

高橋教委分室長 できるだけ図書館の利用を拡大したいということが根本にござい

まして、子どもさんのころからあらゆる機会を通じて図書になじん

でもらいたいという趣旨でございます。

おはなしを聞く会とは図書館にある児童書を親子対象にしてそれを

読んで、公民館の本を紹介するという意味もございますが、児童書

もそれなりに購入してございますので、紹介も兼ねて行っていると

いうことでございます。

伊藤辰郎会長 よろしいですか。それでは時間もだいぶ経過しましたので、次に

移りたいと思います。

続きまして議題の２でございます。地域枠事業の承認についてで

あります。これまで申請書が提出になっている事業でございます。

初に楢岡さなぶり酒花火事業を審議いたします。事務局から説明

をお願いいたします。

判田参事 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今説明がございましたが、この事業について審議をしたいと

思います。御質問、御意見がございましたら御発言をいただきたい

と思います。

どなたか御発言、御意見はございませんでしょうか。

異議なしの声

伊藤辰郎会長 異議なしの声がございますが、よろしゅうございますか。

それでは、御意見がないようでございますし、異議なしの声がござ

、 。いましたので この事業につきまして承認してよろしいでしょうか

それでは事業を承認することと決します。

次に２番目でございますが、悪戸野地区道路側溝薬剤散布事業を

審議いたします。事務局から説明お願いいたします。

判田参事 【資料説明】

、 、伊藤辰郎会長 ただ今説明がございましたけれども この件につきまして御意見

あるいは御質問をいただきたいと思います。

これも今までの継続事業でありますので、下水道ができればこれも
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やらなくなるわけですね。この地域の下水道が完成するのはあと何

年後ですか。

伊藤建設課長 この地域の下水道の供給年度でありますが、平成２１年度ですの

で、２１年の４月から２２年の３月３１日までの間ですので、２２

年の３月３１日に供用開始の予定であります。

伊藤辰郎会長 遅くとも２２年の３月３１日には供用開始される訳ですね。

これはやらないと地域の住民が困ることでしょうから、よろしいで

すね。はい。それではこの事業につきましては、採択をするという

ことで決したいと思います。

それでは、次にまいります。３番目でございます。河川清掃事業

を議題と致します。この事業は昨年から実施され今年度も継続する

ことにしていた事業でありますので、今年度の実施方法等について

事務局から説明ください。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今河川清掃の実施事業につきましての説明がございました。

昨年とは若干時期が早まっているようでございますが、この件につ

きまして皆さまの御意見、御質問をいただきたいと思います。

昨年の実績はほとんどの自治会で実施をしていただいたのでしょ

うか。昨年の実績等についてはいかがでしたでしょうか。

佐藤地域振興課長 はい。ほとんどの自治会から協力いただきましたけれども、一部

の自治会の方から地元に河川がないということから、期間もなかっ

たことから今年度協力したいということで、１・２の自治会で実施

を見合わせたところがございますが、その他はほとんどのところで

積極的な御協力をいただいております。

伊藤辰郎会長 実際に河川清掃に参加された委員の方もいらっしゃると思います

し、何か御意見等があれば承りたいと思いますが。

私の体験を申し上げますと、昨年私も参加してやりましたけれど

も、思っていたほどごみはなかったなあと思いましたが、やはり流

木だとか周りの草とか雑木というか、木がだいぶのしかかってきて

いるところにプラスチックの容器だとか、あるいはポリ袋みたいな

ものとかが絡まっていて河川としてはあまりいい景観ではないとい

う状態はありました。できるだけそういう物を投げないという習慣

が地域の人達についてくれればいいなあとそんな風に思いました。
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、 、佐藤のり子委員 私も昨年参加して見て 北田地域ですが非常にごみがありまして

