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平成２１年度 第５回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２１年１１月２７日（金） 午後６時３０分から午後８時０５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河川支障木伐採委託事業

②悪戸野自治会館公園内危険老木伐採事業

２）市（支所）に対する要望・提案事項について

（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（１３名）

伊藤 辰郎、伊藤 誠一、伊藤 直人、伊藤 葉子、菊地喜代司

佐藤 豊、今野 幸蔵、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（５名） 伊藤 正照、伊藤 君夫、今野 純子、佐々木武男

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５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２件ございま

すのでそれを御協議いただき、そのあと来年度平成２２年度の予算

編成が近づいておりますので、それに関する要望、その他提案・要

望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

会議が成立しますことを御報告します。

それでは会長から議事進行を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。佐々木雅子委員と佐藤のり子委員にお願いいたします。

それでは、議題に入ります。 初は地域枠予算の承認についてで

。「 」 。す 河川支障木伐採委託事業 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審議を致します。委員の皆様の御意見

・御質問をいただきたいと思います。

高見健一委員 この事業は毎年上流に向かって行う予定でしょうか。といいます

のは、悪戸野で流雪溝を利用していてその下流に柳などの支障木が

あり、その木に雪がつくと流れが悪くなる感じがします。夏でも入

れないし、冬はなおさら一般の人は入れないそのような場所につい

ても今後承認してもらうことがあるでしょうか。ただし、たまたま

その場所が来年度から構造改善に入る予定の場所ですし、予定が延

、 。びれば別の場所になるでしょうが そういうことが可能でしょうか
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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 この事業は当初３年を目途にして、御承認をいただき２年前に始

めた事業でございます。その時点ではどの程度の伐採計画で進捗状

況がどの程度のものなのか確実なことが見通せた訳ではございませ

んでしたし、先ずはできる限りの範囲でやってみようということで

ございました。高見委員さんがおっしゃいましたとおり、圃場整備

事業が入っておりますし、その他、県河川独自の維持管理整備の方

も若干継続して実施されております。それに対する要望ももちろん

出しておりますが、実際に施行される量が少ないということで、地

域協議会の皆様から御承認をいただいた上で河川の方の整備を継続

して実施している状況でございます。そのあたりのことを勘案致し

まして、来年度以降につきましては、圃場整備の地域に関しては手

はかけられないと考えております。それ以外のところで今後とも継

続していくべきだなというところがありましたら、県の維持管理の

方もなかなか手がかけられないし、今後いつになるか見通しが立た

ないところに関しては、委員さんからの御承認をいただければ、来

年度以降も継続していく方向で検討したいと考えております。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。

私はこの「河川環境を守る会」がやってくれるというのであれば、

やってもらった方がいいと思います。

佐藤地域振興課長 御承認いただければ、来年度以降「河川環境を守る会」の方では

引き続き実施したい意向もございますので、やっていただけると思

います。ただ、そうなれば緊急性の高いところを精査しながら、高

見委員さんがおっしゃられたように、特に支障木が繁茂していると

ころ、流れが急なところや河川清掃では処理しきれないようなとこ

ろをもう一度場所を検討しながら進めていかなければならないと考

えております。

伊藤辰郎会長 今まで楢岡川の方をやってましたが、上流の西ノ又川の方にも支

障木があるんですね。

佐藤地域振興課長 全河川を調べており、その写真を見る限りでは結構支障木が見受

けられます。

伊藤辰郎会長 そうですよね。予算が許す限り「河川環境を守る会」の方でやっ

てくれるというのであればお願いした方がいいと思います。
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高見健一委員 やはり一般の人達では無理があり、土木業者でないとできないと

