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平成２０年度 第６回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２０年１２月６日（土） 午後４時１７分から午後６時０５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河川支障木伐採委託事業

②木直地区環境整備水路改修事業

③防災サイレン修繕事業

２）地域振興計画の策定について

（４）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（１３名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 誠一、伊藤 正照、今野 幸蔵、

今野 純子、今野 盛孝、佐々木久悦、佐々木タヨ子、佐藤 セツ、

佐藤のり子、佐藤 豊、 鈴木 幸一

（２）南外総合支所各課長（３名）

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（６名）

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（４名） 伊藤 葉子、小松 成功、佐々木雅子、佐藤由香子
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６．会議録

（１）開 会

佐藤地域振興課長 ごくろうさまです。都市計画マスタープランの意見交換会の方が

白熱し、開催時間が若干遅れてしまいました。

早速ですが「第６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】

協議会の前段に大仙市都市計画マスタープランの説明がありまし

たが、南外の場合は現状維持というような感じの説明で、果たして

２０年後、この地域はどうなるんだろうと心配になりましたが、南

外は農林業の振興なり、観光資源をいかに活かすかというインフラ

の整備をしていかないと人が住まなくなるのではないかと心配して

おります。この地域に住む人がいて始めてこの地域の振興といいま

すか維持がなされる訳ですので、都市計画のマスタープランに重ね

るものが、地域の振興計画や産業の振興がそれぞれの地域に重なっ

てくるんだと思いますが、そういうものに対してもっともっと意見

を述べて行かなければいけないのではないかとそんな風に感じた次

第です。これからも是非皆さんの声を行政に伝えていただきたいな

あと感じました。

。 。それでは南外地域協議会を開催します よろしくお願いいたします

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。

皆様にご通知申し上げました次第の中には、今日の地域枠事業の

承認については１件と御案内しておりましたが、その後２件追加さ

れまして本日は地域枠事業の承認について３件御審議願いたいと考

えてございます。その後（２）先ほど会長さんからもお話しありま

したが、これまでは地域枠の執行方針ということで地域枠事業を含

めた地域の活性についての考え方を皆様に御提案いただいておりま

したが、地域の振興計画南外版ということで考えておりますので、

それについて説明したいと思っております。

本日の委員出席数は１３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。

鈴木幸一委員と佐々木タヨ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。

されでは早速議題に入ります。議題１地域枠の承認について「河
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川支障木伐採委託事業」について審議をしたいと思います。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 ただ今説明があったとおりでございます。ただ今の事業について

審議をしたいと思います。御質問御意見がありましたら御発言お願

い致します。

はい、伊藤慶蔵委員どうぞ。

伊藤慶蔵委員 これは申請どおりとすれば結構なことでございますが、この申請

書が提出されて職員はこの現場を確認しておりますか。

見たとすればアドバイスを受けたいと思います。

佐藤地域振興課長 現場は見ております。

当然実績は出していただいておりますが、実施状況の報告が手元

、 。にございますし 写真もありますので見ていただきたいと思います

補足説明させていただきますが、一昨年からこの事業のお話しが

出ておりまして、南外地域の全河川の状況を１００ページ近い枚数

の写真で調査した結果、各集落での手作業では限界がありますし、

建設業協会さんのボランティア活動で、是非やらせてくださいとい

うことで、見積もりを見ていただければわかりますとおり、燃料代

と機械の償却代をいくらか見ていただければ後は自分たちでやりた

いということで、機械の借り上げ等については安くなっていると思

います。全長を１回ではできないということで、何年かに分けて行

っていくという事業であります。

伊藤慶蔵委員 はい、わかりました。全長６キロメートルで５０万円ということ

で、今説明を聞きましたが、非常に安くあがると思います。

心配なくこれでやっていただけるとすれば私はこれで賛成です。

なぜ質問したかというと１５年程前に北田橋から支所のところまで

県の方で河川の伐採をしたとき５００万円から６００万円かかると

いうことを聞きまして、ここでは大変安くあがるということで結構

なことだと思います。

伊藤辰郎会長 質問ですが、今回は大杉橋から赤平橋の２キロメートルという説

明でしたが、今回は２キロだけなんですね。全長６キロで何年間に

分けてやるということですか。

佐藤地域振興課長 はい、そうです。実施区間は主に大きな木があるところというこ
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とで、先ほどの説明のとおり全長で北田橋から落合橋の６キロあり

