
平成２６年度 第５回南外地域協議会 会議録 

 

１．日 時   

平成２７年３月９日（月） 午後６時００分から午後８時２２分 

 

２．場 所   

大仙市役所 南外支所 ２階「第２会議室」 

 

３．会議の次第 

  （１）開    会 

  （２）会長あいさつ 

  （３）議    題 

１）平成２６年度地域協議会活動報告について 

２）平成２７年度地域枠予算執行計画について 

３）平成２６年度地域枠予算対象事業の承認について 

       ・救急医療情報キット配布事業 

４）平成２７年度地域枠予算対象事業の承認について 

・南外地域自主防災組織再編事業 

       ・第３回南外おらほの桜まつり開催事業 

・南外地域版広報特別号発行事業 

     ５）地域振興計画について 

 

４．その他 

 

５．閉 会 

  

Ⅰ．出席者氏名 

 （１）出席委員（１２名） 

伊藤 君夫、伊藤 成幸、伊藤 千秋、伊藤 直人、伊藤 まゆみ、木村 ふみ子、

今野 幸蔵、佐々木 真由美、佐藤 正行、髙見 健一、髙見 文子、判田 隆義 

 

 （２）南外支所（１名） 

    南外公民館長 佐藤 政利 

 

 （３）事務局（５名） 

    南外支所長 佐々木 清哉     市民サービス課長 髙橋 孝二 

    市民サービス課参事 伊藤 清悦  市民サービス課主査 今田 吉信 

    市民サービス課主査 佐々木 孝子 

 

Ⅱ．欠席者氏名 

    欠席委員（４名） 

    大槻 誠子、髙橋 恵子、髙橋 元司、堀井 美紀子 



Ⅲ．会議録 

  （１）開  会 

 

市民サービス課 

髙橋課長       皆様、本日はお忙しいところご出席いただきまして、ありがとうご

ざいます。ただいまから、「平成２６年度第５回南外地域協議会」を

開催いたします。はじめに、伊藤会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

伊藤 直人 会長   はい。皆様、おばんでございます。今日は、年度末の何かと忙しい、

転勤や新しい生活が始まる家族の方がいらっしゃったりと、何かと忙

しいところだったと思いますけれども、こうして出席いただきまして

ありがとうございます。平成２６年度の最後の終わりの会となります

が、平成２７年度分の審議も若干あるようでございます。主に地域枠

予算の使い道についてでありますが、締めくくりの会ということでよ

ろしくお願いいたします。簡単でございますが、あいさつとさせてい

ただきます。 

 

市民サービス課 

髙橋課長       はい、ありがとうございます。それでは、議事に入らさせていただ 

      きますが、本日の出席委員数は１２名ということで、１名の方が尐し

遅れるとのことで、開催させていただきたいと思います。過半数に達

しておりますので、本会議は成立する事をご報告いたします。本日は

議題として、その他を含めて５件でありますが、その内、地域枠予算

対象事業の承認案件は４つありますので、よろしくご審議願いたいと

思います。なお、会議録作成のため、録音させていただく事をあらか

じめお断り申し上げるとともに、ご発言の際は挙手のうえ、会長の指

名を受けてからお願いいたします。それでは伊藤会長、よろしくお願

いいたします。 

 

伊藤 直人 会長   それでは、議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名させてい

ただきます。伊藤成幸委員と伊藤千秋委員にお願いいたします。 

それでは１）の平成２６年度地域協議会活動報告について、を議題

といたします。事務局から説明よろしくお願いいたします。 

 

市民サービス課 

佐々木主査      【資料説明】 

 

 

伊藤 直人 会長   はい。ただ今説明をいただきましたけれども、委員の皆様から何か

ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なし） 



伊藤 直人 会長   報告でございますので、なければ、これで質問を閉じたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 

 

（はい） 

 

 

     伊藤 直人 会長   それでは議事を進めて参りたいと思います。２）の平成２７年度地

域枠予算執行計画について、を審議させていただきたいと思います。

事務局から説明お願いいたします。 

 

     市民サービス課 

伊藤参事       【資料説明】 

 

 

     伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございました。ただ今説明をいただきましたが、

皆様、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

 

高見 健一 委員   Ⅰ型の買い物活動支援事業とありますけれども、これはどういうふ

うな事業で５０万円ほどの金額をみているのでしょうか。 

           それから、Ⅱ型の新規事業の広域コミュニティ形成促進事業は、何

かの代わりの事業でしょうか。 

 

 

市民サービス課    買い物活動支援事業についてですけれども、今移動販売車で、買い 

伊藤参事      物に行くのが困難な地域へ行っているわけですけれども、買い物とい

えば、大型店舗たとえばスーパーなどに行って買い物をしたいという

方がいるかと思います。そこで、自分で行けない方々を対象に車に乗

せて行って、同行して買い物を手伝うというものです。 

 

 

髙見 健一 委員   これは大仙市では他に例がありますか。 

 

 

市民サービス課     

伊藤参事       新しい取り組みということで、他の自治体でもやっておるところが

ありますので、参考にしながらと考えております。 

 

髙見 健一 委員   要望がでている集落とかありますか。 

 

 



市民サービス課 

伊藤参事       いまのところ、そういうところはありませんが、全国的には、計画

しているところがあるようですので、計画の一つとしてあげたところ

です。まだはっきりした中身までは決まっておりません。 

 

