
- 1 -

平成２０年度 第３回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２０年９月８日（月） 午後６時３０分から午後９時１０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河川清掃事業の実施状況報告

２）地域枠事業の承認について

①南外ダムブラックバス駆除事業

②観光案内看板修繕事業

③生活環境保安活動支援事業（空家対策）

３）班別会議の要望案の検討について

（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（９名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 誠一、伊藤 葉子、今野 盛孝

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

６．欠席者氏名

欠席委員（８名）

伊藤 正照、小松 成功、今野 幸蔵、今野 純子、佐々木久悦、

佐々木タヨ子、佐藤由香子、鈴木 幸一
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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。

本日の日程でございますが、河川清掃事業が終了したことによる

報告が１件ございます。また、地域枠事業の承認が３件ございます

のでこれを審議願いたいと思います。審議が終わり次第これまで平

成２１年度予算要望事項について三つの班に分かれて検討いただい

ておりましたが、各班の検討結果を班長さんから御報告いただきな

がら協議会として市長に提出すべき項目について御協議いただきた

いと思います。また、市長の訪問日程も大枠のところを示されてご

ざいますので、こちらのほうも決定していただきたいと思います。

それでは会議に入りますけれども本日の委員出席数は９名でござ

いまして、過半数に達しておりますので、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 それでは協議会を開始いたしますが、議題に入る前に本日の議事

録署名委員を指名致します。

伊藤葉子委員と佐藤豊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。

議題の（１）河川清掃事業についての報告であります。事務局か

ら報告をお願いいたします。

佐藤副主幹 【河川清掃事業実施報告】

第１回地域協議会の際に、河川清掃の結果を南外全地域の皆様に

周知した方が良いのではとの提案をいただきました。その提案を受

けまして、河川清掃の際に取材を行い、その結果を１１月ころ全世
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帯に配布する予定で作業を進めているところでございますので、御

報告いたします。

伊藤辰郎会長 ただいま河川清掃事業につきまして実施報告がありましたが、こ

の件につきまして委員の皆さんから何か御意見・御質問がありまし

たら受けたまわりたいと思います。

どなたかございませんか。なければ私のほうから質問したいんです

、 、が 実施していない自治会が８つあるということでございましたが

河川がそばにないからということでしょうか。それともなかなか実

施日が決まらないとか、そのようなことで実施されなかったんでし

ょうか。その点をお聞きしたいのですが。

、 、 、佐藤副主幹 はい 河川がない地域もございますが 確認はしておりませんが

期間中に実施の連絡がなかったので、８自治会が実施していないと

いう状況になっております。

伊藤辰郎会長 昨年から始まった事業だと思いますが、昨年に比べて実施した自

治会は多くなっておりますか。

佐藤副主幹 いいえ、昨年に比べ未実施自治会が２つ増えております。

伊藤辰郎会長 だんだん減ってくるとあまりいい傾向ではありませんね。

何か委員のみなさん御意見ございませんか。

事務局のほうから何かありましたらどうぞ。

佐藤地域振興課長 若干未実施の自治会が増えたということもありますが、どうして

も河川がない地域もございますし、日程の調整ができなかったとい

う話も一部の自治会のほうで聞いております。自治会の連絡協議会

のほうも立ち上がっておりますので、来年度につきましては特に御

協力をしていただくように強く働きかけていきたいと考えてござい

ます。

伊藤辰郎会長 この件につきましては来年も続けてより多くの自治会が参加する

、 。ように 早めに要請をいたしまして協力をいただけたらと思います

それでは次の議題でありますが、地域枠予算の承認についてであ

ります。はじめに「南外ダムブラックバス駆除事業について」事務

局から説明をお願いいたします。

判田参事 【資料説明】



- 4 -

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。この件につきまして御質問・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。

御質問がないようですが、このようなことで、それでは地域枠予算

から予算を取りまして実施をすることで、御承認をいただいてもよ

ろしいでしょうか。

よろしいですね。それでは御賛同を得ましたので、これを承認する

ことといたします。

次に「観光案内看板修繕事業」について事務局から御説明をお願

いいたします。

判田参事 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今の観光案内看板修繕事業につきまして、

予算額が４３６，８００円ということでございますが、これにつき

まして御意見・御質問等がありましたらお受けをいたしたいと思い

ます。

車で通っている時はあまりよくわからないのですが、相当腐食して

いるのですね。

佐藤地域振興課長 写真がカラーではなくて申し訳ありませんが、看板の内容はとも

かくといたしまして、アームのところに据え付けられた部分がかな

り錆付いておりまして、落下の危険があるということで県のほうか

らも指摘されてございます。気がつきませんでしたが、よく見ると

落ちそうだということで危険な状態でありまして、早急に手当てし

なければいけないのかなということで、今回あげさせていただきま

した。

伊藤辰郎会長 通学路にもなっていますから、落下したりすれば大変ですよね。

これは早めに修繕したほうがいいですね。これはポールはそのまま

残して、看板の部分と下げる部分を取り替えるのですか。それとも

全面的に変えるのでしょうか。

佐藤地域振興課長 アームそのものは再度塗装し直して使用し、看板部分の内容が古

いので現在のものに修正することと、看板を下げている部分と看板

をはずして修理し、再度付け直すという作業でございます。

伊藤辰郎会長 ポール自体はそのまま残してアームと看板部分を取り替えるとい

うことですね。それだけのことでずいぶん費用がかかりますね。

１本ですよね。大曲から来れば信号の手前左側の看板ですよね。そ
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の１本なのにずいぶん費用がかかりますね。どこの看板屋ですか。

判田参事 見積もりをいただいたのは株式会社雷頭というところですが、準

備経費といたしまして、道路使用許可の申請手続きや特に場所が歩

道の上ということで、歩行者誘導員の賃金も含まれ経費がかかると

いうことです。

伊藤辰郎会長 今の説明でよろしいですか。御質問がなければ御承認をいただく

ということでよろしいですか。

委員 異議なしの声

伊藤辰郎会長 それでは御承認をいただいたということで、次へ進ませていただ

きます 次は３番目でございます 生活環境保安活動支援事業 空。 。「 （

家対策 」についてであります。 初に事務局から御説明をお願い）

します。

判田参事 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただいま説明がありましたように、田屋村地内におきまして倒壊

