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平成２０年度 第８回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２１年３月２６日（木） 午後４時００分から午後６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

（４）市長あいさつ

（３）議 題

１）地域枠事業の承認について

①なんがいの味・食育体験交流事業

②地域芸能文化継承事業

２）平成２０年度における地域協議会の活動報告

①年間の活動状況

②地域枠予算の執行状況

③地域振興計画について

３）市への提言事項に関する施策等への反映状況について

４）意見交換について

（４）閉 会

（５）そ の 他

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 正照、伊藤 葉子、

小松 成功、今野 幸蔵、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）

市民課主幹 伊藤 誠一 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） 今野 純子、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８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 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 ２０年度最後の地域協議会ということで、出席させていただきま

した。８回と聞いておりますが、委員の皆様には大変お忙しい中、

回を重ねていただきまして本当にありがとうございます。

先日酒遊サミットの交流会にも参加させていただき、いろいろなお

話を聞かせていただき、すばらしい試みを続けられているなあと感

じました。また、楢岡焼きの小松さんが技術が非常に優れていると

いうことで伝統工芸師の賞をいただきました。現在、大杉地域で江

戸時代末期から明治にかけての楢岡焼きの発掘調査が行われていま

す。大変貴重なもので、当時の釜の模様がはっきり分かってきてい

るようです。報告書等も作成され、楢岡焼きの変遷がはっきり分か

るようでありますので、楽しみにしていただきたいと思います。

地域協議会も合併後直ちに設置されまして、委員の皆様も４年間

続けてきまして、諮問機関という役割もありますし、市政に対する

さまざまな提言もでるようになってまいりましたし、地域のみなさ

んが地域の課題をしっかり捉えて、自ら行動することによって少し

でも地域が元気になるという仕組みの会です。そこに地域枠予算と

いうものを用意させていただき、地域の皆様が特色を生かして使っ

ていただいていると思っております。

２０年度の総括的なことも今日報告されるということで、さまざ

まな活動がこうした予算によって生きてくるのではないかなあと思

っております。この地域協議会も４年になりまして全地域協議会で

地域振興計画を作っていただきました。本当にありがとうございま

した。大きな計画であり、短期・中期・長期的なものを含んだそれ

ぞれの地域の計画となっておりますので、大仙市全体の総合計画の

中に反映させていきながら、地域と一緒に大仙市全体が元気になっ

ていくような施策展開をすすめていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。早いもので４年になりまして委員の皆

、 、さんも一応任期ということで 継続して又委員を勤められる皆さん
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そして、一応一区切りで退任される皆さんもおられますが、退任さ