子ども達もこんなにいっぱいあるんだということを要するに川の実

態というものを確認したということでしたので、是非それを確認し

たに留まらず、やはり今年もやって去年よりはどうだということを

又、新たに確認してごみを捨てないという意識を高めるためにも今

年も是非やるべきだと思います。そして又昨年行ったあとに写真等

で全部落のまとめたものを見たところ、ちょっとした作業ではある

けれどそこに何か村の人達の連帯意識、繋がりとか協力のようなも

のをそこで感じ得た気がしましたので、是非継続するべきだと思い

ます。

伊藤辰郎会長 はい ありがとうございいました。その他何かございませんか。

佐々木タヨ子委員 佐藤のり子委員と関連したことだと思いますが、やった。よかっ

た。終わりました。来年もやった。よかった。終わりました。では

なくて、写真を見た限りでは実態がこれだけきれいになったという

ことを何らかの形で南外地域の皆様にお知らせするべきではないの

かな、参加した方々は分かっていてもほかの地域の住民は分からな

いというのであれば、やはり予防対策もできないだろうし、そうい

った意味で結果を何らかの形で周知していただければ、もっともっ

と広がりが出てくるのではないかなと思いますが。

伊藤辰郎会長 はい大変いい御意見ありがとうございました。是非河川清掃に参

加してやっている姿とその成果を地域の人達全員に行き渡るように

何か広報のようなものを終わったあとに発行できればいいなと思い

ますので、是非、行政の方でも御検討いただきたいと思います。

はい 佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 去年やった結果は非常に喜ばれた。きれいになったということで

すが、今年も継続してやるということですが、部分的にそこの場所

は去年できたけれど、隣の部落との間がきちっとできていない。そ

こはおそらく清掃していないと思うので、もしやるとしたら去年や

らないところを今年重点的にやるというのもひとつの方法かと思い

ます。

伊藤辰郎会長 やってないところもまだまだあると思いますが、それはそれぞれ

の自治会に主体性をもたせて行っているようなので、自治会間の境

界のあたりをお互いに重点的に清掃するということを６月１０日の

自治会長会議で、地域協議会でこういう意見があったということを

是非伝えていただきたいと思います。
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佐藤地域振興課長 かしこまりました。佐々木委員さんからの御指導もございますの

で、なるべく広報等で皆様にお知らせする機会を得たいと思います

し、また、佐藤委員さんからの提案についても会長さんよりお話し

がありましたとおり、６月１０日の自治会長会議でそのことを強調

してお話ししたいと思います。

伊藤辰郎会長 はい。その他御意見はございませんか。

それでは、河川清掃事業につきましては、是非今年度も実施をし

たいと、そして、その効果をさらに高めたいとの御意見がございま

したので、事業を実施するということで決定してよろしゅうござい

ますね。それでは、３番目の事業につきましても実施をするという

ことで、決定をさせていただきます。

つづいて、３）に入りますが、市あるいは支所に対する要望・提

案事項についてを議題と致します。

初に、前回の要望・提案等につきましての回答が事務局からある

ようでございますので、説明をお願いいたします。

佐藤地域振興課長 はい。ほとんどの場合その場でお答えできるものはしておりまし

たけれども、なかには時期的な関係でその場で御回答できなかった

ものもございます。

昨年度第４回地域協議会で、今野盛孝委員からの市道交差部での

停止線がない箇所が多くあるということで、何とかならないものか

というお話しがありましたので、春になりまして、現場等確認して

ございます。やはりかなり多くの所で停止線が消えていたところが

ございます。予算的には大変厳しい状況ではございますが、市道に

関しましては建設課と協議いたしまして、予算の範囲内で少しずつ

でも実施していくということで、回答を得ておりますし、県道関係

につきましても公安委員会の方を通しながら、県道についてもなる

べく多く実施していただくよう要望してございます。

また、第５回地域協議会で佐藤セツ委員からの南外グラウンド入

口のごみ集積所設置箇所付近の県道との段差があるし、小路には水

たまりができるので何とかしていただきたいとのお話しがございま

した。これにつきましても、建設課と現地を確認しております。

段差解消の舗装と水がたまる場所、ごみ集積所までは舗装はすると

いうことで話がついておりますので、御報告申し上げたいと思いま

す。以上です。

伊藤辰郎会長 今野盛孝委員、佐藤セツ委員今の説明でよろしいですか。

はい。ありがとうございます。それでは、今回の要望・提案等あ
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。 。りましたら御発言をいただきたいと思います 今野幸蔵委員どうぞ

