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平成２１年度 第３回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２１年９月８日（火） 午後６時３０分から午後８時

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）本庁事業説明（市民生活部環境課）

粗大ごみ収集体制の統一化について

家庭系廃食用油回収ネットワークの普及について

（４）議 題

１）地域枠事業の承認について

①自治会連絡協議会育成支援事業

２）報告事項

①河川清掃事業の実施状況報告

②地域公共交通について

（５）そ の 他

１）次回協議会日程について

（６）閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１３名）

伊藤 辰郎、伊藤 誠一、伊藤 直人、伊藤 正照、菊地喜代司、

佐藤 豊、伊藤 君夫、今野 幸蔵、今野 純子、佐々木武男、

高橋 恵子、高見 健一、高見 文子

（２）本庁市民生活部環境課（２名）

環境課 主幹 寺井 純子 環境課 主席主査 俵谷 憲朗

（３）南外総合支所各課長等（４名）

市民課長 高橋 定悦 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 佐々木 繁雄

（４）事務局（６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 高橋 智行 地域振興課主任 木村 愼吾
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５．欠席者氏名

欠席委員（５名） 伊藤 葉子、佐々木タヨ子、佐々木雅子、佐藤のり子、

高橋 元司

６．会議録

（１）開 会

佐藤地域振興課長 皆様、本日はお忙しいところお集まり下さい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「第３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お願いいたします。

伊藤辰郎会長 【あいさつ】

あっという間に秋になりましたが、この間日本の国にとって大き

な出来事がありました。政権交代が実現し、新しい政権によって国

の政治が執り行われるようになる訳ですが、果たしてどのような政

治が行われるか期待と不安があるのではないかと感じております。

いずれにしても地方が厳しい状態になっておりますので、我々の

ような過疎の地域が、少しでも良い方向へいくような政策をとって

いただきたいものです。

佐藤地域振興課長 ありがとうございました。

本日の日程について御説明申し上げます。

本日は、市民生活部環境課から 『粗大ごみ収集体制の統一化に、

ついて』及び『家庭系廃食用油回収ネットワークの普及について』

に関する説明のため、担当職員が出席しております。

まず、この２件について説明を受け、皆様から御質問をいただく予

定としております。

これが終了しますと、地域協議会の議題に入りますが、はじめに

地域枠事業の承認について、今回は案件が１件ございますので、そ

れを御協議いただきます。

次に、報告事項が２件ございます。１件目は「河川清掃事業の実

施状況報告 、２件目は前からお話ししておりましたが「地域公共」

」 、 、交通 に関し 本年度２月頃までに皆様の御意見をお聞きしながら

取りまとめたいということで、皆様方と御協議していきたいと考え

ております。

本日の委員出席数は１３名で、過半数に達してございます。大仙

市地域自治区の設置等に関する条例、第９条第３項の規定により本
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会議が成立しますことを御報告します。