れる皆さんにあっては、それぞれの立場から南外地域協議会の活動

に対し、さまざまな立場で御助言をいただきたくよろしくお願い申

し上げます。

２１年度の関係ですが、先般議会も終わりまして予算・条例すべ

て議決していただいております。予算関係と２１年度の南外地域の

事業について御報告させていただきます。

２１年度の当初予算は一般会計で予算総額約４２２億円、前年比８

億４，５００万円増やしております。率にして２．０パーセント増

です。昨年からの経済状況を勘案して、すこしでも地元のみなさん

に仕事をだして行こうという考え方で予算を増額いたしました。

積極的な予算を組んで地域の経済に少しでもプラスになる仕組みを

作るということで増額させていただきました。

大仙市は合併当初から予算規模が大きすぎる自治体でしたので、財

、 、政を正常に戻すためにも 毎年縮減した予算を組んでおりましたが

２１年度につきましては、少し積極的な予算を組んで、地域の経済

に少しでもプラスになる仕組みを作るということで増額させていた

だいております。特別会計では２３特別会計で２２４億円ほど。

企業会計これは病院と上水道の二事業ですが、約２０億円。一般会

計とあわせ大仙市全体の予算が６６５億円となっており、前年との

全体予算の比較で５億４千万円、率にして０．８パーセントの減と

いうことで、調整をとらせていただいております。一般会計で２パ

ーセント増え、財政を心配する声も市民の皆様から寄せられており

ますが、厳しい財政ですがコントロールできる状態、国の交付金や

制度資金を利用して予算を少し増やしたということであります。

予算の関連ですが、１２月１５日に経済と雇用と生活の緊急対策本

部を立ち上げ、国が計画しておりました補正予算を使いながら仕事

につけない人たちの対応を急がなければならないし、２１年度で必

ず事業をやらなければならないものについては、国の経済対策の予

算を受けて２０年度中に仕事を組み立てて、前倒しの作業を進めて

まいりました。議会の皆様からも協力をいただいて作業をすすめて

おり、現在３０名の方々がすでに緊急雇用で働いております。さま

ざまな事業を前倒ししてできるだけ早く地元のみなさんに仕事をだ

すという考え方で仕事を作っております。これから本格的になりま

すが国の制度で県に雇用の関係の基金が用意されており、さまざま

な事業で基金を利用して雇用をしていただくという事業がこれから

本格的に始まっていくと思います。仕事を失った方などの対応をで

きるだけ急いでやっていこうという考えです。

定額給付金の関係ですが、できるだけ早く支給できるよう２月か

ら準備をし、３月１６日に一斉に申請書を発送させていただきまし
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た。一昨日までの受付が約３０，０００件対象のうち１５，０００

、 、件を受付けしており ３月中は本庁支所共休日返上で対応しており

状況を見て４月も休日受付の対応を考えております。

１５，０００件受付のうち３，０００件を処理し、金融機関の手続

きを終えております。約３，０００件の皆さんには３月３０日に第

１回目の振込みが完了いたします。

なお、景気対策といたしまして、商工会と相談して、プレミアムつ

き商品券２億円を発売いたします。１割お得ということですので、

定額給付金が入りましたら、御利用いただけたらと思います。

南外地域の主要事業について御説明いたします。平成１７年度か

ら着手の下水道事業は県の代行で事業を進めており、コストを下げ

ております。２１年度中に浄化センターも完成し、県道沿いの一部

地域で供用が可能になります。

農業関係では、平成２０年度に採択されました南外中央地区の県営

の土地改良事業もいよいよ事業が本格的にはじまります。平成２１

年度は４億円の事業費が見込まれております。中宿、田中地区の約

２５ヘクタールの圃場整備が予定されております。南外中央地区は

県道神岡南外東由利線の関連事業であり、工事が本格化してきたこ

とにより、県の建設部の関係のバイパス事業にも期待がかかってお

りますので、こちらも一緒にすすめていただくようお願いしたいと

思っております。

また、施設の関係では山村運動広場野球場のトイレの水洗化工事

と隣接した駐車場の整備を実施いたします。南外コミュニティセン

ターの暖房設備改修、さらにこの地域協議会でも提案されました南

小学区コミュニティセンターの衛生設備改修及び断熱化工事を実施

することにしております。これも国の経済対策の予算が見込まれま

したのでそれを受けて、少し遅れた事業を実施していこうと思って

おります。それから、今年度から４路線で運行している市民バスに

ついても新しい車両に更新するなど、いずれも完了後は快適に御利

用していただけるものと考えております。

通信関係については、移動通信鉄塔通信事業ドコモ の二社KDDI

相乗り事業で十二ヶ沢地区は携帯電話が通じるようにしたいと計画

を説明しており、２２年度事業で完成させたいと思っております。

テレビの難視聴解消事業についても課題のあるところにつきまして

は、この後追加要望として計画を作っていきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。以上南外地域の事業を含めて若

干報告させていただきました。

合併して丸４年。それぞれの地域協議会の皆様が活発に活動して

いただいていることに対し、心から感謝を申し上げます。生活の一

番の原点である地域が元気にならないと、大仙市全体が元気になら
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ないと思いますので、皆様に御難儀をかけますが、地域からさまざ