 

伊藤 君夫 委員   この支援事業には、バスを仕立てるとかそういう形で、買い物をし

たい希望者を募って連れて行くのですか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     以前、自治会長研修で視察した五城目町では秋北バスから協力をも

らって、バスに乗せて大型スーパーに買い物へ連れて行くという方式

でしたが、今回については、個人の自家用車を使って連れて行くこと

に対して、一回ごとに一定の補助に使えないかと想定しています。 

 

 

髙見 健一 委員   買い物難民が対象ですよね。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     もちろん、買い物難民が対象者ということです。介護度が付きます

と、その方は社会福祉協議会の介護サービス事業の中に、買い物をし

てくれるサービス、代行してくれるサービスがあるんですけれども、

今われわれが考えているのは、その人を買い物する場所へ連れて行く、

日用雑貨、衣類などそういったものを購入したいという人に対してサ

ービスを提供することでして、もちろん不特定多数というわけではご

ざいませんで、登録制度的な、利用する方もする、それから、それを

手助けする方についても登録するという方法をとって、あまり人数が

多いと、逆にコミュニティビジネスという感じが薄れてしまうので、

手助けする方は多くても４、５人くらいというのを想定していますけ

れども、そういった中で、特定の曜日を設定して買い物に連れて歩く

ということを考えています。ただ、乗せて行く人が直接料金をもらっ

たりすると、白タク行為となってしまいますので、いろいろとこの件

に関しては、まだ検討していかなければならない要素や課題がたくさ

んあります。ただ、この件については、ぜひ風穴を開けたいものだと

思っております。なかなか商店のにぎわいを改善することが今ひとつ

できない状態であります。移動販売を実施して１年が経過しておるわ

けですけれども、移動販売にはない、日用品などの買い物の手助けと

いうようなことでのサービスを展開していきたいと思っております。 

 

 



伊藤 直人 会長   基本計画ということで、具体的にはこれから、経緯を踏まえて進め

ていってくださることと思っています。新しい事業ということで、反

響が大きいように思われます。もう一つの質問について説明を願いま

す。 

 

 

市民サービス課 

伊藤参事       はい。広域コミュニティ形成促進事業についてですけれども、今ま

で、各自治会で河川清掃や道路沿いの草刈りなど環境の整備を行って

いただいて、それに対しての機械の借り上げ料を自治会へお支払いし

ておった分の地域枠予算、８０万円から９０万円くらいありましたが、

それに代わる形で新しい事業ということを考えております。 

 

 

髙見 健一委員    それは、作業内容も変わるということですか。 

 

 

伊藤 君夫委員    これまで出してきた分の予算がなくなったから、変えるということ

ですか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     私のほうからご説明いたします。 

大仙市になってから自治会への補助金は、ほとんどなくなってしまい、

自治会の運営にいくらかでも手助けしたいということで、合併してか

ら地域枠予算の中に河川清掃という事業として、作業の際に使った草

刈り機や軽トラックの借り上げ料という形をとってきました。しかし、

金額に上限を設けていることから１万円から１万５千円前後ぐらいの

金額となっております。こうやって１０年が過ぎたわけですが、果た

してこういう状況というのを、更に続けていく必要性があるかどうか

と考えたときに、１０年も継続してきたのだから、ひとつ区切りをつ

けようかと考えたというのと、自主防災組織の再編ということで 12区

域のブロックで、広域的な組織を立ち上げる方向でいることをもって、

複数の集落が組織の母体となっていくことになります。そういった区

域内での交流をもっと促進していかなければとの考えから、「広域コ

ミュニティ形成促進事業」と名称をつけ、１ブロック当り１０万円く

らいを使っていただいて、区域の交流促進に向けた活動をしていただ

きたいと思っております。なお、草刈りといった作業は想定しており

ません。例えば、３世代交流のレクレーションですとか、カラオケ大

会や盆踊りなど、交流の計画を出していただき、それに対しての支援

をしていく形と考えています。こうした中で新しいコミュニケーショ

ンで、今後の１０年間の地域のつながりが出てきますので、その点で



の交流を促進していくための事業という風に考えていただければと思

います。この事業についても、委員の皆様から賛否両論あると思いま

すけれども、こういう交付の仕方があるのではないかといった意見を

いただきたいと思います。必ずしもこの計画どおりに進めていくわけ

ではなく、われわれの方から提案していることですので、その点につ

いては誤解なさらずに、皆様から徹底的に、こういった事業の良し悪

し、提案、ご意見をいただければと思います。 

 

 

髙見 健一 委員   これまで行ってきた河川清掃というのは環境整備事業なわけです。 

説明を聞いておりますと、コミュニティ形成促進事業は自主防災組

織が土台になっているようで、自主防災関係に地域枠予算を使いたい

から、環境整備事業をやめるというふうな形にとれるのですが。これ

まで、清掃活動をするにあたり機械の借り上げ料を市からいただける

というのがあって、活動の参加の声をかけやすかったわけです。 

 

 

伊藤 直人 会長   ただいまの髙見委員の質問ですが、今まであったのをやめるという

のが、果たしていいのかどうか。それについては、いろいろな考えが

あるようですが。 

 

 

