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平成２１年度 第１回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２１年４月３０日（木） 午後６時００分から午後８時００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）委嘱状の交付

（３）職 員 紹 介

（４）副市長あいさつ

（５）地域協議会の概要について

（６）議 題

１）会長及び副会長の選任について（会長あいさつ）

２）会議録署名委員の指名

３）地域枠予算の承認について

①楢岡さなぶり酒花火事業

②悪戸野地区道路側溝薬剤散布事業

③河川清掃事業

４．その他

（１）次回協議会日程について

５．出席者氏名

（１）出席委員（１７名）

伊藤 直人、伊藤 正照、伊藤 葉子、菊地喜代司、佐藤 豊、

伊藤 君夫、伊藤 辰郎、今野 幸蔵、今野 純子、佐々木武男、

佐々木タヨ子、佐々木雅子、佐藤のり子、高橋 恵子、高橋 元司、

高見 健一、高見 文子

（２）大仙市役所 企画部（４名）

副市長 久米 正雄 企画部長 小松 辰巳

企画部総合政策課副主幹 福原 敬

企画部総合政策課主任 橋場 渉

（３）南外総合支所各課長（４名）

市民課長 高橋 定悦 農林振興課長 高橋 公太郎

建設課主幹 佐藤 司 教育委員会南外分室長 佐々木 繁雄
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（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 地域振興課主査 高橋 智行

地域振興課主任 木村 愼吾

６．欠席者氏名

欠席委員（１名） 伊藤 誠一

７．会議録

（１）開 会

佐藤地域振興課長 本日はお忙しいところ御出席いただきましてありがとうございま

す。御案内の時間となりましたので、ただ今から「平成２１年度第

１回南外地域協議会」をはじめさせていただきます。

会を始めます前に、久米副市長より委嘱状の交付がございます。

恐れ入りますが、お名前をお呼びしますのでその場でお立ち願いま

す。

久米副市長 【委嘱状交付】

佐藤地域振興課長 続きまして新しい年度が始まり、職員に異動がありましたので、

総合支所長から職員を紹介させていただきます。

佐々木総合支所長 【職員紹介（１５名 】）

佐藤地域振興課長 ここで久米副市長がみなさまにごあいさつ申し上げます。

久米副市長 【あいさつ】

このたびは地域協議会委員をお引き受けくださり、心より感謝申

し上げます。合併により誕生した大仙市は、地方自治法に定める地

域自治区を選択し、各地域に地域協議会を設置いたしました。

この地域自治区は合併前の各地域の特性を生かしながら、住民自治

を活性化することにより、新市の振興ある発展を目指すための制度

であります。地域自治区における最も重要な機関が地域協議会であ

り、総合支所とともに地域の課題解決にあたることとしています。

大仙市では各地域が自己の責任において、自らの裁量で執行できる

地域枠予算を設けることにより、住民自らが地域の未来を考え実行

できる仕組みを作りました。これまで、４年間８つの地域協議会に
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おきましては、それぞれの地域の課題を自らの力で解決する仕組み