思いますので、是非継続してお願い致します。

佐藤地域振興課長 はい、検討していきたいと思います。

伊藤辰郎会長 その他御意見はございませんでしょうか。

、 。ないようでございますが この事業は承認してよろしいでしょうか

異議なし

はい。それでは「河川支障木伐採委託事業」については、これを

承認して実施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。２番目の「悪戸野自治会館公園内危険

老木伐採事業」について事務局から説明をお願い致します。

佐藤副主幹 この事業は１１月１９日に悪戸野自治会長でもあります高見健一

委員さんより申請がありました新規事業であります。

【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今の事業について御意見・御質問を承りたいと思います。

どなたか御質問ございませんか。わたしからよろしいでしょうか。

老木ということですけれども、桜の木は盛りが６０年７０年とい

われておりますが、手をかければもっともっと長生きするというこ

とを聞いておりますし、せっかく桜がきれいに咲く古木とすればも

ったいないなあという気がするんですが、そのへんはどうなんでし

ょうか。

高見健一委員 私から説明致します。昭和天皇の生誕記念として植えられた木で

８４年ほどたっております。伐採は空洞化している一本で、その他

は危険な枝だけ切り落とすのみで、はやり先人が残したものを全て

切るのはもったいないという感じがします。

ただ巣を作っているのが蜜蜂で、人に危害を加えることはないと思

いますが、万が一何かあったら困ると思い蜜蜂の冬眠中にやりたい

というのが目的でございます。

伊藤辰郎会長 折れて下に落ちた枝は取り除かなければいけないんでしょうが、

木は意外と長生きするものだと思いますので、せっかく花が咲いて

きれいなものを何とか生かす方法もあわせて考えるという方法もあ

るのかなと思います。
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その他御意見・御質問はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

それではこの事業を承認してよろしいでしょうか。

異議なし

それでは、皆さんの御賛同を得ましたので、この事業を承認致し

たいと思います。

議題につきましては以上です。次に（２）ですが、市では今来年

度の予算編成をしているところだそうでございます。従いましてこ

の南外地域から市あるいは支所に対する要望、提案事項がございま

したら皆さんから御提案・御発言をいただきたいと思います。

今野幸蔵委員どうぞ

今野幸蔵委員 この協議会で協議するものではないかとも思いますが、転作関係

の基準反収が南外地域では６００キロ近い数字で網をかけられま

す。この基準を作っているところは、水田対策推進協議会というと

ころで、市長が会長を務めている協議会ですけれど、南外地域で反

収１０俵あげるというのは至難の業で、荒れている土地や休耕地な

どを有効に使うということを考えれば、無理があります。２年ほど

前までは南外地域それぞれの地域で基準反収を決めていましたが、

全市一本の基準反収になり、その基準反収であると転作の有効な推

進はできないと思います。実際今年も米粉とか新規自由米の部分で

転作に取り組んだ方々もいるようですが、１０俵をあげるというこ

とはできないので、他からその分を持ってきて、それをカバーして

農協に出荷しなければならないそういう状況で農家としては大変困

っています。地域の実情にそぐわない基準反収を何とかして見直し

。 、てほしい 農業委員会でも市へ要望書なども出しているようですが

この協議会で取り上げて要望していいものかどうか分かりません

が、もし皆さんの賛同が得られれば、市へ要望として出していただ

きたいなと思いますので、皆さんから御意見をお聞きしたいと思い

ます。

伊藤辰郎会長 ただ今の提案につきまして、御意見を伺いたいと思います。

私もよく分からないのですが、反収１０俵でカウントされると南外

地域のように１０俵取れないところは不利だから、地域にあった基

準に変えてほしいと、そういう意味ですか。

高橋農林振興課長 補足説明致させていただきます。

今、今野幸蔵委員がお話しされた基準反収ですが、これは何に使う

反収かというと、今転作の目標面積は、転作面積ではなく米の生産

量で各市に示されます。それを各市がどのような割当てで各農家に
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おろすかそれを決めるための反収のことです。