伊藤 君夫 委員   これまでの説明ではっきりしたことが見えてこないように感じるの

ですが、この「広域コミュニティ形成促進事業」を推進していくのに 

当って、計画を上げてくださいというような促進の仕方というのは、

どのポジションから、どういうふうに出していくのですか。自治会で

はなく、どこの機関から発信していくのですか。 

 

南外支所 

佐々木支所長     流れとしては、自主防災組織からと考えております。 

 

 

伊藤 君夫 委員   新しい自主防災組織がこれから立ち上がっていくわけですが、この

自主防災組織の区域となっている１２ブロックに対して、例えば第５

ブロックなどで自主防災組織が立ち上がり、その中で、コミュニティ

形成となるようなことをやってくださいということでしょうか。自治

会での河川沿いの草刈りとか、道路の清掃などの活動はなくなるとい

うことでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     市からの借り上げ料の支払いは、なくなるということです。 



伊藤 君夫 委員   そうすれば、１２ブロック単位での清掃活動を実施していくという

ことでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     そうではなくて、交流を促進する事業について助成していくという

ことなのですが。 

 

 

髙見 健一 委員   もう尐し、具体的に説明をいただきたいのですが。 

 

 

伊藤 君夫 委員   自治会への補助金も尐なくなってきているので、１２ブロックでの

活動を促進させたいというふうにとらえられる反面、交流をよくする

ために何かしかの事業をやって欲しいとも、とらえられるのですが。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     環境整備事業を、１２ブッロク単位での実施に移行させるという気

持ちは持っておりません。ですから、環境整備活動に助成するのは、

対象から外したいということです。ただ花壇の整備ですとか、自治会

の事業計画の中に位置付けられている事業は、それぞれあるわけです

が、全ての事業にわたって補助対象として市から補助金を交付するわ

けではありませんので、道路清掃にしても河川清掃にしても市からの

助成等あるなしにかかわらず自治会の事業として実行することについ

ては、何ら差し支えありません。 

 

伊藤 直人 会長   自治会４２団体の活動はそのまま残すということですか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     そうです。 

 

 

伊藤 直人 会長   この事業は、年度当初から即発生してくる事業だと思いますので、

この際皆さんの意見をお聞きしたいと思います。 

 

 

今野 幸蔵 委員   来年度の事業ということで、５７６万８千円の予算を、固定的なも

のではないでしょうけれども、残りが８万４千円しかないようですが、

この中でやり繰りするとして、新しい事業をやりたいという話があっ

た場合はどうするのでしょうか。 



伊藤 直人 会長   地域枠予算は暫定的な大枠の予算ですので、これから変更されたり

と、弾力的な使い方をするものですので。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     仮に各自治体など、色々な団体から要望等が出てきたときは、その

都度判断して、これを地域枠予算でやるかどうかを含めて、できるだ

け実施していく方向で、進めていきたいと思います。 

 

 

今野 幸蔵 委員   そうすれば、要望した組織の方で要望した金額について、事業予算

を減らすことを願うこともあるのでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     そういうこともあると考えております。 

 

 

伊藤 直人 会長   弾力的に考えていただければと。 

 

 

今野 幸蔵 委員   わかりました。 

それで、今まで環境整備事業で自治体への助成があったということ

で、組織的に取り組んできておったのですが、それをなくすというの

は、やはりどうなのかなと思います。環境整備事業への助成はこれま

でで充分だから、自主防災関係へ切り替えるというのは分かるのです

が、河川清掃といった環境整備事業に各自治会で積極的にやれるよう

に、助成を残して欲しいと思います。 

 

 

伊藤 直人 会長   自治会連絡協議会からの意見等はどうでしたでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     これから、説明することになっています。 

 

 

伊藤 直人 会長   地域協議会もそうだけれども、自治会の皆さんの意見も心配すると

ころです。 

 

 

 



南外支所 

佐々木支所長     河川清掃を継続して助成を残して欲しいということであれば、皆さ

んの総意ということですので、尊重しながら進めたいと思います。 

 

 

今野 幸蔵 委員   私もはっきりわからないので、お聞きするのですが、県道沿いの草

刈りといった維持費への補助等は県などからないのでしょうか。 

 

 

市民サービス課 

髙橋課長       国道の側溝清掃ですとかを、神岡北楢岡で実施しているわけですけ

れども、国土交通省から軍手とごみ袋をもらってボランティアでやっ

ているという話は聞いておりますが、お金とかが入るというのはない

と思います。 

 

 

伊藤 直人 会長   議論は尽きないようですが、他にご意見ございませんか。 

 

 

（なし） 

 

 

伊藤 直人 会長   なければ、２７年度事業計画につきましては、年度初めから予算執

行していく事業があるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

伊藤 直人 会長   それでは続きまして、３）の平成２６年度地域枠予算対象事業の承

認につきまして、審議したいと思います。救急医療情報キット配布事

業につきまして事務局より説明願います。 

 

 

市民サービス課 

伊藤参事       【資料説明】 

 

 

伊藤 直人 会長   はい。ただ今説明をいただきましたけれども、委員の皆様から何か

ご質問等ございませんでしょうか。 

 

 

髙見 健一 委員   健康保険証等のコピーはどこでとるのでしょうか。各家々で書類等

を役所へ持ってきて、コピーをとるという形をとるのでしょうか。 

 