それでは議長は会長が務めることとしておりますので、進行につ

いてよろしくお願い申し上げます。

伊藤辰郎会長 それでは、協議会を始めます。

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。伊藤誠一委員と佐藤 豊委員にお願いいたします。

始めに市民生活部環境課から説明をお願い致します。

環境課 寺井主幹 【あいさつ】

環境課 俵谷 【資料説明】粗大ごみ収集体制の統一化について主席主査

伊藤辰郎会長 ただいま説明がありましたが、この件について質問を受けてよろ

しいですね。質問がある方はどうぞ御発言ください。

菊地喜代司委員 不法投棄が大分少なくなったようですが、有料化すると不法投棄

が増えるのではないかと思いますが、どうお考えですか。

環境課 俵谷 私どもも御質問のとおり心配はしております。ただ、家庭ごみの主席主査

有料化の際も不法投棄が増えるのではと懸念されましたが、実際の

ところ家庭ごみの有料化の際、不法投棄が増えたという報告はござ

いませんでした。粗大ごみの有料化に際しましても、各地域にいる

不法投棄監視員の毎月のパトロール回数を３倍に増やし、不法投棄

防止に努めておりますし、警察や不法投棄監視員と協力致しまして

今後も不法投棄防止のＰＲに努めて参りたいと思っております。

伊藤辰郎会長 その他御意見・御質問ございませんでしょうか。

佐々木武男委員 農協もビニール等の農業資材を年何回か収集しているんですが、

ＪＡとタイアップしたような感じで同日にしていただければ、助か

ると思いますので、よろしくお願い致します。

伊藤辰郎会長 はい、回答をお願いします。

環境課 俵谷 今後協議して、進めて参りたいと思います。主席主査

伊藤君夫委員 収集業務委託料についてですが、これは入札で行うため７００万

円以上の金額になっているのですか。
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環境課 俵谷 業者選定につきましては、今もほとんどがそうですが、入札とい主席主査

う形で実施する予定でございます。

伊藤君夫委員 もうひとつ７３４万円というのは大仙市全体ということですが、

旧大曲市と旧仙北町は有料でやっている訳ですが、これが市全体と

なりますと、今までの有料の部分を除いた分が７３４万円かかって

いるということですね。

環境課 俵谷 はい、そうです。大仙市全体でということでございますが、有料主席主査

化している旧大曲・仙北地域も含めた経費でございます。

伊藤君夫委員 それから割り出したところ、処理手数料をこれくらいいただかな

ければならないという金額の目安と言うことですね。

環境課 俵谷 はい。主席主査

伊藤辰郎会長 その他御意見・御質問ございませんでしょうか。

私から質問よろしいでしょうか。

今、不法投棄の話がでましたけれども、山道とかに冷蔵庫や洗濯

機が放置されている不法投棄を見つけた場合はどこへ連絡すれば良

いのでしょうか。

環境課 俵谷 はい。不法投棄を見つけた場合は、支所の市民課へお知らせ頂き主席主査

たいと思います。

南外地域につきましては、山道ですが不法投棄が常習的に行われ

ている場所があり、監視カメラを一台設置させて頂いております。

今後も予算が許す限り監視カメラ導入について台数を増やしていき

たいと思っております。

伊藤辰郎会長 それから山林に自分の家のごみを捨てている人がいますが、そう

いう場合も支所の市民課への連絡でいいのですか。

環境課 俵谷 はい。直接本庁環境課でも結構ですし、支所の市民課環境担当へ主席主査

お知らせ頂ければと思います。

伊藤辰郎会長 その他御質問ございませんか。

粗大ごみ処理手数料一覧表に箱状・板状・棒状と分かれておりま

すが、箱状の物については、たとえば小さい物を二つ重ねてではな

く、あくまでも一個につきですよね。

それでは質問が出尽くしたようですので、次に二つめの「家庭系
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廃食用油回収ネットワークの普及について」の説明をお願い致しま

す。

環境課 寺井主幹 【資料説明】家庭系廃食用油回収ネットワークの普及について

資料６ページ

ネットワークの構築については、それぞれの家庭や店舗・自治会

・団体等で協議会をつくっていただき、その協議会で回収計画案を

つくっていただきたいと思います。

ちなみに中仙地域でこの協議会のメンバーになっていただいてい

るのは、中仙商店会・中仙の料飲店組合・婦人会・商工会です。

回収された油は、回収業者が１リッター１０円で買取しており、

その収入は協議会に入ります。

～ 省略 ～

今お話ししたような形で、それぞれの地域で今年度中に協議会を

つくっていただきまして、２２年度から実際に回収できるように考

えているところです。

伊藤辰郎会長 ただいまの説明について御意見・御質問等ありましたら御発言を

お願い致します。

高見健一委員 二つほどお聞きします。小さな飲食店の場合であれば、一般家庭

用に含めて良いということですね。それから各自治会が回収する場

合には専用のポリ容器をどこかに常時準備しておかなければならな

いのか、中仙地域での例をお聞きしたいのですが。

伊藤辰郎会長 御回答お願いします。

環境課 寺井主幹 専門の業者さんと委託契約していない小さなお店や、普段燃やせ

るゴミとして出して頂いているお店も今回の回収の対象としたいと

考えております。

もう一点、中仙の場合は協議会でどこに回収拠点を置くか検討し

、 、 、て頂いて 皆さんが持ってきやすいところ１５箇所 公民館６箇所

とお店とかに回収拠点を設置し、回収のポリタンクを置いて頂いて

おります。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。

関連してですが、回収専用ポリ容器というのは、回収業者から貸

与される物ですか。
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環境課 寺井主幹 市から出た補助金で、協議会の方で準備していただくことになり

