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平成２１年度 第４回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２１年１０月２０日（火） 午後６時３０分から午後８時１５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ふるさと南外の会・地域特産品ＰＲ事業

②なんがい地域祭実施事業

③楢岡川（大向地域内）支障木伐採事業

（４）そ の 他

（５）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（１７名）

伊藤 辰郎、伊藤 誠一、伊藤 直人、伊藤 正照、伊藤 葉子、

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、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）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

（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 地域振興課主査 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（１名） 佐々木タヨ子
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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「第４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】

佐藤地域振興課長 ありがとうございました。

本日の日程は、地域枠事業の承認について、案件が３件ございま

すのでそれを御協議いただき、そのあと御提案等ございましたらお

聞きしたいと思います。

本日の委員出席数は１７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

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。伊藤葉子委員と今野幸蔵委員にお願いいたします。

伊藤辰郎会長 議題に入ります。最初は地域枠予算の承認についてです。

「ふるさと南外の会・地域特産品ＰＲ事業」について事務局から説

明願います。

木村主任 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今の事業につきまして審議を致します。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。

佐々木雅子委員 今回関東方面にＰＲされる地域特産品というのは 「地域特産認、

定商品」と同じ意味の商品かどうか質問したいと思います。

伊藤辰郎会長 事務局から回答をお願いします。

木村主任 南外会の特産品販売コーナーで販売する商品は、ＪＡの女性部さ
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んにお願いして農産物の加工品である漬け物とかお焼きが主になっ

ております。その他、商工会さんにお願いしまして南外の特産品の

ひとつであります日本酒の販売を行っております。

佐々木雅子委員 わかりました。今回新たに農産物認定商品に加わったという特産

品はありますか。

木村主任 今回この予算が承認された場合は、今後特産品について相談させ

ていただく方向で検討しております。

佐々木雅子委員 わかりました。私も消費者の一人として、加工品のいぶりガッコ

などは、地場の直売所・道の駅・スーパーなどどこでも他の特産品

と一緒に並んでいて、よく売られていて、よく売れる商品だと思っ

ています。ＪＡのお母さん達の力作であるいぶりガッコを首都圏に

是非ＰＲしてほしいと思います。以上です。

伊藤辰郎会長 その他、御質問・御意見はございませんか。

菊地喜代司委員 参加者が三分の二ほどに激減したということですが、どのような

人が何人位集まり、こちらから何人行くのか教えてください。

木村主任 昨年の場合は、総会参加者は会員およそ５０名、大仙市合併前の

旧市町村の首都圏ふるさと会の代表者が７地域から４名、その他市

長はじめ議会関係者や職員が８名、総数で７０名以下です。

佐藤地域振興課長 補足説明致します。平成１８年に第２０回記念大会がございまし

て、会員が７６名参加しております。市長はじめ職員が８名。その

当時は後厄の方達も１３名参加して、総勢１００名近くの参加があ

りました。平成１９年は会員の参加数が６０名となり、昨年は５０

名ということで、年々参加者が減っているのが現状です。ただ、毎

年楽しみにしている方、地域とのつながりを大切にしたい方もおり

ますので、もう少しの間は地域との交流を深めていかなければなら

ないと考えております。

菊地喜代司委員 はい、わかりました。

ところで、５０名の人数に対してＰＲするのも大変でしょうが、

これを基にして『田舎と都会の交流』をする。または、南外の物を

何とかして売れるように販売ルートをつかめないか。会員含めてお

互いに話し合い、美味しい物を、今は田舎の物、新鮮な物、無農薬

な物を欲しがる時代ですので、これを軸にして販売ルートや交流を
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広げていける方法を考えて、何とか販売ルートを広げられるよう考