市民サービス課 

伊藤参事       この事業は、これから新しく結成されます自主防災組織の皆さんに

内容を説明して、防災キットをブロック内の方々に説明しながら配布

していただくものですけれども、その医療情報については、個人が 

持っているものであれば原本を容器に入れておいてもいいのではない

かと思います。 

 

 

髙見 健一 委員   頻繁に病院に行く人であれば、保険証の原本を入れておくのは、無

理ではないでしょうか。そうなってくると、健康保険証等のコピーを

だれがどのようにしてとるのかということになってくると思うのです

が。 

 

 

市民サービス課 

髙橋課長       今後検証していきます。 

 

 

伊藤 君夫 委員   この事業は実例があって、あると便利ということからでてきたアイ

ディアなのでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     県内４、５か所で実例があります。それで、この事業のいいところ

は、このキットを持っているという情報を広域消防本部に提供します。

そして、広域消防本部では地図情報に命のバトンを持っている人の住

所と電話番号、名前をインプットしておきます。万が一１１９番の通

報があった場合は消防本部では、この人はバトンを持っている人だと

わかる。救急搬送のため自宅に着いたときに冷蔵庫の中に命のバトン

が入っている。そこから通院情報や薬の情報を手掛かりにして、病院

に運ぶ時に、情報を共有し合っていくらかでも救命の効果を高める。

そういった役割を果たすところにあります。 

 

 

伊藤 君夫 委員   消防や医療機関の方であった方が便利だということで必要としてい

るものなのでしょうか。通常であれば、行き倒れになったとしても人

命救助ということで、最初に病院に運ぶわけですから、あえて必要な

いのではないかと思うわけですが。搬送されて入院となれば、保険証

等は後からでも対応できるのでないでしょうか。 

 

 

 



南外支所 

佐々木支所長     消防、医療機関ともお互いに、あれば便利になるというのが土台に

ある事業です。 

 

 

伊藤 君夫 委員   わかりました。 

 

 

伊藤 直人 会長   この件に関して、他にご意見などありませんか。 

この事業については、啓蒙活動はかなりしないといけないと思います。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     基本的には、７０歳以上の一人ぐらしの方や高齢者世帯など関係な

く、７０歳以上の人がいる家に配布するということです。 

 

 

伊藤 直人 会長   南外地域全世帯ということでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     世帯ではなく人数でして、７０歳以上の方が１，１００人くらいお

ります。その方々がおる家の玄関先に「命のバトン」と書かれたシー

ルを貼っておいてもらい、冷蔵庫の扉にはマグネットタイプのものを

貼ってもらい、冷蔵庫には筒状のケースを入れておいてもらう。そん

なに頻繁に使うものではないので、それがいいかどうかというのは、

いろいろ判断が別れることだろうとは思います。 

 

 

髙見 健一 委員   社会福祉協議会との関係はどのようになるのでしょうか。社会福祉

協議会の高齢者への事業として同じものを２つ持つようなことはない

のでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     社会福祉協議会では、やっておらない事業です。 

 

 

 

佐々木真由美委員   よろしいでしょうか。うちの、おじいさん、おばあさんには社会福

祉協議会の方から、老人クラブからの紹介もあって、もしも倒れたと

きに備えて、既往歴とか、自分の名前とか住所、緊急の際の連絡先な



どを書いたものを、外出する時に持ち歩けるようにしたものをもらう

ことにしているのですが、それとはまた別にということでしょうか。 

南外支所 

佐々木支所長     社会福祉協議会で作成しているのは、外出時に持ち歩くということ

を目的にしているものですが、この事業では、備え付けることを目的

にしたものであります。 

 

 

髙見 文子 委員   ケースの中に入れるものとして、救急情報シートや健康保険証等の

コピーということでしたけれども、コピー等を準備することができる

家族の方がいればいいのですが、高齢者だけの世帯とかで準備するこ

とができない場合は、事業説明書に自主防災組織で配布すると書いて

あるので、思うに各自治会の会長さん方ということになろうかと思う

んですけれども、健康保険証の写しをとるといったことがやれない場

合はやってあげるということになるのでしょうか。 

それと、大変レベルの低い話で恐縮なのですが、１２の自主防災組

織のうち自分がどの組織に入っているのか、運動会と同じブロックと

いうことは聞いているんですけれども、今回このキットを配布すると

きに、どの組織に入っているのかをきちんと周知したほうがよいので

はないでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     自主防災組織の設立については、２７年度事業で進めていくことで

計画しております。 

今回の情報キット配布の流れの中で、情報の提供を拒否したり、他

人が保険証のコピー等について関わることを拒否したりということで、

結果的に協力できないという人が出てきた場合には、どこまでも協力

を願うことはできないと思います。そういった場合は、特に必要とし

ていないということだと思いますので、その点については今後の運用

の中で検討していきたいと思います。趣旨はどうかというところを審

議していただければと思います。 

 

 

伊藤 直人 会長   髙見健一委員、髙見文子委員のおっしゃることはもっともだと思い

ますので、よく指示していただくようにお願いします。 

他に、皆様から何かこの案件について、ご意見等ございませんでしょ

うか。 

 

 

（なし） 

 