づくりをすすめていただくとともに、地域ごとに地域振興計画を策

定するなど、委員の皆様には活発な活動を展開していただいており

ます。こうした取り組みの結果、地域協議会は市民と行政との協働

のまちづくりの核として多くの市民から高い評価をいただいている

ところです。

平成２１年度を迎え、委員の皆様の任期満了に伴い地域協議会は

新たなスタートをきることになりますが、引き続き委員をお引き受

けいただいた皆様におかれましては、協議会のリード役として御尽

力をいただきたいと思いますし、新たに委員になられた皆様におか

れましては、協議会の活動をより一層充実させていただくため積極

的な御意見・御提案をいただきますようお願いいたします。

本年度の地域協議会関連予算におきましては、委員の皆様を対象

とした全体研修を開催するほか、先進地視察などの活動を支援する

活性化事業、地域の特色・独自性を生かしつつ地域課題に対応する

ための地域枠予算を昨年度と同額計上しております。

この地域枠予算につきましては、市民のまちづくりへの参画意識を

高めていくため、制度を積極的に活用していただけるよう一層ＰＲ

に努めて参りたいと考えております。

これからの市政の運営にあたりましては、これまでと同様、市政

は市民のためにを基本理念といたしまして、市民と行政が共通する

目的や目標を実現するため、それぞれの特性を生かしながら一体と

なった取り組みをすすめ、相乗効果をあげることができるよう、さ

らに踏み込んだ市民との協働のまちづくりに勤めてまいります。

又、常に市民の目線に立ち、現場に足を運び、市民と一緒に汗をか

くとともに、市民による市政評価やわかりやすい情報提供などによ

って、行政情報を市民と共有する体制をより充実させ、住民自らが

主体的な活力ある地域づくりに参画できるよう、今後とも努力して

まいりたいと思っております。

委員の皆様におかれましては、これまで以上の御理解・御協力賜

りますようお願い申し上げますとともに、本協議会が実りあるもの

となることを御祈念申し上げまして挨拶とさせていただきます。

佐藤地域振興課長 議事に入ります前に、今回は委員改選後はじめての協議会であり

ます。たいへん申し訳ありませんが、再任の委員の皆様には再確認

の意味で若干お時間をいただき、事務局より地域協議会の概要につ

いて説明します。

判田参事 【地域協議会の概要について】

資料１ 大仙市地域自治区の設置等に関する条例について
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南外地域協議会運営規程

資料２ 南外地域振興計画

資料３ 地域枠予算の運用に係るガイドライン

今年度で４年目となります地域協議会ですが、地域枠予算を有効

に活用していただくということで、いろいろな機会をとらえ、自治

会の皆様にも具体例を示して説明しておりますが、周知の不足や実

施主体の未整備な分があり、十分に活用しきれていない面もありま

す。地域協議会におきまして、申請のあった事業におきまして、内

容を審査して、地域枠事業として実施の適否を判断していただきま

すが、委員の皆様には、この地域枠予算の周知につきましてもさま

ざまな機会を捉えまして、御協力いただければと思っております。

佐藤地域振興課長 ただ今の説明につきまして御質問等ありましたら、御発言お願い

いたします。

なければこれで事務局からの説明を終わりますが、以後いろいろ

な場面で御質問等ございましたら、その都度受けさせていただきま

す。今日のところはこのまま進行させていただきます。

それでは、議事に移ります。

本日の協議会は、委員の２分の１以上が出席しておりますので、

大仙市地域自治区の設置に関する条例第９条第３項の規定により本

協議会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

それでは、次第６の議題１、会長及び副会長の選任についての進

行につきましては、佐々木総合支所長が行います。

佐々木総合支所長 暫時の間、進行役を努めさせていただきます。

それでは、議題の１「会長及び副会長の選任について」ですが、

先ほどから条例・運営規程の説明がございましたが、皆さんの互選

により選出することになっております。どのような方法で選出した

らよろしいでしょうか。選出方法について御意見ございましたら御

願いしたいと思います。

佐藤豊委員 選考委員で。

菊地喜代司委員 前会長と副会長を教えてください。

佐藤地域振興課長 前会長は伊藤辰郎委員、副会長は伊藤正照委員でございました。

菊地喜代司委員 わかりました。
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佐々木総合支所長 ただ今、佐藤豊委員から選考委員をたてて選出したらという御意

見がありましたが、人数等については特にございませんか。

選考委員という御意見ですが、よろしいでしょうか。

佐藤豊委員 前に選考委員で決めた経緯がございます。その時の人数は３人で

した。

佐々木総合支所長 選考委員ということで、しかも人数は３人ということですがそれ

でよろしいでしょうか。御異議なければ選考委員を３人推薦してい

ただきたいのですが。

事務局で選出という御意見がありますが、よろしいでしょうか。

異議なしの声

佐々木総合支所長 はい、ありがとうございます。事務局より選考委員３人をお願い

します。

佐藤地域振興課長 私の方から提案させていただきます。

１１名の方々が引き続き委員として留任なさっておりますので、そ

の中から二人を、もう一人は新しく委員になられた方の中から指名

してよろしいでしょうか。

はいの声

佐々木総合支所長 引き続き委員をお願いしている佐藤豊委員と今野幸蔵委員、新し

い委員の方では高見健一委員にお願いしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

佐々木総合支所長 はい。佐藤豊委員、今野幸蔵委員、高見健一委員３名にお願いい

たします。規約と若干違うところもありますが、会長と副会長を同

時に選考委員の皆様から選出していただきたいと思います。

そのような方法でよろしいでしょうか。

異議なしの声

佐々木総合支所長 ありがとうございます。選考委員の皆さんには会長と副会長をセ

ットで選出していただきたいと思います。

選考中
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佐々木総合支所長 再開します。それでは選考結果について代表の方から発表いただ