今野幸蔵委員 今県道のお話しがありましたけれど、中野地区の道路の補修につ

いてですが、舗装したあと元の道路と補修後の道路に段差があり、

車で通るときかなり凸凹して、住民からもこれでいいのかなという

話があり、金屋から落合方面にかけてはそうでもない感じがします

が、業者の違いかとも思いますが、もう少し丁寧に舗装をしてもら

えたら大変助かります。大型車が通るとかなり振動もあるというこ

、 。とで住民から話を聞いたので そのへんよろしくお願いいたします

伊藤辰郎会長 それに対する答弁よろしくお願いいたします。

建設課長さんお願いします。

伊藤建設課長 県道の補修が悪いということのようですが、南外地域の補修はひ

とつの業者で全部の地域を担当しております。私の方からも機会あ

るごとに丁寧にやってもらうよう話はしておりますが、これからも

機会をみましてもっと丁寧にやってもらうよう話はしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 よろしゅうございますね。その他、はい。今野盛孝委員。

、 、 、今野盛孝委員 お願いですが ごみ集積所の枠が 高野地域では県道端に４箇所

。 、市道に１箇所あります 大変立派な集積所を作っていただいたので

鉄骨でできている訳ですが、底が抜けて何回か部落の方で木をあて

がったりして底を修理しましたが、それも限界にきており、私も仕

事の関係上何とか修理できないかと考えておりましたけれども、基

礎をきちんとやっておりますので、現地まで行って修理しなければ

ならないということで、結構かかる訳です。それで、設置費補助金

を今見たところ、新設と建て替えは事業費の半額以内の５万円が限

度、補修は３万円が限度となっておりますが、県道沿いにあるごみ

集積所の修理は結構かかる訳ですが、各自治会負担ということでし

ょうか。

黒田市民課長 自治会でお願いしたいということです。補助金は説明したとおり

ですが、ほかに係る経費については自治会でご用意お願いしたいと

いうことです。よろしくお願いいたします。

今野盛孝委員 今の回答で自治会の負担ということですけれども、県道沿いとな

ると部落の端々のごみ箱は結構ほかの地域の人も時間に間に合わな

いとかでごみを入れていきます。４箇所ありますが大きいのは２箇
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所ありそのうち１箇所一番大きいのは２坪くらいありそれは完全に

