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平成２０年度 第４回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２０年１０月１日（火） 午後６時４０分から午後７時５０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）地域枠事業の承認について

①南外そばの会活動費支援事業

②南外ふれあいパーク草刈り機更新事業

③ふるさと南外の会地域特産品ＰＲ事業

２）平成２１年度予算要望 終調整

（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（１２名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 誠一、伊藤 正照、伊藤 葉子、

今野 幸蔵、今野 純子、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

６．欠席者氏名

欠席委員（５名）

小松 成功、今野 盛孝、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。

前回御案内のとおり、今回は市への要望事項について「自治会連

絡協議会」からの要望事項と併せて御協議いただく予定でございま

すので、後ほど佐藤自治会連絡協議会会長から御説明いただきたい

と存じます。

本日の日程でございますが、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 開催通知をお送りした際には

地域枠事業の承認が２件と記載しておりましたが、その後、さらに

１件の追加がありましたので、併せて３件御審議いただくものでご

ざいます。次に市に対する要望案の 終調整でありますが、地域協

議会の要望及び自治会連絡協議会の要望を併せて御協議いただきた

いと思います。

また、市長が出席される予定であります第５回地域協議会の日程

でございますけれども、当協議会としては１０月２７日と２８日の

２日を候補日としておりました。その後、他地域協議会との調整の

結果、南外地域は１０月２７日月曜日午後６時からと決まりました

ので、委員の皆様には日程の調整方よろしくお願いいたします。

それでは会議に入りますが、本日の委員出席数は１２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 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。

伊藤正照委員と佐藤のり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。

議題の（１）地域枠事業の承認についてであります。

初めに 「①南外そばの会活動費支援事業」について審議します。、

事務局から説明をお願いいたします。
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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そばの会の活動支援事業でございます

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お願いいたします。

佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 そばの１回の講習時間は何時間くらいでしょうか。

伊藤辰郎会長 ただ今の質問の回答は、そばの会の関係者であります今野幸蔵委

員にお願いします。

今野幸蔵委員 私の方から回答いたします。だいたい全部で２時間くらいです。

、 、 。そばうちが１時間 準備したりゆでたり 試食したりで１時間です

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。その他御質問ございませんでしょうか。

はい。伊藤慶蔵委員どうぞ。

伊藤慶蔵委員 細かいことですが、そばうち講習は９月から３月までの計７回と

なっておりますが、９月には開催されたのですか。それとも、今後

１０月以降月に２回とか開催するのか伺います。

伊藤辰郎会長 ただ今の御質問に対してどなたか説明をお願いできますか。

今野幸蔵委員よろしいですか。

今野幸蔵委員 ９月に１回開催しております。１０月には農作業体験ということ

で、募集をしてその時にそばうちを行います。

伊藤辰郎会長 ９月から３月まで毎月１回やるということですね。よろしいでし

ょうか。

伊藤慶蔵委員 ９月には古いそば粉でやったのでしょうか。新しいそば粉はいつ

頃から使えますか。

今野幸蔵委員 ９月に使ったそば粉は去年のそば粉です。原そばを実の状態で予

令庫に入れておいた物を使用しました。新そばとまではいかないの

ですが、粉自体は悪くない状態で使用しました。

伊藤辰郎会長 よろしいですか。その他御質問・御意見はございませんか。

ないようですので、第１番目の南外そばの会活動支援事業について
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は、御承認をいただけますでしょうか。

委員 はい

伊藤辰郎会長 はい。御承認をいただけるということで決したいと思いますが、

よろしいですね。それでは南外そばの会活動支援事業については、

承認をするということで決したいと思います。

次に２番「南外ふれあいパーク草刈り機更新事業」についてであ

ります。こちらの方事務局から御説明をお願いいたします。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今説明のあったとおりですが、この件について御審議いただ

