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平成２０年度 第２回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２０年７月３１日（木） 午後６時３０分から午後８時０２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）本庁事業報告

「大仙市都市計画マスタープラン」作業状況報告（都市計画課）

（３）議 題

１）地域枠事業の承認について

①南外特用林産研修施設の外構整備事業

②南小学区コミュニティ委員会活動事業

２）市（支所）に対する要望・提案事項について

３）報告事項

①自治会連絡協議会の設立について

②地域公共交通の運行状況について

③地域協議会委員研修について

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（１１名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 誠一、今野 幸蔵、今野 純子、

今野 盛孝、佐々木久悦、佐々木雅子、佐藤 セツ、佐藤のり子、

佐藤 豊

（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

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
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６．欠席者氏名

欠席委員（６名） 伊藤 正照、伊藤 葉子、小松 成功、

佐々木タヨ子、佐藤由香子、鈴木 幸一

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「第２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。

会議に入る前に次第の３本庁事業報告であります 「大仙市都市、

計画マスタープラン」作業状況報告について職員紹介を含めてお願

いいたします。

竹谷都市計画課長 【職員紹介・あいさつ】

佐藤都市計画主任 【大仙市都市計画マスタープラン概要説明】

伊藤辰郎会長 説明がありましたが、御質問・御意見がありましたらこの機会に

御発言いただきたいと思います。

私からよろしいですか。５ページ大仙市将来像ですが南外で言う

と役場周辺が生活拠点ですが、生活拠点というのは例えばどのよう

な公共的施設を想定しているのか、現時点で分かる範囲で結構です

ので、教えていただきたいと思います。

竹谷都市計画課長 生活拠点というのは、この構想の中では現在あるものについて検

討するということで、あくまでも大仙市全体で都市計画を作り上げ

ようということでございまして、新たに何かを作るということでは

なく、現在あるものを有効的に使っていくということで考えてござ

います。

伊藤辰郎会長 そうしますと２０年先の構想ということですが、現在あるものと

いわれましても、だんだん老朽化していくとか、使い勝手が良くな
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い施設の更新も当然あるかと思いますが、改装・改築は今の時点で

は考えていないということでしょうか。

竹谷都市計画課長 都市計画マスタープランにつきましては、土地利用とか町並みを

形成することを考えていくことで、現在ある公共施設の改築等の計

画は予定してございません。建物のみならず、道路・公園等下水道

を含めまして公共施設はこれから検討していくということでござい

ます。

都市計画とは何かということを今後地域別懇談会を開催し、その

中で説明して御理解をいただきたいと考えておりますので、何とぞ

御協力の程お願いいたします。ありがとうございました。

佐藤地域振興課長 これで、都市計画課の説明がおわり退席しますので、その間５分

ほど休憩いたします。

お待たせいたしました。引き続き協議に入ります。

本日の委員出席数は１１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。

伊藤慶蔵委員と伊藤誠一委員にお願いします。よろしくお願いい

たします。

それでは早速議題に入りたいと思います。

地域枠予算の承認についてであります。これまで申請書が提出さ

れている事業について審議したいと思います。

一番目は南外特用林産研修施設の外構整備事業の承認について、

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。

佐々木久悦委員 基本的には反対ではありませんが、お伺いいたします。平成４年
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に施設ができて平成２０年までにこのような要望は前になかったの