えてもらえないか。また、私たちも考えますが、そういうルートで

話しができないものかと願っております。以上です。

佐藤地域振興課長 交流関係につきましては、一例ではありますが野球の方々の交流

もございますし、昨年は南外西小学校がミニバスケットの全国大会

に出場した折には、ふるさと会の方からお金を含めて支援をしてい

ただきました。これも交流の成果と考えております。

また、漬け物の販売につきましても、その場で提供できるものだ

けでなく、注文書による注文も、あとから大分注文をいただいたと

いうことでＰＲの成果はあったようです。

今年も承認をいただければ、ふるさと会に出向きまして販売しま

すが、その際には、菊地委員が発言されたようにもう少し拡大でき

るような方法がないものかどうか、事務的に検討していきたいと考

えております。

菊地喜代司委員 会員名簿があるはずですので、できれば厚かましくなくパンフレ

、 。ットを差し上げて ＰＲ関係もしていただきたいと思っております

佐藤地域振興課長 検討していきたいと思います。

伊藤辰郎会長 その他御質問・御意見がございましたら御発言お願いします。

御意見がないようですので、この事業につきまして、地域枠予算

から支出をするということの決議をしたいと思います。

よろしいでしょうか。

異議なし

伊藤辰郎会長 はい。それでは「ふるさと南外の会・地域特産品ＰＲ事業」につ

いては、これを承認するということで決したいと思います。

ありがとうございました。

それでは次にまいります 「なんがい地域祭実施事業」について。

事務局から説明をお願い致します。

佐々木教委分室長 【資料説明】

今まで公民館まつりと農産物品評会の二本立ての秋まつりだった

ものを、最近は介護関係や小中学生の発表等と内容が濃くなってき

、 、ており ここで行政と地域が一体となり一本化したまつりをしよう

南外地域の総決算としてやろうとするものです。
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伊藤辰郎会長 ただ今説明がありました事業につきまして、審議に入ります。

御意見・御質問ございましたら、御発言をお願い致します。

伊藤正照委員 数項目合わせたイベントを一堂に会して行うということですが、

去年の場合の公民館まつりと農産物品評会をあわせた総額事業費が

いくらだったかと、事業費の内訳、たとえばこれまでも地域枠予算

から出していたのか、出ていればその額を教えていただきたいと思

います。

もう一点は、予算の内訳７７万円とありますが、一般財源から出

されるものはどれくらいなのか教えていただきたいと思います。

佐々木教委分室長 公民館関係予算は２６万５千円（出演者への謝礼１２万円、生徒

、 、 、児童出演謝礼５万円 プログラム印刷代１万５千円 消耗品３万円

燃料費３万円 、指導センターの予算は１２万円（報償費６万円、）

印刷代１万５千円、消耗品４万５千円）で合わせて３８万５千円位

で、昨年も同じような形で運営しておりました。

伊藤辰郎会長 今の回答は昨年の実績でしょうか、それとも今年の一般財源の内

訳でしょうか。

佐々木教委分室長 今のは昨年度の実績ですが、今年も同じようにやって行く予定で

す。昨年までは地域枠予算は使っておりませんでしたし、昨年まで

は公民館、指導センターそれぞれで決算をうっておりました。

伊藤辰郎会長 昨年は地域枠予算は使っていなかったそうです。

伊藤正照委員 実は今月２４日からの大仙市秋まつりをやるということを聞いて

おりますが、旧市町村でやる事業については、従来どおりやるとい

う話で聞いておりましたが、予算は地域枠予算を使うというのが、

不自然だなあと思いますが。

佐々木教委分室長 神岡や太田でも地域枠予算でやっておりまして、地域により予算

額は異なりますが、地域枠予算を活用しているようでした。

佐藤地域振興課長 趣旨等につきまして、若干補足させていただきます。

合併当時、地域のまつりというより大仙市一本にして大々的に行

いましょうと話し合われた経緯がございます。合併したのだから、

各地域の芸能発表や産物を一箇所に集めて行いましょうというの

が、秋の稔りフェアーという形で開催されております。２～３年そ

のような形で継続されてきましたが、やはり、各地域においてはど
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うしても地元のまつりがないと寂しいとの声がり、野菜等を出品す