ますが、１年目は北田橋から大杉橋の１．５キロ。今年度２年目は

昨年の続きを約２キロ実施したいと考えております。

伊藤辰郎会長 全体としては約６キロだが、今回の５０万円でやるのは大杉橋か

ら赤平橋の２キロと考えていいのですか。残っているところは来年

度ということになりますか。

佐藤地域振興課長 はい。そういう計画で考えております。

伊藤辰郎会長 その他御意見はございませんか。伊藤正照委員どうぞ。

伊藤正照委員 質問ですが、大変細かい話で恐縮ですが見積書の中の重油２４台

というのはどういった重機に使うものですか。

伊藤辰郎会長 ２４台分ということですね。トレーラーでしょうかね。

佐藤地域振興課長 そこのところ細かく把握していませんでした。

伊藤正照委員 予算は変わらないと思いますが、もう少しきっちりした見積書を

出していただければありがたいですね。

伊藤辰郎会長 この重油は何に使うかわからないですか。

佐藤地域振興課長 機械を動かすときの油代だと思いますが、どれが２４台分なのか

聞き逃しております。

伊藤慶蔵委員 人夫賃など細かくというと、見積もりを作る方も大変だと思いま

すので、先ほど言いましたように５０万円でやっていただけるとい

うことでいいのではないでしょうか。

佐藤地域振興課長 そのように解釈していただきたいと思っております。

普通の積算単価となりますと運転手やオペレーターが加算され、諸

経費的なものも係ってくると思いますが、重油代についてはつじつ

まが合わないところもあると思いますが、それほどの額でもないよ

うですので何とか御承認いただければと思います。

伊藤慶蔵委員 トレーラーも１回借りれば１２，０００円で、トレーラーを使っ

て機械を運ぶだけでも大変だと思います。
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佐藤地域振興課長 協会さんも市の方の指名の方へも活動状況をＰＲもしたいという

ことですので、単価として高くはしていないと思います。

伊藤辰郎会長 人件費、労力についてはボランティアでやると言うことですね。

機械の借り上げ料ということでこのくらいかかりますよということ

で理解してよろしいですね。伊藤慶蔵委員どうぞ。

伊藤慶蔵委員 来年度も継続してやるということになれば、今年の実績を業者の

方々から検討していただいて、なるべく来年度は適正な見積もりを

出してくださいという条件付でやってください。

今野盛孝委員 切った木の処分はどうしているんですか。

佐藤副主幹 伐採した木は一箇所にまとめて、作業現場の近くに積み上げてお

き、地元の人が必要なときに持っていき使っているということはお

聞きしております。

今野盛孝委員 今はどこでもそうして置かれない時代になってきたはずですの

で、重油代ではなく処分料とかに替えた方がいいのではという提案

です。

佐藤地域振興課長 そのへんのところは協会さんとも相談をしてみたいと思います。

伊藤辰郎会長 この事業について皆さんの御承認をいただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

はい。賛成多数ということで御承認をいただいたということで、決

したいと思います。

それでは次へ参りたいと思います。

次は、木直地区環境整備水路改修事業についてを審議したいと思い

ます。事務局から説明をお願い致します。

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事業について、御質問・御意見がありま

したら御発言お願い致します。伊藤慶蔵委員どうぞ。

伊藤慶蔵委員 場所は木直の進藤商店の近くですか。

佐藤地域振興課長 はい。そのとおりでございます。水路の位置ですが、進藤商店の

後ろを通って市道を横断し、 終的には雄物川の堤防に抜ける水路
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でございます。

伊藤辰郎会長 質問します。自然流水・生活雑排・農業排水とありますが、この

生活雑排というのは台所等から出るものでしょうか。それについて

の浄化とか浄水についてはどうなっているのでしょうか。

佐藤地域振興課長 合併浄化槽設置、未設置の方がいるかと思いますが、この辺で言

う側溝、水路にはどうしてもそういう物が同時に流入してしまう。

そういう意味で多用途ということでございます。

伊藤辰郎会長 その生活雑排が雄物川に流れていくということは、法律的には認

められているのでしょうか。

佐藤地域振興課長 認めるとかということより、どこにも出て行く所がないので、普

通の家庭の排水みたいなところが、もちろん有害な物は出せる訳で

はないのですが、要するに合併浄化槽の出口になる水路です。

伊藤辰郎会長 合併浄化槽から出てきた物が流れ出ると言うことなら、問題ない

と思います。

佐藤地域振興課長 それが一番良いのですが、それ以外に入っているところも現実的

にはあると思います。

佐藤豊委員 場所はわかりますが、延長はどのくらいですか。

佐藤地域振興課長 ３８メートルです。

伊藤慶蔵委員 地図で見る限りでは進藤商店の所までは県道で、道路改良して大

きな側溝が入っている訳で、上から流れてくると下の方は市道で、

あまり整備されていないし、側溝から流れた水は確か相馬春治さん

と相馬紘平さんの間を通って流れていくように昔はなっていました

が、土側溝なので詰まってしまい流れていかないということで、こ

のような問題が生じたと思います。こういう問題は他にもあります

ので、今承認していただくことは結構だと思いますが、参考のため

ですが、日吉地区の山王台の道路改良をした時、そこに１５軒程家

がありますがお宮までは立派な側溝を埋め、県道から北田の方へ工

事をしてきたため、中程４０メートル程側溝が入っていない状態で

す。大雨が降れば山王台から流れてくる水が、今は土側溝も潰れて

いるので、お宮の所が氾濫する訳です。日吉自治会でそのへんの道

路の草刈りはよくしていますが、なぜここに側溝が入っていないの
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か集まるたびに言われます。市（村）に要望してもなかなかできな

