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平成２０年度 第５回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２０年１０月２７日（月） 午後６時００分から午後８時１５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）市長への提言及び市長との意見交換について

２）地域枠事業の承認について

①大杉ため池ブラックバス駆除委託事業

（５）そ の 他

１）次回協議会日程について

４．出席者氏名

（１）出席委員（１５名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 誠一、伊藤 正照、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 豊

（２）大仙市役所（５名）

市 長 栗林 次美 企画部長 小松 辰巳

総合政策課長 高橋 修司 総合政策課参事 北野 悟

秘書課主任 加藤健一郎

（３）南外総合支所各課長（３名）

市民課長 黒田 文夫 農林振興課長 高橋 公太郎

教育委員会南外分室長 高橋 定悦

（４）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

５．欠席者氏名

欠席委員（２名） 佐藤由香子、鈴木 幸一
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６．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。御案内の時間より若干早いのですが、予定された方々全

員お集まりですので、ただ今から「第５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いただきます。

伊藤辰郎会長 【あいさつ】

今日は私ども南外地域協議会で三つの班に分かれて市長さんへの

提言、そして提言に対する御回答あるいは意見交換の場を設けてご

ざいますので、せっかくの機会ですので、ざっくばらんに御発言を

いただき有益な意見交換ができれば幸いだと思います。よろしくお

願い申し上げたいと思います。

佐藤地域振興課長 ありがとうございました。つづきまして、本日は栗林市長が出席

しておりますので、御挨拶申し上げます。

栗林市長 皆さんこんばんは。大変夜の遅い時間に地域協議会を開いていた

だきまして本当にありがとうございます。第５回目と聞いておりま

す。どうぞよろしくお願い致します。

この地域協議会設置して以来、市民との協働のまちづくりが大仙

市の基本であることを再三述べながら地域協議会の皆様には、当初

他でやっている事例がなくてどういう協議会にしていくか戸惑いも

あったと思いますが、会を重ねるごとに、地域の皆さんで話し合っ

てやれる課題、あるいはやらなければならない方向性を出していた

だきながら支所と一緒になって、あるいは場合によっては大仙市全

体として地域の課題を大仙市の課題として受け止めてやっていこう

という気運が少し出てきたのではないかなあと思っております。

現在国も含めて地方財政、相変わらず厳しい状況が続いておりま

す。好転は見込めないという前提の中で我々工夫していかなければ

ならないと思っておりますので、それぞれの市民の皆さん、地域の

皆さんのしっかりした考え方、行動が財源不足を解消するような事

業になって表れるのではないかと思っております。私ども自主財源

の確保には全力を尽くしてまいりたいと思っております。

今、地方分権が進んできており、地方分権の推進法・一括法いよ

いよ本格的な権限、財源の移譲という問題が出てきております。そ

れに移行するかのように県の方では、できるだけ身近なことを県で
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はなくて市、町村、町村はなかなか厳しいと思いますけれども、一

定の規模になった市に対しては、いままで県でやってきたことをも

っと身近な市でやった方がいいのではないかということを、どんど

ん分権という形で市の方に「できませんか」というふうにきており

ます。我々そのことを積極的に市として受入れて、受け入れること

によって、市民の皆さんの身近な課題が県よりも市の段階で御相談

、 、できる 処理できるような体制を作るべきではないかということで

職員と一緒にそのへんのレベルアップを含めて、努めているところ

であります。

地域協議会の委員の皆様を対象とした事業としては、これまで、

各地域協議会委員の皆様などを対象に全体研修を開催するほか、先

進地視察研修などを通じて、市民参加及び住民自治の視点に立ち、

地域協議会の運営に寄与していただいているものと感謝しておりま

す。一方、委員の皆様も合併して４年目でありますので、一応４年

ということで任期を定めてお願いしておりますが、この地域協議会

はずっと継続していかなければならないものと思っておりますの

で、是非委員の皆さん経験されたことを生かして、少なくてももう

一期、もう四年頑張っていただけないかなあと思いますので、来年

度に向けて心づもりをお願いしておきたいなあと思います。

これまで、地域協議会の委員の皆さんとの意見交換といいますか

市長がだいたい３月の時点で各地域協議会に出ておりましたけれど

も、地域協議会がさまざまな形で、事業を動かしていただいており

ますので、３月ですと次の年度の予算に地域協議会、地域の予算の

意見を反映することが難しいという時期でありますので、今年から

副市長ももう一人誕生しましたので、正・副市長で手分けしまして

この時期にそれぞれの地域協議会の委員の皆さんといろいろ話し合

う機会をもつ。そして地域協議会の皆さんから本来でありますと市

に対する提言とか、それが一番の大きな課題だということで説明し

てきておりますので、そろそろ、それぞれの地域協議会の皆さんも

少しまとまって、市に対して意見をしてみようという雰囲気も出て

きているようでありますので、今年からこの時期におじゃまするこ

とにしております。さまざまな課題についての報告と私を含め、企

画部長・総合政策課長もきておりますので、委員の皆さんと少し大

きな課題、あるいは長期的な課題について、いろいろ話し合ってい

ければなあと思います。そういう中で、いろいろ考えながら、新年

度、来年度の予算からスタートさせてみたいという課題も見つかっ

てくるのではないかなあと思いますので、そうした時間を是非とら

せていただきたいと思っております。後は３月に又まいりたいと思

っておりますが、一年間の活動の総括と来年度に向けてのお願いと

いうことでまいりたいと思いますが、この後１０月頃と３月に必ず
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正・副市長誰かが、それぞれの地域協議会におじゃまするというこ

とはお約束しておきたいと思います。

これからそれぞれ協議の課題を含めて、提案等のお話しも伺わせ

ていただきますので、できるだけその時間を多くしたいと思います

ので私からのあいさつはこれくらいにして終わりたいと思います。

どうぞ今日はよろしくお願い申し上げます。

佐藤地域振興課長 それでは、本日の日程について御説明申し上げます。

次第にありますとおり、本日の議題は２件であります。市長との

意見交換、その後地域枠事業の承認ということでございます。

市長との意見交換についてですが、委員の皆様から御提出いただき

ました提言事項については、伊藤会長から説明いただいた後、回答

し、その後意見交換をお願いしたいと思います。

本日の委員出席数は１５名でございます。過半数に達しておりま

すので、本会議が成立することを御報告申し上げます。それでは、

会長さん進行の方よろしくお願い致します。

伊藤辰郎会長 それでは協議会を開催したいと思いますが、議題に入る前に、本

日の議事録署名委員を指名いたします。

佐藤セツ委員と佐々木雅子委員にお願いしたいと思います。よろし

くお願い致します。

それでは議題に入りますが、議題の１ 市への提言及び市長との

意見交換についてであります。今回、南外地域協議会から提言事項

を提出するにあたり、部門を三つに分け、三つの班を編成し、１班

は市民生活・環境、２班は建設・農林・商工、３班は教育・文化・

観光について検討してまいりました。

また、４２自治会からなる「自治会連絡協議会」においても要望

事項を検討いただき、これらを調整し、南外地域協議会からは１０

件の提言事項を提出しております。それでは私から提言事項の概要

を説明申し上げます。

、「 」第１は 住宅用火災警報器設置の促進のための補助制度の創設

であります。

既存住宅への火災警報器の設置は、平成２３年５月３１日までの

設置が義務づけられております。設置期限までは２年余りあります

が、できるだけ早く設置することが効果的であることから、制度の

周知と併せて補助制度を創設し、火災警報器の設置を促進されるよ

う要望するものであります。

次に は 「ごみ集積所設置費補助金の補助基準の改正」であ第２ 、

ります。

南外地域では、地区によって、ごみ集積所の設置に係る一世帯あ
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たりの負担額が大きくなり、建て替え等が難しいと思われる例もあ