るにしても、芸能発表を見に行くにしても地元の近いところで開催

してほしいとの声があがってきた中で、公民館まつりを開きましょ

う。そして指導センターでは農産物の品評会をやりましょう。と同

じ日の開催ですが、別々の形でやってきた訳です。

どうしても、太田地域のように地元のまつりは地元で開催したいと

の声を受け、地元のためのまつりであれば、地域枠予算を出してで

も開催するのが市民の活力のために、交流のためになるのではない

かということで、事務サイドでも検討致しました。

そのような訳で今回は結構な額となっておりますが、細々とやるよ

りも、地域の方々が満足できるように開催させて頂くとすれば地域

枠予算からこれくらいお願いしたいと考えました。

前の産業祭と違いまして、各団体から実行委員としてそれぞれの力

を出しながら、もちろんこれはⅠ型となっておりますが、主役にな

るのは市民の方々ですし、協力も頂かなくてはなりませんので、む

しろイメージとしてはⅡ型に近いのかなと考えております。

市民と市との協働で、お金を出すのは市で、市の予算に頼らざるを

得ない状況ですので、Ⅰ型ですがⅡ型の意味合いが強いのかなと思

います。そのへんを御理解いただきまして御承認賜りたいと思いま

す。

伊藤辰郎会長 補足の説明があった訳ですが、この件につきまして御質問・御意

見はございませんか。

菊地喜代司委員 大変結構なことだと思いますが、今一日に１１５万円の支出が適

当かどうか、ちょっと疑問に思います。

それとどのような看板を作るかわかりませんが、７７万円に対し

て３０万円の看板作成費。これはずっと使える物だと思いますが、

このような物からもう少し経費を削減できないものかと疑問に思い

ます。

伊藤辰郎会長 今の質問に回答お願いします。

佐々木教委分室長 プログラムは、今までは１枚でしたが、今回はステージ発表など

を事前に更に詳しくわかってもらい、一人でも多くの方から見て頂

くのが目標でした。

看板については、商工会さんの夏祭りの看板は片面が２万円で、

両面にすると約４万円くらいかかるようでした。そのような看板を

外用３枚、各会場に１枚ずつで４枚と考えました。

金額は見積もりをとった段階のものですので、もう少し下がる可
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能性もあります。

菊地喜代司委員 プログラムに１０万円かけるし、看板に３０万円もかけるのはも

ったいないような気がしますが、もう少し縮小できないものかと思

います。

佐々木教委分室長 後々まで使える看板ということで提案したところですが、菊地委

員さんのおっしゃるとおり、地元の人は皆会場の場所等はわかって

いることですが、雰囲気を盛り上げるために、花火もそうですが看

板も雰囲気を盛り上げるための効果のひとつではないかなあと考え

たところです。金額につては、入札等で下がる可能性もあります。

伊藤辰郎会長 ７７万円の内３０万円を看板に向けるのは確かに、看板経費が大

きいと感じますが、雰囲気を盛り上げるためには必要だとも思いま

す。できるだけ見積もり等を精査して、効果的に使っていただけれ

ばなあと私もそんなふうに感じます。

伊藤直人委員 今委員のお二方からの疑問点があげられた訳ですが、当然この不

景気な時代に今までなかったことを立ち上げるのもいかがなものか

と思いますが、いま、巷では景気が悪く沈静化している状況の中、

合併してこの地域が忘れ去られかけているような感じで、住民の中

にも沈滞ムードが漂っていると思っている方が非常に多いと思いま

す。そういう中で、このようなことを力強く継続してグレードアッ

プしていくということも、この地域を引き継ぐ者として是非必要な

ことではないかなという考えも当然あっていいことだと思います。

お二方に逆らう訳ではありませんが、両方の意見があるというこ

とで、別の意見を述べさせて頂きますけれど、この不景気の時代に

行政の方で何か差し支えない範囲で、できるお手伝いがあればこれ

に越したことはないし、一般財源からは３８万５千円以上はでない

ということで、地域枠から新たに７７万円だすということもひとつ

の方法としては、大変いいことではないかと思います。

今地域に子ども達がどんどん少なくなり、子ども達に地域に対す

る郷土愛が非常に求められている時代ですので、子ども達を勇気づ

、 、けるためにも このようなまつりを定着させてグレードアップして

子ども達に郷土愛をもっていただくことを施策としては非常に時期

を得た事業ではないかと思いますので、地域枠から出すことは、特

に他に影響が出る訳ではないので、予算の許す範囲であれば問題な

いのではないかと思います。

個々の予算については、限られた時間の中でのたたき台でしょう

から、これから変更になることもあると思いますが、それはそれで
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やむを得ないことだと思いますので、私はできればこれを認めてあ