底が抜けております。手当はしておりますが‥。もう１箇所は体育

館に近いところ、そこは市道ですがあそこはひっくり返るような状

態になっております。そういう物の修理は自治会だけの力ではとて

、 、もできないことで 自治会長さんからも相談を受けましたけれども

少ない予算でやって下さいということは寄付してやって下さいとい

われたような気がしますけれども、自治会も大変ですので、これを

地域枠予算から出されないものなのでしょうか。うちの部落だけの

問題ではないでしょうけれども。

佐々木総合支所長 地域枠予算を拡げていくということになれば、たぶん際限がなく

。 、なるし歯止めがかからなくなるという部分があると思います ただ

指摘されました集積所の大きさがそれぞれ違うと思いますので、そ

の部分についてはこのあともう少し担当であります市民課長や本庁

の方と協議してみたいと思います。大きさが 初から決められた規

格でつくられたものではありませんし、対応については新規と補修

ということで現在規定されておりますので、大きさの問題や補修で

間に合わなくて、新しく作らなければ間に合わないという部分につ

いてはもう少し検討させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

伊藤辰郎会長 今野委員よろしいですか。もう少し検討してくれるということで

す。その他よろしいですか。佐藤セツ委員どうぞ。

佐藤セツ委員 今の方々のお話を聞いて、ずっと前から考えていましたが、金屋

の信号の周辺の国道と県道の段差による騒音を解消するため調査を

お願いしたいと思います。

伊藤辰郎会長 調べていただいて補修できるものと思いますが、建設課の答弁お

願いします。

伊藤建設課長 県道の舗装が悪くて車が通るたびに、大きな音がするということ

ですが、国道と県道の管理は県で行っておりますので、現地を調査

の上、県の方に連絡したいと思います。

伊藤辰郎会長 調査をした上で補修できるものであれば補修してくれるというこ

とです。その他ございますか。佐々木久悦委員どうぞ

佐々木久悦委員 燃えるごみの収集の中で、発砲スチロールの魚箱ですが、私の記

憶ですと大仙市の場合は裁断して燃えるごみの袋に入れるというこ
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とで認識しています。仙北市はある程度の大きさ、魚箱なら三箱く

らいまとめて出せば持っていってくれるということを聞きました。

袋も使用しますし、手間もかかります。ある程度の基準を設けて集

積所に出すということは今も変わりないのかなということです。

黒田市民課長 はい。先ほど申しあげたとおり、トレーについては回収しており

ますけれども、発砲スチロールの大きいものはまだ回収を始めいて

いませんけれども、大仙市でもやる予定です。今のところは先ほど

お話しのあった処理でやっていただくということですが、今年度中

にやる予定ですので、又、広報等でお知らせしますのでよろしくお

願いいたします。

伊藤辰郎会長 はい。伊藤葉子委員どうぞ。ありがとうございます。

伊藤葉子委員 楢岡さなぶり酒花火イベントに行きたいが、巡回バスがでること

は始めて聞きましたが、どのように巡回ですか？

伊藤辰郎会長 羽後交通に依頼してバスが出ます。大曲から４時３０分に出発し

て神宮寺の駅を通ってふれあいパークまで行くのですが、詳しく分

かりませんので、説明していただけますか。

判田参事 ルートでございますけれども、大曲駅方面からくるものは愛宕下

バス停・木直バス停で止まりまして、ふれあいパークまで来るもの

と、もう一つは湯ノ神温泉バス停・金屋バス停・南外支所前・ふれ

あいパークのルートです。終わりますとその逆ルートで戻ります。

伊藤辰郎会長 ５０人くらいは乗れるバスですが、人数が多い場合は前もってこ

こで乗るということを言って頂きたいと思っておりますけれども。

佐藤地域振興課長 これは商工会に申し込めばよろしいのでしょうか。

伊藤辰郎会長 そうです。運転手のほかに担当者も乗りますので、前もってどこ

そこから何人乗りたいと申し込んで頂ければ、その場所に止まると

思います。是非商工会の方に申込をお願いします。

時間もだいぶ経過しましたので、次に報告事項に入りたいと思い

ます。あらたな自治組織の設立についてですが、事務局から報告お

願いします。

佐藤地域振興課長 【資料説明】地域づくり委員会パンフレット
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このパンフレットを使いながら、５月１２日に開催されました自