きたいと思います。御質問・御意見がありましたら御発言お願いし

たいと思います。はい。伊藤慶蔵委員どうぞ。

伊藤慶蔵委員 ただ今の事業については、賛成でございますが、時々私たちも市

長のお話を聞く機会がございまして、地域協議会の枠の中で、市で

やるべき事業が相当含まれているので、市の方でも見直しをして、

なるべく地域協議会の５００万円という地域枠予算は地域住民のた

めに喜んで使っていただきたいというお話しがありました。このよ

うな公園の管理は市の財産であり、市でやるべきことだと考えてい

た訳です。この事業については賛成ですが、そのようなことの見直

し等を市長さんが考えておられると思い、理解しておりました。け

れども、困っているということで、このように提案されています。

このような市の公園などの管理の問題ですが、市の予算が足りなく

て地域枠から協力を頼むというのは分かりますが、南外だけではな

く、全体としての市当局の考えを参考のためお聞きしたい。

伊藤辰郎会長 はい。それでは事務局の方からお願いいたします。

佐々木総合支所長 全く伊藤慶蔵委員がおっしゃるとおりです。この事業が入ってき

た段階で、事務局の方でもだいぶ検討しまして、このような部分に

ついては、地域枠という部分にそぐわないのではないかという思い

があった訳でございますが、ただ、今もっている機械がもうダメな

ような話でしたので、それでは緊急避難的にということで、敢えて

今回お願いしたということでございます。趣旨的には全く伊藤慶蔵

委員の申し上げられたとおりでございます。今回はそういう部分を

承知の上でお願いした次第でございます。
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伊藤慶蔵委員 ふれあいパークで困っているのは分かっておりますので、なるべ

く市の方でももう少し予算をつけていただいて、地域住民の方々の

満足のいくよう頑張っていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 はい。それではそのほか御質問・御意見がありましたらお願いい

たします。はい。佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 事業の内容について説明を受けましたが、全くその通りだと思い

ました。機械の値段ですが、これは見積もりをとっていますか。

佐藤副主幹 はい。２社から見積もりをいただいております。

佐藤豊委員 高い物、安い物、機械にもいろいろあると思いますし、予算の関

係でいろいろ窮屈でもあるし、先ほど伊藤慶蔵委員からお話しがあ

りましたように、これは実施類型Ⅰということで、当然市で対応す

るのが当たり前だと思いますけれど、いろいろ緊急度があってどう

してもこういう要求の仕方をしなければダメだということは分かり

ますが、もう少し値段の方を検討してもらえばと思います。

伊藤辰郎会長 はい。今のは要望ですね。値段的にもう少し別の業者からも見積

もりを取り、検討をしてくださいということだそうですが、よろし

いですか。

佐藤副主幹 はい。わかりました。

伊藤慶蔵委員 協和野球場の草刈り機の状態を見ると、機械の腹に草をいっぱい

ためて、山にしてまとめ上げておりましたが、南外の場合は刈りっ

ぱなしの状態です。地域によってあのような立派な機械を付設して

いるところもあり、理想とするところです。参考までに。

佐々木総合支所長 そのとおりです。その機械は空いているときは、南外にもきて作

業をしております。特に本芝の場合はそのような機械でなければな

らないそうですが、南外のグラウンドのように本芝でない場合は、

すべて集めなくても、基本的には土にもどっていくという考え方の

ようです。ただ、広い平地のようなところは、そのような機械がい

いようで、そのような部分については大仙市いっぽんですので、必

要なときはお借りしてきて刈るという状況です。今年は山村運動広

場のグラウンドも協和から運転手も一緒に来て作業をしている状況

です。十分に活用させていただきたいということで、その部分は新

市となってからのそうした機能を活用しているという状況です。
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伊藤辰郎会長 はい。その他ありませんか。佐々木久悦さんどうぞ。