まな声、あるいは課題を発信していただき、それを大仙市でしっか

り受け止めて、さまざまな施策・事業を展開してまいりたいと思い

ますので、これからもさまざまな御指導・御意見をお願い申し上げ

まして開会の挨拶に代えさせて頂きます。今日はどうもありがとう

ございました。

佐藤地域振興課長 本日の日程について御説明いたします。

はじめに、議題の１「地域枠事業の承認について」ですが、今回は

２件の案件を御協議いただきます。

次に議題２「平成２０年度南外地域協議会活動状況 「平成２０」、

」 「 」 、年度地域枠予算の執行状況 及び 南外地域振興計画 については

協議会から御説明いただきます。

また、次の「提言事項の反映状況」については、市側から説明した

あと意見交換を行う予定となっております。

それでは、本日の委員出席数は１２名であり、過半数に達しており

ますので、本会議は成立することを御報告します。それでは会長さ

んよろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 協議会を開催いたします。

議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名します。小松成功委

員と今野盛孝委員にお願いいたします。

それでは議題に入ります。議題１地域枠事業の承認について「な

んがいの味・食育体験交流事業」について審議いたします。事務局

から説明願います。

判田参事 【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「なんがいの味・食育体験交

流事業」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。今野幸蔵委員補足説明がありましたらお願いいたしま

す。

今野幸蔵委員 なんがいそばの会でも関わっておりますので、少しお話したいと

思います。そばの道具を買って、ただ単にそば打ち体験をするとい

うことではなく、事業の効果にもありますけれども、子供たちを巻

、 、き込んでの地域の交流ということを考えていきながら 最近隣近所

または、地域内の交流が薄れてきていると思いますので、学校や子

供たちを通じていろいろな分野で交流ができるのではないかなあと

いうところを主眼といたしまして、事業を実施したらどうかなと考
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えました。何とか御承認いただいて、南外のそばという食材を利用

して、地域の交流を盛んにしていけたらなあと思います。よろしく

お願いいたします。以上です。

伊藤辰郎会長 委員の皆様から何か御意見・御質問がありましたらお願い致しま

す。御質問がないようでございますが、この事業について承認して

よろしいでしょうか。

異議なしのようでございますので、この事業につきまして承認する

ことに決します。

それでは次に参ります。次は 「地域芸能文化継承事業」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。

判田参事 この事業は平成２１年度分でございますが、事業の関係で今日皆

さまに審議していただき、了承をいただきました場合には改めて新

年度に補助金の申請をしていただくよう考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただいま地域芸能文化継承事業についての説明がありました。

予算としては来年度になるわけですが、事業の日にちの関係で今日

皆様におはかりするということでございます。この件につきまして

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。

御意見はございませんか。ないようですが、この事業につきまして

御承認をいただいてよろしいでしょうか。

はい、佐藤セツ委員どうぞ。

佐藤セツ委員 予算とは関係ありませんが、盆踊り大会があったころ南外小唄と

釜坂おけさを一生懸命練習しておりました。釜坂おけさはわらび座

の先生から来ていただいて教えていただいたりすごく熱心でいいな

あと思っていましたが、今では盆踊り大会もなくなってしまいまし

た。釜坂おけさは、よその人がすごく良いと褒めてくださる程素晴

らしいもので、民謡同好会の有志が南外のずっと昔にあった民謡を

興そうと頑張って作ったとお聞きしております。今ではあまり釜坂

おけさも見る機会もなくなりましたが、何かの機会に釜坂おけさも

民謡同好会と一緒に活動していただけたらと思います。

伊藤辰郎会長 今回の事業の中には民謡同好会とか地元南外の人たちも参加する

、 。ようですが 釜坂おけさを継承する方々も入っているのでしょうか

もし、お分かりでしたら教えていただけますか。
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佐藤地域振興課長 釜坂おけさは存じておりますが、今回の会には参加していないよ

うです。確認しまして、仲良く活動する方向で公民館へ話してみた

いと思います。

伊藤辰郎会長 よろしくお願いいたします。そのほか御意見はございませんか。

はい、佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 最初の方に戻りますが、なんがいの味・食育体験交流事業につい