ます。

伊藤辰郎会長 それは統一された物ですか。

環境課 寺井主幹 必ずこの形ということはありませんが、大きさ・材質などを考え

たときには、ある程度似たような形の物が良いのではと思っており

ます。今日持参しようと思いましたが、普段家庭で使われている

１８リッター入りの灯油タンクよりひとまわり小さい物を中仙では

準備しております。

１５リッターくらいは入ると思います。ただ、月に２回か３回は

回収しますが、ポリ容器が一杯になっていることはないようです。

伊藤辰郎会長 ポリ容器は、市販の１５～１８リッターくらい入れば良いという

ことですね。

環境課 寺井主幹 はい、そうです。

伊藤辰郎会長 その他御質問ございませんでしょうか。

、 。伊藤君夫委員 この計画は 市としては２２年度にはやりたいということですね

環境課 寺井主幹 市としては、全市的にこれに取り組んでいきたいと考えておりま

すし、そのために皆様から是非御協力をお願いしたいと思っており

ます。

伊藤君夫委員 それに先立ち、市としては２２年度にはやりたいということで、

行政的にこの計画を自治会長会議や広報等とか、どのような形で周

知徹底していこうとしているのか、お聞きしたいと思います。

環境課 寺井主幹 環境課が南外で説明させて頂いたのはこれが最初です。このあと

南外のいろいろなところから説明要請があれば、説明に伺います。

ただ、協議会をつくって、協議会が中心になって回収を実施して

頂きたいというところもありますので、住民全員を対象にというこ

とはなかなかできないかも知れないと思っております。

伊藤辰郎会長 中仙地域では、いつ頃からこれを実施しているのですか。

環境課 寺井主幹 今年３月から実施しております。私たちももう少し中仙の状況を

見てみたいなあというところもありましたが、地域によっては、や
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りたいという積極的な要望もでたということですし、だとすればこ

の機会に大仙市全地域で実施していきたいと考えたところです。

伊藤辰郎会長 わかれば教えていただきたいのですが、３月から８月ちょうど半

年経ちましたが、この廃食用油はどのくらい回収されたのでしょう

か。

環境課 寺井主幹 当初中仙の場合は、月１００リットルを目標にしておりました。

実際に毎月平均して７０～８０リットル回収されております。

伊藤辰郎会長 その他御質問ございませんでしょうか。

今野幸蔵委員 中仙地域全体で取り組んでいるのでしょうか。それで回収量が

８０リットルということですか。

環境課 寺井主幹 構成メンバーからいきますと、中仙全体で取り組んでおります。

ただ、中仙の中でも地域によっては、なかなか油の集まらないとこ

ろもありますし、思った以上に集まるところもあります。

実際そのあたりをもう少し周知していきたいというのが、今の中仙

の担当の考えです。

今野幸蔵委員 周知していきたいということで、ＰＲ不足ということもあるとい

うお話しですが、南外では自治会連絡協議会がありまして、その中

で回収することもできると思います。２２年度からといえば来年の

ことですので、これから新たに協議会という仕組みを作っていくこ

とは、時間がかかることだと思いますし、南外の場合は大きな店舗

もないし、ほとんどが農家ですので自治会連絡協議会で対応した方

がいいのではないかと考えました。それは自治会連絡協議会とも話

し合い、是非進めていっていただきたいと思います。

昨年から今年にかけて菜の花を栽培し、菜種油をとっております

が、菜の花は観賞用にできますし、少し高価ですが菜種油は身体に

もいいので、大仙市で菜種油も含めて廃食用油のネットワークを進

めていただければありがたいなあと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今のは今野幸蔵委員の御意見だったと思いますが、この件に

ついてはいかがですか。

環境課 寺井主幹 それぞれの地域にそれぞれの特徴がありまして、私は中仙をモデ

ルに今お話ししましたが、中仙のものを一概に全部の地域にあては

めることはできないことは、十分考えております。このあと南外で
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協議会を立ち上げるときは、その辺も踏まえながら支所の方と検討