佐々木久悦委員 賛成ですが、実際は５台のところ今回更新するのが２台で、来年

草刈りの時期になるともう３台は必ず必要だと思います。市へ予算

要求する際は、２台分は南外の地域枠予算で購入したこと、そして

残りの３台分は是非とも市予算の一般財源の中から出して欲しいと

いう要望が地域協議会の委員から出たことも伝えてください。

伊藤辰郎会長 はい。その他御意見・御質問はありませんか。本来は市の予算で

措置すべきものであるけれど、今回は緊急避難的に、もう動かなく

なって草刈りができないということでは困るので、地域枠予算から

捻出をするということでございますが、来年度については、市の予

算からお願いしたいというそういう御意見もでているので、そのよ

うにお願いしたいと思います。あとは見積もりの問題もありました

けれども、再見積をしていただいて、できるだけ良い物を節減をし

て購入して欲しいという意見もでているので、そういう条件付きで

御承認をしてよろしいでしょうか。

はい。

伊藤辰郎会長 はい、２番の事業については御承認をいただいたということで、

次に３番の「ふるさと南外の会地域特産品ＰＲ事業」について審議

をしたいと思います。事務局から説明お願い致します。

木村慎吾主任 【資料説明】

伊藤辰郎会長 はい。ただ今３番のふるさと南外の会地域特産品ＰＲ事業につい

て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

いただきたいと思います。御意見・御質問のある方は御発言をお願

いいたします。はい。伊藤正照委員どうぞ。

伊藤正照委員 予算の分についてはいいと思います。参加者ですが、もしできれ

ば毎年同じ人ではなく、地域間交流をしていくとなれば、替えてい

ただければよろしいんではないかと思います。

。 。伊藤辰郎会長 派遣する人ですか ただ今の御意見についてはいかがでしょうか

佐藤地域振興課長 はい。派遣する方というのはこちらでは指定しておらなくて、漬

け物部会とか農協関係者に御相談申し上げまして選出していただい
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ております。たまたま同じ方になってしまうこともあるかと思いま

すが、都合がつかない場合もありますし、そのような意見がありま

したことをそちらの会の方へもお伝えして趣旨をくんでいただくよ

うにいたします。

伊藤辰郎会長 私からは旅費が３７，０００円の３人分で１１１，０００円です

が、これは１泊して往復の旅費という意味ですか。旅費だけではな

く宿泊費も入っているのですね。

木村慎吾主任 はい。市の旅費の条例をベースにして若干修正を加えたものにな

っております。

伊藤辰郎会長 その他、御質問・御意見はございませんか。はい。伊藤誠一委員

どうぞ。

伊藤誠一委員 特産品の販売とありますが、売上はいくらくらいでしょうか。

木村慎吾主任 昨年の場合は総額で１２６，３５０円です。たとえば、なすの玄

米漬けとかなすの花ずし・いぶりの醤油漬けなどを販売しておりま

す。

伊藤誠一委員 やはり、売上が少なく１２万円では交通費とか宿泊費まではまか

なえないということですね。

佐藤地域振興課長 よろしいでしょうか。そのとおりでございまして、儲けるほどの

売上げではありませんので、南外をふるさととして東京の方に住ん

でおられる方はしょっぱいガッコが懐かしいと期待がとても大きく

是非とも開催してくださいと毎年要望がきます。それに応えていく

訳ですが、本来であれば商売が含まれておりますので、売上が５０

万・６０万円もあればその中から旅費を出すことも考えられます

が、このとおりの販売額ではとても旅費までとはいかなくて、その

点は考慮していただきたいと思います。この事業の効果にも書かれ

ておりますが今年は『ふるさと納税』ということもありまして、ふ

るさとを思う心も若干醸成されるのではないかと期待しておりま

す。

伊藤辰郎会長 私も何回か参加しておりますが、年々出席者が少なくなっている

ような感じがありますね。もっと出席する方が増えれば売上も上が

、 、 、るんでしょうけれど しかし ふるさとで作った物を是非食べたい

あるいは買ってみたいという方がいるので、こちらから旅費をかけ
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てまでいくというのは、完全に赤字になってしまうということで援