した作業小屋があり、地域住民にとっては安心安全が保たれていな

い。それを撤去する作業を地元住民と、それから重機の借り上げ料

等は地域枠予算から出していただいて実施したいという事業でござ

います。これにつきまして委員の皆様の御質問・御意見を承りたい

と思います。はい伊藤委員どうぞ。

伊藤誠一委員 これは田屋の自治会で所有者に了解は取っているんでしょうか。

、 。黒田市民課長 実は小屋が倒れた年は 御説明のとおり所有者はいませんでした

私どもが探したところ大仙市内におられたという事で、何度か面会

しましたが障害をお持ちの方で、一週間前に所有者の方から田屋村

の自治会長さんに御協力をお願いしてくださいと申し出がありまし

たので、私ども同伴でお願いにあがり承諾はいただいております。

伊藤誠一委員 わかりました。

伊藤辰郎会長 本人からは了解を取っているということですね。

そのほか御質問はありませんか。はい、佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 大仙市では初めてのパターンでしょうか。



- 6 -

黒田市民課長 承認され、実現されれば大仙市内では初めてのケースだと思いま

す。説明にもありましたとおり、写真もご覧になったっとおり、風

が吹けば道路に散らかりますし非常に危険な状態です。そして景観

上も非常に悪くて何とか御承認いただいてできるものなら速急に綺

麗にしたいということですので、よろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 本人は撤去にかかった費用は払う意思はありますか。

黒田市民課長 初は何とかしたいということで、こちらも何とか払ってくださ

いとお願いしましたが、いろいろ状況を伺う中で障害を持ち、障害

年金だけの生活で支払いには無理があるので、何とかこの事業でお

願いできないでしょうかということでした。

伊藤辰郎会長 結局支払い能力がないから、地域枠予算と地域住民の協力で撤去

作業を行うということですね。

黒田市民課長 はい、そうです。

伊藤辰郎会長 そのほか御質問はございませんでしょうか。

それでは、この事業について御承認をいただいてよろしいでしょ

うか。はい、御承認をいただいたということで次へ進みたいと思い

。 「 」 、ます ３番目の 班別会議の要望案の検討について でありますが

まず 初に今後の日程等について事務局から御説明いただきます。

判田参事 【日程等の説明】

伊藤辰郎会長 ただいま事務局から市長との意見交換にかかる日程の説明があり

ましたが、当南外地域協議会よりの第１希望・第２希望を出してい

ただきたいと思います。時間は夕方でもいいのでしょうか。多くの

委員に参加してもらうとなると夕方のほうがいいような気がします

が。

佐藤地域振興課長 本庁の方の希望は日中ということで考えていると思いますが、南

外は協議会がほとんど夕方開催されているお話をしたところ、その

ような日程であれば調整してくれるとのことでした。

伊藤辰郎会長 ６時でもいいんでしょうか。

判田参事 協議会の日程に合わせるということでした。
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伊藤辰郎会長 １０月の後半となりますと農繁期は一段落していますね。

１０月の２７日・２８日くらいでいかがでしょうか。今日欠席の

方々はお勤めの方々ですね。

それでは、第１希望を２８日の午後６時、第２希望を２７日午後

６時ということで要望を出していただきたいと思います。

佐藤地域振興課長 第１希望を２８日の午後６時、第２希望を２７日午後６時という

ことでよろしいですね。

伊藤辰郎会長 それでは要望事項のほうに入りたいと思います。班ごとの要望事

項がまとまったようでございますので、 初に１班の伊藤班長から

お願いしたいと思います。

伊藤誠一委員 【１班 市民生活・環境班 協議内容説明】

１ 住宅用火災警報器設置の推進

２ ごみ集積所建替え及び修繕の実施

３ ごみ分別収集及び再資源化の促進

伊藤辰郎会長 ただいま１班の伊藤班長から３点につきまして要望事項の説明が

ございました。この件につきまして御質問・御意見をうけたまわり

たいと思います。

はい、補足説明があるようですので、どうぞ。

伊藤誠一委員 今、火災予防組合と南外支団の消防団員とが共同で火災警報器を

まとめて買う計画がございます。ある程度個数がまとまれば安く買

うことができるというお話がありまして、今その準備をしていると

ころでございます。

伊藤辰郎会長 はい、質問どうぞ。

佐々木雅子委員 感知器にもいろいろ種類があると思います。熱感知器と煙感知器

二つあると思いますが、これはどちらを使用されるのでしょうか。

伊藤誠一委員 昨日の大仙市の幹部会議があり、今、分署のほうから寝室に１個

ということで指導があり、これは煙感知器だそうです。

１００ボルトの電源から一箇所が鳴れば家一軒全部が鳴るというの

があるそうで１５，０００円位するそうです。煙感知器と熱感知器

がありますが 「火事です。火事です 」としゃべる警報器とブザ、 。

ーが鳴る警報器と２種類ありますが、音を出すのは４，５００円か
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ら５，０００円の間で。しゃべる方が何百円か高くなるということ