げたいと思います。 以上です。

伊藤君夫委員 聞き取りできず

伊藤辰郎会長 私から確認ですが、昨年度までは公民館まつりと農産物品評会を

開催していた訳ですが、それは別々にやっていた訳ですか。

佐々木教委分室長 はい、すべて別々にやっておりました。

伊藤辰郎会長 昨年度までは別々にやっていた公民館まつりと農産物品評会を今

年から一緒にして、なんがいの地域まつりとしてやろうということ

ですね。昨年度までは別々にやっていた公民館まつりと農産物品評

会の事業については、地域枠予算から出さなくても予算が別にあっ

たということですね。今年は事業を一本にして地域枠予算から７７

万円お願いしたいということですが、やること自体は反対ではあり

ませんが、もっと盛り上げるならば、昨年の予算もあって、もっと

盛大にやりたいから地域枠予算からも７７万円出してくださいとい

うことならわかりますが、去年まであった予算はどこへいったので

すか。

佐々木教委分室長 その去年までの予算が３８万５千円で、総事業費が１１５万５千

円ということで記載してあります。

伊藤辰郎会長 そうしますと、去年は３８万５千円でやっていたということです

か。

佐々木教委分室長 はい、そうです。看板等もあまり目立たない感じで、すべて手作

りでやってました。

伊藤辰郎会長 去年までは、３８万５千円の予算で二つの事業をやっていたが、

もう少し盛りあげるために、内容を改めて合体してやろうというこ

となんですね。わかりました。

ところで、去年は二つの事業でどれ位の動員数がありましたか。

佐々木教委分室長 出前民謡の時は、約２００人くらいだったでしょうか。

伊藤辰郎会長 今年は地域枠予算を使って総事業費が１１５万円で、去年の約３

倍になる訳ですね。となると動員も約３倍になることを目標に、い

ろいろなところに していただいて、たくさんの人が集まるようPR
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になってくれればいいなあと思います。

佐々木教委分室長 努力したいと思っております。たとえば電気自動車などもメニュ

ーに入れたりしたいと思っております。

佐藤地域振興課長 菊地委員さんから看板代が全体の事業費を占める割合が高すぎる

というご指摘でしたので、この辺はもう少し工夫させていただき、

なるべく経費がかからないように看板については再検討させていた

だくということで、何とか御理解いただけないでしょうか。

伊藤君夫委員 看板については、いろいろなイベントの際にわたしもいろいろと

作ってきた経験がありますが、なるべく経費節減ということもあり

ますが、やはりアピール度も含めて力のいれ具合が大事だと思いま

すし、外突っ張りだけでも大きく見せた方がいいと思います。

値段の交渉は検討することにして、看板は大切だと思います。

今野幸蔵委員 これからも継続してこのような事業をやっていくと思いますし、

、 。私も協力しますので 継続して是非やっていただきたいと思います

看板の話しですが、ステージ用の看板、そして地域内に３つ作ると

いうことで、これは雨ざらしになっても長く使えるように工夫して

作ることだと思いますし、お金をかけずに手作りで作るとなると会

場内の４枚分と思います。今回３０万円かけたとしても次回も使え

るということですし、確かに予算的には看板の割合が高いと思いま

すが、あえてこれでいいと思います。

是非頑張っていい看板を作って、地域祭を盛り上げていただきたい

と思います。

、 。伊藤辰郎会長 いろいろな御意見が出ましたが その他御意見はございませんか

それでは、御意見が出尽くしたようですので 「なんがい地域祭実、

施事業」について、御承認をいただけますでしょうか。

内容的には、少し検討しなければならないところもありますが、

地域枠予算から７７万円を支出することについては、皆さん賛成と

いうことでございますので、これに決したいと思います。

それでは次に３番目にまいります。

「楢岡川（大向地域内）支障木伐採事業」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 ただ今説明がありましたこの事業につきまして、御意見・御質問
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を受けたいと思います。