助したいという意味合いだと思いますけれども。

はい。今野純子委員どうぞ。

今野純子委員 私南外の会に行っておりますけれど、今、参加人数が少なくなっ

ておりまして、漬け物など多く持っていっても持ち帰る分が多くな

りますので、持っていく分を少しにして品切れ状態にして、持ち帰

りを少なくしてあとの宣伝で注文を受けるようにしております。

伊藤辰郎会長 いろいろ苦労しているようでございますので、何とか皆様の御賛

同をいただければと思いますけれど。その他ございませんか。

はい。伊藤慶蔵委員どうぞ。

伊藤慶蔵委員 このふるさと南外の会は、昭和６２年私が在職中に始めて作った

。 、ものです 目的は皆さんもおわかりのように首都圏の方々との交流

ふるさとを忘れないで欲しいということと、南外の特産品を会員の

方々から宣伝していただいて、南外の特産品が東京の方に出回ると

いう目的で作られた訳でございます。いろいろ御意見があったよう

ですが、この会は大きくて立派なホテルとか一般の方はなかなか入

ってこられないような所で開催するので、会員の方への販売が主だ

と思います。あとで会員の方々から宣伝をしていただくということ

なので、そこでの売上はあまり期待はできないと思います。この目

的のように特産品のＰＲということで、補助することは賛成でござ

います。

伊藤辰郎会長 はい、ありがとうございました。その他御質問はありませんか。

佐藤セツ委員どうぞ。

佐藤セツ委員 質問ではありませんが、参考のためお話ししますが、東京の知り

合いが南外の特産物を昔ながらの物と期待して買ったところ、期待

はずれだったそうです。南外の特産品としてだすのであれば、甘味

が強かったり、真空パックだったりとあまり今の流行りにとらわれ

ないで、昔のようなものを東京の方達は期待しているようでした。

伊藤辰郎会長 はい。参考の御意見だったと思います。

そのほかは、ございませんか。それでは３番目の事業ですが、御承

認いただいてよろしいでしょうか。

異議なしの声。



- 9 -

伊藤辰郎会長 はい。ありがとうございます。それでは３番目のふるさと南外の

会地域特産品ＰＲ事業についても御承認をいただいたということで

決したいと思います。

それでは （２）平成２１年度予算要望 終調整を議題と致したい、

と思います。前回の地域協議会では、各班から出された要望案につ

、 。いて 件数等を考慮してそれぞれ優先順位をつけていただきました

しかし、それぞれの内容は、２１年度予算から対応可能な短期的な

要望や、将来的な目標とすべき中長期的な要望などがあり、互いに

競合するものでもないことから、敢えて優先順位はつけずに、内容

的に要望すべきものは全て提出する方が良いのではないかと考えた

ところです。これについていかがでしょうか。御意見を承りたいと

思います。

事務局の方から補足することがあれば、お願いします。

判田参事 特別ありませんが、会長さんがおしゃった方針で、皆さんが進め

ていただくことに同意いただければ、そのようにお願いしたいと思

います。

伊藤辰郎会長 それではその方針で進めてまいりますが、後ほど各班長からご確

認をお願いすることになると思います。

今回は 「自治会連絡協議会」の佐藤清吉会長に御出席いただい、

ておりますので、自治会からの要望について説明をいただきたいと

思います。佐藤自治会連絡協議会長さんお願いいたします。

佐藤 こんばんは。今日は南外地域の自治会連絡協議会の代表として出自治会連絡協議会長

席しました。皆さん御承知のとおり６月１０日に南外自治会連絡協

議会が発足いたしました。そこで４２の各自治会長に困っているこ

とやいろいろな意見等を伺ったところ４ページにありますように、

全部で２３の意見や要望がだされました。その中で市に対する要望

はこれから御説明する３つの要望であります。それ以外は南外支所

の担当課で対応できるものであると判断いたしました。

自治会連絡協議会要望事項について説明

要望－１・ 要望－２・ 要望－３

以上の３つの要望は、９月２５日に自治会協議会総会を開催いた

しまして全員の意見を確認しながら、この３件については自治会の

総意の要望でございますので、その点を改めて、よろしくお願いい

たします。

伊藤辰郎会長 はい。ありがとうございました。ただいま佐藤自治会連絡協議会

会長さんから３つの要望がございました。この件のつきまして、委
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員の皆さんの御意見・御質問をいただきたいと思います。