きたいと思います。

佐藤地域振興課長 佐藤豊委員からお願いしたいと思います。

佐藤豊委員 私の方から選考結果を発表いたします。会長は留任で伊藤辰郎委

。 、 、員にお願いします 副会長については 新しい方からということで

３人の意見が一致し、伊藤直人委員にお願いします。以上です。

佐々木総合支所長 ありがとうございました。ただ今選考委員の代表の方から、会長

には伊藤辰郎委員を再任。副会長には新任の伊藤直人委員というこ

とですが、皆様御異議ございませんでしょうか。

拍手

佐々木総合支所長 それでは、会長には伊藤辰郎委員、副会長には伊藤直人委員とい

うことで、決定させていただきます。早速ですが、伊藤会長には議

長席の方へ移動願いまして、引き続き議事の方をお願いしたいと思

います。

よろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 ただ今選考委員によりまして第２期目の会長に選出されまして、

皆様から御承認をいただきました。会長の任務を勤めさせていただ

きます。４年間地域協議会の会長を勤めさせていただきまして、さ

まざまな事業をしてきましたが、本来の意味での地方自治といいま

すか、地域の住民が自分たちが本当に求める事業、あるいは行政と

一緒になってやる事業、あるいは自分たちが発想して補助金をもら

ってやる事業など、さまざまな形でやってきた事業ですが、まだま

だ一部の声から発する事業が多かったのではないか、本当の意味で

地域の自治会の方々が発想する事業というものが、まだ十分にくみ

とれていないのではないかとそんな感じをもっております。

新しいメンバーも加わりまして、これから第２期の南外地域協議

会がスタートするわけでございますが、新しい委員の皆様方にも是

非、積極的に活発な意見を出していただきまして、この会が本当の

意味でのこの南外地域の活力の源になれば大変いいなあとそんなふ

うに思っておりますので、委員のみなさま方の更なる活発なる御意

見の開陳、そして討論をお願いしたいと思います。

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 これから議事に移るわけですが、以下の議事につきましては、皆
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様にお願いすることとし、ここで副市長が退席いたします。

５分間休憩

伊藤辰郎会長 それでは会を再開いたしたいと思います。

はじめに議事録署名委員を指名いたします。伊藤直人委員と伊藤

正照委員にお願いいたします。

議題に入ります。議題の３ 地域枠予算の承認についてでござい

ます。はじめに「楢岡さなぶり酒花火事業について」審議をいたし

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 ただ今説明がありました「楢岡さなぶり酒花火事業」について審

議をしたいと思います。御意見、御質問がありましたら御発言をい

ただきたいと思います。菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 去年私もグラウンドゴルフに参加させていただきましたが、大変

好評で、大勢集まるし、是非ともこれを広げていってもらいたいと

思っておりました。また、これに対し「南外小唄大会」とあります

が、この計画は時間帯等はどのようになっているのでしょうか。

もし、計画がわかっていましたらお知らせ願いたいと思います。

伊藤辰郎会長 それでは実行委員長の伊藤直人さんから、御説明お願いいたしま

す。

。 、 、伊藤直人委員 伊藤でございます ただ今の御質問ですが 花火を上げる時間は

ある程度暗くなってらかとなりますので、花火の前の余興のひとつ

として行う予定ですので、概ね５時か６時の時間帯になろうかと思

います。以上です。

伊藤辰郎会長 その他御質問・御意見がありましたらお願いしたいと思います。

生保内節全国大会・飴売り節全国大会もありますから、できれば

最初から南外小唄全国大会という冠をつけた方が良いのではないか

と思いますが、どうでしょうか。

伊藤葉子委員何か御意見ございませんか。

伊藤葉子委員 夜の部の民謡の同好会の方々の前に、南外小唄の踊りにグループ

でたくさん参加したいと思いますので、婦人会の方に呼びかけてい

ただいた方が良いと思います。
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伊藤辰郎会長 ただいま、婦人会等に呼びかけて南外小唄の踊りをやっていただ