いので、地域協議会にお願いして、いろいろな方法があるから１年

でできなければ２年計画でこれを申請してやった方がいいのではと

話はしていますが、なかなか書類作成等面倒な関係上、集まった時

にだけそのような話になり、実際実行するとなると、先になってい

る自治会長さん達があまり積極的にならないが、いつも話題にはあ

がっている。これを承認していただくとなると、他の所にもあると

思うので、位置づけをはっきりしていただければそういうものも救

われるんじゃないかと思います。これからの問題ですが、他にも同

じような問題があることを認識していただいて、これを取り上げて

いただければ幸いです。以上です。

伊藤辰郎会長 その他ありませんか。佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 見積もりを見ると材料代等そのとおりだと思いますので、私は賛

成します。

伊藤辰郎会長 その他御質問ありませんか。伊藤正照委員どうぞ。

伊藤正照委員 事業の概要の中で圃場整備事業実施時に柵工で改良されたとあり

、「 」 、ますが 柵工 の意味がわからないので教えてもらいたいことと

圃場整備事業でやった排水路だとすれば、皆さんの意見と違います

が、ただ今伊藤慶蔵委員からも他の地区でも同じようなこともある

というお話しもあったし、地域協議会の予算をこういうことに充て

るということはどうなのかなという気もしますが。

伊藤辰郎会長 ただ今の質問に対して事務局から答弁お願いします。

佐藤地域振興課長 御指摘は当然のことと思います。

御質問の柵工といいますのは、コンクリートの柱を立てて、そのと

ころに土が崩れないようにコンクリートの板を設置した簡易的な水

路を柵工といっております。その柵工が圃場整備の中で設置された

訳ですが、地域の水路から田んぼに係る水路で、集落の水路と圃場

整備内の水路が交わる所で、限定的な所だけと考えております。

木直自治会から度々相談を受け、片方は農地ですけれどもう片方は

宅地と取付道路のようなものを兼ね備えたところで、地域の水路は

もともとそこにあった訳で、上流から流れてくる水路がそこでクラ

ンク的に曲がっています。それを直さないとどうしても流れが悪く

て、その先につきましては自分たちの農地・水事業を利用しながら

泥などをあげているようですが、その部分的な所２箇所は角が９０
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度に曲がっておりまして、どうしても泥が溜まりやすい。大水の時

はオーバーフローしてしまう。溜まった泥が地域内で臭気を発生し

てしまう。何とかならないかということで、環境の方の問題もあり

ますし、水路となりますと建設サイドの問題等もありますし、当然

ながら田んぼが隣ですので、農業施設の要望がある訳でどこに相談

したらいいのかわからないけれど、地域でも頑張ってやってみたい

し何かいい方法はないだろうかということで、相談を受けたところ

でございます。行政でも実際に工事を発注するとどのくらいかかる

のか計算したところ百万円ではきかないというような状況でござい

ますし、今の段階では補正予算はなかなか通らないし、製品と 低

限の材料代と機械の借り上げ料を出していただければ、あとは地域

で頑張ってやってみたいので地域協議会の方へ提案してみたいとい

うことでございました。伊藤正照委員がおっしゃるように、農業施

設であれば農業サイドでやらなければならないという部分もござい

ますが、その接点の所だと言うことを御理解いただいて御検討いた

だきたいと思います。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。

ここの地域は下水道は入る地域ですか。

伊藤建設課長 木直地域は下水道の全体計画の中に入っております。予定では現

在の第１期工事が１７年度から始まり２３年度で終了の予定です。

それが終了次第こちらにかかりまして、２９年度までに完成の予定

でございます。

伊藤辰郎会長 私が気になったのは、生活排水など洗濯した水などは本来であれ

ば一度浄化して流さなけれいけないものですよね。農業廃水とか雨

水とかはいいんでしょうけれど、生活排水とかが雄物川に直接流れ

ていくというのはどうかと思いましたが、いずれ下水道ができれば

そちらの方に流れていくということでしょうし、あるいは合併浄化

槽でやっているところもあるでしょうから、できるだけ環境を汚染

しないような状況にするよう指導、誘導した方がいいのではないか

と思います。補助金もありますよね。

伊藤建設課長 合併浄化槽の補助金は、現在の第１期工事の国道１０５号線から

県道沿いの高速道路までを第１期工事としておりますが、その区域

につきましては合併浄化槽の補助金は出しておりません。ただ、第

２期工事となります山王台から木直までと金屋から国道１０５号線

を通り湯神台・中野までの第２期工事については合併浄化槽の補助

金は現在のところ出しております。
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伊藤辰郎会長 木直地域は補助金の対象になっていないのですか。