ることから、一世帯あたりの負担が過大とならないような補助制度

とされるよう要望するものであります。

は 「ごみ分別収集及び再資源化の促進」についてでありま第３ 、

す。

、 、これは ごみの排出量及び焼却量を減らすことを目的としており

特に、現在は焼却処分されている生ごみ、紙、プラスチック等のご

みについて焼却処分せず、資源として活用できるシステムを構築さ

れるよう要望するものであります。

は 「特用林産加工施設の整備充実」についてであります。第４ 、

1,500当施設は、山菜の加工や真空加工の施設として、年間延べ

人の方々が利用しております。今後は、地場産品の生産・加工のみ

ならず、販売まで結びつく事業展開を目指すため、当施設の継続的

な利用と、施設の環境整備を要望するものであります。

は 「新しい農林業体系の確立」についてであります。第５ 、

現在の農業経営はその効率性が特に重視されておりますが、当地

域のように大規模経営になじまない地域については、将来的な農業

経営の継続が不安視されております。ついては、農林業の持つ農作

物等の生産以外の役割を再認識し、また、将来の自給率を確保する

意味でも、地域の特性を生かした事業が可能となるよう要望するも

のであります。

は 「生活道路の整備」についてであります。第６ 、

今回提示している３路線は、緊急自動車等の進入が困難であるた

め、不測の事態に対応できないとして地区住民が不安に感じている

ことから、優先的な拡幅工事を要望するものであります。

は 「南小学区コミュニティセンター改修工事」についてで第７ 、

あります。

当施設は、多くの市民に有効に利用いただいておりますが、トイ

レが水洗化されていないなど、早急な改修を必要とするため今回要

望するものであります。

は 「市道南外４号線、南外１号線、南外１９号線の早期改第８ 、

良舗装」についてであります。

これらの３路線については、交通量も多い中、小さな事故等も多

発しており、特に冬期間は、積雪により道路幅が狭くなり、車や歩

行者の通行に支障を来たしている状況であるため、早急な改良舗装

を要望するものであります。

は 「南外地域における市道等の現状調査及び補修の実施に第９ 、

係る予算措置」についてであります。

南外地域の市道は、整備後長期間経過したため、破損等により、

通行上危険な箇所が年々増加しております。このため、全地域の市
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道の現状を調査し、計画的に補修されるよう、道路維持費の予算増

額を要望するものであります。

は 「ふれあいパークテニス及び野球場の駐車場の整備」第１０ 、

についてであります。

当公園のテニスコート及び野球場には、駐車場は設置されており

ますが、多くの利用者が道路上に駐車するため、非常に危険な状態

となっております。このため、この駐車場を分かり易く、また利用

しやすいものとするため、駐車場の舗装改良及び表示看板の設置を

要望するものであります。

以上、南外地域協議会の提言事項として、１０件御説明申し上げ

ましたが、よろしく御回答及び意見交換をお願い致したいと思いま

す。

高橋総合政策課長 ただ今、南外総合支所、地域協議会の方から１０件の提言が出さ

れておりますけれども、これらにつきましては、提言事項の１番と

３番、そして５番につきましては、後ほど市長が回答致します。

また、それ以外の提言事項につきましては、市の考え方を総合支所

の担当課長等から、説明させていただきたいと思いますのでよろし

くお願いしたいと思います。

伊藤辰郎会長 それでは市長さんの回答を後の方に致しまして、はじめに提言事

項の２・４・６・７・８・９・１０について、総合支所の担当課長

から回答をお願い致します。

黒田市民課長 それでは提言事項の２につきまして、申しあげます。

補助金制度につきましては、大仙市補助金審査委員会の提言を踏

まえまして運用しているところでございます。この提言内容と現在

の市の財政状況を踏まえ、補助率及び限度額を引き上げますことは

大変厳しいものと認識致しております。ごみ集積所設置費補助金に

つきましては、建て替えする場合の補助率２分の１、限度額５万円

の補助の他、３万円以上の経費がかかる補修につきましても、補助

対象としており、補助率２分の１、限度額３万円の補助となってご

ざいます。建て替えと補修の両方に対応しているため、長期的に集

積ボックスを使用していただけるものと考えております。また、今

後建て替えをなされる場合には、集積ボックスの大きさ・容積など

今一度御検討いただき、適切な御利用をお願い申し上げます。

以上でございます。

、 。高橋農林振興課長 それでは４番について 市の考え方を御説明させていただきます

提言の内容が二つあります。ひとつは加工施設の管理運営費にかか
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る市の負担金について。二つめは、機械設備の更新と新規導入を含

めた環境の整備です。

まず、市の負担金についてですが、この加工所は平成４年に当時

の南外村農業協同組合が事業主体になりまして、国の補助事業で設

置された施設であります。事業を実施するにあたり、施設の管理運

営費の一部を南外村が負担するという内容の契約を取り交わしまし

て、それに基づきまして、大仙市が補助を続けているという条件に

なっております。その契約の期間が平成２４年までの２０年間とい

うことになっているということでございます。補助金の額について

は、契約の内容に算定方法が記載されている訳ですが、ごみの処理

場、ごみ集積所の関係にもありましたとおり、市全体の補助金全般

にわたる縮減方針によりまして、年々減額をお願いしているところ

であります。特定の分野のみ優遇して継続するとか、増額すること

は、少し難しい状況になっているのかなと考えております。

参考までに１９年度の補助金の状況ですけれども、市の施設の管理

費用が、管理費の人件費を含めまして、総額で３９５万３千円とな

っております。その財源となる収入につきましては、施設利用料が

１３０万円でございます。それから市の助成金が１５０万円。残り

の１１５万３千円を運営主体のＪＡさんが持ち出しているという状

況になってございます。

それから、助成期間につきましては、利用料金や機械設備の償却期

間などを考えまして、２０年間でこの施設が採算ベースに達する見

込みであるものと設定されたと思われますので、契約期間経過後は

どうか運営主体である秋田おばこ農業協同組合の経営努力にお願い

するほかないのかなと考えております。

次に機械設備の更新のことについてですが、自家消費を目的とし

た加工施設ですので、販売目的の加工施設としては設備内容が不十

分だということがある訳ですけれども、先ほども申し上げましたよ

うに、ＪＡさんの所有する施設でありますので、その更新等につき

ましては、ＪＡさんの考え方をよく聞きながら、具体的な要望があ

った場合に助成措置等につきまして市としても一緒に検討していき

たいと考えております。以上です。

佐々木総合支所長 それでは、生活道路の整備ということで、６番の提言の部分でご

ざいます。今日、建設課長が体調を崩しましてお休みしております

ので、私から変わって申し上げたいと思います。

市の方針として、こうした道路の整備はたくさんある訳でござい

まして、基本的には緊急性の高い路線から順次整備をしている。予

算の限りという形ですすめられているところでございます。南外の

、 、 、 、支所管内としましては この路線 湯神台の５号線 田屋の２号線
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木直の３号線は重点路線の内の３点となってございます。いずれも