佐藤豊委員 毎年行っている河川清掃との関係はどうなってますか。

佐藤副主幹 河川清掃は主に雑草の草刈りとかごみ拾いがおもで、これは河川

の支障木の伐採になります。

佐藤豊委員 区域は河川清掃とダブっていませんか。

佐藤地域振興課長 はい、お答えします。河川清掃の区域とダブっています。

河川清掃は主に草刈りですが、細い木などは多少は刈り払いしてい

ると思います。ただ、今回は河川清掃ではできなかった太い木が残

ってしまったようです。環境整備事業ということ、河川敷内の大き

い木については、河川環境を守る会の方達が機械を出し合って作業

をしておりますが、そこは南外地域内では部分的で、上流地域の大

きな木を切るところまではいってないのが現状です。

今回は地域の活動が活発な大向の自治会で、河川清掃の草刈りで

、 、は 手に負えない大きな木を自治会の力で処理したいということで

その中の機械にかかる部分の経費をお願いできないかということ

で、申請がありました。

佐藤豊委員 わかりました。

佐々木武男委員 大向地域は率先していろいろな事業をしているようですが、実際

今の時期、雪が降ってくるような時に景観が良くなるという目的で

やるのも費用対効果を考えるとどうなのかと思います。

実際道路を走ってみて、景観が良くないとは思いません。むしろ

他の地域でやった方が安全と思うところもありますが、それが地域

的に頑張ってやっているところは、こういう事業費が出るという感

じがするのですが、全体的に見てここの地域だけ予算化されている

のもどうかと疑問に思いました。

伊藤辰郎会長 今の質問に対しまして、事務局から回答をお願いします。

佐藤地域振興課長 はい、第一点目の時期的なことについてお答えします。私も認識

、 、不足でしたが 大きな木を切ったあとには新しい芽が出てきますが

除草剤を木の切り口に塗っておくと、翌年からの木の成長がだいぶ

抑制されるということで、実際に効果を上げているところもあると

いうことで、今回はその処理を試してみたいということです。

次に景観についての考え方ですけれども、南外地域全体が自然豊
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かで、河川の中に木があってはいけない訳ではないのですが、河川

の中に大きな木がありますとごみやビニールがどうしてもひっかか

、 。 、り 景観的に良くないということもあります ごみが堆積しないと

災害にも当然効果があると考えられます。

二点目予算についてですが、自治会連絡協議会をとおして自治会

長さん達にたびたびこのような活動を各地域で実践していただきた

いと呼びかけておりますし、手を挙げて頑張っていただきたいとお

願いしております。手を挙げて私たちはこういう事業を行いますと

訴えていただかなければ地域枠予算は支出できない訳ですので、是

非とも大向自治会にならって他の地域でも活動していただきたいと

考えております。

実際佐々木委員さんの自治会でも一昨年あたり道路の支障木の除

去作業もしておりますし、今野幸蔵委員さんの中野自治会でも道路

に伸びてきている支障木の伐採事業を行っております。その他の地

域でも是非ともこのような事業を立ち上げながら地域枠を利用し

て、地域のコミュニティ活動を率先して実践していただきたいと考

えております。

菊地喜代司委員 木を切って景観を良くする、ごみがつかないようにするというこ

とは大変良いことだと思います。

ただ、昨年と一昨年ですか金屋橋の上流付近薬師堂の方まで、雪

が降ってから大々的に県で業者を使ってやった経緯がございます。

県予算だと思いますが、予算がつかなくてこのような事業をやるの

か、そのへんをお聞きしたいと思います。

伊藤辰郎会長 事務局から回答をお願いします。

佐藤地域振興課長 河川の浚渫、川ざらい、支障木の伐採については、南外地域全河

川一級河川の楢岡川、湯元川、西ノ又川など全体的に河川の堆積や

ら河川の手入れなどをお願いしてございます。ただ、年次計画等も

ございますし、計画の中では全部が一度にはできなく、大向地域が

計画に入っているかは今分かりませんが、全体を含めて要望は県の

方に出しているようです。ただ、河川に対する予算はごく限られて

おりまして、自分たちの手でやろうとするところもあるようです。

それが大向自治会だったということになると思います。

菊地喜代司委員 大変よく分かります。昨年一昨年相当な予算をかけて、大々的に

やった経緯がございます。

そのへん県で絶対に予算がつかなければやむを得ないと思います

が、そのへんも把握してからやってもらいたいと思います。
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佐藤地域振興課長 建設課にも確認しまして、大向地域に２．３年中にその予算がつ

かなければやらせていただくということで、よろしいでしょうか。

伊藤辰郎会長 その他御意見はございませんか。

佐藤豊委員 この支障木が生えている場所は民有地ですか、官有地ですか。

河川敷ですか。

佐藤地域振興課長 河川敷です。

佐藤豊委員 河川敷とすると、菊地委員さんの意見と関係ありますが、河川敷

は県で管理するところですので、当然県へお願いするべきと私は思

います。

伊藤辰郎会長 その他御質問はございませんか。

、 。 、私の方から よろしいですか かなり広範囲に支障木を伐採して

そのあとに除草剤を切り口に塗るということですが、この除草剤の

毒性は強くないのでしょうか。川に除草剤が流れて魚が死ぬという

ような心配はないでしょうか。

佐藤地域振興課長 大変申し訳ありません。農薬の方の知識がないので、もしかして

農協関係の委員さんからお答え願えれば助かりますが。

伊藤辰郎会長 分からなければあとでいいんですが、強い毒性があり川の魚が死

ぬようなことがあれば、どうかと思いましたので質問させていただ

きました。

佐藤地域振興課長 わかりました。確認しておきます。

伊藤辰郎会長 その他御質問はございませんか。

ないようでございますので、この事業につきまして賛否をとりた

いと思います。この事業を承認してよろしいでしょうか。

はい、反対はないようですので、承認をするということで決したい

と思います。

それでは、次にまいります。

地域枠事業の承認については以上の３件でございます。

４番目のその他でございまが、先ほど申しましたように、今日は多

くの委員さんが出席してございますので、市に対する要望や御意見

等がございましたら、委員の皆さんから自由に発言をいただきたい
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と思います。