伊藤建設課長 今は補助金の対象になっております。

伊藤辰郎会長 下水というのは人口が密集した地域であれば非常に効率的なんで

しょうけれど、そうでないところの場合はコストが非常に高くなる

ので、かえって合併浄化槽でやった方がいいという話も聞いており

ますので、そういう指導もした方がいいのではないかと思います。

佐藤地域振興課長 はい、わかりました。

伊藤辰郎会長 その他御質問なければ、決議に入りたいと思いますがよろしいで

しょうか。いずれ排水で困っていると言うことですので、やらなけ

ればいけない事業だと思いますが。よろしいですか。

はい。佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 新しい排水フリュームを入れる場合、現在あるものを取り除いた

後どうしますか。

高橋農林振興課長 取り上げた物は木直地区で、水路を直して柵工を取り上げた物を

集積している場所があり、水利組合で柵工を管理していますので、

その場所に置くということです。

佐藤豊委員 はい、わかりました。

伊藤辰郎会長 農業排水も入るということなので、本来は農業の事業ではないか

という質問も出ましたし、私も少しひっかかるところがあるのです

が、ちょうど接点と表現をしましたが、そういうことですか。

もう一度説明お願い致します。

佐藤地域振興課長 確かに農業施設の一部になるところがあります。ただ、そちらの

方面からは解決の方法がないということで、当然地元の皆さんは予

算化を待ちながら努力していましたが、なかなか予算がつかず、事

業実施の年度の目途がたたずに、何とかならないかということで地

域の方々が相談にみえた訳です。相談の中ではなかなか農業部門で

の予算化は難しいということで、確かに一部農業施設の用途もあり

ますが、地域の生活用の水路ということも勘案しまして、全部とい

うのは無理ですが、曲がったところだけでも地域の力と大仙市の地

域枠予算で対処して何とかできるのかなと、皆様の承認をいただき
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たく、今回提案したところでございます。

伊藤辰郎会長 今回そのような事情であればやむを得ないと感じますが、そのよ

うなことが次から次へ出てくると、地域枠予算がなくなってしまう

と考えますので、そのあたりははっきり区別はしておかなければな

らないと思います。

佐藤豊委員 事務局で説明しておりますが、私もその現場を知っております。

田んぼだけの排水路とすると、このように埋まらないと思います。

田んぼ以外の物が流れてくるので、このように埋まったということ

で、その土砂をあげてくださいという問題だと思います。

伊藤辰郎会長 いろいろ御意見が出ておりますが、その他御意見がなければ決議

。 、に入りたいと思います いろいろ事情があるようでございますので

この事業について、承認してよろしいでしょうか。

それでは木直の水路改修事業については、承認をするということで

次に進みたいと思います。

続いて、防災サイレンの修繕事業について審議をします。事務局

から説明お願いします。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今の事業について質疑に入りたいと思います。御質問・御意

見がありましたら御発言お願い致します。

このサイレンの管理は消防が担当しているのですか。

佐藤地域振興課長 市で管理しているということです。

皆さん御存知の通り総合支所の横にあるサイレンです。ある日鳴ら

なくなり、市民の方からの問い合わせで気がついた訳です。

サイレンの屋根の部分がすでに腐食していて落ちている状況で、サ

イレンが落下するかどうかは一旦おろして点検してみないとわから

ないということで、実はこれこそ緊急な状況だと判断してすでにお

ろし、落ちそうな屋根のところは外しました。ただ、本体の鉄塔は

何回か塗り直しておりますが、サイレンの上の屋根の所までは登れ

、 。なくて その部分が腐食して落ちてしまっているという状況でした

おろしてみて修理ができるかできないか見てもらい、当然長くは

持たないかも知れませんが修理はできそうだと言うことでしたの

で、もう一回取り付けて、当座のつなぎにはなるのではと考えてお

ります。

ただ、長くは持たないと思いますので、庁舎の屋上に別のしっかり
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した物を作る予定で、２１年度以降の本予算で計上したいと考えて