て質問します。今野幸蔵委員に伺いますが、そば打ち道具の数です

が、４セットを３校にということですが、これは現在の生徒数を考

えて注文されているのか、足りないけれども間に合わせての数なの

か。なぜかといいますと、これから生徒数が減少していくと思われ

ます。その時に今注文した数が多ければ不要なものになってしまう

のか、それとも一人ひとりにわたってまだ使えるのか。数的に今後

を見通して注文しているのかどうかをお聞きしたいです。

伊藤辰郎会長 審議が終わったものですが、特別に、簡潔に今野幸蔵委員お願い

いたします。

今野幸蔵委員 １２月９日西小学校の３年生の子供たちを対象にそば打ちを行い

ました。２０人４セットでやりました。南楢岡小学校は全校で５０

人ですが、５０人で４セットではまったく足りない状態ですが、一

クラス２０人であれば、丁度いいのかなあと思います。クラスごと

にそば打ちをやっていただけるのなら、４セットで十分間に合うと

思います。今後生徒数が少なくなるにしても、クラスごとにやるよ

うにすれば、子供たちがいなくならない限り十分この数でやってい

けるのではないかと思い、４セットずつお願いしました。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。はい。

それでは元の議題に戻ります。地域芸能文化継承事業ですが、御

承認いただいてよろしいでしょうか。

はい。伊藤正照委員どうぞ。

伊藤正照委員 開催日が４月１７日で確か金曜日だと思いますが、単発的なもの

なのか、このあとも続くのかわかりませんけれども、事業の目的で

あります後世に引き継ぐとか、地域住民に披露するということから

考えますと、今度やる時には祝祭日とか休みの日にしたほうが良い

のではないかと思いました。

伊藤辰郎会長 ただ今のは、御意見・要望ですね。そのほか御意見はございます
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か。それではおはかりしたいと思います。地域芸能文化継承事業に

つきまして、御承認をいただけますでしょうか。異議なしの声がご

、 、ざいますので 地域枠予算より１０万円の支出をするということで

、 、これは新年度事業になりますが 御承認をいただいたということで

次にすすめてまいりたいと思います。

平成２０年度南外地域協議会活動状況について、報告をいたした

いと思います。

【平成２０年度南外地域協議会活動状況 説明】

続きまして、平成２０年度地域枠予算の執行状況について、報告

をいたします。

【平成２０年度地域枠予算の執行状況 説明】

次に南外地域振興計画の要点のみ、説明をいたします。

策定の経緯といたしましては、南外地域協議会では平成２０年度

に入りまして、市への提言事項の取りまとめ及び南外地域振興計画

策定の第一段階として、分野別に市民生活環境班・建設農林商工班

・教育文化観光班の三つの班を編成しまして協議を重ねてまいりま

した。全体協議会ではそれぞれの班での検討結果を協議するととも

に、広く地域住民の意見を取り上げるために、自治会の連絡協議会

を通して、各自治会からの要望・意見等の徴集等を行ってまいりま

した。計画の策定にあたっては、これらの地域の課題について大仙

市の総合計画の六つの施策の柱を基本として分類し、南外地域にお

いて重点的に推進すべき事項としたものです。その実施については

概ね５年間のサイクルとしながら、短期的な課題については地域枠

予算を活用してその解決を図り、また中長期的な課題については、

その目標達成に向けて市へ働きかけるとともに、具体的な事業につ

いて検討していこうと考えたわけであります。

【南外地域振興計画 説明】

平成２０年度の地域協議会活動状況、地域枠予算の執行状況及び

南外の地域振興計画について説明をいたしましたが、ここで栗林市

長さんから御意見をいただければと思います。よろしくお願いいた

します。

栗林市長 ３班にわたりまして、大仙市の総合計画を参考にしながら南外地

域の振興計画をまとめていただきましてありがとうございます。

ほとんど課題的なものも網羅されていると思っております。

長期的な問題も含まれているようですが、この全体計画を作ってい

ただきましたので、これを一つの基本にしながら、それぞれの地域
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協議会でこれに実際に行動を起こしていくような計画を入れていた