か。たとえばこれは２０年度の当初予算ではなかったのか、途中採

。 。択されて地域枠予算にきたのか それとも急きょ必要になったのか

このような事業で地域枠予算を使途することは別に悪いことではな

いと思いますが、事業費の比率を見てみると他の研修施設あるいは

自治会館とかいろいろな状況があると思うので、そのような面に関

して、この事業費率が適当なのかなと思いますけれども別にいいと

思います。

伊藤辰郎会長 ただ今のは賛成意見でしょうか。質問のような内容も入っていま

したけれども。事務局の方で答えていただけますか。

佐藤地域振興課長 大和野環境をよくする会からの申請ということで、昨年度もバス

路線の一部の刈り払いをしたり、地域環境を守る会ということで活

動をしている実績のある団体です。この施設は市が所有しておりま

すが、実態は大和野周辺の自治会の集会所的に利用しているところ

でございます。本来であれば市の事業として予算化をして、環境整

備ということで舗装等の工事をすべきところでございますが、予算

要望してもなかなか予算がつかないのが現状であります。

そこで、地域の人達が原材料代等いただければ自分たちで汗を流し

て環境を整備したいということで、発案されて申請があったもので

ございます。

実際２８万５千円の工事費ということですが、市が工事を発注しま

すと１平方メートルあたり８千円くらい、５０平方メートルだと

４０万円程の工事費となると考えられます。原材料費と機械の借り

上げ料を地域枠から出していただければ、他は自分たちの手でやる

ということで３０万円弱でできると思います。本来であれば佐々木

委員がおっしゃるとおり市でやるべきでございますが、地域のやる

気を汲んでいただき何とぞ申請を通していただきたく、よろしくお

願いいたします。

伊藤辰郎会長 佐々木委員よろしいですか。

佐々木久悦委員 はい

伊藤辰郎会長 その他御質問、御意見がございませんでしょうか。

はい今野盛孝委員どうぞ。

今野盛孝委員 反対ではありませんが、こういう事業をした場合たとえば事故な

どは考えられないものですか。



- 5 -

佐藤地域振興課長 特に大きな機械は使わないんです。もちろん生コン車を頼んであ

けてもらうので危険がゼロということはないのですが、ある程度自

分たちの責任でやってもらうしかないのかなと考えています。

今野盛孝委員 市の施設を一般の人達がバックホウとか振動ローラーを使ってや

ることなので、たとえばケガをした場合とかは市に責任があるとか

ないとか、心配しなくてもいい訳ですか。

、 。佐藤地域振興課長 それはおっしゃるとおりで 心配しなければならないところです

その点につきましては、十分な配慮をしていただくという条件を付

けて注意をしてやるしかないのかなと思います。ここで危ないから

ダメだというのも少し酷なのかなと思います。十分に配慮していた

だくということを条件に承認するしかないのかなと考えておりま

す。ここで危ないから承認できないとすればそのようにするしかな

いと思います。あとは考え方によるのかなと考えております。

伊藤辰郎会長 よろしいですか。はい、佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 工事に対する対応の仕方については賛成しますけれども、文章の

中で原材料費及び重機借り上げ料は市が負担とあり、予算の内訳に

は原材料がいくら、借り上げ料がいくらとなっておりますが、その

点はどうなっておりますか。

佐藤地域振興課長 地区でミニバックホウをもっている方がいて、それでならす程度

に掘ってやるということで、その方の賃金はいらないけれどその機

械の借り上げ料はお願いしたいということです。実際ここにあげた

額ではなく、 終的には精算される額で請求書が上がってきた段階

での支払いになると思います。

伊藤辰郎会長 はい。今野幸蔵委員どうぞ。

今野幸蔵委員 市の建物なので、２８万５千円全額を地域枠予算で直すとことは

できないものなのかなと考えた訳ですけれども。

１６万円が地域枠予算で、１２万５千円を地元で負担するというこ

とですか。

佐藤地域振興課長 １２万５千円というのは会の会員が２５名おります。手間賃ひと

り５，０００円で計算した額ですが、自分たちでお金を出すのでは

なく、自分たちで使う施設なので人件費にかかる分は自分たちで頑

張るということです。
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今野幸蔵委員 １２万５千円と額が大きいので、地元負担では大変だと思いまし

、 、たが 自分たちでやるということであればそれでいいと思いますが

市の建物なので地域枠予算を使ったらいいのではないかと考えたと

ころです。先程、佐藤豊委員がおっしゃったことですが事業説明書

の概要のところで 「原材料費及び重機借り上げ料は市が負担し 」、 、

というところを「原材料費及び重機借り上げ料は地域枠予算を使用

し 」というふうにしたほうがよろしいのではと思いますが、いか、

がでしょうか。

佐藤地域振興課長 はい、わかりました。そのように改めさせていただきます。

伊藤辰郎会長 これは建物ではなく、建物の前の敷地の整備ですね。

佐藤地域振興課長 はい。玄関の前に水が溜まったり、凸凹になり除雪するにも難儀

し、予算もなかなかつかないので、それだったら自分たちの手でや

ろうと申請があったものです。

伊藤辰郎会長 はい。その他は御意見はございませんか。

地域枠予算から１６万円支出をお願いしたい。労力については自分

たちでやりますよという事業のようでございます。

よろしいですか。

それでは、この件につきましては御賛同いただき承認をすることと

致したいと思います。

次にまいります。二番目になります。南小学区コミュニティ委員

。 。会活動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 それでは二番目の南小学区コミュニティ委員会活動事業の助成に