これは地域協議会の要望と含めて市の方へ是非要望したということ

ですね。

佐藤 はい。そうです。自治会連絡協議会長

伊藤辰郎会長 御意見、賛同意見・賛成意見でもよろしいです。質問でもよろし

いですので、御発言をいただきたいと思います。

私から質問させていただきたいと思います。要望の１の道路関係で

すが市道３路線の早期改良舗装の要望ですが、これは拡幅も含めて

ということですか。舗装だけですか。

佐藤 できれば拡幅改良舗装、拡幅も含めてお願いできればと思ってい自治会連絡協議会長

ます。特にこの路線は朝晩、通勤通学の人が結構多いので、そのへ

んも含めて御審議いただければと思います。

伊藤辰郎会長 南外１９号線湯元～十二ケ沢は、ものすごく狭いですね。あれは

もう少し拡げてもらわないと、大変だなという感じがしますね。

佐藤 実際予算的には、南外１９号線は先ほどもいいましたように、こ自治会連絡協議会長

の３路線は本来であれば、来年度で工事が終わることになっており

ますが、実際今１９号線の予算状況をみても７５０万円位しか予算

がなく、完全に先々になっていて、いつできるか分からない状況に

なっております。なおかつ西板戸～物渡間につきましても調査費だ

け百何十万だけがつけられているだけで、これも先延ばしになって

いる状況になっております。これを早期に市の方へ要望して実施し

ていただければなあと思っております。

伊藤辰郎会長 どなたか御意見・御質問ございませんでしょうか。

はい。佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 ふれあいパークの駐車場についてですけれども、やはりここでい

うとおり駐車場はあるけれどあまり使用されていない状況で、舗装

もされていません。いつも野球場を利用しておりますが、今の駐車

場は出入り口の表示が全くありませんので、駐車場がわかりにくい

状況になっているのだと思います。特に下の方については、出入り

口はトイレの所・野球場の後と横の３箇所ありますが、１箇所も表

示がありません。表示でもあれば利用されるのではないかと思いま

す。道路にも駐車禁止の表示があればいいと思います。すぐに舗装

してもらえばそれに越したことはありませんが、そのような感じが
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いたします。