道路幅が狭くて、生活道路としては、緊急時の車両などの通行等に

ついて苦労していることは、十分わかっている路線でございます。

これまでもこの３路線とも、何度か改良の検討をいたしております

が、なかなか用地等の確保について難渋している部分、それから、

さまざまな課題がある訳でございまして、これまで、整備について

すすめることが思うようにできなかったという路線でございます。

今後は、更に課題等の解決について検討を加えながら、できる限り

早い時期に整備をすすめて参りたいと考えております。特に路線ナ

ンバー１２４４の湯神台５号線につきましては、県道の湯ノ又、前

田線との取り次ぎの関連などもございます。県道の方の改良につき

ましても、県の方では少しずつ測量などに入っているようでござい

まして、そうした部分との整合性なりリンクの仕方などを検討しま

して今後調整が必要であると考えておりますし、それに併せて改良

できるようにすすめたいと思っているところでございます。

佐藤地域振興課長 ７番の南小学区コミュニティセンターの改修工事について、地域

振興課で回答したいと思います。

当該施設は南楢岡小学校区域内の住民のコミュニティ活動の拠点

施設と致しまして昭和４９年に建築されましたが、築３４年が経過

していることから、老朽化がすすみ、補修が必要であることは十分

認識しております。旧南外村においては、こうした状況を踏まえま

して、利用者の利便性や快適性、安全性を考慮しながら、屋根の葺

き替え工事をはじめ、水道施設の交換、風除室の設置など計画的に

改修工事を実施してきております。また、御提言にありますとおり

水洗式トイレ等の改修につきましても計画がございます。合併後の

当該施設の改修計画につきましては、大仙市の総合計画における実

施計画では、当初、平成２０年度を予定しておりましたが、厳しい

財政状況を踏まえまして、現時点では、平成２３年度に合併浄化槽

の設置や施設の内装、外装等の工事を予定しております。しかしな

がら、当該施設が地域の拠点施設で公民館的な役割も果たしている

ことから利用者も多く、また、利用者の割合は子どもや高齢者、女

性が多くを占める状況と、下水道の整備が将来計画であること、現

在の旧式便槽による不快感等を考慮しまして、水洗式トイレにつき

ましては計画を早めて、できるだけ早期に改修したいと考えてござ

います。以上です。

伊藤辰郎会長 次は８番お願いします。

佐々木総合支所長 ８番でございます。市道南外４号線、高野から大畑の区間、それ
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から、市道南外１号線ということで、西板戸から物渡の区間、それ

から南外１９号線、湯ノ又から十二ヶ沢までの区間の早期改良舗装

についてでございます。南外４号線につきましては、ちょうど高野

のＪＡの準低温倉庫の前を通る道路でございます。大畑を通り大曲

の中山の方に抜ける道路でございます。そちらについては新市の建

設計画の時点では１８年度からという予定でおりましたが、現時点

での実施計画では、財政的な関連もございますし、また、取り次ぎ

などの関係もございまして来年度以降からの実施計画に変更になっ

ています。できる限り早期に着工できるよう頑張って参りたいと思

っております。

それから、南外１号線でございます。これは揚土から西板戸を通

って物渡、西仙北地域に抜ける道路でございます。こちらは出水し

ますと途中ですぐに冠水して道路の通行ができなくなる。緊急時の

対応ができなくなるという課題を持った道路でございまして、南外

村時代から継続事業として実施してきた道路でございます。この道

路につきましては平均して２メートルくらいの嵩上げを予定致しま

して、今年度は雄物川の河川の占用許可を得るための測量を実施し

ているところでございます。全長４．６キロメートルのうち、物渡

台までの残り２キロメートルの推移についても、このあと順次いろ

いろな条件を整備しながら取り組んで参りたいと考えているところ

でございます。

それから南外１９号線についてでございます。こちらの方も南外

村時代から平成１２年度からの継続事業としてすすめているところ

であり、本年度まで整備計画延長４．６キロメートルのうち２．１

キロメートルを改良整備し、今後残り２．５キロメートルの整備を

順次進めて参りたいと考えているところでございます。

続いて９番の南外地域における市道等の現状調査及び補修の実施

に係る予算措置についてでございますが、こちらの方も多くの課題

がある訳でございますが、順次予算をいただきまして、対応したい

と考えておりますが、当然緊急度の高いところからの対応は基本で

ございますが、できる限り危険な部分をクリアできるように進めて

参りたいと考えているところでございます。

後の第１０番ふれあいパークテニス及び野球場の駐車場の整備

についてでございます。現場は市長面会日に市長から見ていただい

ております。駐車場の簡易舗装、それから駐車場という明示を是非

進めるよう、できる限り来年度にはこうした整備に取り組んで参り

たいと考えているところでございます。建設課関連は以上でござい

ます。

伊藤辰郎会長 ただ今２・４・６・７・８・９・１０番について担当課長からの
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回答がありました。これについて、質問とか意見があると思います

が、今日は市長さんがお見えですので、市長さんとの意見交換の後

に時間があれば、今の担当課長からの説明に対する質問等も受けた

いと思いますので、次の市長さんからの回答をお願いしたいと思い

ます。はじめに提言事項の第１「住宅用火災警報器設置の促進のた

めの補助制度の創設」について市長さんから市の考え方を説明お願

いできればと思います。よろしくお願い致します。

栗林市長 はい。ただ今それぞれの担当から一応お答え申し上げましたが、

たぶん、まだまだ御意見があると思いますので、その関係について

も私から今の課題について説明した後、話の輪に入っていきたいと

思いますので、よろしくお願い致します。

この住宅用火災警報器設置促進のための補助制度の問題でありま

すが、この問題については、市としてもいろいろ検討しなければな

らないという立場でおります。この前の９月の定例議会でも議員の

方から、命の問題として考えるべきではないかとの趣旨の御質問等

がございまして、この件についてはどのような形でスタートできる

か検討しているところであります。消防白書によりますと１８年度

の数字になるようですが、逃げ遅れで亡くなった方が８９０人だそ

うです。なかでも全く気づかなかった方もいるようです。特にこの

関係では、高齢者の方、障害者の方が犠牲の割合が高いことを白書

でも指摘されているところです。市としましては、全戸一度にスタ

ートするのは今の財政状況では無理だと思いますが、広域消防ある

、 、 、いは市の消防安全課を通じて この制度 義務づけられていること

付けた方が安全ですよという啓蒙啓発の活動を徹底して行っていか

なければならないのではないかなと思います。先ず 初に取り組ま

せていただきたいと思うのは、高齢者あるいは障害者の方達に対す

る助成制度を作れないかということからスタートしていきたいと、

今検討しているところであります。１２月議会あたりまでは、考え

方をまとめようと作業しておりますので、来年度の新年度予算の中

で形を作れるのではないかなあと思って、作業をしているところで

あります。南外地域協議会からの提言ということで、全市的に考え

てみたいと思っています。

次にごみ分別収集及び再資源化の促進という問題であります。皆

さんの御協力によりまして、 新の７年ほどでできましたけれど美

郷と広域の組合でやっております焼却炉ができましたし、 終処分

場も完全なものとして大向の地に組合として作らせていただいてお

ります。そうした中で、市民の皆さんあるいは美郷町民の皆さんか

、 。ら御協力をいただきながら ごみを少なくしてごみの予算を減らす

あるいはごみを減らすという考え方にたって、ごみの一部有料化と
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いう課題の中で取り組ませていただいております。相当丁寧にそれ