菊地喜代司委員 湯ノ又児童館の使い道ですが、今まではいろいろな会議に使われ

たり、子ども達の遊び場になっておりましたが、最近は利用も少な

くなってきたようですので、できればこの児童館を周辺地域の交流

の場コミュニティセンター的に利用の日を決めていただき利用でき

ないかということがひとつ。それができない場合は旧しらかば幼稚

園、今は民俗資料収蔵庫になっておりますが、そこはこれから解体

するのか倉庫として使うのか。できればそこも交流の場として使え

ないかと思います。当初老人クラブでそこを使わせてほしいと陳情

書を出した経緯がございます。前今野教育長の答弁で補助対象の期

限なので、使われないということでした。

民俗資料収蔵庫も手入れが行き届かないために、だんだん壊れてき

ておりますが、ミニ交流センター的に老人クラブの会合等、その他

に貸してもらえる方法を考えていただきたいと思います。今までは

トイレが子供用だからとの答弁等ありましたが、あのような立派な

建物を倉庫代わりにしておくのはもったいないと思います。

そのへんよろしくお願い致します。

伊藤辰郎会長 今のは要望ですね。その他ありませんか。今野幸蔵委員どうぞ。

今野幸蔵委員 合併したとき、ここの役場の議場を改装して他の目的で使うとい

うことでしたが、今現在どのような使われ方をしているのか。今後

どういう使い方していくのか計画がありましたらお聞きしたいこ

と。当時改装する時に、どのような目的で改装したらいいのかこの

地域協議会で話し合った経緯がございます。せっかく改装して有効

に使われていないという状況であれば、何か他に考えなければなら

ないと思いますので、そのへん教えていただきたいと思います。

佐藤地域振興課長 今野委員さんのおっしゃるとおり議場の改修をいたしました。

． 、 。実際４年間で２ ３回程度の利用で ほとんど使われておりません

当初どのように使うのか検討した段階では、議場は段差があり、そ

れもコンクリートの床でしたので、本体を壊すのは経費がかかり議

場ということで机と椅子も備え付けられていて、それらを取り外し

。 、 、ながら床面を平らにした工事をしております ただ 議場ですので

天窓はありますが外から見えないよう窓がない作りになっておりま

して、非常に暗くて、使い道が限られてしまい当初はミニシアター

として映画鑑賞なり子ども達の活動の場とかいろいろな場で活用で

きないかと検討した経緯もございます。実際に日中そのような場を

作るとなるといろいろと限られてしまい、会議等では使ったときも
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ありますが、なかなか映写会等は開ける需用がなかったということ