伊藤辰郎会長 ただ今はふれあいパークテニス及び野球場の駐車場の整備につい

ての御意見ですね。出入口の表示をすることによって、駐車場の利

用ももっと増えるのではないかということですね。あとは道路上の

駐車禁止ですね。ふれあいパークの中の道路は市道ですか。

伊藤建設課長 市道の認定にはなっておりません。公園内道路であります。

伊藤辰郎会長 駐車場の整備は舗装なり是非していただいて、出入り口の表示な

どしていただくことで、利用者ももっと増えるし、路上に駐車しな

くても駐車場の表示があれば駐車場に駐車するようになるだろうと

思います。その他御質問・御意見ございませんでしょうか。

ないようですので、この３つの自治会からの要望事項を地域協議会

としても賛成し、賛同し、市の方へ要望し、予算要求していくとい

うことでよろしいでしょうか。

賛成の声

伊藤辰郎会長 はい。それでは地域協議会としても自治会の要望事項について賛

同するということで、市の方へ要望してまいりたいと思います。

次に、前回協議した班ごとの要望事項について、確認をしたいと思

います。７ページですが、先ほど要望事項については、原則として

優先順位はつけずに提出するということですが、班ごとに提出すべ

き項目等について再確認をしていただきたいと思います。

１班伊藤誠一班長さん７ページを御覧いただきながら確認していた

だきたいと思います。

伊藤誠一委員 １班

番号１ 「住宅用火災警報器設置の推進」

南外地域は高齢者が多いし、火災の際の逃げ遅れ防止のため、市

からの補助制度を要望するものです。

番号２ 「ごみ集積所設置費補助金の改正」

補助限度が 高で５万円であり、地域により世帯数が少ないこと

に加え、資材費の高騰で一世帯あたりの負担が増え、建て替え困難

な場合があるため、一世帯あたりの負担が多くならないよう補助制

度にしていただきたい。

番号３ 「ごみ分別収集及び再資源化の促進」

終処分場で処理する分をいくらでも減らすために分別収集の補

助を要望
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以上３件について市へ要望するものであります。

伊藤辰郎会長 そうしますと１番の 住宅用火災警報器設置の推進 と２番の ご「 」 「

」 、み集積所設置費補助金の改正 は２１年度の要望事項ということで

３番の「ごみ分別収集及び再資源化の促進」は一年ではなかなかで

きないだろうから中長期的な目標として要望するということでよろ

しいですか。はい、わかりました。次に２班の伊藤正照班長からも

う一度確認をお願いいたします。

伊藤正照委員 ２班では４番から８番までの５項目を前回提案していましたが、

中身をいろいろ検討し、担当と協議もしましたが、この中の５番と

６番についてはいろいろ班の会議において実施主体や施策につい

て、要望事項にするには具体的なところまでは検討するに至ってお

りませんので、今後の中長期的な課題として、地域振興計画に盛り

込みながら、今後も方向性を探っていくということで、今回５番・

６番は市への要望としては提出しないこととし、４番・７番・８番

の３点を市の方へ要望してい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 ２班は５番・６番はもう少し時間をかけて検討したいということ

で、今回の要望の中に入れない。そして、４番「特用林産加工施設

の整備充実」と８番の「生活道路の整備」は平成２１年度の予算要

求の中に入れたい。そして、７番「新しい農林業体系の確立」これ

は中長期的な要望になるだろうということですね。

それでは３班の佐藤豊班長お願いします。

佐藤豊委員 ３班の要望事項につきましては、９番・１０番・１１番と３点要

望しております。９番の「南小学区コミュニティセンターの改修工

事の実施」については、２１年度に予算要望するということです。

「 」１０番 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

については、今後、緊急性のあるものや小規模な修繕などは地域枠

予算で対応し、ふるさと森林公園の整備については、大仙市の総合

計画に盛り込まれておりますので、担当課と協議をしながら早期に

実施してもらうようすすめていく方向で空欄となっております。

１１番「観光ガイドマップと年間行事表（行事ごよみ）の一体化」

については地域枠予算で対応することとなりましたので、よろしく

お願いいたします。

伊藤辰郎会長 はい。３班については、９番の「南小学区コミュニティセンター

の改修工事の実施」これを要望する。１０番については一部地域枠
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予算で対応できるものもあるけれど、市の計画の中に入っているの

でもう少し推移を見守りたいということですか。一応来年度以降の

要望はしていかなければいけないかもしれませんね。今年度は要望

しないということですね。１１番は地域枠予算の中で対応するとい

うことですね。

各班長から説明がありましたが、それでよろしいでしょうか。委

員の皆さんの御意見をお聞きしたいと思います。よろしいでしょう

か。もう一度番号でいいますと１番・２番・３番・４番・７番・８

番・９番の７件が市に対する要望として提出をするということでよ

ろしいですね。事務局から補足説明がありましたらお願いします。

判田参事 今御協議いただいた件数は、地域協議会から７件、自治会連絡協

議会案として３件合計１０件要望案として提出しますが、前に皆さ

んから提出していただいた様式から５ページの様式に書き換えて、

要旨という形で市の方に提出しますが、実際に説明あるいは協議す

る際は詳細な資料なども準備する必要がある場合もあります。その

際はこちらで作成の上皆さんに御協議する場合もありますのでよろ

しくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 今日の議題はこれで全て終了しました。次回は１０月２７日月曜

日。市長さんが御出席をされて午後６時から地域協議会が開催され

ます。委員の皆さんにはまげて御出席をいただきたいと思います。

それでは今日の地域協議会これにて終了したいと思います。大変

お疲れ様でした。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１０月 ６日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 伊 藤 正 照

委 員 佐 藤 のり子


