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平成２０年度 第７回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２１年２月９日（月） 午後６時００分から午後７時３０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大仙市経済・雇用・生活緊急対策に係る作業用具購入事業

②観光・施設案内板修繕及び設置事業

③ﾌｪﾆｯｸｽ南外西ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団全国大会出場応援事業

④広報だいせん南外地域版発行事業

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（１２名）

伊藤 辰郎、伊藤 慶蔵、伊藤 誠一、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

５．欠席者氏名

欠席委員（５名） 伊藤 正照、佐々木タヨ子、佐々木雅子、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 ごくろうさまです。

御案内の時間になりましたので、ただいまから「第７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】

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。

はじめに地域枠事業の承認について４件と、地域振興計画の策定

について御協議をいただきたいと考えております。

なお、本日の委員出席数は１２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。

今野幸蔵委員と佐々木久悦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。議題１地域枠の承認について「大仙市

経済・雇用・生活緊急対策に係る作業用具購入事業」について審議

いたします。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 ただ今説明がございました。この件につき審議に入りたいと思い

ます。御意見がありましたら御発言お願い致します。

雇用は市でするのですね。それに使う道具を地域枠予算でお願い

するということですね。

佐藤地域振興課長 この前の班会議の際に若干皆様に御報告いたしましたが、大仙市

では３０人の予定で臨時雇用をしております。現場作業員として、

１７人はすでに雇用されております。そのうち５名は南外地域にお

いて１２日間作業する予定となっております。その内容は、主に桜

公園の天狗巣病の枝打ちですが、その作業の際の道具については準

備する術がなく、ぜひとも地域枠予算からお願いしたいと考えてお

ります。

作業終了後は引き続き、公園管理のために使わせていただきたいと

いう事で提案させていただきました。
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。 、伊藤辰郎会長 作業員は延べ６０名 南外地域の作業にあたるということですが

道具がなく、道具を購入するための費用に使い、終わった後も公園

を管理するために使用するという説明でしたが、この件について、

御承認をいただいてよろしいでしょうか。

委員 承認の声

、 、伊藤辰郎会長 この件について 皆様から承認の意思表示をいただきましたので

地域枠予算から事業費を支出するということで、決定したいと思い

ます。

それでは次へ参ります。次は 「観光・施設案内板修繕及び設置事、

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が、これは従来よりある国道１０５号線

沿いの看板の修繕と、新たにグリーンロードの交差点に誘導案内看

板をつけるという二つの事業ということですね。

それぞれの看板の金額はいくらですか。

佐藤副主幹 １０５号線の看板が４９８，２２５円、不動の滝公園の誘導案内

看板については、４９，０３５円という見積もりをいただいており

ますが、お願いしたところ南外の観光のためにサービスします。と

いうことで、一つの値段４９８，２２５円で二つの看板をやってい

ただけるということでした。

， 、伊藤辰郎会長 二つあわせて４９８ ２２５円でやっていただけるということで

この件につきまして御意見・御質問がありましたら御発言お願い致

します。

、 。御意見がないようでございますが 承認してよろしいでしょうか

異議なしのようでございますので、この件につきましても承認する

ことに決します。

続きまして 「フェニックス南外西ミニバスケットボールスポー、

ツ少年団全国大会出場応援事業」についてであります。

事務局から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 ただいま説明がありました事業について審議したいと思います。
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御質問･御意見等がありましたら、御発言をお願いいたします。

はい。今野盛孝委員どうぞ。

今野盛孝委員 この地域枠予算を使うことには賛成ですが、この２４７万円の事

業費に対して、大仙市からは補助とかないものでしょうか。

佐藤地域振興課長 ございます。子供たち団員については市の方から選手派遣費の補

助がございます。体育協会からもあるように聞いております。が、

父兄を含めた応援団については、特に支援がないということです。

応援は自由だということで、往復の旅費と宿泊費は自己負担だそう

です。応援に行くとなると、会場の体育館に横断幕等掲げて、意気

をあげる小道具が必要になってくると思いますので、その部分だけ

でも、是非この地域枠予算からお願いしたいなあということで、検

討したところでございます。

伊藤辰郎会長 今回、フェニックス南外西が全県で初優勝で、全国大会初出場と

いうことで、だいぶ盛り上がっているようです。できれば応援をし

てあげたいなあというふうに思いますが、そのほか何か御意見ござ

いませんか。ない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。ありがとうございます。

それでは、この事業につきましても、承認をするということで決

定いたしたいと思います。

続いて「広報だいせん南外地域版製作事業」であります。

事務局から説明をお願いします。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今説明のありました事業につきまして、委員の皆様から御意