していければなあと思っているところです。

佐々木武男委員 １０リッターあたりどれくらいの軽油ができるのかということ

と、中仙では月平均８０リッター回収とのことですが、業者との契

約で１００リッター回収しなければならないのかお伺いします。

伊藤辰郎会長 ただ今の質問の回答をお願い致します。

環境課 寺井主幹 中仙はたまたま地域の状況に合わせて、それくらいは集まるかな

あと立てた目標です。南外でしたら南外の目標を定めていただけれ

ばいいと思います。回収もそれによって月に３回にするとか、状況

に合わせた計画を立てることは可能だと考えております。

伊藤辰郎会長 その他御質問・御意見はございませんでしょうか。

今日始めてこの話を聞いた訳でございますので、これから何回か

協議を重ねて南外ではどのような方法でこの問題に対応していく

か、話し合いをしなければならないと思います。

今までの説明は中仙の事例をあげて説明をいただいたということ

で、食用油を流したり、廃棄したりするよりは、回収してそれをバ

イオディーゼル燃料に再生して使った方が環境保全にとっては、プ

ラスになるのではとの観点から説明をいただいたと理解をいたしま

した。いずれ、何回か協議をして、南外地域としてどのように取り

組むかということは、これからの課題だと思います。

よろしいでしょうか。それでは二つのことについて説明をしてい

ただきましたので、問題意識として持っていただき、また、改めて

協議をしたいと思います。

佐藤地域振興課長 環境課はこれで退席いたしますので、少々お時間をいただきたい

と思います。

伊藤辰郎会長 休憩なしでいきます。それでは議案について協議いたします。

最初に地域枠事業の承認についてを議題といたします。

「自治会連絡協議会育成支援事業」について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 ただ今の事業につきまして、御意見・御質問をいただきたいと思

います。
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これはいつ行く予定ですか。

佐藤副主幹 今年の「蔵の日」は１０月３日の土曜日と４日の日曜日開催され

ますので、１０月３日の土曜日を予定しております。

伊藤辰郎会長 ４２ということは、４２自治会ということでしょうか。

佐藤副主幹 はい、そうです。

、 。伊藤辰郎会長 御意見はないようですが 御承認いただいてよろしいでしょうか

はい 「異議なし」の声が多数でありますので 「自治会連絡協、 、

議会育成支援事業」については、地域枠予算からの支出を承認する

ことにしたいと思います。

次は報告事項でございます。

はじめに「河川清掃事業の実施状況報告」について事務局から説明

をお願います。

佐藤副主幹 【資料説明】

各自治会よりの実施状況報告書と写真をまとめたものを皆様にま

わしますので、御覧ください。

最後に来年の課題といたしましては、河川のない自治会もありま

すので、河川に限らず、地域の環境を良くしていくことで、自治会

同士が連携した地域づくりも視野に入れまして、河川清掃という事

業名を変更して、河川のみではなく地域全体の環境整備事業として

行ったらどうかと、ただ今検討中でございます。

以上河川清掃事業の報告を終わります。

伊藤辰郎会長 ただ今の報告につきまして、御意見・御質問がありましたらお伺

いしたいと思います。

よろしいでしょうか。御質問はございませんか。

ないようですので、来年度の課題があるようですが、未実施自治

会もあるようですので、来年度は全自治会が参加できるような方式

を考えているお話しがありました。

来年に向けて検討していきたいと思います。

それでは、次に「地域公共交通の運行状況」について説明をお願

いいたします。

判田参事 前の協議会や全体の協議会の時にもお話しがありましたとおり、

それぞれの地域の公共交通については、各地域協議会で検討してい

ただきたいというお話しが何回かございました。そこで、どのよう
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に検討したらよいのか、皆さんにお伺いしたくこのような資料をつ