でした。

佐々木雅子委員 ありがとうございました。

伊藤葉子委員 はい、すみませんが私からひとこと。

高齢者世帯なので、火災警報器を提供していただきました。でも、

私が考えるのには寝室より居間にあったほうがずっと効果的だと思

います。寝室で鳴ったらほかは火が出ているのではないかと思いま

す。そういうことで、私は不安な気持ちでおりましたので一言お話

させていただきました。

伊藤誠一委員 お話のとおり、寝室に１個あっても下の方から火が出た場合２階

まで行くうちに、逃げ場がなくなるということで、本来であれば台

所に煙感知器、２階に寝室がある場合は階段をあがったろころに１

個と寝室に１個と合計３箇所に設置すれば大丈夫だと思いますが、

３個設置するとなると１万２～３千円かかってしまいますが、命が

大事か警報機が高いかそのあたりは各個人に任せるということです

が、本来であれば３箇所に設置するのがいいと思います。

伊藤辰郎会長 これは平成２３年５月から義務付けられるということですね。

義務付けられるということは、火災報知機を必ず１個はつけなさい

ということですか。

伊藤誠一委員 低でも寝室に１個設置しなさいということです。まだ３年あり

ますけれども、平成２３年５月３１日までに設置してくださいとい

うことです。

伊藤辰郎会長 寝室以外から出た場合困りますよね。

伊藤誠一委員 昨日も話がでましたが、下のほうから火が出た場合は逃げられな

いんですが、冬の場合は雪囲い等ありまして逃げるのに不便だとい

う話もありましたけれど、夏の場合は２階に寝室がある場合は非難

はしごとか設置して逃げられる状態にしていただき、下から火が出

た場合はすぐに逃げられるようなものを設置していただきたい。

低でも寝室に１個設置してもらいたいということでした。

伊藤辰郎会長 先ほどの質問で煙感知器と熱感知器がある訳ですが、１個という

のはどちらか１個ということですか。
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伊藤誠一委員 寝室に設置するのは熱感知器です。

伊藤辰郎会長 熱を感知して警報がなるという警報器ですね。

伊藤誠一委員 煙感知器は、煙草を吸う人が感知器に向かって息を吐くとセンサ

ーが働いて鳴るというくらい、かなり精密できています。

伊藤辰郎会長 熱感知器は１個いくら位するのですか。

伊藤誠一委員 今のところ４，５００円から５，０００円の間ということです。

３年後になるともっと安くなるという話ですが。今年より来年が安

くなるかはわかりませんけれど。南外地域はほかと比べて高齢者も

多いことから、国から１５０個いただいておりますし、もうすでに

設置しておられる方もいらっしゃいますが、大仙市の代表となるよ

うに火災報知機を各家庭に設置していただきたいということでござ

います。

伊藤辰郎会長 はい、要望は大変いい要望ではないかと思いますが、購入費の一

部を助成するということになっておりますが、これはだいたいどれ

くらいを見込んでいるのですか。

伊藤誠一委員 市民課の用務になりますが、半分くらい補助していただければ助

かると思いますが、それは市の方の対応になると思います。

伊藤辰郎会長 全世帯（１３００世帯－設置済み２００世帯＝１１００世帯）に

半額補助で計算しますと２７５万円になりますね （１１００世帯。

×２５００円）

伊藤誠一委員 これは南外地域ばかりではなく、市全体の問題になるかと思いま

すけれども。

パワーとかでも安く売っている警報器もあるようですが、ちょう

ど日本消防協会の方で何かのマークがついていればそれは大丈夫だ

ということでしたし、日本消防協会のマークが付いていれば電池が

１０年持つということで、マークなしは１０年持たないということ

でした。

伊藤辰郎会長 何かほかに御意見・御質問がございましたら。

佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 すみません。違う課題のほうですが。ごみ集積所の建替え及び修
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繕の実施がありますけれども、数は調べてあるようですが、修繕が

必要な数についてはまだ調査していないということでしょうか。

伊藤誠一委員 はい。ごみ集積所は一回に設置されたのではなく、何年かにわた

って設置しております。 初は木造でした。今はほとんど移動型の

鉄骨で作られたものですが、地域によって大分腐食が進んでいると

いうことで、高野地域におきましては基礎のところが腐っていると

いうことで、市の補助金が 高で５万円ということですが、新しく

するとそれではではとてもできないということで、５万円以上の補

助金を出してもらえないかということです。

メッキすると錆が止まり長持ちするというお話がありましたが、

今新しく建てるよりメッキ塗装することでそれを維持させる。それ

にもある程度の補助金を出してもらえないかということです。

伊藤辰郎会長 このごみ集積所の件については、建替えの場合と修繕の場合と両

方ありますよということですか。

そのほか御意見・御質問ございませんでしょうか。

何か説明ありましたらどうぞ。

黒田市民課長 話題にありますように全部新しいものの場合は５万円の補助金、

修繕の場合は３万円という補助要綱は現在あります。先ほどのご説

明のように建替え済みが１５箇所ということで、全部回ってみまし

たが、木造であったり、鉄骨でもドアのところがカーテンだったり

とさまざまな形態があるようですけれども、いずれ大分痛んでいる

ものも数箇所ありましたし、立派な集積所もありました。１００箇

所の運営ということになってございます。

伊藤辰郎会長 今の説明は建替えの場合は５万円、修繕の場合は３万円の補助が

あるということですか。

黒田市民課長 はい。現在そのようになってございます。

伊藤辰郎会長 そうしますとそれでは足りないので、もっと増やしてくださいと

いう要望ですか。

伊藤誠一委員 はい。そうです。

伊藤辰郎会長 どのくらい増やしてくださいという要望ですか。

伊藤誠一委員 今の集積所は新しく作る場合は５万円ではできない。大きさにも
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よりますが、世帯数によりますが、世帯数が多いところは大きい集