治会長会議で新たな自治組織の設立の必要性についてお話しをしま

した。その段階では、地域づくり委員会の前の連合会組織としまし

て自治会の連絡協議会という組織の設立については御了解をいただ

きました。

６月１０日に開催されます自治会連絡協議会の設立総会において、

先ずは一つめの連絡協議会を設立したうえで、そのあとには地域づ

くり委員会に関しましても機会あるごとに働きかけて行きながら、

組織の立ち上げについて積極的に動いていくつもりでございます。

当地域としましては２０年度から地域づくりのための新たな自治

組織の設立に向けて地域枠予算を投入しながら新たな組織を作って

いくという状況にしてございます。簡単ですが自治会の組織作りの

進行状況についてお話をした次第であります。

伊藤辰郎会長 ただ今説明がございましたが、何か御質問がございましたらお願

いしたいと思います。

あとでじっくり読んでいただいて、次回にでも質問をして頂けれ

ばと思います。それでは次にまいります。時間も８時３０分になろ

うとしておりますので、先を急ぎたいと思います。

２１年度に向けた予算要望事項の取りまとめ方法について事務局

から説明をお願いします。

判田参事 【資料説明】

伊藤辰郎会長 はい。ありがとうございました。平成２１年度の予算要望を大仙

市に対する統一的な予算要望をどのように出していくかということ

の案を示していただいたわけですが、やはり我々この地域に住む者

がどういう風な事業を一番望んでいるかということを協議をしなが

ら取り上げていこうということでございます。

今の説明につきまして何か御質問・御意見がございましたらお伺

いいたします。いかがでしょうか。このような案で進めていってよ

ろしいでしょうか。

佐々木タヨ子委員 班編制の割り振り、配置はどのようにおこなう訳でしょうか。

と申しますのは、一応公募としてやった時の経緯がありますので、

そのへんもかみ合わせて配置をさせて頂くのかどうか。お聞きした

いです。

伊藤辰郎会長 まず班編制で進めるということは、賛成でございますか。

皆さん賛成であれば、この班に入りたいという希望を出して頂いて
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班編制をしたらいいのではないかと思いますけれども。

例えば市民生活環境班に入りたいということであれば手を挙げて頂

いて、そこに入って頂く。どこでもいいと言うのであれば事務局の

方で割り振って頂くと言うことでいいと思います。班編制で進める

というのはいかがですか。いろいろな要望があると思いますし、

１７人もおりますので、やはり班を分けてそれぞれの課題について

要望を出す事業をだすという方が進めやすいのではないかと思いま

すのでこのような案で進めてよろしいですか。はい。それでは３つ

の班に分かれていますが、皆さんの方からこの班に入りたいと名乗

りを上げていただきたいと思います。佐々木タヨ子委員は何班がよ

ろしいですか。はい１班（市民生活・環境）ですね。その他名乗り

を上げて欲しいと思いますが。

はい。伊藤正照委員は２班（建設・農林・商工 。）

はい。伊藤葉子委員は３班（教育・文化・観光 。）

一人一人聞いていきましょうか。

。 。 。小松成功委員いかがですか お任せですね 佐々木雅子委員は３班

野球場関係は、佐藤豊委員は３班。鈴木幸一委員３班。佐藤セツ

委員１班ですね。その他ございませんか。それではあとはお任せを

いただくことにしまして、このような段取りで班を編制いたしまし

て、６月から８月にかけて班ごとの検討会を開いていただいて、そ

の後に全体会議で 終決定をし、南外地域協議会としての優先順位

を決定し要望書を作成し、１０月に市の方に要望をするという段取

りで進めてまいりたいと思います。

それでは今日の協議事項は以上でございますが、その他は次回に

譲りまして今年度の第１回目の地域協議会を終了したいと思いま

す。次回の協議会の日程でございますが、この件について事務局の

方から説明がありましたらお願いしたいと思います。

佐藤地域振興課長 先ほどの資料にもございましたが、７月の中旬を予定してござい

ますので、特に御要望があればこの場で設定しても構いません。も

し、何もなければ会長さんと御相談しまして、日程調整して御案内

通知を差し上げたいと思います。

伊藤辰郎会長 それでは一応７月中旬ということで、日程につきましては事務局

と私の方で協議して決めさせていただいて、通知を差し上げたいと

思います。

大変長時間にわたりましてお疲れ様でございました。これにて第

１回目の地域協議会を終了したいと思います。

佐藤地域振興課長 ただ今の班編制で、要望のあった方は要望のとおり、それ以外の
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方は、大変恐縮ですが、こちらで指名させていただきたいと思いま

す。調整がつきましたら、早速ですけれど、近日中に班編制の通知

をし、班ごと一度お集まり願うかたちになると思います。その段階

で、班長さんを決めていただき、第１回目の会合の段取り等を決定

していただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 それでは大変お疲れ様でございました。これにて今日の協議会を

これにて終了したいと思います。どうもありがとうございました。

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 ６月１３日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 今 野 盛 孝

委 員 今 野 純 子