くってみました。

【資料説明】

皆さんに確認していただきたいことは検討方法ですが、どのよう

な方法で検討したらよろしいでしょうか。

伊藤辰郎会長 ただ今南外地域における地域公共交通についての検討ということ

で、説明をいただきましたが、現状の問題点、新たな公共交通シス

テムの構築等をこの地域協議会で協議をして欲しい。

いい案を出して欲しいということだと思います。

７月にこの地域公共交通についての基調講演と分科会があり、そ

の中でもいろいろと問題点が出た訳ですが、来年の２月までに地域

協議会としての意見をまとめて提案をして欲しいということで、そ

の検討方法についてここで決めていただきたいということです。

この件について、皆さんの御意見を伺いたいと思います。

伊藤直人委員 最初にこの議題ですが （２）報告事項と書いてあるので、ただ、

聞いていればいいのかと思いましたが、報告事項ではなく議題とし

て取り上げていくようなので、そのような資料の作り方をした方が

良いのではないかと思いました。

検討の方は、全体協議ですとなかなか意見が言いにくいし、まと

まりにくいと思いますので、班別にして協議した方が実際に基づい

た協議ができるのではないかと思いますので、私は班別に区切って

協議した方がいいと思います。

実際乗合タクシーなり市民バスに試乗してみて、実際はどうなの

か肌で感じながら協議した方が良いと思います。私はどちらも利用

したことがないし、これを論議するにも的が外れたようにな論議に

なると思いますので、きちっと班別にして協議し、あとで住民の皆

様から苦情等がでないようにしていかなければならないと思いま

す。これは住民の足の問題ですので、簡単な協議ではなく、踏み込

んだ論議をしていただきたいと思いますので、私は班別にしていた

だきたいと思います。

伊藤辰郎会長 全体で協議するよりは、班別にして協議した方が意見がでやすい

し、まとまりやすいということですが、班別にした場合、テーマを

分けて班別にするのか、あるいは全体を班別に協議するのか、その

へんはいかがでしょうか。
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伊藤直人委員 そのことは考えていませんでしたが、二つとか三つに分かれた場

合は、テーマを区切っていただいてそれぞれの立場や要望に添った

分け方をしていいのではないかと思います。

伊藤辰郎会長 その他御意見ございますか。

事務局から今の提案につきまして、何か御意見ありますか。

判田参事 班別という考え方で進めてくださるとすれば、現在運行している

市民バスと乗合タクシーという二つの交通手段がありますので、大

きなテーマとしてはそれを主題といたしまして、その話の中で他の

ことも気になることについては意見として出してくださっても結構

です。そのような分け方でやっていただければ、今運行しているも

のに対する検討という意味ではあっているのかなと思います。

伊藤辰郎会長 いかがでしょうか。班別で協議をするということでよろしいでし

ょうか。

はい、それでは班別で協議をするということにして、いくつの班

に分けるかということがありますが、市民バス・乗合タクシーどち

らも関係あるのでしょうね。市民バスについて考えるとか、乗合タ

クシーについて考えるというふうに分けるのですか。

どちらがいいんでしょうか。

佐藤地域振興課長 よろしいでしょうか。大変微妙なところだと思います。と申しま

すのはどちらも興味があるということで、現在運行しております外

小友地区に関してはバスとか、南楢岡地区についてはタクシーとか

区域を分けてしまいますと、固定観念が入ってしまいますので、た

とえば、南楢岡地区の方は比較的街場に近いので、乗合タクシーだ

という固定観念にとらわれることのないように、委員の方にはどち

らにも入っていただくよう、地域に関係なくバラバラになっていた

だいた方がむしろいいのではないかと考えております。

また、テーマを大きくバスとかタクシーに分けておいても最終的

にはトータル的な話もしていただきたいし、特に新しい交通のシス

テムに関しましては、それぞれ御意見もあろうかと思いますので、

テーマを分けておいても、それにあまりとらわれない形で考えてい

ただければ支障ないのかなと考えております。

伊藤辰郎会長 班を二つに分けるということですね。二つに分けて市民バスを主

体に考える班と、乗合タクシーを主体に考える班があって、しかし

相互に関係があるから、新たな交通システムを構築するためにはど

のような方法がいいのかということを班ごとに考えてもらうという
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考え方で良いのでしょうか。いかがですか。