今野幸蔵委員が言われましたとおり、確かに１９年産米から、

５８４キロと大仙市で統一反収が決められたと記憶しております。

この南外地域の実収にあっていないのは確かですが、５８４キロの

反収で生産目標が配分されることになりますと、米についてはそれ

だけ多く生産しても良いことになります。反面、５８４キロ取れな

い訳ですから、たとえば、米粉とかで転作する場合は南外では一反

歩８俵しか取れない場合は、これも５８４キロで計算されてしまい

ますので、普通のところで一反歩やればいいものを南外では一反一

、 。畝くらいの面積が必要になるという 裏表の関係になっております

解りにくい説明で大変恐縮ですが、農家の皆さんにすれば、米は

実収よりは多く作れる、多くは作れるが、実際転作のカウントされ

る場合は若干不利な部分もあるというふうになっております。

確かに平成１８年産米までは、各地域で基準反収を設定した訳で

すが、平成１９年産米からは事務的な関係もありまして、かなり難

儀してこの統一単価を採用したという経緯があるようです。

以上補足させていただきました。

伊藤辰郎会長 そうしますと裏腹のところもあるということですね。

転作作物として米を植える場合は、一反歩あたり５８４キロでカ

ウントされるということですか。

高橋農林振興課長 はい、そういうことになります。

ですから、この南外地域の米の生産目標を定める場合に５８４キロ

の反収で割当てがきます。

伊藤辰郎会長 これは主食米用を植える場合も５８４キロでカウントされるとい

うことですか。

高橋農林振興課長 はい、そういうことになります。

５８４キロをこの地域の面積にかけまして、生産できる総量が配

分されることになります。

伊藤辰郎会長 植える場合も広い面積に植えられるということですね。

高橋農林振興課長 ８俵だとすれば９俵近い割当が来る訳ですから、作付面積として

は多く作付けできることになります。

伊藤辰郎会長 これは農家の人でないと、解らないですね。農家の人のコンセン

サスはどうでしょうか。
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佐々木総合支所長 他用途米でも米粉用の加工米でも、出すとなれば相当の面積が必

要になるということです。ですから正規の高い米を売る部分がなん

としても圧迫されてしまうから、転作する面積が大きくなれば不利

になるということですね。

今野幸蔵委員 現場にあった政策をしてもらいたいということです。南外地域ま

たは西仙北地域、協和地域はほとんど山間部で、南外でも木直あた

りでは反収１０俵取れるところがあるかも知れませんが、その他の

地域はいくら頑張っても取れません。無理してとれば美味しくない

米ができるし、せいぜい取れても９俵くらいです。普通に作付けで

きるところが数量多くなるという話をしましたが、実際収量をあげ

ようとしてもとれない。逆に美味しくない米が取れることになるの

で、実際南外ではそれではあわないんです。

農家にとっては大変不利な条件で米を作っている訳で、この状況

のままずっとこうしていていいのかなと思いますし、南外で農業を

やっている人達は皆さん口に出さないだけで、多分皆思っていると

思うので、現場にあった政策をしてほしいと思います。事務的に簡

略して大仙市一本にしたという話はとんでもない話であって、現場

を見て現場にあった対策を考えてほしい、ただそれだけです。

農業委員会で要望書を出したと聞きましたが、果たして農業委員

会で要望書を出しても見直ししてくれるかどうか不安なところがあ

、 、るので 南外地域の協議会としても是非そういったことを提案して

見直しを図ってもらいたいし、皆さんのまとまった意見を市の方へ

届けてもらいたいと思っておりました。

高橋農林振興課長 この件につきましては、もちろん地域協議会で話し合っていただ

いてもいいと思いますが、農家の方々がどう思っているかというこ

とが一番だと思います。農林振興課でも毎年座談会をおこなってお

り、確かにこのお話は各農家の方々からも聞いておりますが、それ

が南外全体としてそれを要望していくかといいますとまだそこまで

はまとまっていないという状況です。

それから、市の水田再編対策協議会でこれを決める訳ですが、統

一された後はどの委員からも、これをまた元に戻すとかという議論

は今のところ出ておりません。

農業委員会から要望書があがったという話があるようですが、も

しかすると今年の協議会でその要望書についての議論が出てくるか

も知れません。ですから、また今年も各集落で座談会を予定してお

りますので、農家の皆さんのお話を聞いてみたいと思います。
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伊藤辰郎会長 減反の面積を決める場合、反収が５８４キロということで決めれ