伊藤 直人 会長   なければ、この案件については了承してよろしいでしょうか。 

 

 

（はい） 

 

 

伊藤 直人 会長   では、承認ということでよろしくお願いします。続きまして４）平

成２７年度地域枠予算対象事業の承認について審議したいと思います。

南外地域自主防災組織再編事業の説明を事務局より説明願います。 

 

 

市民サービス課 

伊藤参事       【資料説明】 

 

 

伊藤 直人 会長   はい。ただ今説明をいただきましたけれども、委員の皆様から何か

ご質問等ございませんでしょうか。 

 

 

伊藤 君夫 委員   この地域防災組織再編事業というのはどの部署で担当していく事業

なのでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     市民サービス課の防災担当です。 

 

 

伊藤 君夫 委員   大変な事業となるわけですが、講師を呼んでみんなで勉強会のよう

な形の事業を地域枠予算でやらなければならないものなのでしょうか。

防災部分の予算ではできないのでしょうか。地域防災組織という点を

考えると市の予算で対応できないのでしょうか。 

先程の来年度の地域枠予算の計画についてもそうでしたけれども、

Ⅰ型とⅡ型だけで、大半となっている。南外地域の地域枠予算として

Ⅰ型やⅡ型を多くしていかなければ、予算を消化しきれないんだなと

感じてしまい、防災関係の事業にしても地域枠予算から出そうという

風に見えざるをえないのですが、防災というのはそういうものなので

しょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     確かにおっしゃられることは分かるのですが、予算関係になります

と、全市、南外を含めて各地域の支所分が盛り込まれておりますが、



単独の事業をやる分に関しての予算というのは、なかなか認めていた

だけないというのが実態です。そういった部分で、これは地域独自の

事業という位置づけでの見方をされておるものですから、地域枠予算

でもって財源確保するといった方法しか、今のところはないというの

が実情です。 

 

 

髙見 健一 委員   今の伊藤君夫委員からもあったとおり、市の予算がとれないので地

域枠予算からというような感じを受ける。もう尐し市から予算をみて

もらうことはできないのでしょうか。 

 

 

伊藤 君夫 委員   防災の重要性からすれば自主防災組織というのは、地域単位で考え

るようなものではないように感じるのですが。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     自主防災に関する取り組みについては、現在、組織の設立率が３分

の２、６５．６％です。１００％を達成しているのは南外を始め、神

岡、西仙北、太田の４つの地域となります。残りの地域では、まだ自

主防災組織が１００％を達成しておらない状況にあります。それを 

１００％まで持っていくというのは、各支所単位の取り組みとなって

います。ただ、その点については特に経費を必要とする話ではないの

で、何としても各地域の事情によって、ことさら南外の場合は再編す

るということですから、１００％にはなっているわけですが、他の地

域よりも防災力を強化するということでの取り組みなので、南外地域

固有の事業という捉え方をされているのが現状です。その点をご理解

願えればと思います。 

 

 

   伊藤 直人 会長   南外地域独特の取り組みのようですので、なかなか市の予算でという

のも難しく、Ⅰ型にせざるをえなかったように感じられますが、地域

枠予算から支出することについては、髙見健一委員からの意見につい

ては検討課題だと思いますので、検討の程よろしくお願いします。       

その他に何かみなさんの方からご意見等ございませんでしょうか。 

 

 

（なし） 

 

    

   伊藤 直人 会長   なければ、新聞等でも評価されている事業でもあることですので、承

認ということで、よろしいでしょうか。 



（はい） 

 

 

伊藤 直人 会長   それでは、南外地域自主防災組織再編事業については承認というこ

とにいたします。次に第３回南外おらほの桜まつり開催事業について

事務局より説明願います。 

 

 

市民サービス課 

伊藤参事       【資料説明】 

 

 

伊藤 直人 会長   はい。ただ今説明をいただきましたけれども、委員の皆様から何か

ご質問、ご意見等ありませんでしょうか。 

 

 

（なし） 

 

 

伊藤 直人 会長   ないようですので、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

 

（はい） 

    

 

伊藤 直人 会長   それでは、第３回南外おらほの桜まつり開催事業については承認と

いうことにいたします。次に南外地域版広報特別号発行事業について

事務局より説明願います。 

 

 

市民サービス課 

今田主査      【資料説明】 

 

 

伊藤 直人 会長   ただ今説明をいただきましたけれども、皆様からご意見、ご質問ご

ざいませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

伊藤 直人 会長   ないようですので、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（はい） 



伊藤 直人 会長   それでは南外地域版広報特別号発行事業については承認ということ

にいたします。次に５）地域版振興計画について事務局から説明願い

ます。 

 

 

市民サービス課 

伊藤参事      【資料説明】 

 

 

伊藤 直人 会長   今年１月２８日に南外ふるさと館で行いました意見交換会の内容を

網羅していただけたのかなと思いますけれども、１回だけの開催で、

時間も制約された中での会合でしたので、なかなか結論といいますか、

打開策というのは難しいものがありましたけれども、尐しずつでも皆

さんからご意見をいただきながら、その声を反映させて南外地域の振

興計画をまとめあげていただきたいと思います。皆様から、この場で

何か話しておきたいこととかございましたら、伺いたいと思いますが、

皆様何かございませんでしょうか。 

 

 