では、二班でいいですね。

、 。伊藤君夫委員 二班に分けて 同じ内容を話し合えばいいのではないでしょうか

佐藤地域振興課長 それでも結構です。テーマを分けなくても班ごとにたとえばバス

の分タクシーの分、それにとらわれない新しい交通の分をそれぞれ

の班ごとに御検討いただくということでも構いません。

伊藤辰郎会長 関連があるから、その方がいいのかも知れませんね。

佐藤地域振興課長 最後には協議会で意見をまとめていただくことですので。

ただ、二班に分けたということは、大意はございません。三班に分

けますと、構成人数が少なく、その中で都合により出席できない委

員さんがいる場合は２、３人では話し合いにならない場合もござい

ました。ということで、二班に分けた場合は１、２人の欠席者がい

、 、ても話し合いが成立するのではないかと そのへんを考慮しまして

今回は二班の方がいいのではと考えております。

伊藤辰郎会長 地域ごとに片寄らないで、南楢岡の人と外小友の人がそれぞれの

班にいる。という分け方をした方が全体的にいろいろな意見が出て

いいと思いますが、いかがでしょうか。

佐藤地域振興課長 無作為に分けさせていただきたいと思います。

高見健一委員 地域公共交通の講演、分科会に参加しましたが、実際利用してい

る人の情報がわからないので、利用者の情報収集をして、その内容

を知りたいと思います。

判田参事 利用した方のアンケート等ありますので、次回はもっと詳しく皆

さんに提供するようにしたいと思います。

伊藤辰郎会長 市民バスや乗合タクシーを利用したい、利用しなければ町にもお

医者さんにも行けない。そういう人に来ていただいて話を聞くのも

いいんじゃないでしょうか。あるいは、事務局でそのような方々の

意見をまとめてもらってもいいと思います。

高見健一委員 乗合タクシーの場合、支所や医院に用事がある場合は利用できま

せんね。乗合タクシーは必ず神宮寺方面行きしかないので、利用す

る人の意見などをもう少しほしいなあと思いました
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伊藤辰郎会長 その他御意見ございませんか。

伊藤君夫委員 意見の収集は私たち委員が地域に戻って調査する必要があるので

はないかという感じがします。もう一つは今日を含めて４回という

ことですが、今日のように協議会を開いた場合、その三分の一の時

間を費やして協議をしていくものなのか、それとも２月を目途にし

て、一日は完全に班編制で協議をしていくのかそのへんのところを

お伺いしたいと思います。

判田参事 協議の日程は、昨年の例ですと三つの班に分かれた場合は、班ご

とに独自に日程を調整して、通常の全体の協議会とは別の日程で協

議しておりました。

伊藤辰郎会長 私も昨年班別会議に参加しましたが、やはりそれぞれの班で決め

て、公共交通体系についてはそれだけのテーマでやった方がいいと

思います。

それでは、班は二つに分けるということで、それぞれの班の構成

については事務局に一任してよろしいでしょうか。

異議なしの声

伊藤辰郎会長 それでは、班編制は事務局に一任することにして、班ごとに日程

を決めて、協議をしてもらうということでいかがでしょうか。

判田参事 それでは二つの班の構成メンバーについては、事務局で編制しま

す。次にそれぞれの班会議を開催するときの日程等も事務局で決め

させていただいてもよろしいでしょうか。

伊藤辰郎会長 それでは二班に分けて、あと３回ほど協議をしていただくという

ことで、進めて参りたいと思います。

今日の議題並びに報告事項は以上でございます。

次回の協議会の日程について決めたいと思います。事務局案はご

ざいますか。

判田参事 協議会のペースはふた月に一回と考えております。今回は選挙等

ありまして少し遅れてしまいましたが、次回は１０月ということに

なります。支所の都合で１０月２１日以外の１０月１９日の週はい

かがでしょうか。
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伊藤辰郎会長 それでは、次回は１０月２０日火曜日、時間は午後６時３０分と

いうことで決めさせていただきたいと思います。

以上で今日の第３回目の地域協議会を終わります。ちょうど８時

です。 どうもご苦労様でございました。

、 、この会議録は 南外地域協議会運営規程第７条第１項の規程により会議の次第を記載し

第７条第２項の規程によりここに署名する。
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