見・御質問をお受けしたいと思います。

どなたか御意見ございませんか。これは、今まで４年間やったもの

のまとめのようなものですか。

佐藤副主幹 はい。そうです。

伊藤辰郎会長 御意見がないようですので、この件は御承認いただいてよろしい

でしょうか。はい。異議ないようですので、この事業につきまして

も承認をしたということで、決定したいと思います。

次に議題の（２ 「南外地域振興計画の策定について」を議題と）

いたします。事務局から説明お願いします。
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判田参事 御説明致します。お手元に「南外地域振興計画(案 」をお配り）

しております。

この計画を作るにあたり、すでに何回か御協議いただいております

が、１月１５日の合同班会議において御協議いただいたことを踏ま

え、最初の地域振興計画(案）を作成したあと、皆様に事前にお送

りし御確認いただきました。すでに何人かの委員さんからは御意見

を伺っております。今回の資料は、その御意見を踏まえまして若干

修正した内容となっております。

これから御協議いただくわけですが、内容については事前にお読

みになっていただいていると思いますので、今回は主に前回から変

更になった箇所を中心に御説明させていただきます。

【変更箇所を説明】

１ページ Ⅰの２．３．をあわせてひとつに

３ページ 主に健康づくりの推進

４ページ 主に学校教育の充実と生涯学習の推進

５ページ 農林業の振興

「 」７ページ 地域環境の整備に ■バイオマス資源の利活用の検討

追加

８ページ 男女共同参画に「■ワークライフバランスの推進」

追加

最後の計画の推進にあたってというページの地域枠予算の執行方

針というのがございますが、これまで毎年地域枠予算の執行方針を

作りまして、協議会において協議し執行してきましたが、今回地域

振興計画を作成することにより、その大もととなる基本が出来上が

り、それに従い地域枠の執行方針を作成し、事業の執行をしていく

ということになる予定です。

以上が前にお配りした資料の変更になった箇所を中心に御説明させ

ていただきました。

伊藤辰郎会長 ただ今説明がございましたが、事前に配布した南外地域振興計画

に基づいて、それぞれのみなさんから御意見をいただき修正した箇

所についての説明がありました。

今日出席の委員の方からさらに修正の御意見がありましたら、あわ

せて、御発言いただきたいと思います。

佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 １ページの新しくなった２番のところですが、なぜ「２．南外地

域振興計画の位置づけ」と「３．大仙市総合計画との整合性」をひ

とつにしたのですか。
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判田参事 ２の位置づけという表現の中には、はじめから整合性を説明する