積所になっております。少ないところは小さいものになっておりま

す。

黒田市民課長 言い忘れましたが、５万円と言いますのは２分の１補助の 大５

万円ということです。ですから１０万円の集積所を作った場合には

２分の１ですので、５万円の補助が出るということになっておりま

す。 近は鉄も高くなっておりまして立派なものを作ると１０万円

ではできないような状態になっております。

伊藤辰郎会長 そうしますと１５万円かかるとなると 大で５万円の補助しか出

ません。１０万円は自己負担だということですね。

そのほか御質問・御意見はございませんでしょうか。

伊藤誠一委員 今野盛孝委員さん メッキは１基いくらくらいになりますか。

今野盛孝委員 メッキする場合は錆びてしまっていれば難しいのですが、塗装が

剥げて赤くなっている状態のほうがメッキはし易く、キロ何十円位

の単位でできると聞いておりましたが、メッキできる場所は秋田市

にあり搬送料がかかるそうです。詳しくは後で聞いておきます。

伊藤辰郎会長 １班の要望は３つありまして、２つについては今質問が出たわけ

ですが、３つめの「ごみ分別収集及び再資源化の促進」については

何か御意見・御質問はございませんか。

伊藤誠一委員 ごみ分別収集及び再資源化ということですが、今は燃えるごみ・

燃やせないごみしかありませんけれども、もう少し細分化してトレ

ーとか段ボールとかいろいろ資源化できるものをもう少し細分化し

、 、て 今の集積所のところに集めるというのは不可能でありますので

５つの自治会とかそのように大きい範囲の中で資源ごみになるよう

なものをひとつひとつボックスに入れる。今で言えばアルミとかス

チールとかそういうものをすべて分別するごみボックスを設置して

もらい、そういうふうに細分化して、なるべく埋め立てのほうにま

わらないようにした方がいいのではないかということでこのような

案を出したわけです。電気式生ごみ処理機もありますが、ある程度

たくさん入れると腐食が進まないということで、今地球温暖化とい

うことでなるべく電気を使わない方法をとった方がほうがいいので

はないか。今、農家は堆肥場で生ごみを処理しますが、お勤めの方

や堆肥場がない方たちはこういう電気式生ごみ処理機で処理しても

らうということです。この電気式生ごみ処理機のほうへもいくらか
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補助をお願いしたいし、細分化するボックスの方へも補助をお願い

したいということでこの案を出したわけです。

伊藤辰郎会長 今ごみの分別は燃えるごみ・ペットボトル・ビンカン・燃やせな

。 。いごみの４種類ですね さらにそれを細分化するということですね

できれば再資源化できるわけですから、そうした方がいいと思いま

すが、あとは受け入れ態勢をどうするかということだと思いますけ

れども。何かこれについて市のほうではお考えはありますか。これ

から要望を出して考えてもらうことになるのでしょうけれど。

黒田市民課長 電気式生ごみ処理機を購入した場合の補助は上限で５万円。この

地域でもご利用なさっている方は多いようです。

合併前は確か１万円の補助でしたが、それが一気に５万円と大変多

。 。い補助率だと思います 更にご利用のほうお願いしたいと思います

伊藤辰郎会長 この生ごみ処理機はどれくらいの生ごみが入って、それがどれく

らいで肥料になるのですか。

佐々木総合支所長 生ごみ処理機の場合はメーカーによって様々なようです。普通３

～４時間でなる部分、もう少しかかるのもありますし、それから量

の部分もあるでしょうし、投入された時の状態の関連もあるようで

す。電気式生ごみ処理機は、ここ２年くらいの予定で集中的に今普

、 。及させようという方針で 今年から２分の１補助で上限５万円です

ですから６万円の生ごみ処理機であれば３万円補助という形になり

ます。細分化の方向というのは、ほかの自治体では細分化が進んで

いるようです。会長さんが言われたとおりに受け入れるほうが、細

分化すると相当手間隙がかかる、気を使うということになろうかと

思います。方向的には今よりも細分化されれば、資源化が効率的に

進むということになろうかと思います。そういう意味ではこうした

提言もひとつの方向かなとは思いますが。もうひとつ言わせてもら

えば事業の内容で 地域循環システムを構築するということで 構、 、「

築してくださいというよりも」ここではどういう方法で構築すれば

いいんだというところまで突っ込んで提言してもらえば、さらにい

いのかなあと思ったところです。

伊藤辰郎会長 班長さんよろしいですか。

伊藤誠一委員 はい、何とかよろしくお願いします。

伊藤辰郎会長 それでは質問がないようですので１班の要望事項については、以
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上で質疑を終わりたいと思います。

続いて２班も伊藤班長さんですね。

高橋智行主任 【２班 建設・農林・商工班 協議内容説明】

１ 特用林産加工施設の整備充実

２ そばの里づくり（休耕田の利用促進対策）

３ 農業体験交流事業

４ 新しい農林業体系の確立

５ 生活道路の整備

伊藤辰郎会長 はい、ただいま第２班から発表がございました。

班長さん副班長さん共に欠席で代わって事務局から発表がありまし

たが、５点の課題の中で必ずしも来年度の予算ではなく、長期的な

視点に立って要望したものもあるということでございました。

それでは、第２班の要望について、御質問・御意見がありましたら

お願いいたします。

佐々木雅子委員 そばの里づくりというところの利用促進対策というところなんで

すけれども、そばの栽培についてプロジェクトチームはどんな感じ

で作られるのでしょうか。 さんとか・市民・行政とかですか。JA

商品化した場合ですけれども、商品化してそばというものを物産と

して出す場合にどのような形でどのような人たちが共同でやるとい

うことなのでしょうか。

伊藤辰郎会長 ２班の方いらっしゃいますか。

小松成功委員 主体になるのは「そばの会」ではないでしょうか。

佐々木雅子委員 はい、わかりました。

伊藤慶蔵委員 大変結構なことだと思いますが、私も昨年から休耕田にそばを５

反歩を作っておりますが、休耕田を復活させることは並大抵のこと

ではありません。私の場合は毎年耕しておりましたが、それでも植

えるまでには４回ほど耕起しております。高齢化してきて、誰かを

頼むとすれば１反歩５，０００円で４回耕起した場合は経費が２万

円かかります。更に種代もかかり、そば作りは非常に経費がかかる

訳です。

これを皆に広めるとなると、計画としては大変結構ですが、なかな

か難しい問題だなあと考えております。排水が悪ければ、発芽しな

いので、排水もよくしなければならない。種代は７，２００円かか
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りました。そのような経費をかけて収穫したのは５反歩で２４キロ