けるそうですので、実行委員長の伊藤直人さんよろしくお願いいた

します。そのほか御意見・御質問ございませんか。

ないようですので、この事業について、御承認いただいてよろし

いでしょうか。

異議なし

伊藤辰郎会長 ありがとうございました。それでは「楢岡さなぶり酒花火事業」

については御承認いただいたということで、次に進みたいと思いま

す。

続きまして、二つ目の事業でございますが 「悪戸野地区道路側、

溝薬剤散布事業」についてです。

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 ただ今二つ目の事業につきまして、説明がおわりました。

この事業につきましての御意見・御質問をいただきたいと思いま

す。

、 、これは毎年 しかも地域枠予算の前から事業を行っておりまして

地域枠予算がスタートしてから毎年予算をいただいている事業でご

ざいます。何か御質問ございませんか。

ないようでございますので、この事業につきまして御承認をいた

だいてよろしゅうございますか。

それでは、２番目の生活環境衛生事業であります「悪戸野地区道

路側溝薬剤散布事業」につきまして御承認をいただいたということ

でございます。それでは、次へすすめさせていただきます。

次は３番目でございます 「河川の清掃事業」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 ただ今河川清掃事業の説明と実施要項の説明をあわせてしていた

だきました。この事業につきまして、御意見・御質問がございまし

たら御発言をいただきたいと思います。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 今の説明で最後の５ページをみますと、予算はついているのです
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が、支給額がゼロというのは湯ノ又で自治会長会議に出席していな

、 。 。くて こうなっているのでしょうか ２年くらい実施していません

佐藤副主幹 はい。参考の欄のゼロの部分は昨年度未実施の自治会で、湯ノ又

だけではなく、八つの自治会で河川清掃を行っておりません。

菊地喜代司委員 どうしてですか。会議に来なくて知らなかったのですか。

佐藤副主幹 会議に欠席の自治会には資料はお送りしております。

－－ 聞き取りできず －－

伊藤辰郎会長 事務局から説明してください。

佐藤地域振興課長 はい。三年目ということで、大分浸透してきておりますが、各自

治会の方が事情があるようです。

自治会の会員の方々の同意をなかなか得られないところもございま

すし、こちらとしましては全自治会から是非とも参加していただき

たいということでお願いしてございますが、なかなか必ずやらなけ

ればならないという強制力はございません。あくまでも協働の精神

ということで、地域の環境整備を共に振興していきたいということ

ですので、是非菊地委員のほうからも今年度は湯ノ又自治会でも実

施していただけるようお口添え願えれば大変ありがたいと思いま

す。

菊地喜代司委員 わかりました。もうひとつ、戸数が５１世帯とありますが、前々

からわからないところがありまして、松木田・湯ノ又・薬師堂が入

り混じっているところがあり、一度調整したことがあるのですが、

寄付金の問題等もあるので、行政の戸数割というのに疑問がありま

すので、あとからで結構ですので自治会の世帯数をはっきり調整し

てほしいと思います。

佐藤地域振興課長 その点に関しましては、会長さん方とも戸数割については協議し

たいと思います。

伊藤辰郎会長 伊藤君夫委員どうぞ。

伊藤君夫委員 この事業そのものは継続していただいて結構なことだと思いま

す。質問ですけれど、この協議会からでた発言権のようなものは、

他の市の方へも要望できるものでしょうか。
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と申しますのは、川の掃除ですが、今年６０万円くらいかけて河川

清掃しましたということではなく。たとえば旧大森町から流れてく

る八沢木川ですが南外分だけきれいにするのではなく、横手市（旧

大森町）と大仙市南外との行政的な部分も含めて、河川清掃のチラ

シ等啓蒙活動そのものを充実していき、本来の川をきれいにしよう

という根本的な部分についても触れていかないと、いい川はできな

いのではという気持ちがあります。

南外の協議会ではこの部分で、旧大森町にもお願いや協力要請を

していただきたいという部分を検討していただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 まさにそのとおりでありまして、この河川清掃事業を始めるとき