ぞれの地区、さまざまな団体の皆さんに説明してスタートさせて頂

きましたので、混乱なく今できているなあと思います。実際の中間

の集計の数字が手元にありませんが、ごみの量が少なくなっている

数値は明らかに出てきております。ごみの全体量の数字がわかりま

したら後で答えていただきたいと思います。市民の皆さんからいろ

いろ御協力をいただきながら、ごみの絶対量が少なくなってきてい

るのは確かのようであります。

生ごみにつきましては、それぞれの家庭からということで電気式

生ごみ処理機の普及で、今年度から補助金の制度を設けまして５万

円に増額して、かなり性能の良い電気式生ごみ処理機を導入できる

ようにスタートをきらせていただいております。これを堆肥として

それぞれの家庭菜園等に利用していただくという考え方、全体量が

そんなに減る訳ではありませんけれども、ひとつのきっかけにする

意味で象徴的に電気式生ごみ処理機に対する助成制度をはじめてお

ります。中期的には、生ごみの減量化、再資源化が大きな課題であ

ると考えております。農林振興課を中心として下水道の汚泥の堆肥

化した物を活用できないかという問題も含めまして、生ごみの堆肥

化活用について市全体としての検討を深めているところでありま

す。

ごみの減量化等の問題については、いわゆる市街地と農村部の集落

が点在しているところ、それぞれ生活する条件が違うところでさま

ざまな考え方やいろいろな行動がありますので、一律に方針をたて

てもダメだと言うことで、それぞれの地域にあった形での生ごみの

減量化の問題、あるいは紙やプラスチックの資源化の問題、こうい

ったものを検討を深めながら、もう少し制度が充実できないかとい

うことで、今、取り組ませていただいております。何もやっていな

い訳ではなく、全体の合意として大枠の区分については、それまで

の市町村ごとのものが統一されたという段階ですので、この状況を

見ながらもう少し踏み込んだ形での、分別・再資源化という問題に

取り組んでいきたいと、市の環境課と清掃事業組合と一緒になりま

してもう少し、進んだ案、市民の皆さんと一緒にやれる案を作れな

いかとういことを進めているところです。

次に新しい農林業体系の確立ということでありますが、地域の特

性を生かした事業を展開し、新しい農林業体系の確立についてとい

うことだと思います。市としましては農業振興計画を策定し、農業

を基幹産業と位置づけ、その維持・発展に努めているところであり

ますが、地域によってそれぞれの特色があり、南外地域を含みます

各地域の特徴を考慮し、地域ごとの振興計画も策定しているところ

であります。南外地域は農地の割合が市の割合の約半分、逆に山林
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の割合が市の割合の約２倍、農地の部分が１３パーセント、山林が

６４パーセントくらいと非常に山林の多い地域であります。

市としましては、このような特徴を考慮しながら、担い手の確保・

育成、農作物の振興、生産基盤の整備、林業の振興等について、農

家をはじめ、市民各位の御意見をいただきながら取り組んでいると

ころであります。

担い手の確保・育成と農作物の振興につきましては、現在市では

集落営農組織や農業法人化を推進させたいと思っておりますが、南

外地域では、小規模経営ながら各農家の設備投資が進み、償却の途

中であることや、集団経営に対する馴染みの薄さから組織化の立ち

後れが残念ながら目立っております。本年９月末現在集落営農組織

が５組織にとどまっております。これは地形の問題もあるかと思い

ます。この５集落営農組織は県の支援を受けながら、本年から新た

に業務用キャベツ栽培に取り組んでおり、大仙市では南外地域だけ

が取り組んでいる新たな複合作物でありますので、市といたしまし

てもこれらの事業の順調な進展と組織が後進のモデルになるよう支

援して参りたいと思います。

もうひとつ生産基盤の整備でありますが、林業の振興ですが、本

年度から南外中央地区におけるの圃場整備事業がスタートしており

ます。林業関係では滝ノ沢他もう一箇所で高性能作業道の開設作業

なども進めております。南外地区の中央の基盤整備事業と併せて県

、 、道道路の付け替え等 県の道路関係の方とも打ち合わせをしながら

一体的に取り組んでいこうと進めさせていただいております。

以上私から御報告申し上げました。

伊藤辰郎会長 はい、ありがとうございました。それでは、今市長さんから御説

明いただいたことにつきまして、１番の住宅用火災警報器設置の促

進のための補助制度の創設について説明がありましたが、これにつ

いて委員の皆様から御意見等ございましたら、御発言いただきたい

と思います。市長さんのお話では来年度から障害者・高齢者等に対

する補助制度の促進をしていきたいということでございましたね。

これにつきまして、伊藤誠一委員から何か御意見ございませんか。

伊藤誠一委員 たいへんご苦労様です。消防団としても各家庭を回っております

けれども、やはり南外地域は非常に高齢化になってきております。

平成１８年に消防庁の方から火災報知器が１５０個、南外地域に支

給されておりますが、それを付けてもやはりこの南外地域は実際火

災警報器の付け替えが進んでおりません。高齢化が進んでおります

し、寝室に１個ということですが、寝室だけでは危険度が高く、２

階に住んでいる方には階段にも１個必要で、本来ならば台所と階段
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と３個必要だと思いますが、市の方では何個設置を考えているので

しょうか。

栗林市長 はい、そのへんも今いろいろと研究中です。法令通りの基準でい

くと一軒に四箇所も五箇所も付けなければならない構造の家が結構

ある訳です。

広域消防としての見方をしていただきながら、市で工夫していきな

がら 低一箇所、あるいは構造によって二箇所くらい、いざという

ときに命の問題がかかわる場所に一箇所でも付けていただくという

ことでスタートできないか検討しております。特に低所得者の皆さ

ん、高齢者の皆さん、年金を多くもらっていない皆さん、そのよう

な部分についての補助制度、何らかの対策を入れながら、一般の人

には、 低一箇所あるいは二箇所くらいはどこかに付けなければい

けないという指導はしていこうという方向付けをしながら、今案を

作っている 中ということになると思います。

伊藤辰郎会長 １番の問題について、その他御意見はございませんね。よろしい

ですね。それでは、３番のごみ分別収集及び再資源化の促進につい

て、委員の皆さんから御意見がございましたらお願いしたいと思い

ます。

伊藤誠一委員 ３番ですが、今現在南外地域では燃えるごみと燃えないごみ二つ

に分けられている訳でございますけれども、焼却しなくてもいいよ

うな物もその中に入って焼却されている。 終処分場にそれが搬入

されているということです。やはり資源になるものは分別して、収

集し、市の負担をいくらかでも軽減できないものかということで、

提言を出した訳でございますけれども、南外地域では、畜産農家で

すと堆肥場がございます。生ごみは常にそちらで肥料にしておりま

すけれども、町中ですとなかなかそういう施設がないと思います。

先ほど電気式生ごみ処理機を５万円補助するというお話しがありま

したが、やはり資源になるものは分別して、一度では少し無理です

けれども、段階的に南外地域の自治会に一箇所試験的なものをやっ

ていきたいということでこの提言をした訳でございます。

栗林市長 ごみの取扱いについても合併３年目くらいで、ようやく各地域が

一定の統一した形で取り組めるようになってきたということです。

この生ごみ系は生ごみ系でまだまだいろいろ、 後は焼いている形

ですので、できるだけ焼かないで、堆肥にできないかということを

やっていかなければならないということがひとつ。燃えないごみに

ついては、できるだけ分別をたくさんすれば、可能性として燃やす
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ものが少なくなるということだと思います。そのへんも今検討を加