２俵でした。種が買えるくらいお金が入ってくるかと期待したら

２俵分で１，６００円ほどで、ただみたいなものでした。食べるた

めに１０キロ粉にしたけれど、仲間で道具を買い、老人クラブの新

年会で食べたのはたった１回です。

若年層がいなく高齢者だけでやるということは難しい問題で、計画

的にただ書けばいいというのではなく、実際やった結果、販売は難

しくて実際組織化して「そばの会」を作ったようですが、希望者だ

けということで、組織を十二分に組んでよく説明してやってもらい

たいという要望です。

花を見るにはきれいだけれど、それだけでは儲からないということ

です。

高橋農林振興課長 農林振興課ですけれども、今日２班の班長さんがみえていません

ので、そばの状況について少しお話したいと思います。

昨年１９年度そばの作付け面積は３４町歩です。ほとんど転作に植

えられたそばです。それが今年は５７町歩に増えております。

どれくらいあがっているかというと、昨年の場合３４町歩植えて、

農協さんの場合２，４００キロ１００俵。値段については先ほどの

伊藤慶蔵委員のおっしゃるとおり何百円の世界です。このように大

変面積が増えてきましたので、これを何とか特産にできないかと昨

、 「 」 。年 前農林振興課長の頑張りで そばの会 を立ち上げております

昨年の１１月に設立しておりますが、今会員が１９人おります。昨

年の場合は地域枠予算をお願いしてそばの会が中心となって、そば

うち職人を養成しようと頑張って下さっているようです。３０万円

の使い道の内訳としましては、講習会に使うそば粉の購入・道具・

そばうちの先生の謝金ということで３０万円ほどお願いしました。

今そばの会の会長さんが無尻橋の佐々木茂治さん、事務局はうちの

、 、ほうでもっておりますので もし参加できるのであるようでしたら

農林振興課のほうに声をかけていただければ、参加できますので参

考までにお話いたしました。

伊藤辰郎会長 そばの場合、転作作物で植えた場合に補助金がありますよね。

今一俵８４０円にしかならないということでしたが、それ以外に転

作としての補助金がでていると思いますが。どのくらいでるのです

か。

高橋農林振興課長 転作作物として植えていただければ、そばということで基本単価

６，０００円ほどでます。

ただ、面積要件がありまして集積していただきますとそのほかに
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３０，０００円ほどの上乗せがあるということで、転作の助成金と

， 、 、しては１反歩あたり３６ ０００円ほどで 集積していただければ

それくらいはでます。今のところそばを特別栽培したからといって

助成金などはありませんので、あくまでも転作の奨励金を使いなが

らやっていただいている状況です。

佐藤豊委員 ひとつお伺いしますが 「そばの会」というものを作って、しか、

も地域枠予算をある程度使っているということですが、伊藤慶蔵委

員からも説明がありましたが、一番大きいネックになっているのは

何ですか。そば刈り取り後の脱穀の機械がなく、雄物川町までもっ

ていかないと脱穀することができないということもありますか。

高橋農林振興課長 「そばの会」のネックになっていることのようですが、栽培する

上で非常に圃場条件が悪い。これは先ほど伊藤慶蔵委員がおっしゃ

たとおりです。収穫するときは機械、収穫後の皮むき機械、粉にす

る機械そういうものがないということで、やはり困っているという

ことです。私からお話してもいいかわかりませんが今年 さんのJA

ほうで大和野の加工所に製粉機を準備するということを聞いており

ます。まだ設置されていませんが、そういう話もありますので、少

しは環境整備になってくるのかなと考えております。

伊藤辰郎会長 その他は御質問はございませんか。はい、佐藤のり子委員どうぞ

佐藤のり子委員 農業体験交流事業なんですが、以前に農業体験を受け入れてきた

とありますが、それは具体的にはどういうふうな内容だったのでし

ょうか。もうひとつは、いつの間にかなくなってしまったというこ

とですが、どうしてなくなってしまったというか、やらなくなって

しまったのかなあということと、もうひとつはこの事業の内容が少

しあげられていますが、これを一日でこのようなことを盛り込んで

。 。農業体験の交流とする内容でしょうか ３点お尋ねしたいのですが

高橋農林振興課長 それも農林振興課の質問のようですので、過去のことを少しお話

させていただきますと、確かに平成４年から平成６年の３年間中学

校の宿泊体験ということで、１泊２日で受け入れしたようです。こ

のときは各農家に泊まっていただいたという実績があります。

それから平成７年から平成１５年にかけましては、これも同じ中学

生ですが日帰りコースということで一日の農業体験だけ、やってい

ただいたという経緯があるようです。この時はわらび座さんの紹介

でうちの方が受け入れした。とそういうことのようです。その後１

回これは さんの仕事でしたけれども、横浜のスーパー利用の親JA
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子を受け入れたという経緯があります。なぜやめたかというと、詳

しい経緯はわかりませんが、横浜の方を受け入れたようですが、そ

。 、ちらのほうの都合でやめたと聞いております 各市内の状況ですが

確かに受け入れしていないところは南外地域だけとなっておりま

す。ただ、受け入れの状態を見ますと他の地域は、民宿のほうで独

自に受け入れているとか、後はグリーンツーリズムという協会を立

ち上げて受け入れているとか、わらび座の紹介で一日だけの農業体

験で受け入れているという条件があるようです。しかし他の地域の

状況を聞いてみるとわらび座の場合は、一日来て帰っていくという

ことで地域の農業収入や、その後の農産物の販売にはなかなかつな

、 。がっていかないということで いろいろ悩んでいる状況のようです

事業の内容については私のほうからはお答え来ませんので、よろし

くお願いします。

高橋智行主任 【農業体験の事業内容】

受け入れ農家のこともあるので、将来的な計画をあげておいて準

備が整い次第実行する事業ということで、大まかな要望事項にとど

まっております。

伊藤辰郎会長 大分時間も経過してきましたので、 後優先順位を決めるという

ことになると思いますので、次に進めさせていただきます。次は第

３班の佐藤班長さんお願いいたします。

佐藤豊委員 【３班 教育・文化・観光班 協議内容説明】

１ 南小学区コミュニティセンター改修工事

２ 不動の滝公園及び南外ふるさと森林公園の整備と利用促進

３ 観光ガイドマップと年間行事表（行事ごよみ）の一体化

伊藤辰郎会長 ただいま第３班から三つの事業要望がございました。これにつき

まして御質問・御意見がありましたらお伺いしたいと思います。

伊藤慶蔵委員どうぞ。

伊藤慶蔵委員 生活道路の整備についてですが、大変結構なことだと思います。

どの程度南外で整備されているのか、現在の状況がわかりませんが

まだ相当数残っていると思います。ここでは３箇所あげております

が、もしできれば地域協議会で要望するだけでなく、支所の方でも

要望してなるべく早く平等に生活道路を改修していただきたいと思

います。

それから南小コミュニティセンター改修については、主にトイレ

の改修についてだと思います。平成２０年３，０００万円で改修す
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ることになっており、地域の人たちも安心していましたが、工事が