おります。とりあえずおろして点検しなければならなかったという

ことを御理解していただいて御承認いただければなあと思っており

ます。

、 。伊藤辰郎会長 鳴らなくなったというのは お昼の午砲のサイレンのことですか

佐藤地域振興課長 昼の正午のサイレンを市民サービスの一環として、お昼だという

ことを農作業の方達にもわかるようにというサービスの意味で鳴ら

しております。あとは防火週間の時に鳴らします。本来は緊急時に

鳴らすことを目的としているサイレンです。

伊藤辰郎会長 午砲と実際に災害が起こったときに鳴るということですね。

緊急避難的に修理をして、使えるだけ使って、来年度予算で新しい

物を作る時は別途予算でやるとそういうことですね。

いかがでしょうか。伊藤誠一委員どうぞ。

伊藤誠一委員 緊急避難的なことですが、本所の方へは連絡はしているんですよ

ね。あくまでも市の担当、市の予算でやらなければいけない事業だ

と思います。それは来年度予算計上するということですが、緊急的

に本所の方で対応してもらうようにできないものでしょうか。

佐藤地域振興課長 相談しましたが、緊急的対応は今回は難しいという話でした。

本格的な見積もりを提出し、予算要求しても、予算がつくかつかな

いかわからないということでしたし、見たところ腐食が進み危ない

状態でしたので、一日も早く降ろさなければならないだろうという

ことで降ろしてしまいました。

本庁と相談してしっかりとした物を作るということで、予算は要

求するということでしたので、伊藤誠一委員がお話しのように市の

予算だとは思いますが、その間のつなぎとして何とか御承認をいた

だきたいとお願いするところです。

伊藤辰郎会長 今年度の地域枠予算はあとどのくらい残っていますか。

佐藤地域振興課長 半分位残っております。

伊藤辰郎会長 地域枠予算まだ大分枠があるそうですので、この件は御承認いた

だいてよろしいでしょうか。その他何か御意見があれば御発言いた

だきたいと思います。
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伊藤慶蔵委員 予算が余っているからではなく、必要であるからということでは

賛成です。

佐藤地域振興課長 それは重々承知しております。緊急であるということを何とか御

理解していただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 伊藤誠一委員どうぞ。

伊藤誠一委員 見積もりは１社からのようですが、別からもとるべきだと思いま

す。

伊藤辰郎会長 その他御意見ございませんか。

それではこの事業につきまして御承認をしてよろしいでしょうか。

反対意見はございませんか。佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 これは庁舎の設備なので、基本的には庁舎の維持管理は地域枠か

ら支出するものではありませんが、今回は緊急やむを得ないという

ことで承認します。

伊藤辰郎会長 それでは緊急避難的な考え方で、今回は承認するということで、

来年度からはしっかりと市の予算から計上していただいて、しっか

りした物を作るということでお願いをしたいと思います。

ということで承認してよろしいですか。

はい。それでは、この事業につきましても地域枠予算から支出をす

るということを承認したいと思います。

それでは次に、議題の２に入ります。南外地域振興計画の策定に

ついてを議題と致します。事務局から説明をお願い致します。

判田参事 御説明致します。資料は２枚つづってあるものです。

今年度につきましては、市に対する提言とか要望事項の協議、それ

からこの地域振興計画を作成するということで、三つの班に分かれ

て皆さんで御協議をしていただいて参りました。要望事項につきま

してはご存知の通り先日市長がお見えになった際に提言を行いまし

てその対応につきましては予算の措置状況も含めて改めて３月頃に

第２回目の市長との意見交換会の際に御説明いただくという予定と

なっております。

もう一つこの地域振興計画の策定という作業がございます。

進め方につきましては、ひとつはこれまで南外地域の課題について

班で協議していただいたという下地もありますし、振興計画の大元

となる大仙市の基本構想の中にも事業を進める上で、六つの施策の
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柱というのもございますし、それとの整合性とか関わりということ

を考えまして、ひとつの案として資料の１枚目南外地域振興計画骨

子（案）を準備して参りました。この内容ですが、大きく三つに分

けて記載しております。一つめは地域振興計画の策定の目的、位置

づけ、総合計画との整合性と先ほど申しました六つの施策を列挙す

る。二つめは六つの施策の中で重点推進事項をあげておりますが、

場合によってはこの地域に該当しない場合もあろうかと思いますの

で、調整が必要とは思います。

二つめの記載の方法につきましては、すでに要望事項の検討の際に

各班であげていただいた課題もありますし、又、支所としましても

提案させていただきたいものもございます。又、要望事項の検討の

際には新たに委員の皆様から提案いただくものがございますので、

そういったものをこちらで調整して行ければと考えております。

後に計画の推進にあたって長期の事業を実施するときの基本的な

考え方、地域枠予算との関わりを記載してはどうかといった案を考

えているところでございます。この骨子案を踏まえまして、考えた

日程が次のページでございます。

１回目が今日でございます。

南外地域の振興計画の策定方法や今後の日程を御協議していただい

、 。て了承いただければ このように進めていきたいと考えております

２回目は１月中旬にこれまでの班会議のメンバーで、南外地域の

重点推進事項について御協議いただくことで、合同でできればと思

っております。すでに班会議で出されている課題とか、先ほど申し

上げました支所側から提案する課題をすでに記載したものを皆様に

御呈示しまして、それに委員の皆様から新たに提案いただきました

課題などまとめて選択していくという形にしたいと思います。

３回目括弧しておりますが、進め方によりましては省略すること

ができるかと思いますが、１月下旬から２月上旬頃になるかと思い

ますが、合同班会議でまとまった重点推進事項の内容を確認してい

ただくということでございます。

４回目は２月下旬あたりの地域協議会が開かれる際に地域振興計

画の 終確認をしていただく予定です。その際には平成２０年度地

域協議会活動状況についての報告が３月に予定されておりますの

で、その内容についても確認していただくという日程になっており

ます。

２）第２回市長との意見交換会が３月に予定されており、内容は一

つは完成した南外地域振興計画について協議会の方から報告をす

る。二つめとしまして平成２０年度の地域協議会の活動状況につい

て報告する。三つめとしてすでに提出されている要望事項、提言に

ついて市の取り組み状況を予算の措置状況も含めて市から説明する
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といった段取りとなっております。地域振興計画の作成方法はいろ