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。

はい、どうぞ。

佐々木久悦委員 南小学区というと西小学区もあるのでしょうか。

たとえば委員会の活動事業ということで助成金という形で使途する

ことなので、西小学区も一緒にあげたらどうかなと思いました。

、 。佐藤地域振興課長 資料にミスがありまして 新規ではなく継続に訂正お願いします

昨年度も南小学区コミュニティ委員会の方へは助成してございま

す。もちろん西小学区へも助成しておりました。実は西小学区はこ
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の３月で会がなくなっておりまして、南小学区は今年度も引き続き

継続している団体でございまして、今年も継続された段階で活動し

ていきたいと申請が上がってきております。

伊藤辰郎会長 西小学区コミュニティ委員会はなくなったのですか。

佐藤地域振興課長 はい、なくなりました。

伊藤辰郎会長 そのほか御質問ございませんか。この事業について御承認いただ

いてよろしいでしょうか。それでは賛成多数ですので承認すること

といたします。

次でございます。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。要望・提案等ございましたら御発言をお願い

いたします。

佐藤地域振興課長 この件に関しましては、班別会議ということで皆さんに要望等に

つきまして検討いただいております。ただ、それ以外に急きょ問い

合わせしたいとか緊急なことがございましたらお願いしたいと思い

ます。将来的な構想等につきましては、各班ごとに検討していただ

いておりますので、そちらの方に委ねるというのであればそれはそ

れで今の段階では結構と考えております。

伊藤辰郎会長 今班は三つに分かれているんですね。それぞれ班会議をしている

ので、その中でいろいろな要望を検討していると思いますので、そ

れ以外に新たな要望等がございましたら、この場で提案・御発言い

ただきたいということでございますが。何かございませんか。

ないようですね。それでは班の方でじっくり要望・提案等してい

ただくことにしまして、次にうつりたいと思います。

次は報告事項でございます。自治会連絡協議会の設立について事

務局から報告をお願いいたします。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今説明がございましたが、この件について御質問・御意見が

、 。ございましたらお受けを致したいと思いますが いかがでしょうか

私から質問させていただきますが、南外地域の自治会連絡協議会

ができて役員も決まった訳ですが、１年にどのくらい協議会が開催

される予定でしょうか。

佐藤地域振興課長 まだ役員会を開催できなくて、具体的なところも煮詰めていない
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状況ですが、少なくても３回程度は開催したいと事務局サイドでは