延び延びになっているので、トイレだけでも早急にお願いしたいと

思います。

外周の鉄柱について、以前調べてもらったところ７０万円かかる

といわれ、財政事情も悪いので人夫を出して片付けました。協和の

ゲートボール場では、冬は取り外し、夏になれば取り付けるという

いいものがあるそうですので、参考までにお話ししました。

伊藤辰郎会長 一番 初の御質問は２班の方の 後の生活道路の整備の御質問だ

ったようです。

３班の南小学区コミュニティセンターの改修工事は、特にトイレ

が難点だということがよくわかるわけでございますが、何か今の質

問に対して班長さんのほうから補足答弁ございますか。

ありませんか。いいですか。そのほか御質問はございますか。

市のほうから何か説明要することがありましたら、お願いします。

伊藤建設課長 ２班のほうの道路の関係についてよろしいでしょうか。

生活道路の改良について、地域協議会だけの要望ではなく支所から

もどんどんやってもらうようにとのことでした。未改良は未舗装で

ありまして緊急の場合でも、有事の際であっても緊急自動車等が通

れない道路の改良につきましては、支所といたしましてもできるだ

け多く事業を実施してもらえるようこれからも要望してまいりたい

と考えております。以上でございます。

伊藤辰郎会長 ３班の要望事項について、御質問・御意見がありましたらお願い

したいと思います。

佐々木総合支所長 南小学区コミュニティセンターの改修工事でありますが、先ほど

佐藤豊委員さんが話されたとおり新市の建設計画の中では、当然道

路の部分も入っておりましたし、南小学区コミュニティセンター改

修部分もはいってございます。その後ご存知のとおり総合計画がで

きまして、その部分がそのまま総合計画のほうに移っているような

状況になってございます。ただ、財政的な部分が当初計画していた

よりも相当悪い状況でありまして、県のほうも国のほうからの部分

も相当目減りをしている状況でございます。そういう訳で、合併特

例債を全部あてればよろしい訳ですが、特例債の部分も当然過疎債

と同じで、何年か後には一定の額を戻していくという起債の償還に

なっていくという部分があるようで、市としても相当の緊急性があ

る部分、それから優先性をつけたという格好になってございます。

総合支所として今把握しているところは２３年度以降の計画にのっ
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ているということでございます。この後、更に毎年総合計画の実施

計画というのがありますが、毎年ローリングされていくわけですの

で、是非早い機会に南小学区コミュニティセンターの改修のほうも

進められるように支所としても頑張っていきたいと思いますし、委

員皆様からもこのように引き続き御支援の程お願いしたいと思って

おります。

伊藤辰郎会長 それでは時間も大分経過しましたので、今１班から３班まで予算

要望が出ております。これを地域協議会として市に提出する場合、

どのように優先順位をつけたらよいか等について御意見をいただき

たいと思います。全部で１１の要望事項が出たわけですが、市も財

政難だということで、これをすべて要望してもいいのか、あるいは

優先順位をつけてもっと絞り込んで要望したらいいのか、その辺に

ついて議論していただきたいと思います。

第１班のほうは３つ要望事項が出ておりますが、いかがですか。

、 、もし優先順位をつけるとすれば どのような順序で要望されるのか

、 。それともあくまで並列で要望されるのか その辺いかがでしょうか

伊藤誠一委員 火災警報器については、考えるに南外だけではなく大仙市全体の

問題だと思います。ごみの集積所についても大仙市全体の問題にな

。 、 、ると思います 終的に 大仙市でごみの分別収集をすれば資源化

減量化になると思いますので、ごみの分別が一番先になると思いま

す。

伊藤辰郎会長 １班としては、大仙市だけ特別に先行していくわけにはいかない

だろうということで 「ごみ分別収集および再資源化の促進」が優、

先順位をつけるとすれば一番ではないかという伊藤班長さんのお考

、 。えのようでございますが 第２班の班長さんがおらないようですが

小松成功委員 ４番。

。「 」 。 。 。伊藤辰郎会長 ４番ですか 特用林産施設の整備充実 ですね はい ３班は

佐藤豊委員 ９番「南小学区コミュニティセンターの改修工事の実施」

伊藤辰郎会長 ３班は「南小学区コミュニティセンターの改修工事の実施」とい

うことだそうです。一番費用もかかるでしょうけれど。

佐藤豊委員 今回は経費の話はしないということで。ただ、こういうものにつ

いて要望したいということで、提言するようにという話であったの
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で、金額的なことについては特に言いませんが、３，０００万円か