いろある訳ですけれども、一つの方法として今お示ししたところで

ございます。以上です。

伊藤辰郎会長 今事務局から南外地域の振興計画の骨子案、今後の日程について

の説明がございました。この件について御意見・御質問がありまし

たら御発言いただきたいと思います。

３月に市長がお見えになって、市長に説明をして平成２１年度の計

画として提案するということですね。

判田参事 地域振興計画につきましては、２１年度だけではなく、今後の計

画期間内の南外地域版を作成するということでございまして、特に

２１年度のことについて報告するということではありません。

伊藤辰郎会長 南外地域振興計画は将来に対する計画ということでいいんです

か。

判田参事 大仙市の基本構想というのが平成１８年度から２７年度までの

１０年間についてでございます。そのうち基本計画というのが１８

年度から２２年度まで、後期として２３年度以降はこれから作る訳

、 、ですが それを元にした南外地域版の計画を作成するということで

２１年度だけに限ったことではなく将来的な構想を作成するという

ことでございます。

伊藤辰郎会長 そうしますと２１年度以降ですかそれとも２３年度以降について

ですか。

判田参事 ２１年度以降になります。

伊藤辰郎会長 この案というのは現在１８年度から２２年度の計画の中にこうい

う項目が入っているということですか。

判田参事 そういうことです。

伊藤辰郎会長 何か御意見・御質問はございませんか。

佐々木久悦委員 ２１年から２７年までを見越した計画ということですか。

判田参事 本来であれば１８年度までを前期分として作成することになりま

すが、基本計画自体が１８年度から２２年度までですので、ただ今
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作成したとしてもまずは２２年度までの分と考えられると思いま

す。ただ、計画自体はローリングしていくという考え方で変更して

いくのが常ですので。

佐藤地域振興課長 補足させていただきます。大仙市の総合計画がありますが、こち

らは年度が１０年間とはっきり前期分・後期分として成り立ってお

りますが、その大枠の中ではそうなんですが、地域の振興計画につ

きましては当面、３年から５年位を目途にということで、きっちり

年度を決めている訳ではありませんが、何年くらいを目途にこの計

画を進めるということをこの中でうたっていただければいいのかな

と思っております。南外地域では１～２年の間ではこういうことを

やった方がいいのかなと、４～５年先を見通してということであれ

ばそれでもいいのかなという形で、中長期に関してはニュアンスが

大きくなってしまうかも知れませんが、１～２年には具体的にはこ

ういう事業を進めていった方がいいのかなという書き込みができれ

ばと考えております。

伊藤辰郎会長 もうすでに３年が経過しており、基本計画はあるのですが更に重

点的にこういうことをやったらどうかということをこの地域協議会

で２１年度以降について提案をするというか、そういうようなこと

でよろしいんですか。重点推進事項とありますが、たとえば農林業

の振興とか漠然とした例が挙げられておりますがもう少し具体的に

これをやって欲しいというようなことを提案するということでいい

のですか。

佐藤地域振興課長 まずは地域枠予算の中で、できるようなものがあれば当然それを

あてはめるという形ですし、地域枠予算の中では当然市で取り組む

事業も先ほどのお話しのようにあると思います。そのような分も含

めまして南外地域ではこういう方向性が必要です、こういう方向性

で行きたいという所を具体的に書き込んで行ければなあと考えてお

ります。

あとは身近なところで、これは地域枠予算で対応していったらいい

のかなというところも当然出てきます。今までは執行方針というこ

とで５００万円の使い道を一覧表に示したものがありましたが、そ

ういうものも取り込んだ形のものが地域振興計画になると思いま

す。初年度となります２１年度は、今までの地域枠の執行方針的な

ものも含まれるのかなと考えております。

どういう風な物を作らなければならないということは、特に規制が

ないので、この中でこんな風に作ればいいのかなということであれ

ば、それはそれで盛り込んでいただければいいと思いますし、農業
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なら農業を重点的に考えてもいいのかなと思います。