意味合いもありましたし、消したわけではなく、全体を含めて位置

づけの中の一つとして、いろいろなものと係わり合いがあるという

ことで、その中の一つが総合計画との整合性と考えまして、一つに

まとめ、下の表と２番がすぐ突合するような考えで直しました。

佐藤のり子委員 個人的意見として、前の方の２の方がとてもすっきりしていると

。 「 」いうような印象をうけます 今の方は 計画の実施にあたっては…

「計画に実現を図るため… 「計画の内容については…」と三つ並」

んでいますが、計画の内容があり、そして、実施にあたり協力して

いく。その実現を図るために地域枠予算で対応していくという方が

すっきりするのかなあと思います。

伊藤辰郎会長 そういう御意見でしたが、どういたしましょうか。

何かそれに対して、別の御意見があれば発言をいただきたいと思い

ます。いかがですか。

《 前回の資料をコピーのため暫時休憩 》

佐藤地域振興課長 補足的に説明させていただきますが、内容的にはあえて整合性に

ついて３番と表現しなくても、大仙市の総合計画との整合性とか反

映ということにつきましては、前提になる条件がございまして、そ

の分をあえて３番という形で文章的な表現の中でできるのかなとい

う考え方でまとめました。大仙市の基本理念６つまちづくりを基に

した整合性の位置にあるわけですが、その基本理念と計画の実施の

方向、そして、計画を実現のための…という文章の３段論法的な、

。 、形で記入してあります わかりにくい表現ではないとは思いますが

そのあたりを含めてもう少し御検討願えればと思います。

伊藤辰郎会長 修正を加えた方がいいという御意見を出された方もいらっしゃる

かと思いますが、その方からの御意見もいただけたらと思います。

今野幸蔵委員どうぞ。

今野幸蔵委員 前の資料の３．大仙市総合計画との整合性ということで、３番の

整合性について私は、あまり深く考えませんでしたが、あえて南外

で取り組んでいる部分だと思うので、大仙市の計画はすでに決まっ

ているものでそれに対しての計画だから、総合計画との整合性は必

要だが、それと比べるのはどうかと思います。

今読んでみて、今日の資料でもいいのかなと思います。
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伊藤辰郎会長 そのほか御意見ございませんか。内容的にはそれほど違わないよ

うな気がしますが、確かに分けた方がわかりやすい感じはします。

いかがですか佐藤のり子委員。

佐藤のり子委員 新しい方が分かりにくいとは感じません。図の方は新しい方がい

いと思います。私が思ったのは、２の計画の位置づけのところの言

い回しをもう少しコンパクトにしたらいいのかなあと思いました。

内容があって実施し、実現するという感じの方がよりすっきりする

と思いました。今のままで分かりにくい訳ではありません。

伊藤辰郎会長 それではもう少し分かり易いように、修正を加えてください。

判田参事 佐藤のり子委員の御意見は、２の文章をまとめても良いが、日本

語としての表現をすっきりした形に変えるということでよろしいで

しょうか。

伊藤辰郎会長 そういうことだと思います。

判田参事 もう少し検討させていただきたいと思います。

、 、 「 、伊藤辰郎会長 図のところですが 新しい方がいいと思いますが 右側の 市民

自治会、自治会連絡協議会等」から真ん中の「南外地域振興計画

地域協議会、南外総合支所」の方へ矢印がありますが、一方通行で

はなく両方向だと思います。自治会から意見を求めることもありま

すが、事業の実施にあたっては協働で行うという表現がありますの

で、やはり両方向の矢印にするべき。左側に「他地域協議会、他地

域総合支所」とあるのは両方ありますし、自治会とあるのは地元の

自治会だと思いますので、当然両方とも意見を述べてもらうし、こ

ちらからも意見を発信し、さらに、事業をやるときは協働でやる。

ということだと思いますので、そういう形の方がいいんじゃないで

しょうか。いかがでしょうか。

判田参事 イメージ図として、両方向の矢印に変えさせていただきます。

伊藤辰郎会長 もう少し分かりやすい表現の文章にしていただいて、内容があっ

て実施に至るのではないかという御意見もありましたので、その辺

もう少し考えていただきたいと思います。内容について若干修正を

、 、加えていただくことにして ２ページ以降に進みたいと思いますが

御意見がありましたら述べていただきたいと思います。

御意見ないようですので、私が述べさせていただきますが、３ペ
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ージの「自殺予防のための相談窓口を設置していきます 」これが。