ば、南外のように８俵しか取れないところは５８４キロで計算して

いけば、減反する面積は少なくてすむということにならないんです

か。

高橋農林振興課長 南外村時代を思い返していただければ、南外村は県内でも反収が

少ないということで、米生産の適地ではないということで、各地域

より転作率がかなり上回って配分されたという経緯がありますの

で、そちらの方がいいのか、今の全市一本で統一された反収がいい

のか、そこをどう考えるのか各農家の判断もあると思います。

伊藤辰郎会長 農家の方の意見を聞かないと解らないですね。

今野幸蔵委員 農林振興課長のお話も解りますが、今減反を有効に使う、荒れた

土地を少なくするということで、土地を有効的に利用するという部

分で考えれば、そのやり方ではうまくいかないと思うんです。実際

一反歩の面積に米を作り、いくら頑張っても８俵か９俵しか取れな

い。しかし、そこから１０俵近い米を出さなければならない。そう

すると米を他から持ってこなければならない。だから減反、遊休地

の有効的な利用がなかなか進まないと思います。

そういう部分を考えてほしいと思います。私たち農家にとっては、

切実な思いなんです。

高橋農林振興課長 今野幸蔵委員が言われることは確かにわかりました。

今また政権が変わり、転作の関係がどうなるか、新しい仕組みもま

だ全然見えてこない段階です。もしかしますと、こういう基準反収

の話をするのが無意味になることもありますので、そのあたりを踏

まえ、課長会等でお話ししていきたいと思います。

伊藤辰郎会長 農家の人達の意見がどうなのか、もう少し話し合って検討すると

いうことですね。今野幸蔵委員それでよろしいですか。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 要望意見を出させていただきます。

合併前から出ていた話ですが、南外でまだ除雪車、救急車、衛生

車が入っていけない箇所が何箇所かあるはずです。予算がなくて潰

されるとか、長引くというのはもちろんですが、合併して５年もた

つし、計画に乗せてあるとは思いますが、早期に着手してもらいた

いことがひとつ。

次に、販売のできる加工所がほしいということです。農家の人達
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もいろいろ頑張っていますが、収入源も減ってきているし、今ある

平沢の農産物加工所を改良するとか、近所にある加工所を紹介して

もらってそれを使わせてもらうことも一つの方法です。

これからは農家も高齢化して老人世帯が増えてきておりますし、老

人でもまだまだ働ける人がおります。そういう方達が自家消費して

いた物をいくらかでも販売して収入源を増やせる方法を考えてもら

いたいと思います。

次は今基盤整備をやっておりますが、政権も変わりどうなるか解

りませんが、基盤整備は今のところ順調に進んでおります。

それに併せて湯ノ又から湯神台までのバイパス路線がまだ明記され

ておりません。役所で解っていて進んでいるというのなら結構だと

思いますし、それを早期に完成させていただき、なおかつ、中宿か

ら湯神台までのバイパスを基盤整備と併せて早期完成を目指しても

らいたいと思います。

次に１１月９日魁新聞にのっておりました。ここに新聞の切り抜

きもありますが 「美の旅 観光圏の認定を目指して」という設立、

総会に大仙市は参加を見送るということで載っています。観光で人

を呼ぶということで全県の会合を今まで何回も開いていると書いて

ます。それに対して、なぜこういうことを見送らなければならない

のか、会議に出ないのか、なぜ観光面には力を入れられないのか遺

憾に思います。

観光が良くなければ人も来ないので、観光面を押していただいて、

泊まり客が増えれば結構なことだと思いますので、観光に力を入れ

ていただきたいという要望です。

児童館など公共施設を払い下げる説明をこの前受けました。この

前にもお話ししましたが、もし、しらかば幼稚園を引き受けるとな

れば、どのくらいの規模で改修して、どのように払い下げをしてく

れるのか、払い下げをした場合固定資産とか税金関係はどうなるの

かそのへんを明確に教えてもらいたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今の要望と質問について、事務局から説明と回答をお願いし

ます。

伊藤建設課長 初に未改良、未舗装であって緊急の場合であっても、消防車、

救急車が入れないという道路が何箇所かあります。それらの解消の

ために今後とも頑張ってまいりたいと思います。ただ、今残ってい

る田屋、湯神台とかある訳ですが、なぜ残っているかと申しますと

用地関係が難しく、場合によっては所有者が南外ではなく、関東方

面にいる場合もございましてなかなか難しいと思いますが、これら

の解消のために頑張ってまいりたいと思っております。
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もう一つ、県道湯ノ又、前田線バイパスと接続になります道路でご