全ての分野に均等な光を当てなければならないということはないと

思います。

伊藤辰郎会長 委員の皆さんいかがですか。今のことについて御意見ありました

らどうぞ。佐藤豊さんどうぞ。

佐藤豊委員 私たちが委員を委嘱されたときに配布された全体計画の中に盛り

込まれたものの中で、３年間のうちで実施したもの実施されないも

のも含めての見直しですか。

佐藤地域振興課長 総合計画とは視点が違い、もっと身近なもので地域の元気を取り

戻すためで、目標をどの辺に置いたらいいのかなというものです。

振興計画といいますと仰々しく聞こえますけれど、それほど大々的

な計画ではなくて、具体的にはこの地域ではこの方向で事業を実施

していくべきでないのかなというような形で作りたいと思っており

ます。

佐藤豊委員 ２１年から進めていこうとする内容についての検討をするという

ことで、総合計画の全体計画が頭に入っていて、やれないことから

落として行くと言うことですか。

佐藤地域振興課長 これを作っても必ずしも財政的なことから実行できる訳ではあり

ません。

佐藤豊委員 ２１年度からやった方がいいということを、地域枠予算も含めて

見直しするということですか。

佐藤地域振興課長 それも含まれると思います。

佐藤豊委員 わかりました。

伊藤辰郎会長 地域枠予算というのは南外の場合は５００万円しかないわけです

。 、 、よね ５００万円でやるというものは 地域住民と市が協働でやる

あるいは地域住民がある程度労力奉仕をして必要な実際にお金が伴

うものについては補助してもらうとか、そのような事業を今までや

ってきている訳ですよね。それは限られた５００万円の中でしかで

きない訳で、今回の振興計画については、大枠はあるものの、あく

までもわれわれがここに重点をおき是非やって欲しいというような

提案というかそういうようなことを述べるというか、まとめるとい
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うか、要望するというかそういうことでいいのですか。

佐藤地域振興課長 市長の意図するところは、地域振興計画に載った課題を予算に反

映させるべき材料にしたいという風なお考えのようです。

だからといって必ずあげればできるかといわれると、それは確約で

きないということです。ただ、載せてこういう方向で南外は予算化

し配分していただきたいということであれば、予算査定、事業推進

の一助にはなると思われます。当然地域協議会で提案された事項等

も市長に提案しておりますけれども、それも含めた形で書いたもの

が示されれば、南外地域はこういう風な施策を望んでいるんだなと

いうことであれば、こちらの方の予算配分を重点的にまわしていき

たいという考えのようですし、それに伴いまして５００万円で足り

なければという表現もしております。もっと予算をつけるべきとこ

ろには、つけるような方向で検討しているとのことでした。

この前市長さんの話にもありますが、必要であれば加重配分も考え

るというような意図のようです。

伊藤辰郎会長 皆さんよろしいですか。１月以降３回～４回地域協議会を開催し

て、南外地域の重点推進事項等について協議をするということです

。 。よね それを 終的にまとめて市長に報告をするということですね

どの辺までどのように話をすればいいのかと思いまして。

あくまでも地域枠予算の中での話ですか。

佐藤地域振興課長 地域枠予算で対処できるような事業であれば、それはそれでやっ

ていただきたいし、地域の活性化のためには５００万円で済むよう

な事業だけではないと思います。南外地域にどのような課題があり

どういう方向に行きたいのかきっちり検討していただきたいという

のが、市長が言っている意味だと思います。その中で、地域枠予算

でできるものについては地域枠予算で対処し、それ以外は市の通常

予算で取り上げていくという形だと思います。

伊藤辰郎会長 今の説明で何をやればいいのか御理解いただけたでしょうか。

佐藤豊委員 ２１年度から２７年度の事業について見直しをするという説明で

すから、全体枠の数字もチェックしながらいくのですか。

佐藤地域振興課長 総合計画は変わりません。

伊藤辰郎会長 総合計画は変わらないでしょう。ただ、南外として何を重点的に

やったらいいかということをわれわれが意見を述べればいい訳です
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ね。この前班会議で出したものを市長さんに報告した他に更にとい

うことですか。

佐藤地域振興課長 この前は、総括的にまとめたところを出したのですが、まとめた

ところ以外にいっぱい話が出たと思います。それも含めて載せると

いうことになると思います。

それで言い忘れたところや、足りなかったりするところがあれば何

回か集まって協議していただいたことがベースになるのかなと考え

ています。

伊藤辰郎会長 この前出したものは、地域枠予算でできるようなものしか出して

いませんよね。そうじゃなかったですか。

佐藤地域振興課長 たとえば、コミュニティセンターの改修などがあると思います。

佐藤豊委員 地域枠予算だけではなくいろいろなことについて、２１年から

２７年度までの南外にあった事業の計画を作るということであれ

ば、いろいろなことを含んで見直しするように進めて行った方がい

いという考えを持っています。

佐々木タヨ子委員 終的には地域協議会委員で作ったものが欲しいということだと

思いますが、ただ私たちだけでいいのかなと不安に思います。行政

の方から入ってこないと進捗状況などわからないのに、私たち地域

協議会の委員だけでそういったものを決めてもいいのかなと思いま

す。言いたいことはわかりますがそこがネックになっています。

地域に密着した計画だから、市長さんもいろいろなところが見れる

だろうし、そこから本予算の方に入っていくということも考えられ

るので、これからの３回の会議の中に地域協議会の委員だけでは不

安を感じます。

佐藤地域振興課長 確かにそのとおりだと思います。われわれ行政の分野の者が入る

べきところには入らせていただきたいと思います。

さまざまな疑問などがあると思いますので、各担当より担当者を出

席させ、担当課長にもお願いして資料等などにより状況をお知らせ

できるようにしたいと思います。

伊藤辰郎会長 南外地域重点推進事項が１番から６番まである訳で、これを見れ

ば もなことだと思います。どこまでできるのかという度合いがあ

る訳で、それは正に市の財政事情にもよることだし、これ全てを満

足できる訳がないし、それでは南外として何が重要だということで
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どれが優先順位としてやってもらいたいのか、そういう風な要望で