も、やればいいというものではなく、川が汚れている、あるいは不

法投棄がある。ということはその地域の誰かが川へごみを捨ててい

るということで、それを皆でやめるよう、また多くの人が参加する

ことにより意識が変わってくるだろう。啓蒙活動もあわせてやって

いこうと、そこからスタートしております。

今の発言は、さらに上流の他地域であります八沢木の方々にも協

力をしていただかないとなかなかきれいにならない。ということで

すので、それは市を通じて他地域にも要望を出していくということ

は大変必要なことだと思います。川は南外から発して、南外で終わ

る訳ではないのですから、更に上流なり、あるいは南外でごみを捨

てると下流の雄物川へ下り、更に秋田市の方まで行きます。

この前河口付近は、廃棄物が漂着して大変な状況にあるという新聞

記事もでておりました。川にごみを捨てない・川をきれいにすると

、 。いう意識を是非広域的に やっていかなければならないと思います

これは市を通じて横手市に要望できますよね。上流の地域に対し

ても、是非河川をきれいにするために、川へごみを捨てないでくだ

さいという要望はしていきたいと思います。

佐藤地域振興課長 要望は発展段階としまして、今までは地域の人たちが自分の地域

の意識を高めるというところから出発しておりますので、今度は広

域な方面にも働きかけていくことが必要だとすれば、市としても検

討していきたいと思います。

伊藤辰郎会長 佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 今、広域的にもこの事業を推進していければ良いなあということ

が出ましたので、この河川清掃も３回目となっておりますので、さ

らに一回づつステップアップさせるために、先ほど菊地委員からも

出ましたが、それならばやはり河川清掃をやっていない地域がなく
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なるように、今年度はそれをクリアしていけたなら、全部の自治会

が河川清掃に携わったというような、実績になると思いますので、

強制はできないと思いますが、今年はこの事業において何か一つま

たステップアップしたということがあれば良いなあと思いますの

で、その点は今度自治会の会議があるということなので、そのよう

なことを要望していけたならもっといいのではないかと思いまし

た。

伊藤辰郎会長 はい、ありがとうございました。

５月１４日の自治会の連絡協議会で、今年度も河川清掃がありま

すので、今まで参加されていない自治会は是非参加してください。

全自治会で、参加してやりましょうということを強調して、協力を

いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

そのほか御意見･御質問ございませんでしょうか。

佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 実際に４２自治会あるうち、河川清掃したくても実際に川がない

地域はどれくらいありますか。たとえば木直・平形など河川清掃し

たくても、清掃する場所がない場合。それから平形の場合、実施す

る場所がなくても１３，０００円支払いになっておりますが、この

内容はどういうことですか。 他の自治会と組んで行ったとか、河

川清掃の変わりに林道の砂利敷きなどいろいろな話がありますが、

わかれば教えていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 はい。事務局から説明お願いします。

佐藤副主幹 はい。未実施の自治会は５ページの資料にもございますが、平形

･木直・大畑・下袋・中袋・湯ノ又・桑台・梨木田団地となってお

ります。この８つの自治会で河川がある地域とない地域がございま

すが、その地域の自治会の都合により実施できなかったようです。

平形の実施場所については、木直沢から流れてくる川で平形川と

か書かれております。

１３，０００円については、機械借上げ料の合計が２２，５００.

円、世帯割が一軒５００円で２６世帯をかけた金額で、安い方の金

額が支給されております。

佐藤豊委員 はい、わかりました。

－－ 聞き取りできず －－

伊藤辰郎会長 河川が流れていない自治会はどこかと組んでやるとか、そのよう
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な事例があるのか、ない場合はどうすればいいのかという質問です