入ったということは、大変よかったと思っております。秋田県全体

としても１０万人あたりの自殺率が非常に高い。昨年も４０９名の

方が自殺しています。特に大仙警察署管内は自殺が多いんです。変

死体も多く、一人暮らしで知らないうちに亡くなっているという、

原因が分からないで誰も看取らないで亡くなっていくという人も多

く、それは非常に福祉が足りないんだろうと思いますので、是非自

殺予防の窓口は早く設置していただきたいと思います。

確か大仙市で自殺予防のための協議会が立ち上がっていますよ

ね。おそらく地域の人たちに知られていないと思いますので、是非

南外支所でもそのような窓口を設けていただいて、悩んでいる人た

ちの相談相手になるようなことを、是非早めにやっていただきたい

と思います。

そのほか御意見はございませんか。気がついたことがありました

ら、意見を述べていただきたいと思います。

私からもう一つお願いします。７ページの「防犯、防災対策の強

化」の４つの項目にもう一つ加えていただきたいものがあります。

秋田県は無施錠が非常に多く、住宅、車に鍵がかけてなくて起こる

犯罪、全国平均でもっとも無施錠率が多いのは秋田県だそうですの

で、是非「鍵かけ運動 、今まで鍵をかけていなくても安心できた」

のは非常にいいことなんですね。最近はどこから犯罪者が侵入して

くるか分からない世の中になっていますので、家を空けるときは鍵

をかける、車から離れるときは鍵をかける、そういう習慣を是非つ

けていただいた方が防犯につながるし、実際に被害に遭わなくてす

むと思いますので 「鍵かけ運動」を加えていただきたいと思いま、

。 、す 実際に南外地域でも無施錠による空き巣被害もありましたので

是非「鍵かけ運動」の励行を加えていただきたいと思います。

「住宅と車には必ず鍵をかけましょう」そういうような表現で良い

かと思います。

判田参事 ただいまの項目について、表現の仕方をもう少し検討して、そう

いう項目も盛り込みたいと思います。

伊藤辰郎会長 そのほか御意見ありましたらお願いします。

はい、佐々木久悦委員どうぞ。

、 「 ． 」佐々木久悦委員 細かいことですが 構成面で２ページ目の大きい ３ 施策の柱

とその下に６つの項目で今の基本理念に基づく大きな題材があるの

で、この１．２．３．で同じような感じなので、例えばカッコつき

、 。の数字とか 丸付きの数字に変えた方が見やすいのではと思います
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それから５ページ目、農林業の振興のところの文言ですが、３行

目「無農薬や自然農法のへの補助等」とありますが、補助等という

表現は、ほかの方を見ますと支援とかになっていますので、自然農

法とは何かという話になれば少し難しいと思いますので、ありきた

りな表現ですが、たとえば「環境にやさしい農業への支援」という

、 。 。表現の方が幅広く 誘導できるのではないかと思います 以上です

伊藤辰郎会長 はい。ただいま佐々木久悦委員からの御意見がありましたが、こ

の件につきまして皆様の御意見ありましたらお願いいたします。

よろしいですか。

ただ今の佐々木久悦委員の御意見を取り入れてよろしいですか。

御意見がないようですが、農林業の振興のところの「無農薬や自然

農法のへの補助等」という表現を「環境にやさしい農業への支援」

というふうにするということですが、私もいきなり補助というのは

どうかと思いますので、確かに環境保全、農薬をたくさん使った職

業に対する反発、反感みたいなものもありますし、減農薬に対する

作物の需要みたいなものもありますので、そういう表現が良いと私

は思いますが、はい。今野盛孝委員どうぞ。

今野盛孝委員 佐々木久悦委員さんの意見で賛成できるところは、担い手の確保

育成に対する補助は当てはまると思いますが、農業をやってみてわ

かりますが、無農薬と自然農法というのは、言葉では、無農薬・自

然農法といいますが到底できそうもないような作業だと思います。

佐々木久悦委員が言ったように「無農薬・自然農法」は現実的では

ないように感じられますので、別の言葉にしたほうが良いと思いま

す。

伊藤辰郎会長 実際に無農薬で米を作っている松倉地域がありますので、現実に

あります。希少価値ですね。自然農法をやっているところもありま

す。差別化をするために、そういうことをやろうとする人がいる訳

で、需要もありますので、南外でそういうことをやろうとする人が

いれば、そういうものに対して支援をするということは良いのでは

ないかと思います。ただ、一般的ではないですね。たくさん普及す

ることはなかなか難しいことだと思います。

たとえば、担い手の確保育成のところは補助で、後段の無農薬や自

然農法のところは、環境に易しい農業の支援とに分ければ、わかり

やすいかも知れませんね。そのようにしたらいかがでしょうか。

佐々木久悦委員さんそれでよろしいですか。

佐々木久悦委員 はい
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伊藤辰郎会長 それでは、そのようなことで、文章を若干変えたいと思います。