伊藤 君夫 委員   この内容は、大仙市といいながらも旧南外村の展望といいますか、

この先の展開を含めた壮大な計画ということですよね。それで、素案

的な部分ということで今回の資料となっておるのでしょうけれども、

それで地域協議会や自治会などの、一般の人に投げかけてアイディア

や意見を収集して、この計画に反映したいということでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     そういうことになります。補足して説明させていただければ、資料

にある目標数値にもあるとおり、この計画は１０年間の計画です。 

２６年度現在はどうなのか、３１年度、３７年度は、どういう目標を

設定するのかという、今後１０年間を目指した計画であるということ

です。そしてまた、あくまでも南外地域に限定した計画であります。

大仙市全体の計画と同じにする必要性はないものです。 

 

 

 

伊藤 君夫 委員   １０年間の計画ということであれば、相当長期にわたる計画ですの

で、市民の目線を取り入れた部分も重要視されるということであれば、

提案なんですけれども、各地域の様々な会、例えば地域協議会や老人

クラブといった会の中からから委員を招集して、そこで検討してみる

ということはなくてもよいのでしょうか。 

 



南外支所 

佐々木支所長     それを、補足的に判断してくださる機関が地域協議会だと私たちは

認識しているところですが。 

 

 

市民サービス課 

伊藤参事       その点につきましては、素案ができた段階で、市全体でパブリック

コメントを求めることになっておりますので、広く周知して意見をも

らうという形をとることになっております。 

 

 

伊藤 君夫 委員   期間が短いように感じますが大丈夫でしょうか。 

 

 

市民サービス課 

伊藤参事       ６月から１１月までの６ヶ月ぐらいで進んでいきますので、もしか

すると短いと感じられるかもしれません。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     実際にできることも、できないことも、たくさんあるかと思います

が、この計画に盛り込んでおかないと、いざ実行しようしたときに、

市の予算取りもなかなかできなくなるということもあって、確かに今

まで継続してやってきた事業も載せておりますし、新たな方向に向か

って、挑戦していこうという地域活性化を目指した取り組みというの

も、載せておりますし、色々な切り口から見て計画に網羅させており

ます。そういった中で現実的に実現性がどれくらいあるかという担保

は度外視して、あくまでも１０年計画として載せて、それに向かって

進めていこうという趣旨の計画だということを、ご理解をいただきた

いと思います。 

 

 

伊藤 君夫 委員   希望としては、地域内にいる数尐ない若い世代からの意見を、職場

などにもお願いしてでも集めてもらい、議論を深めていただきたいと

思うのです。人生のベテランが集まって話をすれば、なんとかうまく

まとめてしまう部分が出てしまいます。だから今の若い人で、せっか

く地域にいる人達の意見も、なんとかして取り入れてもらいたい。職

場から何名かずつ出席してもらうという方法だと、なかなか集まらな

いということになってしまうので、その点について研究していただい

て、是非とも若い人達の要望とかを取り入れてもらいたいです。年輩

の方からは、現状のままでという話になってしまう傾向があるし、支

所では、これまでの様々資料があるので、だいたいの南外の問題点は



でてくるわけですが、そこにとどまらずに、これから先のことについ

て、どうにかして若年の方とは言いませんが若い人達から意見を集め

てもらえないでしょうか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     ただいまの意見については、努力してみます。ただ、地域協議会の

中にも若い人達がおりますので、まずは協議会の委員の方々が優先さ

れる形となっております。地域の代表ということでお集まりいただい

た協議会でもありますので、地域協議会から意見を出していただくと

いうことであります。 

 

 

伊藤 直人 会長   伊藤君夫委員からのご意見は、地域の将来のことを真剣に考えての

発言だと思いますので、ぜひ若い人達の意見を募って、振興計画に反

映するような体制をとってもらえないかという趣旨の発言でしたので、

いかがでしょうか。例えば地域協議会で任命というか、お願いして検

討委員会を立ち上げるとかという手もあろうかと思いますけれども、

他の委員の皆さんどうでしょうか。 

この会で意思決定していただけば、立ち上げについて実現に向ける

ことができると思いますので。 

 

 

髙見 健一 委員   他の委員の意見を聞くというのも分かりますが、検討委員会を立ち

上げるということになると、委員を募集する必要があるのではないか

と、思いますが。 

 

 