えようとしておりますが、これも一律にやってしまうと、若い人と

あるいはアパートに住んでいる人との行動と、普通の住宅に住んで

いる人、あるいは農村部の人と考え方がかなり違います 、そのへ。

んをそれぞれ研究しながら、その地域あるいは対象にあったものを

用意していかなければ、一律にこうやってくださいといってもなか

。 、なか難しいのではないかという実例もあります そのへんも含めて

今研究中であります。

ちなみに、資源ごみを分別していただいて、クリーンセンター清

掃事業組合へ持っていき、その収入だけでも毎年増えています。

、 、２千６百万円くらいで 今のやり方でも組合の売り払いという形で

収入が出てきます。それをもう少しきちっと分けてやるだけでも、

また、収入があがりそうだということもわかってきています。ある

いはペットボトル等以外のさまざまな分け方というのもあるのでは

ないかということで、運搬コストを減らす、あるいは、運搬されて

きたものを資源化するということで、両方でプラスになるような仕

組みを今研究しているところであり、市民の皆さんの意見をもらっ

ていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

それからごみの集積所の補助制度の問題は、このように答えさせ

ていただいておりますが、集積所がものすごい数でありますので、

今のところ補助制度でやっていただいておりますけれども、ある町

内では建築基準法もいらないので、ちょっとした空き地に大工仕事

ができる人を中心に小屋のようなごみ集積所を作り、これくらいの

補助金でこのようなものができますよと自分たちで作っているとこ

ろもあります。町内会あるいは部落会というところでこの制度を生

かして、大工仕事ができる人を中心に集積所を作るということはで

きないものでしょうか。

伊藤辰郎会長 いかがでしょうか。集積所はできないものでしょうか。

伊藤誠一委員 集積所の設置ですけれど南外地域では各地域、件数が多い少ない

で集積所の大きさが違い、今のところほとんど鉄骨の集積所になっ

てきております。その集積所を作るとなると５万円の限度額ではで

きないという話があり、木造で作ったものは鉄骨よりは長持ちしな

いのではないか。鉄も今値下がりしてきたようですが、北京オリン

ピックあたりは鉄の価格も 高で、そのころは５万円では厳しいの

ではないかとこのような提言をした訳でございます。

栗林市長 補助制度として、１０万円の集積所を作ったとき補助率２分の１

で、 高５万円の補助でやってもらえないかなあという考えで、ま
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るまる作るというのはできないので、少ないかもわかりませんが、

この補助制度を活用して、何とかみんなで作っていってくれないか

なということにしかならないのですが。

伊藤辰郎会長 現行の補助制度で、補助率で 高額は５万円ということで何とか

お願いできないかということですけれど。この件についてはよろし

いでしょうか。

私から、ごみの分別収集及び再資源化の促進ということですが、

私どもお酒を造って販売しておりまして、酒瓶をかつてはそれぞれ

の地域の酒屋さんからお買い求めいただいている場合は、その酒屋

に返せば我々のところにもどって来るという、リユース、リサイク

ルということがかなり行われておりましたが、 近は大型店舗だと

かスーパーから買う人が増えてきて、買った物がどのように流れて

いるのかなあと思います。我々のところにもどってくれば、それを

リユースできる。使えるびんが壊されてしまって、カレットになっ

てそれがまた、メーカーに戻っていって再生されるというのは非常

に無駄だなあと感じるのですが、びんのリユース・リサイクルとい

うことをもう少し地元で考えてもいいのではないかと思います。

近はパックのものが多くなってきているので、そのパックも燃やさ

れているんじゃないでしょうか。びんですともう一度活用できるの

ですが、それがどんどん壊されていっているのは非常にもったいな

いなあという気がしますので、そのあたりも併せて御検討いただけ

ればなあと、資源のごみに出ているものがもう一度再資源化できる

のではないかと思いますので、そのあたりの実情を調べて調査して

いただければなあと思いますけれども。

栗林市長 今ごみの問題で市民の皆さんからの提言で、トレーの回収をして

おりますけれども、やはり回収する場所がたくさんあった方がいい

ですよとの提言を受けまして支所とか公民館とか、協和で使ってい

たものを利用して何箇所かに置いてみているのですが、皆さん結構

利用しているようです。ですから、びんの問題についても考えてみ

たいと思います。

紙パックの部分は、洗ってバラして紙として出すという人もいる

でしょうが、そのへんはどうなんでしょうか。女性しかやらないと

思いますが。結構やっているものでしょうか。

伊藤辰郎会長 いかがですか。女性の方。紙パックというと牛乳とか、酒も 近

は紙パックのものが多くなってきておりますが。

佐々木タヨ子委員 牛乳とかはよく洗って開いて、行きつけのスーパーの回収ボック
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スに入れます。保育園とかでも熱心なところは回収しているようで

す。それがトイレットペーパーになったりすることは聞いておりま

すけれども。

三つほどお願いしたいことがありますが、いいでしょうか。

一つめは先ほど市民と一緒に考えていく会を検討中とのことでした

が、できれば今年度中にそのような会を立ち上げていただきたいこ

と。やはり、ごみの問題は身近な問題であるし、市民を交えて話し

合うことがいかに大切であるかということを早く実行していただき

たいということがひとつです。

それからこれは大変アバウトな考え方ですが、例えばプラスチッ

ク集めました。売りました。そこで終わるのではなくて、プラスチ

ックからフリースとかの衣料品とかができるので、例えば『大仙ブ

ランド』のような感じで販売します。買っていただいた人に対して

は市の方へ入るような、そういう感じのシステムを構築して行って

もらいたいのと、先ほど２，６００万円の収入がありました。とい

うお話しでしたけれども、前に戻ってごみの集積所補助金のことで

すけれども、この前ごみの処理施設を見学した時に、ごみを出した

重さによって値段が違うというお話しを聞いたので、出した業者さ

んがどこの地区業者さんであるかわかると思うので、南外地区は今

年はこれだけの売上げがありました。それを集積所の補助金の方へ

還付していただくという、そういうことはできないでしょうか。

、 。もしできるのであれば それを可能にしていただきたいと思います

お願い致します。

栗林市長 はい。後で調べて報告させます。各地域のごみの量は統計で出て

きます。その中で、資源ごみとかそういう分別がされる仕組みには

なっていないと思います。全体のごみの量とすれば、年間南外地区

がどれだけ出たか重さで出てきているのですが、中身の方がわかる

仕組みにはなっていないと思います。例えば、資源化の問題でもそ

のような形で、メリットを付けて頑張ったところにその分を還元し

ていくという考え方ですね。

それから、ごみの問題を考える市民の会のようなものを立ち上げ

てくださいということですが、これは、環境課でいろいろやってい

るようです。やっているのですが、もう少しいろいろな人達が参加

できるような機会を増やすということだと思いますので、これも研

究させていただきたいと思います。正式な審議会とかそれにつなが

る形での研究会とかはやってますけれども、もう少し一般市民の方

達が、身近に考えていただく、一緒に考えるような趣旨の会だと思

いますので、そのへんは検討させていただきたいと思います。

パックというのは、広げたりしてやっているものですか。牛乳と
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かはわたしもやっているのですが、酒のパックは捨てるだけでしょ