ら１，６５０万円に変えられた経緯をせっかく大仙市であげた計画

を１～２年のうちに変わっていたので、その辺も含めていろいろ金

額も多いわけでございますが、お願いしたいということと、必ず１

回でやるわけではなく年度を分けてやるという気持ちも持っていま

す。例えば男性用トイレと女性用トイレを２年にわたってやるとい

う方法もあると思います。

伊藤辰郎会長 各班からこういう要望が出た訳ですが、優先順位だとか妥当性と

いうことですが、そこまで絞らなければならないか。それとも並列

的に出してみて、出してみて財政的に非常に苦しいので、この辺ま

でしかできません。といわれた時に初めて考えたほうがいいのでは

ないのでしょうか。その辺はどうなのでしょうか。要望の仕方がわ

かりませんので、どういうふうにしたらいいのでしょうか。

佐藤豊委員 要望の仕方はいろいろ決め方があるかと思いますが、いずれにせ

よ財源が伴うことで、これはどうしても駄目だということの対応の

仕方ですが、地域枠予算内で対応できるものもあると思います。

まず、順位をつけて出すものは出して、その結果、年度ごとの地域

枠で出していくという捉え方もあるのではないかと思います。

伊藤辰郎会長 今の財政事情から、すべて出しても難しいのではないかと、地域

枠予算５００万円今年度もいただいていている訳ですが、その中で

まだ予算が残っている訳で、要望したけれども通らなかったという

よりは、地域枠予算でできるものがあるならば、それを２０年度の

中で実行してしまうという考え方もあるのではないかという御意見

だったと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。この中で地

域枠予算でもできるものがあるのではないか。そのようなものは今

年度来年３月まであるわけですので、実行してしまったらという御

意見だったと思いますがいかがでしょうか。３班で地域枠予算でで

きそうなものは何ですか。南小学区コミュニティセンター以外です

か。

佐藤豊委員 たとえば３０万円でできるものも、１００万円でできるものもあ

ると思います。それを交渉の結果によって対応してもらい、できな

いものを駄目だとされるよりは地域枠の中で対応していただきたい

と思います。１回に全部でなくても、せっかく４回も５回も集まっ

て考えた結果がゼロということになると立場的にも困るので、その

点も御配慮していただきたいと思います。
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伊藤辰郎会長 １班・２班であくまでも市に対する要望として、新年度２１年度

にできなければ、中長期的に要望するというのもあるでしょうし、

あるいは地域枠予算で早く実行してしまおうと、そういうものもあ

るのかと思いますが。１班のほうは金額が嵩みそうだし、これはあ

くまでも市に対する要望として取り上げたほうがいいのでしょう

か。

伊藤誠一委員 これは現在１，３００世帯あるうち、設置済み２００世帯、設置

されていない世帯１，１００世帯には、先ほど申しあげたとおり火

災予防組合と消防団員である程度個数をまとめて割安で買えるよう

すすめる方向です。すでに１５０戸設置したわけですけれど、設置

されない高齢者世帯に設置しようとするものです。一応社会福祉協

議会から調べてもらい、年金で暮らしている人だけ年収等わかる訳

ですので、そのような高齢者の方々に設置してもらうための補助金

ということで、これは設置していない世帯全部に出してくださいと

いうものではございません。ある程度の件数が決まりますと、地域

協議会の予算の中でもできると思います。

伊藤辰郎会長 そうすると高齢者住宅で、緊急を要するとか、もし火災が起こっ

た場合に逃げ遅れたりしたら大変だと、そういうところを優先的に

行うということですね。

伊藤誠一委員 そうです。一応社会福祉協議会の方から調べてもらって、収入が

ない人に対してある程度の補助金を出してもらいたいという内容で

す。

伊藤辰郎会長 その辺は社会福祉協議会のほうと連絡を取りながら、緊急を要す

る世帯がこれだけある。市に要望しても全体的なもので判断しなけ

ればならないので、遅れそうになるので緊急を要するところは地域

枠予算で要望するとそういうことでしょうか。

伊藤誠一委員 そのようにしていただければ幸いです。

伊藤辰郎会長 それはよろしいのではないでしょうか。火事が起こってしまって

からでは遅いので、早めに対応しなければならないところは地域枠

予算でできるのではないかと、そのような気がしますけれど。

２班のほうはどうでしょうか。中長期的な要望が多いような気が

しますが。

高橋農林振興課長 会長少しよろしいでしょうか。２班のほうですが今２０年度の地
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域枠予算の話が出ておりますけれども、今日今野幸蔵委員が来てお

話してくださるかと思いましたが、ひとつだけお話しておきたいと

思います。これはそば振興と農作業体験の関連する事業ですけれど

も、今年もそばの会の方で、そばうち体験の受け入れをしたいとい

う話がでております。これは１６日号の市の広報に掲載しまして

２０人ほど受け入れる。内容的には日帰りで、収穫からそば粉を挽

いてもらい、そばをうってもらうというコースのようです。会費制

で２０人ほど募集しておりますが、もしかすると会費で賄いきれな

い部分が出てくるかもしれませんが、その分は２０年度の地域枠予

算で今年もお願いしたいという話をいただいておりますので、お伝

えしたいと思います。それからもうひとつ先ほどの説明を訂正させ

ていただきたいと思います。そばの奨励金の話ですが、確か１反歩

３６，０００円とお話しましたが、今確認しましたところ、基本部

分が２０，０００円で、上質なものを出荷した場合１０，０００円

プラスされ３０，０００円程度が正しい数字のようですので、訂正

させていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 そうしますと、３班のほうはと１０番と１１番は今年度地域枠予

算に組み込んでもう一度、要望を出すということにしたらいかがで

しょうか。

佐藤地域振興課長 時間も大分おしているので、市長さんが来たとき具体的な要望事

項という点から考えますと、当面、来年度要望したいということに

なりますとある程度具体的な数字もきちっとしたものでなくても、

ある程度積算根拠的なものがないとどのくらいの予算になるかとい

う話が出てくると思います。たとえば、来年度２１年度で予算化し

ていただきたいものがあればここで決めていただき、それ以外、で

きればみんな２１年度でしょうけれど、２２年度以降にも中期的に

考えてもいいというところの振り分けだけでもしていただければ、

若干の目安が立つのかなと考えますけれどいかがでしょうか。

伊藤辰郎会長 今までの意見の中で１班については、３番「ごみ分別収集及び再

資源化の促進」これは是非要望したいということですが、２班は４

番「特用林産加工施設の整備充実」これは具体的に金額等は出てお

りませんけれども、いろいろな要望が出ておりますがその中からど

れだけのものを要望していけばいいのかということをもう少し具体

化しなければいけないと思いますけれど。

それから３班については「南小学区コミュニティセンター改修工事

の実施」これはどこまで要望すればいいのかこれも・・・佐藤豊委

員概算金額はいくらでしたか。
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佐藤豊委員 今出ている数字は、３，０００万円から１，６５０万円です。