今野 幸蔵 委員   この地域協議会で決まったことが絶対ということではないと思いま

す。 

やはり若い人の意見というのも、どんどん尐なくなってきています

ので、ぜひ取り入れてもらえたらと思います。 

今回の振興計画の素案の４ページに、「地域の取り組み」の中に「自

治会活動の積極的な活動の推進」と書かれてありますが、まさにその

とおりだとは思うのですが、では実際にはどうしたらよいのだろうか

と思うわけですけれども、自治会も人数が尐なくなって反動で積極的

に動けない状態で、隣り集落等と協力してやっていくというのも課題

となっているのですが、自治会の組織がしっかりしていないと、自主

防災組織もうまくいかないのではないかと思うのです。ここに自治会

活動の積極的な活動の促進とあるのですが、この点をもう尐し踏み込

んだ方が良いのでないかと思います。自治会というのは一つの組織で

すので、組織の活性化というところにもっと、もっと支援が必要では



と、例えば先ほど話にありましたとおり、環境整備活動への借り上げ

料を削る方向になったりすれば、支援がまたなくなったということで、

自治会活動もやらなくなってしまうところもでてくるのではないかと

思うわけです。私たちの集落でも、どうにかこうにかしてやっている

わけですけれども。自治体の活動に地域枠予算を使ってもっと誘導し

ていくことも必要ではないかと思います。先ほど話にあったとおり、

市の予算から持ってくることもできる事業があると思えます。この点

について南外地域でこういう事業をやりたいから予算を付けてくださ

いと要求していくことが大事ではないかと思います。そういう事業で

地域枠予算を消化していけば、見栄えはよいかもしれませんが、そう

ではなくて、自治会の活動を支援して活性化へ誘導していくことが必

要ではないかと思います。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     自治体そのものが、基礎自治組織なので、やはり自治体の活性化と

いうのをなくして、地域というのは成り立ちえない。それがだんだん

希薄化されているのが現状だと思います。そのテーマについては、地

域協議会といよりは自治会連絡協議会がありますし、独自な組織体系

を持っていますので、ただいまの自治体の活性化のためにどうあるべ

きかという部分については、そちらの組織の方で自治会の会長さん達

が集まったなかで、いろいろな自治会活動のなかで同じ課題を持って

いると思いますので、検討していきたいと思っております。 

 

 

伊藤 直人 会長   ただいまの今野委員のご意見は、自治体がもっと活発に動けるよう

な仕組みを作るために、議論を掘り下げることと行政の方からも積極

的に支援するような体制づくりが必要ではないか、それが地域の不安

であり、切なる願いだと思いますので、よろしくご検討願います。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     それで、その部分については小規模集落コミュニティ対策への提言

の中に、自治体の課題というものが既に網羅されております。それで、

その中身を分析したところ、やはり若者の自治会活動への参加があま

りないというのがありまして、いろいろと仕事などで忙しいというの

や、父親がいると息子には出番がないというような、もろもろの状況

があるようです。そうすれば、その若者をくくりとした自治会の中で

の組織で、活性化ができないだろうかということをこれから検討して

いくことによって、どうすれば自治会がいろいろな世代が参加できる

形で活性化ができるかといったことなどを、これから集中的に、南外

全体がこんなに変わって良くなったと、そんな自治体に変わっていた



だけるように、まずは市がどうということではなくて、自らの地域の

問題として協議する機会を作っていかなければならないと思います。 

 

 

伊藤 直人 会長   課題は見えているようですが、特効薬が見えないといいますか、な

かなかないというのが現実のようですので、この振興計画につきまし

ては、もう尐し時間があるようでございますので、皆様からご意見を

とりまとめたいと思いますので、考えていただきながら次回の地域協

議会で伝えていただければと思います。それで先ほどお話しありまし

たけれども検討委員会的なことを、これから選抜して立ち上げること

ができればと思いますが。 

 

 

市民サービス課 

伊藤参事       その件についてですが、素案については４月末までには、まとめな

ければならないこともありまして、皆様に見ていただいているわけで

す。 

そして、その結果を本庁へ提出して、それから調整がなされた上で、

その後にもう一度地域協議会で、検討していただくことになっており

ます。それがだいたい６月ぐらいになろうかと思います。ですので、

４月末までには一度南外地域での意見を反映させた状態には持ってい

きたいのですが。 

 

 

伊藤 直人 会長   そうすれば、検討委員会的なものを立ち上げることは期限的に無理

のようですね。そうすれば、各委員の皆様、この件に関しまして、そ

れぞれ、いろいろと検討いただきまして、事務局の方にお伝えいただ

けたらよいかと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

 

（はい） 

 

 

伊藤 直人 会長   他に、ご質問ございませんか。 

 

 

（なし） 

 

 

伊藤 直人 会長   なければ、この件に関しましては以上とさせていただきたいと思い

ます。 

次に、「４ その他」に入りたいと思います。委員の皆様から何か



この場でお話ししたいことなどありましたら、お伺いしたいと思いま

す。何かありませんでしょうか。 

 

 

髙見 健一 委員   市、あるいは地域協議会からの要望として提出してもらいたいので

すが、矢向トンネルについてなのですが、この前も車の事故が発生し

ておりますし、冬の間ロードヒーティングにしてもらいたく、その件

を要望として提出してはどうかと思うのです。トンネルを通るのが嫌

で、大畑の方を回っている人がけっこういるのですが、大畑は道が狭

いし、時間もかかるという話がでております。特に自分の事故という

よりは、もらい事故が一番怖く、冬の間、通るのに、ひやひやしてい

る。ロードヒーティングにしてもらえれば、事故は減るかと思われま

すので。 

 

 

伊藤 直人 会長   ただいまの髙見委員の発言につきまして、１月２８日にふるさと館

で話し合って、地域振興局にお願いしていこうという話でしたので、

いよいよこれを本格的に実施に移したらどうかと思いますけれども、

みなさん、いかがですか。 

 

 

（はい） 

 

 

伊藤 直人 会長   それでは、要望書等を作っていただくようなことはできますか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     そのように、対応します。 

 

 