うか。

伊藤辰郎会長 いかがでしょうか。皆さんどうされていますか。

伊藤葉子委員 私の家では蓋を取って、ただ燃えるごみの中に捨てております。

伊藤辰郎委員 そうですね。もったいないですね。全くそれは、ワンウェイで燃

やされてしまう訳ですよね。パックはそのまま回収されてきても、

もう一回使えませんので、紙として再生するしかないのだと思いま

すが、びんの場合は戻ってくれば、洗ってもう一度使えるんです。

だから、そのびんが壊されるということは非常にもったいないなあ

というふうに思います。酒の紙パックは内側にアルミ箔が貼ってあ

り、再利用については牛乳パックのよりは難しいと思います。

それでは、次の５番の新しい農林業体系の確立ということについ

て、委員の皆さんから御意見がありましたら、御発言いただきたい

と思います。どなたかございませんか。

南外は集落営農地域が今のところ５地域ということですが、中央

地区を入れないで、５地域ということですか。

高橋農林振興課長 集落営農地域について、５組織ということですけれども、中央地

区については今圃場整備計画中です。圃場整備進んで行くに従いま

して、組織化がでてくると思いますが、５組織の中には今のところ

中央地区は入っていないです。

伊藤辰郎会長 私から、質問になりますけれど、市長さんのお話の中で、南外で

転作作物でキャベツをやっていてそれを支援していきたいというお

話しでしたが、支援するということは具体的にどういうことかお話

しを伺いたいと思います。

高橋農林振興課長 キャベツの話ですが、今年から取り組みましたキャベツは業務用

で、この辺の「ガスト」とか「スカイラーク」等の会社へ直接出す

キャベツを作っております。規格とかも結構難しくて、今年の場合

は少し虫に食われたりして、まだ技術が確立されていないこともあ

り、作った物を全て製品にということは難しい状況でした。具体的

には支援方法はお金についてではなく、栽培技術の講習会を行った

り、先進地研修をやったり、ＪＡさんとか県の協力を得ながら今や

っているところです。今作付け面積が１．６ヘクタールですが、来

年はできればその倍くらいにと考えておりますが、今申し上げまし

たとおり、作付け技術が定着していないこともあり、一気に拡大と
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いうことは難しいのかなと思っているところです。

伊藤辰郎会長 農林業体系の確立ということは、これは第２班ですね。第２班の

今野幸蔵委員さん何か御意見ありませんか。

今野幸蔵委員 二つ三つお話ししたいのですが、林業のことですが、市の方々も

わかっているかと思いますが、ひとつは『ナラ枯れ』が今、本荘・

由利まできているということを聞きました。南外では松の木がほと

んど枯れてしまったという前例がありまして、何とかしなければな

らないと思っているうちに松の木が全部枯れてしまい、特産の松茸

もほとんど採れなくなってしまったという状況です。

『ナラ枯れ』は日本海側を北上し、本荘・由利、秋田県まできてい

ます。実際そういうナラの木を見たことがあります。松の木の状況

を考えると、南外のナラの木もあのような状況になってしまうと大

変だなあという感じがしているのですが、今、燃料も高くなってき

ていて、薪を使う方が増えてきています。山仕事の方は、炭にする

木より薪にする木の方が売れるという状況で、炭にする木がなくな

ってきているということです。ナラの木は焚き物に非常に適してい

る材木ですので、是非『ナラ枯れ』の対策を十分に考えて、今から

。『 』 、手を打ってもらいたいなあと思います ナラ枯れ が見えてきた

被害が広がってきたなあという状況であれば、もうすでに遅いとい

うことですので、是非市の方でも南外の『ナラ枯れ 、ナラの木が』

多いんですけれど 『ナラ枯れ』の対策を進めていってもらいたい、

なあと思います。よろしくお願い致します。

もう一つは特用林産加工施設の設備充実についてですが、平成

２４年度に市の方の助成が打ち切られるということですが、農協に

任せて市では手を引くという話でしたけれど、ここで加工される物

はほとんど農産物で、大仙市は当然そのような農産物の生産・販売

に力を入れていかなければならないと思いますけれど、２４年度で

契約が終わるからあとやめたということではなくて、農業を育てて

いくとか、推進していくという部分で、是非考えてもらって、助成

制度の継続を是非続けていってもらいたいなあと、できれば施設の

整備、又は拡充、機械の更新等にも力を入れて頑張りたいなあと、

私はそう思います。私だけではなく南外の私の周囲の方々も望んで

いることですので何とかうまい方法を考えていってもらいたいなあ

と思っています。以上です。

栗林市長 『ナラ枯れ』の問題ですけれども、県に市長会としてもこの問題

を早く対策を打たなければならないんじゃないかという問題提起し

てきました。それから、仙北地域振興局の農林部との正式な会合の
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中でも大仙市から『ナラ枯れ』の問題について、大きくならないう

ちに対策すべきではないかということで、話を出しておりますが、

郡境まできていなく、県境の山形県境あたりまでで、まだ余り広が

っていないという認識で、県は意外とそういう受け止め方をしてい

ないようですけれども、あちこちで『ナラ枯れ』の対策を早く、対

策の取り方は非常に難しいんですけれども。そういうふうにむけて

いますので、今日の会でもそういう問題提起があったということを

含めまして、振興局ともその問題について、振興局を通じて県とし

てどういう対応・対策が考えられるのかということをお願いして、

やって行かなければならないと思っています。

もう一つ、特用林産加工施設の問題、どういう経緯でこういう形

でスタートしたかよくわからないので、この辺ちょっと答えていた

だけますか。他の地域にはこういう形の物がおそらくないと思いま

す。ここは違った形でこういう施設があると思いますけれども。

高橋農林振興課長 はい。加工施設のことですけれども、実は私も作った当時の詳し

い経緯というのはよくわからないのですが、補助事業を導入する時

に、どこが事業主体になるかという問題が生じてＪＡさんに事業主

体になったもらった経緯が確かにあったような気がします。

そういうことでしたので、運営費それから管理費についても補助を

していこうと、当時の南外村とＪＡさんとの約束事がありまして、

今まで助成を継続していたと聞いております。それで、２４年度ま

でで契約期限が切れるということですが、それに対して継続してい

ただきたいというような要望だと思いますので、先ほど経営努力で

、 、お願いしますとお答えしましたが いずれこの地域にとりましても

特用林産の加工施設とはなっておりますけれども、実際には農産物

の加工に占める割合がとても大きいと思います。それから、そばの

問題もこれから作付けの拡大が見込まれておりますので、いずれ加

工とか製粉とかの分野も出てくると思いますので、農業の分野でも

この地域にとっては確かに必要な大切な施設だと思っております。

ということを考えまして、支所としても本庁の方とも連絡しながら

対応を考えていきたいと思いますので、今日はこの辺で勘弁してく

ださい。

伊藤辰郎会長 はい。伊藤正照委員どうぞ。

伊藤正照委員 今の特用林産に関連してですけれども。今、支所農林振興課長か

らも考え方を変えて、また考え直すという話で非常にありがたいの

ですけれども、市長さんから是非覚えておいてもらいたいのは、確

か特用林産ということですけれども、ほとんどが農産物の加工施設
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と思っていただければということです。今、いろいろ自給率の問題