考えてございます。特に地域協議会の皆様にもお知らせしてござい

ましたけれども来年度の予算に向けた聞き取り調査、要望の受け皿

の機会として１０月か１１月の前半には市長さんが地域協議会に見

えられる予定もありますので、それに向けて地域のさまざまな課題

等につきましては、前にもお話し申し上げましたとおり、自治会連

絡協議会の中から提案していただくということで、９月頃には招集

していただきながら各自治会長さん方の取りまとめをしていただき

たいと考えております。もちろん規約にもありますようにそれから

出てきた提案等につきましては、地域協議会の方に提案していただ

きながらこの中で検討していただくということになりますので、そ

の席には自治会連絡協議会の会長さん達にも出席していただきなが

ら御検討いただきたいと考えてございます。

伊藤辰郎会長 自治会は全地域にいくつありますか？

佐藤地域振興課長 ４２あります。

伊藤辰郎会長 その他御質問はございませんでしょうか。

自治会の連絡協議会ができて、そこでいろいろな提案があがって

きて、それを今度は地域協議会で協議をする。そういう形になるん

だという説明がありましたけれども、そうなると地域にある自治会

の要望がそれぞれの地域からあがってくる形になりますので、そう

いうやりとりが活発になれば又、いいことだなあと私は思います。

ただ、今自治会組織ができたばかりなので、お金がないので自治会

で何から何までやらなければならないんだという声が聞こえてきて

いるので、お金もついていくという形になればいくらかそのような

気持ちもなくなってくるのではないかという気がします。

地域枠予算の中から生かせるものがあれば、いいんだろうなあと思

います。

佐藤地域振興課長 そういう意味で高野自治会・小出自治会・大畑自治会につきまし

ては、先般詳しい話を聞かせて欲しいと要望がありまして、日曜日

でしたけれど出向きまして、概略については説明してございます。

ある自治会では、これからどのような形で自治会運営をしていった

らいいのかなという気運も若干ながらも出てきたように感じます。

今会長さんがおっしゃったとおり、要望ではなく今自分たちが実施

できる事業があるんだということを認識したうえで、できる限り地

域枠予算を使える活動があれば、協議会の方に出していただきまし

て、地域枠予算を活用して欲しいという説明もしてございます。
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伊藤辰郎会長 この件につきましてよろしいですか。自治会連絡協議会ができた