もあります。夜の映写会等も考えましたが、自由に出入りするとな

るとそこに誰かついていなければならず、防犯上の問題もあります

し、間仕切りや外からの階段等も考えましたが、経費のかかり増し

となり、更なる改造が難しい状況でした。それ以外の方法もいろい

、 。ろ検討しましたが なかなか良い方法が思い浮かばない状況でした

今野幸蔵委員さんの御意見で考えていただけるとなれば、再度この

協議会で利用方法を皆さんで検討していただく方法もございます。

、 。今野幸蔵委員 会場が暗いということで 当時確かに映画館という話も出ました

日中の一時間、中学生や小学生を対象にした映画鑑賞等もいいと思

いますので、そういう使い道を考えていただければ大変ありがたい

と思います。

伊藤君夫委員 そういう場所を映画館、劇場として使用するには、それなりの設

備が必要になり、人を集めて何かやるとなると消防法やら衛生法の

関係上、非常にお金がかかります。

遊休施設に関してですが、私個人としては、無駄に何かに使うと

いうことではなく、早く壊してしまった方がいいという考えがあり

ます。電気料、浄化槽等維持管理費や施設が壊れてケガ等した場合

の補償問題など全てにお金がかかりますので、極論になりますが遊

休施設は早めに壊すべきという意見です。

佐々木武男委員 今の発言について、少し反論したいんですが、地震等災害が起き

た時に避難する施設が地域的にほとんどないんではないかと思いま

す。そういう施設はしっかりと管理して、有事のときに利用できる

ように設備を整えていくということが、非常に大事なのではないか

と思います。

伊藤辰郎会長 いろいろな意見がでておりますが、事務局から何かお話しがあっ

たらお願いします。

高橋市民課長 先ほど菊地委員から要望がありました、湯ノ又児童館を地域のコ

ミュニティ施設に転用できないかお話しがありましたが、湯ノ又児

童館は国庫児童館でして、今後とも児童館として施設を継続すると

いうことでございます。

利用状況につきましては、平日で５人から１０人程度。休業期間に

入れば一日にだいたい２０人から３０人くらいの子ども達が活用し

ております。今後とも児童館として活用するということで、転用す

るということは今のところございません。
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佐々木教委分室長 民俗資料収蔵庫についてですが、現在６００点ほど収蔵しており

ますが 峰吉川小学校の方に体験型の資料館ということで 実際 唐、 、 「

箕（とうみ 「千把扱き」等実際活用するということで、現在作）」

業を進めております。今日見たところ雨漏りが一箇所見つかり、他

にもあるようでした。峰吉川小学校に移動したあと、雨漏り修理等

の補修費がかかるのではないかと思われます。

集会所となりますと維持管理、管理人等の関係もでてくると思い

ますし、その件に関しては、今の段階ではかなり検討しなければな

らないと思います。

菊地喜代司委員 当然、雨漏りはすると思います。現場で管理状況を見たことがあ

りますか。雪で下屋が下がってくるようになっても構わず、ほとん

ど手入れが行き届いていない状況と思います。給食センターのせっ

ぱんも折れています。それも折れてから、住民の電話で始めて雪を

下ろしました。ですので、施設を管理する心構えが必要だと思いま

す。管理をしていないので、雨漏りは当然だと思います。

そうなる前に良く管理してほしいと思います。付け加えますが、支

、 、所にはまだ地元の職員が相当いると思いますが 細かいことですが

街灯が切れていても昼間中ついていても気がつかないのか、もう少

し管理を良くする心構えがほしいと思います。

佐々木総合支所長 ご指摘の部分は重々このあとに対応してまいりたいと思っており

ます。施設につきましては、市にもたくさん施設があり、児童館も

ありますし生活改善センターもあります。その中で全体で使われる

施設については、そのままの形で維持管理をしていくという形にな

ると思います。あとは地域に密着した生活改善センター・児童館で

あってもそうした使われ方をしている施設については順次、今発言

がありました不備なところを直して、地域の皆さんから使っていた

だこうというような方向付けをして、今年も農林振興課で管理して

いる集落に密着した生活改善センター関連については大幅に手を加

える予定になってございます。トイレなども浄化槽にしてこれから

直していくということです。旧しらかば幼稚園については先ほど分

室長の佐々木が話しましたが、今のところ民俗資料が入っておりま

すので、それがここ一・二年の間に移転をするのではないかと私ど

もは見ているところです。

街灯等につきましては菊地委員のご指摘のとおりでございます。た

だ、このとおりの人数にもなってきておりますし、ついたままだっ

たり、消えたままだったりしていたらご一報いただければありがた

いと思います。
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付け加えまして、先ほどのなんがいの地域祭の話ですが、合併後ず