伊藤辰郎会長 それでどこまでできるのでしょうか。トイレの改修ですか。

佐藤豊委員 そのお金があればいわゆる１０人槽でも３０人槽でも、トイレの

工事費は実際やってみて何百万とかかるわけではないので、それか

ら屋根の改修も含めて、この前もお話したとおり１，６５０万円あ

ればできるのではないかと思っています。その１，６５０万円はど

のようにして出された数字かわかりませんけれども、その金額があ

ればトイレの方はできると思います。それから先ほど伊藤慶蔵委員

から出ました錆びた鉄の柱の撤去にも予算はそれほどかからないで

できると思います。

伊藤辰郎会長 そのあたりを優先的に要望するということでいかがでしょうか。

１班２班３班それぞれひとつずつということになりますけれど。

佐藤地域振興課長 それでよろしければそちらの方を具体的に積算して、ある程度の

額を出していかなければならないのかなあと考えています。ただ、

２班の方から５件の要望事項出ておりますが、生活道路の整備も緊

急性があると思いますので、そちらも優先させてはいかがなもので

しょうか。

伊藤辰郎会長 そうですね。これは先ほどの話で緊急自動車が入れないような道

路もあるような話なので、そのあたりは緊急性を要することでしょ

うから、やはり要望した方がいいでしょうね。三つに絞られて出て

おりますが 「生活道路の整備」が優先順位の一番高いところでし、

ょうか。

佐藤地域振興課長 ちょっと気になっておりますけれども、ごみの分別収集の第１要

望というところでございますけれども、そうしますと具体的には

２１年度でどの分野をどの程度実施するべきという考え方でしょう

か。

伊藤辰郎会長 伊藤誠一班長さんいかがですか。今のごみの分別収集について。

伊藤誠一委員 もう一度お願いします。

佐藤地域振興課長 「ごみの分別収集と再資源化の促進」という大きなテーマがある

わけですけれど、これを来年度具体的に事業実施するとなるとどう
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いうような形で実施すべき点があるかなとちょっと確認したいと思

いまして、具体的に予算化するとなればたとえば収集箱を買うとか

循環施設との構築するというのは計画書を作るというような考え方

でしょうかそのあたりがちょっと見えないなあと思いまして。

伊藤誠一委員 各集積所一箇所一箇所ではなく、試験的に南外地域に何箇所か設

置して、分類ごとに収集するということで、トレーなどはスーパー

などで集めておりますが、やはりある程度そういう資源を利用する

ということを市のほうでやらないと自治会の方でやって業者から運

んでもらうとそういう方法になるかと思いますけれども。

黒田市民課長 今７種類のごみがクリーンセンターに運ばれていきますけれど

も、先ほど会長さんがおっしゃられたように、資源に分けますと可

燃ごみ・可燃粗大ごみ・不燃ごみ・不燃粗大ごみ・資源ごみ・ペッ

トボトル・資源系可燃ごみと７種類がクリーンセンターに行って分

けられて、そして 後に資源系のごみが１４種類になって出てきま

す。そして熱を加えられて、 後に埋めなければだめだというごみ

がこちらに運ばれてきますけれど、その１４種類の中には、メタル

とか聞きなれないものもありますけれども、今伊藤誠一班長さんが

おっしゃっておりますけれども、びんを潰したカレットという道路

に敷く物ということで再資源、それからペットボトルこれは潰して

梱包して会社にまわす。紙パック・段ボール・新聞・雑誌とこのよ

うに１４種類に分かれて資源系のごみが今クリーンセンターから分

かれて出てきている状況です。もし収集するとなれば、具体的にど

のような形で収集するのかと思いまして。

伊藤誠一委員 問題は収集。市の方で収集するか、業者さんが収集するかです。

今南外総合支所の玄関前のほうにプラスチックのような容器を設置

しておりますが、そのようなものでいいと思います。やはり南外全

地域でやるとなれば大変でしょうがこのように細分化したものを試

験的に各地域に置く、例えば５つくらいの自治会に置いてだんだん

広げていくというやり方。一回に全部やるとなると不可能だと思い

ますので。

伊藤辰郎会長 現在分別して収集しているのは４種類くらいですか。

黒田市民課長 はい。家庭から出るごみは４種類です。

伊藤辰郎会長 それをクリーンセンターに行けば今説明のあった１４種類に分別

されて、資源化されるものは資源化しているということですよね。
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黒田市民課長 私が伺っていたのは、プラスチック系とか 初からルートに入っ

ていなかったものを収集して分別すると伺っていましたけれども。

伊藤辰郎会長 あとは生ごみでしょうね。生ごみは電動式の生ごみ処理機があれ

、 、 、ば それはごみとして捨てなくても自分の家庭で肥料化して また

肥料として使えるという、それはそれで意義があるでしょうけれど

ね。

佐藤地域振興課長 はい。わかりました 「ごみの分別収集及び再資源化の促進 「特。 」

用林産加工施設の整備充実 「生活道路の整備 「南小コミュニテ」 」

ィセンターの改修工事」等が来年度特に要望するということで、こ

れらの再調整については、各班長さんと担当で１０月１日まではま

だ時間がありますので、 終的にもう１度はまだ協議する時間があ

りますので、それまで内部調整しながらどの程度の内容をあげてい

くのか班ごとに調整させていただきたいと思います。 終的にこの

中で発表すればよろしいのかなと思いますので、少し時間をいただ

きたいと思います。

伊藤辰郎会長 それでは各班ごとの班長さんと相談しながら、予算要望の内容を

もう少しつめていただきたいというふうに思います。それから今年

度の地域枠予算の要望した方が早くできるというものは、もう一度

それは再提案をするというような形でやらせていただきたいという

ふうに思います。

それでは、もう９時過ぎましたので、大変長時間にわたりお疲れ

様でした。次回の協議会の日程は１０月１日と日程を組ませていた

だいておりますが、よろしいでしょうか。

それでは、次回は１０月１日水曜日午後６時３０分南外コミュニテ

ィセンターとなりますがよろしいですね。それでは大変長時間にわ

たりまして御協議をいただきありがとうございました。それでは第

３回の地域協議会これにて終了したいと思います。遅くまで大変ご

苦労様でした。
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