ということで、これからいろいろな提案・事業等があがってくると

いうことを期待するということでよろしいでしょうか。

はい、佐藤豊委員。

佐藤豊委員 今までの４２の集落があったわけですが、今自治会連絡協議会が

設立され役員も決まり、それはそのとおりでいいと思いますが、今

までの４２の集落と自治会連絡協議会の繋がりはどのようになりま

すか。

たとえば、数があってまとまる場合とまらない場合がありますが、

４２ある自治会を１０くらいにしてその中の協議会で役員構成され

た訳ではないのですね。

佐藤地域振興課長 これまで何度かお話ししてきましてけれど、４２ある自治会の活

動が各自治会だけの枠の中で処理されていた。例えば隣の集落がど

んなことをやっているか、見ればうかがい知れるところですが、離

れた地域についてはどのような活動・どのような考え方・どういう

ふうなやり方をしているのか。たとえば役員構成についても毎年変

わるのか２年交替なのか、そのようなことが全然わからなかったと

いうことです。そういう意味で各自治会の横の連絡、情報交換、親

睦を含めた形の情報交換をできる会として自治会の連絡協議会の名

のもと組織を作った訳です。各自治会長さん達に集まっていただい

てどのような活動をしたらいいのかなと情報交換をしながら各地域

の状況を振り返って、自分たちの方へもあてはめて、活動の根本か

ら見なおしていただきたい。ということが自治会連絡協議会の趣旨

でございます。それと同時に各自治会の課題・提案等似かよった物

は似かよったなりに合わせて地域協議会を通して市の方へ要望する

という考えでございます。

また、その上で地域づくり委員会ということで、４２ある自治会

がある程度大きな枠、例えば３集落以上１００世帯くらいの範囲で

まとまっていただければ、もっといい活動ができるんではないかと

いうことを含めて、そのことについても再三自治会長さんにも説明

してございます。

佐藤豊委員 はいわかりました。

伊藤辰郎会長 その他は御質問はございませんか。

ないようですので、次へうつりたいと思います。

次は地域公共交通の運行状況についてであります。こちらの方の

説明お願いいたします。
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判田参事 【資料説明】

乗合タクシーの登録者１４１人に対し、利用者１４人ということ

について、今後、どのような状況で利用しないかということも含め

ましてアンケート調査なども実施したいと思っております。

市民バスは現在は無料ですが、他地域との整合性や運行ルートに

ついて検討していく必要があると考えております。

伊藤辰郎会長 はい。ただ今説明がありましたが、この件につき何か御質問ござ

いましたらお願いいたします。

思ったより乗合タクシーは利用者が少ないと感じますが。家族が

いて送迎してもらえる人は利用しなくてもいい訳ですけれども、車

もなくて今までバスを利用していた方は不便になったという感じが

しますけれど。乗合タクシーは登録者の割に利用者少ないですね。

佐藤地域振興課長 実は冬に運行される各集落に限られておりますが、説明会を開き

ました。その段階では大変ありがたい制度だといういことで、

１４０人以上の方々に興味を持っていただいたのかなあと考えてお

りました。もう少し利用していただけるんではと思っておりました

が、実際にはそれほど困っていなかったのかなというようなことで

ございますが。ただ、現在はまだ大丈夫だけれど、冬になるともう

少し利用者が増えるのかなとか、もう少し高齢になってからの利用

。 、 、があるのかなと考えられます ただ タクシーの場合は若干ですが

負担もある訳ですので、５００円というのが高いと感じているとい

うところがあると思います。ただ、バスの方はこれまで運行されて

いなかった地域につきましては、結構利用されております。荒又・

釜坂については７人ということで、もともとの荒又線が廃止された

経緯もこの辺にあるのかなと思われるような結果が出ております。

荒沢・十二ケ沢・滝・桑台・中野線につきましては、そこそこに利

用されていて、週一回一往復だけですので、これを一便あたりの乗

車率に換算しますと０．３２人、要するに３回歩いて１回一人くら

、 、い乗るという状況ですし 二番目の荒沢・十二ケ沢につきましては

だいたい一便に一人は乗っていただいているというような状況で

す。また、滝・桑台・中野線につきましては一便に常時二人くらい

は乗っていただいているというような計算になります。ただ、２９

人乗りのバスにいつも二人か三人ということですので、果たしてそ

れがどうなのかなということになると今後の検討課題になるのかも

しれません。

佐藤豊委員 乗合タクシーについて、本宿・田屋村の説明会に私も出席しまし

たが説明会に来た人は僅か二人。新しい事業ということもあると思
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いますが広報等でお知らせはしていると思いますが、必要としてい

ないので利用率が低いと思いますが、市民バスや乗合タクシーがあ

ることを知らないでいる人もあると思います。

伊藤辰郎会長 もう少しこういう市民バスなり乗合タクシーがあるということを

周知徹底していただいて、もっと利用率をあげていただければ走っ

ている甲斐があると思いますので、広報活動をもう一度しっかりや

っていただければなあと思います。

その他御質問なければ、次に進んでよろしいですか。

それでは次に、三番目の地域協議会の委員研修について御説明お願

いします。

判田参事 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ８月３１日予定されているようでございます。内容は今説明があ

ったとおりでございます。この件につき何か御質問ございましたら

お願いいたします。

佐藤地域振興課長 若干補足させていただきます。実は午後からこの日程でふれあい

文化センターでの講演。これは地域協議会の皆様に毎年全体で集ま

っていただいている研修会です。本庁で企画した日程が午後からと

いうことで設定されていましたが、南外独自の研修も合わせて行い

たいと考えまして、午前中の環境についての勉強会ということで花

館のクリーンセンター、そして、できたばかりの矢向の 終処分場

も合わせて研修したいと考えております。その後昼食をとり、ふれ

あい文化センターの方に移動していただいて全体の研修会というこ

とになります。一日かかりますが充実した研修会ができるのではな

いかと考えております。

午前中の環境についての研修会は実は自治会長さんにも同じ通知

を差し上げております。自治会連絡協議会の初めての勉強会という

ことで、これから協力体制をとっていただくためにも合同で開催し

て、多くの方に参加していただきたいということで、御案内申し上

げております。

伊藤辰郎会長 ８月３１日ちょうど１ヶ月後の日曜日でございますが、できるだ

け多くの人の参加をお願いしたいと思います。

それでは 後になりましたが、次回の協議会の日程でございます

が、事務局の方ではいつ頃を予定されておりますか。

佐藤地域振興課長 先ずは９月頃と考えております。不確定要素がございまして１０
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月に市長さんが見えられるということで、その段階で要望等まとめ

て出したいと考えております。ただ、班別会議の進展によっては流

動的なところがあるのかなと考えてございます。９月の段階でまと

まっていればいいのですが、まとまっていなければ１０月のはじめ

頃会議を開く必要性があるのかなとも考えてございますし、今のと

ころは９月の中旬頃はいかがですか。もしかしたら農繁期とかさな

ってきついということがあれば、下旬にでもという日程をたてたい

と思います。

伊藤辰郎会長 ９月の中旬はいかがですか。ということですが農繁期に入る頃で

すか。実際に農業をやっている方いかがですか。稲刈りが始まりま

。 。 。すか １０日前後はいかがですか 事務局の方で調整してください

、 。佐藤地域振興課長 ９～１１日あたりで調整したいと思いますが いかがでしょうか

そこでまとまらなければ、下旬にもう一度開催ということも考えら

れますがそのへんのところを予定していただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 はい。そういうことでよろしいですか。

それではちょうど８時。２分過ぎましたけれど今日はこれで第２回

目の地域協議会を終了したいと思います。

どうもご苦労様でございました。

佐藤地域振興課長 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。
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