もいいんですか。

佐藤地域振興課長 正にそのとおりでして、何を選択するかということを聞きたいの

だと思っています。

伊藤辰郎会長 おそらくそうだと思うんですよね。

各地域から要望が出てきた時に、市の財政がそれに対応しきれる訳

ではないでしょうから、南外としては何が優先順位で、これだけは

初にやってもらいたいというものを提案していくのかなあと思い

ます。私は今そのように理解しました。

来月以降班会議でやるということですか。

判田参事 考えていますのは、前はそれぞれの班だけで集まっていただきま

したが、皆さんにお集まりいただいて検討する場合は三つの班に分

かれて行いますが、公式に地域協議会を開催するのではなく、合同

で班会議をしたいと考えております。

伊藤辰郎会長 そのへんは事務局の方にお任せしてよろしいですね。

何をやればいいのか御理解いただいたと思いますが、この件につい

てよろしいでしょうか。あとは日程ですが、合同班会議１月の中旬

とありますが、この日程はいつ頃だったらいいんでしょうか。支所

の都合もあるかと思いますが。

佐藤地域振興課長 次回の会議を１月１５日木曜日午後６時ということでお願いした

いと思います。

伊藤辰郎会長 それではこの件についてよろしいでしょうか。はい、佐々木久悦

委員どうぞ。

佐々木久悦委員 地域振興計画について、この前から班別会議で何回か話をしまし

たが、私だけでしょうか内容をとらえきれない、つかみきれないと

ころがあったので、もし良かったら括弧２番の南外地域重点推進事

項について、地域協議会で南外地域振興計画を策定するにあたって

総合支所の各課からこの重点事項について御提案してくれるものが

あったら御提案いただいたらどうでしょうか。

伊藤辰郎会長 今の御意見についていかがですか。

佐藤地域振興課長 委員の皆さんがよろしいのであれば、各課にお願いしましてこの
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計画に載せて実施していきたい事業を選定致します。

伊藤辰郎会長 それではそうしていただいた方がいいんじゃないでしょうか。そ

の方が意見交換しやすいと思います。

佐藤地域振興課長 はい、わかりました。

伊藤辰郎会長 この件についてよろしいですね。今日の案件は以上です。

その他についてですが、伊藤慶蔵委員どうぞ。

伊藤慶蔵委員 これは私事ですが、委員の任期の意向調査ですが、 初選ばれる

時に広域的団体ということで老人クラブ代表ということで選ばれた

訳でございます。その当時は初めてだったので、何とは思わずに了

。 、承し４年経った訳です その時に確認しなかったのが悪いのですが

広域的団体の代表１名老人クラブの場合ですが、他の団体にも関係

することですが団体の長でなければならないのか、その団体の中で

地域協議会の委員としてふさわしい人がいる場合にはその人を推薦

してもいいかどうかお伺いしておきたいと思います。

私が今回でやめたいという場合、老人クラブからは次の会長でなけ

れば選ばれないものか、その中から推薦があれば選んでいただける

のか。また、引き続き会長でなければ地域協議会の委員になれない

のか、それとも優秀な若い人がいて推薦したい場合には、私が老人

クラブ会長を辞めて新しい会長に委員になってもらうのかと思う訳

。 、 、です そうでなければ 規則とか要項について若干教えてもらえば

意向調査に記入してみたいと思います。以上です。

佐藤地域振興課長 はい、もっともな御意見でございます。

代表ということで、端的にいいますと会長、副会長になりますが、

特に悩まないで代表の方がきていただける場合は、それで結構でご

ざいます。あくまでも会の方でこの人を推薦したいということであ

れば、会長、副会長にこだわっておりません。この会からはこの人

を代表として推薦しますと言っていただければ結構ですので、その

ような形でご推薦願えれば結構でございます。

伊藤辰郎会長 それでは、事務局から連絡事項お願い致します。

判田参事 机の上の委員の任期の関係書類ですが、今伊藤慶蔵委員がおっし

ゃったことですが、委員を再任していただけるかどうかの意思表示

を書面で御回答お願い致します。市長からも再任していただけるよ

う前からお願いしているところですが、御事情等もあるかと思いま
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すので、 終的に書面で確認したいと思います。よろしくお願い致

します。

伊藤辰郎会長 それでは今日の地域協議会をこれにて終了したいと思います。た

いへんごくろうさまでした。

、 、この会議録は 南外地域協議会運営規程第７条第２項の規程により会議の次第を記載し

これ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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