、 「 」とかも出ておりますけれども ここで作っている大きい物は 味噌

だとか 「乾燥するもの 「真空パックで保存できるもの」という、 」、

、 、 、 、ことで ほとんどが保存食ということで 通常であれば たとえば

ジュースの機械もあるんですが、くずリンゴを利用してジュースを

作って長く飲んで行くという流れ。そのような物を加工するなり、

保存できるような状態にしないと、その前に終わってしまうような

ものが非常に多い訳です。当初は正直こんなに利用もなかった訳で

すけれども、良さがわかってきて地域の住民にとっては非常に便利

な施設だと旧南外村さんでは地元のことを考えて、やってくれたの

だと思います。その成果が実ってここまできたのに、財政が厳しい

のでという一言で処理されれば非常に立場上、行政の応援なくＪＡ

、 、でやれと言われれば切ないところもあるので そうではなく双方で

何とかして地域の農産物などを保存食として取り扱っていく、消費

していくとかそのようなことに多いに貢献していく施設なので、何

とか今まで以上にとは申しませんが、今まで通り御支援していただ

ければなあと思いますので、よろしくお願い致します。

栗林市長 この内容をもう少し検討させていただいて、持ち帰らせていただ

。 、きます 一般的には財政が厳しいから管理費を出せないのではなく

理屈がついてちゃんとしているものについては、夕張市ほどではあ

りませんので、出せるものは出せますので、我々もちょっと理解し

にくい仕組みでずっと来ているものなのかなという感じですので、

場所はわかりますので、中身についてもう一度支所を含めて検討さ

せていただいて、どういう形で、多くの人が利用しているのであれ

ば、利用していただけるような仕組みを、別の形を作れないかとい

うことを含めまして、検討させていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 １番・３番・５番だけではなく、まだ若干時間がありますので、

当初担当課長さんから説明がありました２・４・６・７・８・９・

１０番の説明に対する御意見ありましたら、この機会に是非御発言

をいただきたいと思いますが。

佐々木総合支所長 少しよろしいでしょうか。先ほどの８番目の中にある西板戸を通

る道路の嵩上改良について、回答の方に訂正がございました。南外

１号線の延長について４．０キロメートルくらいと話しましたが、

全長５．８キロメートルのうち残っているのが、２キロメートルと

いうことでございます。すいませんでした。

伊藤辰郎会長 全長５．８キロメートルのうち、まだ２キロメートル改修が残っ
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ているということですね。

１番・３番・５番以外の提言に対する回答が先ほどあった訳です

が、それについての委員の皆さんからの意見、ありましたらお願い

したいと思います。佐藤豊委員いかがですか。南小学区コミュニテ

ィセンター改修工事の問題ですね。

佐藤豊委員 南小学区コミュニティセンター改修工事について、先ほどできる

だけ早期に着工したいという説明がございました。当施設は、年に

１５，０００人もの人が利用しており、多くの人が利用している中

で、ここにあげている内容で非常に困っています。大仙市の総合計

画の当初から載っておりますことも含めまして、よろしくお願い致

します。以上です。

伊藤辰郎会長 はい、その他御意見はございませんでしょうか。

はい、佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 近高齢化社会という言葉の響きやその中身を自分なりに真剣に

又、深刻に考える訳ですけれども、お年寄りになるともちろん体力

的にも衰え、そして、精神的にもやはり不安になったり、冬場の過

ごし方、病気になったら不安になるだろうなあと予測する訳ですけ

、 、 、れども その中で 市長さんが住宅火災警報器設置にあたりまして

高齢者や障害者を優先的に助成制度を推進しましょうといってくだ

さったことに対して、私としてはとても安心した一言でした。

やはり、困っている人や弱っている人を助けてあげましょうという

ことなのだろうなあと解釈した訳です。やはり、道路について提言

がありますけれど、道路というのはお年寄りになったときにちゃん

、 、 。と整備されていないと 病院にも行けないし 買い物にも行けない

冬は困ったことになったなあということが、非常にあると思われま

す。ですから、６番・８番と二つ道路についての整備等をお願いし

ている訳ですけれども、そういう整備も是非進めていっていただけ

たらありがたいなあとお願いしたく思います。

栗林市長 はい。 初に南小学区コミュニティセンターの改修工事の問題で

すけれど、ここにも書いておりますように、少し事業予算、財政の

問題で先送りになっておりますが、２１年度来年度何とか手をかけ

たいと今、計画を進めております。トイレとかの部分は後でつなぐ

という考え方にたって、非常に利用率が高い拠点施設だということ

はわかっておりますので、立派な大改修というのはなかなかできな

いのですが、一定の手を入れてきちっとした物とするような改修と

いう考え方で、２１年度の中で考えてみたいなあと思っております
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ので、御了解をいただきたいと思います。

ついでですけれども、トイレの問題ですが、ふれあいパークのと

ころの野球場のトイレですが、立派なログハウス風のダックアウト

があるところです。ふれあいパークの野球場の駐車場の問題は若干

、 。検討していこうという形で この前現場を見させていただきました

たぶん来年度手を付けられるのではと思っております。併せて、あ

れだけの施設の中の野球場でログハウス風のダックアウトがありま

すけれども、残念ながらトイレが非常に汚いと、この前も５００歳

野球の時に相当いわれました。立派でないダックアウトならいいの

ですが、立派な感じに見えるところで、トイレだけが非常に印象悪

いようですので、これを何とかやはり、５５０歳・５００歳の野球

場としていく訳ですので、考えなければならないなあと思っており

ます。

それから、道路の問題は少なくても今の大仙市の現状で、新設の

道路はしばらくつくれないと思っております。村の時代あるいは町

の時代それぞれ計画を立てて、合併してきた部分についても、相当

策略しなければならない状況でありますけれども、今までは、ここ

を起点にここまで６キロメートルを全体を直さなければならないと

いうおおざっぱな計画があったとすれば、そういうことはしばらく

無理なので、広い部分もあるし、狭い部分もある。危険な部分もあ

、 、るとすれば やはり危険な部分とか狭い部分を部分的に直しながら

まずある安全度で通れる道路にするというのは、何とかやらなけれ

ばならないと思っております。それと併せて、他の支所では調べて

もらったのですが、どうしても救急車とかが 低は入れるくらいに

しておかなければならないのではないかという箇所をピックアップ

してもらってます。それを計画的にやっていくというところもあり

ます。南外の方ではやっているようですけれどもそのへんのところ

は、支所の方から全部洗い出していただきながら、一年に何箇所か

でも手をつけて、少なくても救急車だけは行けるようにしておかな

ければならないのではないかという考え方で、いわゆる生活道路と

いう部分は考えていかなければならないかなあと思ってます。

伊藤辰郎会長 是非よろしくお願いしたいと思います。私もふれあいパークの中

のトイレをこの前利用しましたが、水洗ではないのですね。汲み取

り式ですね。今新しいのを作っているようですが、それも水洗では

ないということを聞いて、それはちょっと困るなあと是非水洗にし

ていただきたいなあと。あそこは下水は入らないのですか。

栗林市長 簡易水洗だそうです。
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伊藤辰郎会長 簡易水洗ですか。せっかくあれだけの施設なので、今どこへ行っ