だきながら、この地域枠予算をこれからも活用していただきたいと

思っております。そのためには、やはり一番の単位であります自治

会、あるいは地域づくり委員会というものも考えているようですの

で、このへんから本当の意味での地域の課題を吸い上げていただい

て、具体的な問題を整理していっていただけたらと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。

伊藤辰郎会長 次に前回市長さんが出席された地域協議会において、南外地域か

らは１０件の提言及び要望事項を提出させていただきました。

その取り組み状況、あるいは施策への反映状況等について市の方か

ら御説明をいただきたいと思います。

佐藤地域振興課長 各部門につきましては、それぞれの担当課から御報告申し上げま

す。市民課からお願いいたします。

佐々木総合支所長 １０月２７日の第５回地域協議会で、すでに今回の提言されたも

のにつきましては、担当の見解あるいは市長からの回答を得てござ

います。はじめに市民課の部分ですが、課長が欠席しておりますの

で私から御説明申し上げます。

【市民課関係提言事項取り組み状況 №１・№２・№３説明】

高橋農林振興課長 【農林振興課関係提言事項取り組み状況 №４・№５説明】

伊藤建設課長 【建設課関係提言事項取り組み状況 №６説明】

佐藤地域振興課長 【地域振興課関係提言事項取り組み状況 №７説明】

伊藤建設課長 【建設課関係提言事項取り組み状況 №８・№９・№１０説明】

伊藤辰郎会長 要望事項として提出しました１０項目について、ただいま市側か

。 、ら取り組み状況について説明がございました この件につきまして

委員の皆様からの御意見・御質問をお受けしたいと思います。

どの項目でも結構でございますので、御発言をお願いいたします。

佐藤豊委員何かございませんか。

佐藤豊委員 なかなか無理な要求だと思いましたが、いろいろと御理解をいた

だいて予算をつけていただいて関係者は喜んでおりますが、できれ

ば靴を脱がずにトイレを使えるようにしていただきたいという、現

在使用している地元のゲートボール、グラウンドゴルフの方々より
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の要望があります。

伊藤辰郎会長 そのほか御意見・御質問はございませんか。

なければ私からひとつ、８番の南外１号線の早期改良舗装について

ですが、一昨日も通りましたが雄物川沿いの道路で、道幅も狭くガ

ードレールがまったくないし、今の時期非常に増水しており、非常

に危険な道路だと思っております。

危険箇所にはガードレールを早く設置した方が良いのではないかと

感じておりますが、いかがでしょうか。

伊藤建設課長 現地が大変危険であることは、十分把握しておりますし感じてお

ります。現在嵩上げ改良工事をいたしておりますので、その中で対

応してまいりたいと考えております。

伊藤辰郎会長 南外１号線は西仙北インターを降りて南外まで、結構利用されて

いる道路ですので、要所要所にガードレールがあれば良いと思いま

す。できるだけ早くお願いしたいと思います。

栗林市長 あの路線は、西仙北・南外・大曲の三つの自治体で県道に昇格さ

せようということで、また、国道１３号線の裏の通りとして災害の

時に対応できる道路ということで、県道の候補に上げて運動した経

緯があります。ただ、県ではある時期から県道はこれ以上作らない

ということがはっきりしましたので、それぞれの自治体で県道並み

の規格にできるとことはやってきましたので、県道には昇格できま

せんでしたが、部分的には整備されてきた路線です。西仙北は物渡

の手前、皆別当まで整備しており、南外地域も西板戸含めて大畑・

小出地域まで一部県道を利用して大曲へ出る道路で、かなり整備さ

れた路線だと思っております。ネックは大曲寄りの部分がなかなか

進まなかったということで、中山の国道に達する部分は広げました

が、大曲付近と一番難所の物渡、西板戸、春木沢あたりが、山の崩

落などあったり、川沿いの道ですので、国交省と協議して嵩上げを

したりして計画の難しいところとして検討してまいりました。市の

単独事業では無理な大きい規模の事業でありますので、何とか国の

補助事業を使ってやらなければ難しい関係もありまして、道路の設

計にも時間をかけなければならなければならず、平成２４年度あた

りから何とかできないか、補助事業の計画を考えながら準備をして

いるところです。

あの道について、今会長さんがおっしゃいましたが、危険であれば

ガードレールはつけなければなりませんが、今ガードレールをつけ

るとやり直しをしなければなりませんので、もう少し待っていただ
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けないかと思います。