ね。

高見健一委員 悪戸野地域は、河川に面しているところは、ほとんど田んぼの向

、 、こうで ほとんど住宅とか関係ないところを走っている感じなので

私たちの活動している場所については、越境してやっております。

落合地域の落合橋から下流の方を担当するような形で、そこを河

川清掃しております。住民に納得してもらう材料のひとつとして、

当地域は冬期間流雪溝を使っており、当然そこに生活排水が排水さ

れることなので、是非とも悪戸野の自治会でそこを担当して清掃に

あたりたいと、落合・田中地域と話し合いしまして、悪戸野地域は

落合橋の下流を担当しました。

昨年ですが、流木・古タイヤ・反射式ストーブ等があったりで、

河川は大変汚れている状態でした。

伊藤辰郎会長 悪戸野地域については落合橋の下流をやったということですが、

やはり直接河川に面していなくても、必ず河川の恵みを受けたり、

あるいは間接的に関係していると思いますので、河川がないところ

でもどこかの自治会と協力してやるとか、まだ、実際清掃されてい

ない河川もあるかと思いますので、是非やっていただけたらなと思

います。

事務局の方で、５月１４日にまだ未実施の自治会には呼びかけを

してほしいと思います。

佐藤副主幹 はい。わかりました。

伊藤辰郎会長 そのほかございませんでしょうか。高見文子委員どうぞ。

高見文子委員 新しく参加させていただいた高見です。

今の実施日の件ですが、単純に考えましてみんなの地域で参加で

きるようにということであれば、もちろん天候等いろいろな条件が

あるかと思いますが、自治会長会議の際に一斉にやる方向で日にち

も今回指定するとか、第１希望・第２希望とかもう少し具体的に日

にちを決めて、みんなでやろうという方向で啓蒙した方が実施の率

が上がるのではないかと思います。

、 、大まかに期間を設けられると 自治会で決めかねてのびのびになり

やれないでしまったというようなこともあると思いますので、自治

会長会議の際にそこまで具体的に日にちを決めていったら、みんな

やろうという意識が出るのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。
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伊藤辰郎会長 今までの実施日の決め方について、事務局から説明していただけ

ますか。自治会によって若干ばらつきがあったと思います。

都合のいい日を選んでやっていると思いますが。

佐藤地域振興課長 実施日の件につきましては、昨年度はもう少し遅く７月下旬ころ

実施しました。ただ、各自治会からの意見としては、夏場の暑いと

きと、草木が繁茂しすぎて作業が大変になるということで、できれ

ば早いうちに検討してほしいということで、今年度は５月下旬から

としております。

高見文子委員の御意見ですが、日にちを決めてしまうと、決めら

れた日に都合がつかないと後やらないという声もあり、期間を一ヶ

月位にし、事務局としてはある程度自由裁量で実施していただきた

いというような意味を込めてこのような期間に設定させていただい

ております。

さまざまな考え方もあるわけでして、第３日曜日とか河川清掃デ

ーというようなものをつくってやるというのも、大変効果的かとは

思いますが、やはり自治会よりの御意見の中にはある程度余裕を持

っていただきたいという意見がありましたので、一斉清掃デーを決

めた方がいいのか、次回の自治会連絡協議会の際に再度聞いてみた

いと思いますので、その点は御理解をいただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 ということでよろしいでしょうか。

そのほかなにかございますか。それでは意見が出尽くしたようです

ので、河川清掃事業について御承認いただけますでしょうか。

はい、ありがとうございます。それでは、今年度は第３回目になり

ますので、全自治会が参加することを希望しまして、この事業を承

認することにいたしたいと思います。

今日提案されました事業につきましては、以上でございますが、

次に次第の７ その他でございますが、何か事務局からございまし

たらお願いします。

佐藤地域振興課長 １件だけございます。お手元にお配りしております資料の中に

Ａ４横版の「平成２１年度 南外地域実施事業調書」というのがあ

りますが、当南外地域に関する主な事業を一覧にしたものでござい

ます。もう少し時間に余裕があれば説明を予定しておりましたが、

今回は読んできていただきまして、次回質問等をお受けしたいと思

いますが、いかがしたらよろしいでしょうか。

はい。次回質問等がありましたら承りたいと思います。



- 14 -

伊藤辰郎会長 それでは、ただ今の 「平成２１年度 南外地域実施事業調書」

についてはお読みいただいて、次回に御質問等がありましたら、次

回に御意見等を述べていただきたいと思います。

次回の協議会の日程でございますが、この件について事務局の方

から説明がありましたらお願いしたいと思います。

佐藤地域振興課長 詳しい日程については会長と相談しまして、６月の中ごろという

ことで、御予定願いたいと思います。

伊藤辰郎会長 できるだけ早く日程調整して御連絡したいと思います。

まもなく８時になります。今日はこれで終了してよろしいでしょ

うか。

大変活発な御意見をいただきありがとうございました。

それでは平成２１年度の第１回目の地域協議会をこれで終了した

いと思います。大変お疲れ様でございました。

、 、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ここに署名する。
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