てもトイレだけは綺麗にできていますよね。利用者の方々が気持ち

よく利用できるように、是非、水洗にしてきただきたいと思います

ので、よろしくお願い致します。

その他御意見はございませんでしょうか。みんさんよろしいです

か 『ナラ枯れ』の問題については、市長さんの方から是非、県の。

方へ働きかけてというお話しがありましたが、実は私も前の松食い

虫の時には、森林組合から松食い虫対策をやるという話がきて、私

自分の山を見に行ったら、すでに全部松が枯れていて、後手後手だ

ったんです。今『ナラ枯れ』の問題も由利本荘・象潟の方はもう山

形から出てきているというので、おそらくあっという間に来ると思

いますので 『ナラ枯れ』対策、あるいは我々に対する情報提供は、

是非早めにお願いしたいなあと思います。

よろしゅうございますか。いろいろと要望・提言をさせていただ

きましたけれども、必要なところは何とか工夫して、市長さんはや

っていただけると私どもは受け取りましたので、是非緊急を要する

ところは、あるいは又、市民の安全安心を確保するために必要なと

ころは是非とも優先的に予算配分をしていただきたいというふうに

お願いを致したいと思います。

それでは、ここで市長さんとの意見交換は終了してよろしいです

ね。では、この辺で意見交換については終了したいと思います。

５分間休憩を取らせていただきます。

＊＊＊ ５分間休憩 ＊＊＊

伊藤辰郎会長 続いて議案２地域枠事業の承認についてであります 「大杉ため。

池ブラックバス駆除委託事業」であります。これを事務局から説明

願います。

佐藤副主幹 【資料説明】

「 」伊藤辰郎会長 ただ今説明がありました 大杉ため池ブラックバス駆除委託事業

につきまして、委員の皆さんから御意見を伺いたいと思います。

私からよろしいでしょうか。ここにはすでにリリース禁止の回収

生け簀があるのですね。釣ったブラックバスはそこに入っていると

いうことはあるということですね。

佐藤副主幹 はい、そうです。

伊藤辰郎会長 前に高野で駆除事業をやりましたけれども、その後の効果はどう
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なんでしょうか。ブラックバスは少なくなっているのでしょうか。

そのへんはわかりませんか。

佐藤地域振興課長 私から、補足的に説明させていただきます。

この協議会で平成１７年度からいろいろと検討してきたところでご

ざいますけれども、皆さん御存知のとおり平成１８年度には南外ダ

ムにおいてブラックバス釣り大会ということで、いろいろな形で啓

蒙活動に取り組んでございます。また、去年は先ほど会長さんから

もお話しがありましたとおり、高野の堤で駆除事業を実施しており

ます。今年は大杉の堤ということでございますけれども、平成１８

年度に南外全地域のため池等の所有者の方々にブラックバスがいる

、 。のかいないのかということで アンケート調査を実施しております

その中で南外ダムはもちろんでございますけれど、ブラックバスの

生息が確認できたところは、高野地域の堤と大杉地域の堤というこ

とで、その他はほとんど確認できないということで、この３箇所が

南外地域で主に生息している箇所だと把握しております。年次計画

で実施しておりますが、その３箇所については、リリース禁止の看

板並びにリリースを防止するための生け簀を設置して活動している

状況でございます。大杉の堤に関しては、生け簀の中のブラックバ

スを引き上げて土に埋めたという実績がございますので、確実に生

息していることは間違いございません。

今年度につきましては、大杉の自治会さんの方に協力願った形で

去年の高野地域と同様一箇所５万円ということで、実際にはもう少

しかかっていると思いますが、何とか協力して去年と同様の額で頑

張ってもらうということで、実施類型はⅠ型にしてござますけれど

も、実際のところはⅡ型の要素も十分あるということで、市民の方

々の協力を得て実施する事業だと考えて頂ければいいのかなあと思

いますので、よろしくお願い致します。

伊藤辰郎会長 高野のため池の方はブラックバスの駆除はできたのでしょうか。

佐藤地域振興課長 高野の方はほとんどいなくなったのですが、実は地域の方から堤

にブラックバスを放していった人がいるかも知れないという不安な

。 、お話しもあります 駆除してからは当然ブラックバスはいなくなり

誰も釣りに来なくなったのですが。

伊藤辰郎会長 それでは、ただ今の「大杉ため池ブラックバス駆除委託事業」に

ついて御承認をいただいてよろしいでしょうか。異議なしですね。

それでは「大杉ため池ブラックバス駆除委託事業」についてはこれ

を承認することにしたいと思います。
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本日の議題は以上であります。その他事務局から連絡事項があり

ましたらお願い致します。

判田参事 事務局から一点連絡事項がございますので、お願い致します。

本庁の都市計画課から依頼のあった点でございますけれども、当南

外地域で大仙市都市計画マスタープランの地域別懇談会を開催する

ということで、その日程について調整の依頼がございました。

この懇談会につきましては、第２回の南外地域協議会で説明があり

あました。その内容につきましては、都市計画マスタープランの将

来像とか全体構想の説明、地域の生活要求・要望等に対する意見交

換等となっております。対象者は南外地域の住民の方で、自由に参

加していただくということでした。住民へのお知らせは１１月１４

日発行の市の広報に参加者募集の記事を掲載する予定でございます

ので、この南外地域における懇談会の開催も１１月１５日以降とな

ろうかと思います。

１１月の下旬から１２月上旬あたりが想定されるのではと思いま

す、参集範囲は南外地域の住民の方ではありますが、地域協議会の

会長さんをはじめ、地域協議会委員が主体となるということもござ

いますので、この地域協議会の皆さんの日程の都合がつくときに開

催していただければと思っております。

伊藤辰郎会長 そうしますと、大仙市都市計画マスタープランの地域別懇談会と

地域協議会を併せてやるということでよろしいんですか。

一般市民の方もマスタープランの懇談会の方には参加してもらい、

私たちもそこに参加して、その後で地域協議会をやるということで

すか。

判田参事 そうです。地域協議会と同じ日に開催する場合は、地域協議会を

開催する前に、別の会場で地域別懇談会を開催しまして、終了後こ

の地域協議会を開催するということで、同時にやった場合はそのよ

うな段取りになろうかと思います。

伊藤辰郎会長 はい、そうしますと１１月の後半から１２月のはじめにかけてと

いう日程を決めたいということですね。いかがでしょうか。

１２月のはじめくらいにやりましょうか。日曜日は避けて、平日と

土曜日とどちらがいいでしょうか。６日の土曜日あたりいかがでし

ょうか。土曜日ですと早い時間にスタートできると思います。

１２月６日土曜日午後３時からいかがでしょうか。１２月だから、

終わってから会費制で忘年会でもやったらいかがでしょうか。

よろしいですか。賛成の声が二つ三つ聞こえてきましたが、反対の
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声はないようでございますので、よろしいでしょうか。

１２月６日土曜日、午後３時からマスタープランの地域別懇談会を

やっていただいて、そこに一般市民にも参加していただくよう御案

内していただいて、それが終わってから地域協議会を開催。その後

で忘年会をやりましょうという計画でよろしいですか。

そのように決めさせていただきたいと思います。

以上で今日の地域協議会の議題は全て終了致しました。時間は８

時若干過ぎたとことですが、何かありましたらどうぞ。

佐藤地域振興課長 後に少し連絡ですが、冒頭の市長御挨拶にもあったと思います

が、皆様の任期が来年の３月３１日で満了となります。もちろん引

き続きこのメンバーでお願いしたいというのが基本的考えでござい

ますが、一応意思確認ということで、次回の協議会までに考えてい

ただければと思います。是非とも引き続きお引き受けくださるよう

にお願いしまして一言お願いということで報告を終わります。

伊藤辰郎会長 それでは、今日は栗林市長さんには 後まで御出席いただきまし

てありがとうございました。いろいろと意見交換をさせていただき

ましたが、我々もこの地域を少しでも住みやすく、そして又、安心

・安全な地域にしたいということですので、よろしくお願いをした

いと思います。それでは今日はこの辺で地域協議会を終了したいと

思います。本日は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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