そのほか修正を加えるところ等ありましたら、御発言をいただきた

いと思います。

よろしいですか。御意見がないようですので、一部修正して概ねこ

の修正案に御賛同いただいたものと思いますが、御承認をいただい

てよろしいでしょうか。

委員 賛成の声

伊藤辰郎会長 若干の修正はありますが、各委員さんから御賛同をいただきまし

たので、そのように決したいと思います。

どうもありがとうございました。

それでは次のその他でございます。次回協議会の日程を事務局か

ら案を提案していただきたいと思います。

判田参事 前回、希望を取りました第２希望の３月２６日木曜日、午後６時

次回南外地域協議会を開催し、市長も出席し意見交換会をする予定

です。ここで御相談ですが、本年度最後の会議ですし、地域協議会

委員４年間の区切りということで、会議終了後に市長を交えての懇

親会を予定しましたが、開催時刻を２時間早めて午後４時に変更し

ても次回協議会へ出席可能かどうかと、懇親会を開催してもよろし

いかどうか以上２つについて確認していただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今事務局から説明がありましたとおり、３月２６日市長さん

も御参加をされて、今年度最後の地域協議会が開催されます。

開催時刻が午後６時からでしたが、平成１７年から４年間の任期最

後の地域協議会であるということで、終わってから市長さんも参加

をされるそうですが、懇親会を開催したらどうかということで、懇

親会をやるとすれば地域協議会の開催時間を若干早めなければなら

ないのではないかということの提案であります。しかし、この日は

木曜日で普通の日でありますので、仕事を持っていらっしゃる方は

果たして４時に参加できるのかどうか。参加人数が減ってしまえば

困るわけですので、そのへんの御意見をいただきたいと思います。

いかがでございましょうか。

今日御参加の皆様は４時でも大丈夫ですか。いかがですか。

参加できる方は挙手をお願いします。８名ですね。

場所はここコミュニティセンターの２階ということで、参加できる

方はよろしくお願いします。

４時から地域協議会、協議会終了次第懇親会ということで今日欠席
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の方にも御案内をするということでよろしいですね。

ではそのようにさせていただきます。日程の変更等については皆様

から御賛同いただいたので、次、その他ということで何か事務局か

らありましたらお願いします。

はい、今野幸蔵委員どうぞ。

今野幸蔵委員 南外体育館にあった公衆電話の件ですが、取り外したと聞いてお

りますがやはり公衆電話はないのでしょうか。

今、小中学生は携帯電話を学校へ持ち込み禁止ということで、規制

されてきているということで、体育館利用の子供たちは公衆電話が

ないと不便だということでお話があり、できれば公衆電話を設置し

てもらいたいということでしたので、今すぐに返事はできないと思

いますが、検討していただきたく何とかよろしくお願いします。

伊藤辰郎会長 今の御意見ですが、確かに小中学生が携帯電話を学校へ持ち込み

する必要はないということで、大阪でしたか学校へ携帯電話を持ち

込ませないという方針の行政も出ておりますので、そういうことに

対応するためには必要なことかなという気はしますが、行政の方で

検討していただけますか。

教委南外分室長 前は体育館に公衆電話設置されていましたが、利用状況が極端に

少なくなってしまい、それで撤去したという経緯はございます。

それは子供たちが携帯電話を使い、公衆電話はほとんど利用されな

くなり、確実に利用実績がなくなり撤去した。今度は、時代は変わ

り子供たちが携帯電話を使われなくなって、逆に公衆電話が必要に

なってきたようなお話だと思います。ピンク電話については要望す

れば取り付け可能と思いますが、今現在山村運動広場の管理棟にも

ピンク電話があり、それを移動したらどうかという話もありました

がそちらは５５０歳野球の時に使用しているということで、できる

できないは別として、今現在検討はしております。

伊藤辰郎会長 かなりの割合で今小中学生が携帯電話を持っているわけですが、

携帯電話によるいじめの問題、犯罪に巻き込まれる事例が結構出て

。 、います 携帯電話を持つことによる弊害がかなりでてきているので

小中学生に携帯電話は必要ないだろうという意見が強くでてきてお

ります。そういう意味で状況は変わってきておりますので、正しい

連絡手段がないと困るということで、南外西小学校に限らず南楢岡

小学校もそうだと思いますが、公衆電話を設置することを検討して

いただきたい。という意見だと思いますので、検討していただけれ

ばと思います。
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事務局から連絡事項がなければ、今日はこれで地域協議会を終了

したいと思います。大変お疲れ様でした。

、 、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。

平成２１年２月１６日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 今 野 幸 蔵

委 員 佐々木 久 悦