伊藤建設課長 大変危険なことは十分承知をしておりますが、市長が言いました

とおり嵩上げ改良工事の計画があるわけでございまして、今川沿い

にガードレールをつけるにしても、また、２４年度ころに改良にな

れば、つけたガードレールを取り外してと、二度手間になりますの

で、危険なことは十分承知しておりますが、どうか注意して走って

いただきたいと思っております。

伊藤辰郎会長 気持ちは分かりますが、何か事故でも起これば大変だと思いまし

て。何か道路標識のようなものがあればいいのかも知れませんね。

そのほか何か、御意見・御要望ありませんか。

市長さんどうぞ。

栗林市長 各地域協議会から、地域の要望ということもありますが、提言と

してもそれぞれしっかりしたものが出てきており、各地域のものを

まとめておりますので、後ほど委員の皆様にもお配りして、今後の

活動の参考にしていただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。南外発の提言としていただきました、住宅用火災警報

器設置促進についてですが、全市的な課題として考えなければなら

ないということで、国からの経済対策の臨時交付金、景気対策とい

うことで財源ができましたので、制限はしてありますが、低所得者

や一人暮らしの老人世帯に最低一個は付けようということで、

３，０００個付けることにしました。あわせて市営住宅にはまだ付

いておりませんので、３部屋に対して２個くらいを平成２１年度中

に付けます。それと原則一個ということで、３，０００世帯に付け

させていただきたいと思います。さまざまなＰＲをして、一般の方

々にもできるだけ早く警報器を設置していただくようにしたいと思

っております。いろいろと啓発しながらしていく事業でありますの

で、期待しながら事業にはいっていきたいと思っております。事業

のやり方は、できるだけ地元の電気屋さんにお願いする方向でいま

検討しております。

安全安心の面では、地震の際に補強しておかなければならないと思

いますので、建築士会のみなさんと相談して、一般住宅の診断の費

用を市が助成するということを始めようとしており、火災と地震対

策にもう少し踏み込んでみたいなと思っております。

それから、もう一つごみ問題の提言がありましたが、関連します

、 。 、ので 報告しておきたいと思います 中仙地域で排食油を改良して

少しでも下水に流さないという事業が始まっております。太田の産

廃事業者に排食油をきれいにする装置があるということで、そちら



- 12 -

に持ち込んで、ディーゼル燃料として、とりあえずその関係で使っ

ている車両に使うということで、持ち込んで処理できるという事業

がスタートしております。

２１年度、協和地域では菜の花を植え、菜種を絞って食用油にする

プロジェクトが進んでおります。そのプロジェクトの中で排食油を

ディーゼル燃料に使える装置を設置すると思いますので、できるだ

け環境に負荷をかけない、環境を良くしていこうという、それぞれ

の地域の具体的な取り組みがスタートしております。地域協議会に

正副市長が出席しておりますが、今ごみの減量とか、環境の問題が

それぞれの地域から提言として出てきており、提言を出した以上自

分たちの地域でやれるのではないか、ということでスタートしてい

ただいておりますので、地域でやれるとしたら全市的に広げても大

丈夫ではないかという気がいたしておりますので、それぞれの地域

の取り組みの状況について共有するような形でそれぞれの地域協議

会の皆様に御提示していきたいと思っております。

伊藤辰郎会長 はいありがとうございました。予定した時間を過ぎておりますの

で、このへんで質疑応答は終わらせていただきます。

事務局から連絡事項がありましたら、お願いします。

判田参事 今回は特にございません。

伊藤辰郎会長 大変長時間にわたり最終の地域協議会でしたけれど、御協力いた

だきましてありがとうございました。また、市長さんには長時間に

、 、わたりまして 御意見や市の計画等についてお話をいただきまして

ありがとうございました。

それでは第８回目の地域協議会これにて終了したいと思います。

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４月２０日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 小 松 成 功

委 員 今 野 盛 孝