伊藤 直人 会長   前にも矢向トンネルについては地域協議会から要望して、叶えてい

ただいた実績がありますので、それを更に踏み込んで、もっと危険回

避に向けた要望書にして、提出したいと思います。 

他に委員の皆様から、何かなかったでしょうか。 

 

 

今野 幸蔵 委員   私の気持ちとしてなのですが、合併して１０年が経ったわけですけ

れども、合併した当時、私が考えていた支所とは違っている。本庁に

行けば、たくさん職員がいる。支所に来れば、がらんとしている。そ

れで、物事が全部本庁でということで、支所経由で本庁に物事が流れ

ている。それで支所の方では、本庁でやっているので分からないでい



ることが結構ある。でも、やはりそれは違うのではないかと思います。

南外支所にいる人は感じているのではないかと思うのですが、一つの

例をあげますと、転作に係る基準単収が南外の山間部も、大曲も皆一

緒にして物事をやるというのは不公平極まりないと思います。 

 

 

髙見 健一 委員   旧仙北町は１２俵も採れる。南外は山間部ですから、７俵ぐらいし

か採れない。その差が５俵もある。それで価格はみな一緒ですし、も

う尐し細やかな配慮が必要と思う。 

  

 

今野 幸蔵 委員   農家は稲が主なものですから、どこかで救ってもらう部分がなけれ

ば、なかなかやっていけない。 

 

 

伊藤 成幸 委員   今の件に関しましては、秋田おばことしても、市に要望はしており

ます。市からの回答としては、県でそういう考えのもとで指導を受け

ており難しいとのことでした。南外はやはり先ほど今野委員からお話

しがありましたとおり、単収が低いものですから、共済野帳にある基

準収量で配分してもらえないかとお願いはしたのですが、事務的なこ

とでの「しばり」があって対応できないということでした。 

 

伊藤 君夫 委員   大仙市全体でみると、中山間地の旧過疎地域を合併の中に入れたこ

とによって、過疎対策みたいな形でかなりの予算が来ているわけです

が、南外地域のような過疎地域が大仙市の中にあることによって、過

疎対策費のような形で国からきて、市の予算の何割かを担っていると

いうのは、あえて市ではうたっていないわけですが、それがあること

によって、予算措置できている部分もあるので、本当に過疎化してい

る地域へ充当してもらうことなどしてもらわないと、何ともしがたい

ものがあるのですが。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     支所のあり方については、今後も支所そのものをなくすという風な

方向ではないです。支所そのものは、どこまでも残す。ただ、人員体

制については、分かりやすく言いますと退職者が年間５０人。それに

対して採用する人は２０人。毎年３０人は減っていくという流れがこ

こ数年続いてきています。そのあおりを受けて、支所の職員も毎年１

人や２人減っています。ただ、頭数を減らすということは、支所の人

員を勘案すると、地域住民との接する事業を考えると、かなりの業務

になっているというのは支所に来て初めて分かりました。一見、窓口

に来る人の数だけを見ると、支所はお客さんが来ないところだなと、



という話になるのですが、やはりそうではなくて、現場の対応、現場

へ行くための対応など、もろもろ含めるとかなりの回数、外に出てい

る場合があります。それもあって、支所内に職員がおらないという場

合も、おうおうにしてあります。ですから、今の人数を優先しただけ

の削減を考えていたのでは、支所の存在というのはなくなっていく。

支所がなくなるということは、今国が進めている地方創生の地方が脚

光を浴びる状況とは反比例していくことになります。そういう点では、

南外はよくやっているところだと、地域活性化に向けた取り組みや、

他の地域がしていないことをしていると評価もいただいております。

今後も支所と地域協議会委員の皆さんとで連携して、よりよい地域を

作っていくことが求められておりますので、努力していかなければな

らないと思っております。 

 

 

伊藤 直人 会長   他にございませんか。 

 

 

南外支所 

佐々木支所長     報告ですけれども、昨年の８月に豪雨災害で発生しましたグリンロ

ードの崩落部分ですけれども、好天に恵まれて復旧工事が予想以上に

進みまして、ほぼ完了した状態になっております。完成検査が３月２

７日というスケジュールになっております。はっきりと決まりました

ら、回覧等で地域の皆様に周知していきたいと考えております。 

 

 

伊藤 直人 会長   他に事務局からありませんか。 

 

 

市民サービス課 

髙橋課長       私事で大変恐縮ですが、一言お礼を申し上げたいと思います。あと

２２日で、南外３３年、神岡５年の３８年の公務員生活を終了するこ

とになります。大変皆様にはご迷惑をおかけいたしましたし、ご指導

もいただきまして、ありがとうございました。今後４月から１年だけ

再任用とういう形で、大仙市の職員としてお世話になりますのでよろ

しくお願いしたいと思います。３８年間いろいろとご面倒になりまし

て、ありがとうございました。 

 

 

伊藤 直人 会長   本日は長時間にわたりまして、ご審議いただきましてありがとうご

ざいました。髙橋課長におかれましては、地域協議会以外の面でも大

変お世話になりました。ありがとうございました。 

以上で本日の議題は全て終了させていただきたいと思います。次回



新年度 1回目の協議会になりますが、４月下旬頃を予定しております。

どうか、よろしくお願いいたします。これをもちまして、平成２６年

度第５回南外地域協議会を閉会いたします。皆様お疲れ様でした。 

 

午後８時２２分終了 
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