っとこうした形の産業文化祭というものから離れてきた訳でござい

まして、今回改めて市の職員の中からみんなで力を合わせてこうし

たイベントの形に持っていきたいとの提案でした。本来であれば商

工会さんでも夏祭り等開いている訳ですので、地域協議会の皆さん

の方から細かい点までの御指導いただきまして地域を盛り上げる形

で開催できれば良い訳ですが、５年ほどのブランクがありましたの

で、こうした形で市の職員が中心になってこうした企画をしていき

。 、たいということでございます どうかこのあとも一般の行政の方々

自治会・各種団体の皆様から力をいただきまして、もう少し地域が

元気になるよう進めて参りたいと思っているところでございますの

、 。で このあともどうか忌憚のない御指導方よろしくお願い致します

伊藤辰郎会長 関連しておりますが、私から要望があります。

及位・水沢地域に集会場というものがなく、現在児童館となってい

るところが集会所になっておりまして、たとえば基盤整備事業の説

明会などそのようなものをすべてそこでやっておりますが、この前

児童館を払い下げするから、引き受けないかという話を自治会長を

通じてあったそうですが、引き受けたら維持費もかかるし地域では

とても管理していけないという話をした訳です。今子どもの数も少

なくなり子どもが集まって児童館で遊ぶということは非常に少なく

なった訳ですが、もしそこがなくなると私たちの集会所がなくなっ

てしまいます。児童館を何とか集会所として長く使えるように、例

えばトイレなどは子供用で、しかも合併浄化槽ではないので、そう

いうところの改修をして、及位・水沢地域の集会所として使えるよ

うにして欲しいという要望ですので、よろしくお願いします。

佐々木総合支所長 方針としては、今会長さんがお話しになったような方向で進めて

いるところでございます。たぶん児童館についても順次、地元が集

会所として使えるくらいまで整備をしまして、集会所として使って

いただくことになると思います。

なお、費用については今もありますが、自治会館の維持経費の部分

の補助金等もありますので、若干運営としては今までよりは経費は

出す形になると思いますが、修理の助成金などを活用しまして、地

域で十分に会館として利用してほしいというような方向付けでござ

います。一気に全部をそうした方向で進めることはできないと思い

ますが、順次そうした自治会の意向を聞きながら進めていくことに

なると思いますので、その節はよろしくお願いしたいと思います。

伊藤辰郎会長 はい、よろしくお願いしたいと思います。
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この機会でございますので、その他御意見・御要望がありました

らお願いします。

伊藤直人委員 一ヶ月前位の新聞に地域の要望が実現されていないということ

で、南外の荒沢線が写真入りでついてしまいましたが、財政事情が

厳しく係の方が予算要求を頑張ってもなかなか予算を付けてもらえ

ない訳ですが、この協議会で荒沢線を当初の予定通り実施してほし

いという要望があれば、若干かも知れませんがひとつの発言になる

と思いますので、この地域協議会からも荒沢線の早期完成をお願い

していただければと思います。

もう一つは自治会連絡協議会でもお話しさせていただきました

が、坊田に西分署ができ、カバーするエリアが大仙市の西部地域と

いうことで、南外に限らない訳で、西分署から発進して西仙北、神

岡あるいは大内など若干の地域までカバーしているようですので、

特に、１３号線まで７分で到達しなければならないという中で、今

１０分以上かかるという状況らしいので、途中に大型車が来れば救

急車が止まらなければならない場所が３箇所位ございます。そこを

早期に改善していただくように、この地域からの声として要望して

いただければと思います。国道１３号線まで子ども達が安全に自転

車で通えるように、また、歩いて通えるように歩道をつけて欲しい

ということも市との約束事としてあったようですけれど、なかなか

実現されなくて、平形地域、木直地域にいくらかありますけれど、

消防署から国道１３号線までは歩道を早期につけていただくよう

に、協議会の要望事項として、よろしくお願いしたいと思います。

佐々木総合支所長 はい、わかりました。皆さんの御協力をいただきながら引き続き

要望をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い致します。

一応西分署のカバーするエリアは、神岡と花館までとなってござ

います。緊急のことですので、出動要請があれば西仙北へ行ったり

しているときもあるようです。

伊藤辰郎会長 いろいろ要望が出ているようですが、市の方へお伝えをしていた

だきたいと思います。

その他ございませんか。ないようですので、市に対する要望等は

このへんで終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、次回日程についてですが、その前に１０月２８日班会

議ですが、都合がつかなくなった方が多数いらっしゃるようなので

改めて合同班会議の日程の協議をしたいと思います。

いかがでしょうか。私も都合がつかなくなりましたが、事務局の

方で提案していただければありがたいのですが。
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判田参事 委員の皆様の御都合にもよりますが、１０月２８日前後で決めて

いただければと思います。

伊藤辰郎会長 翌日の２９日はいかがでしょうか。

判田参事 事務局は２９日でも問題ありません。

伊藤辰郎会長 皆さんいかがでしょうか。

はい、それでは翌日の２９日にしたいと思います。

判田参事 それでは１０月２９日夕方の６時からでよろしいでしょうか。

伊藤辰郎会長 はい、それでは一日延期ということにしたいと思います。

次回の協議会の日程についてはどうしたらよろしいでしょうか。

判田参事 概ね２ヶ月に１回ということで、年末のことも考慮して、１１月

の末か１２月のはじめはいかがでしょうか。

伊藤辰郎会長 この場で決めるより、事務局と私で協議してあとで決めたいと思

います。

それでは、今日の協議事項等は終わりましたが、連絡事項等はご

ざいますか。なければこれで終わりたいと思います。

どうもご苦労様でございました。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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