ざいますが、これの改良については、先に圃場整備に関連しますバ

イパス事業の説明会を行っておりますが、その際、図面を提示しま

してルート等の説明はしてございます。早期完成については県事業

、 。 。でございますので 県に要望してまいりたいと思います 以上です

菊地喜代司委員 岩倉温泉から入ったところ一ト刎に２軒ほどありますが、橋が悪

くて除雪車が入っていけないところがありますが、そこはどういう

方法で除雪をしておりますか。各自でやっているように見受けられ

ますが。あの橋も狭くて強度がなく除雪車が入っていけないと聞い

ておりましたが。

伊藤建設課長 その場所は市道ではないと思いますので、除雪車は入らず個人で

除雪してもらっておりますし、橋の状況からも、とても重機は入れ

ないと思います。

高橋農林振興課長 加工所の要望ですが、そのようなことを団体でも組合でも作って

やっていただければ、行政の方では喜んで補助事業なり、なんなり

ご紹介も致します。ただ、市が事業主体になるというのは今考えて

おりません。これは大仙市だけではなく、他の各自治体でも市が事

業主体になり建設でもなんでもするという方向性は今なくなってき

ておりますので、団体でも組合でもこういうものを是非やってみた

いとなれば制度のご紹介もしますし、お手伝いもしたいと思ってお

ります。ご要望は承りました。

加工所は、神岡の道の駅と太田、協和にもあります。

菊地喜代司委員 それは南外から行っても使わせてもらえるんでしょうか。

高橋農林振興課長 販売目的ですので、他地域から販売目的以外で大和野の加工所の

ように一般の方が手軽に使うことは無理だと思います。

佐々木教委分室長 しらかば幼稚園の払い下げのことですが、流れとしては無償譲渡

になると思います。ただ、その条件としては当然全て使えるような

格好で整備するということになっておりますので、その場合は、整

備することになると思います。ただし、今の総合計画でいきますと

中の収蔵物は峰吉川小学校の方に移管をし、その後に整備というこ

とになると思います。ただ、総合計画の中では、建物の傷みが激し

いということで取り壊す方向で流れております。税金その他につい

ては、各集落に施設があると思いますが、そちらと同じでおそらく

減免の対象になると思いますが、詳しいところは解りません。
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いずれ無償譲渡になると思います。

菊地喜代司委員 その税金関係も調べておいてほしいと思います。

佐藤地域振興課長 後に観光連携の話ですが、情報不足でしたが、観光に関する大

連携については、今まで話し合われてきたと思います。その中でな

かなかまとまりきれない市町村があり、保留状態になっていると聞

いております。それは確か大仙市ではなかったような感じがしてお

ります。

佐々木総合支所長 正式なところではなく、観光担当から聞いたところによれば、決

して大仙市は参加しないということではなかったようです。

、 、他の方でも参加しなければ もう少し考えなければならないだろう

というようなやりとりがあったと聞いております。

それを魁新報社の方で大仙市の名をあげ、このような大きい記事

になってしまったと聞いております。決して大仙市が先になって参

加しないということではなかったようです。事前の調整が充分にで

きずに、早めの立ち上げを急いだ経緯と聞いております。

むしろ交流都市をめざしている大仙市ですので、参加しないとい

うことは明言しなかったと聞いております。

佐藤地域振興課長 一部県が先行的に取りまとめした形の中で、性急なところがあり

その趣旨に全て賛同できないというところがあったことや、時期尚

早ということで、全てに関する連携がすぐにはできないだろうと委

員の中から意見があったということを踏まえて、すぐにはなかなか

まとまりきれないということを担当が聞き及び、このままではすぐ

にはまとまっていけないだろうということを見越した上で、若干参

加については表現を見合わせるという形でとらえられたと思います

が、いずれ大仙市自ら参加を取りやめるという形で意見は申し上げ

なかったと聞いております。

菊地喜代司委員 新聞では、予備会合を７回か８回開いています。

それに加え、４か町村の中に大仙市の名前が出ていれば、それを見

て私たち市民はどうして大仙市はそこまで行けなかったのかと疑問

に思います。魁が悪ければ注意してほしいと思います。

佐藤地域振興課長 担当からその経緯について詳しく聞いて、菊地委員さんに御報告

したいと思います。

菊地喜代司委員 報告よりも、そのような方向に向いていってほしいと思います。
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よろしくお願いします。

伊藤辰郎会長 はい。その他の方から市に対する要望等ありましたら、御発言い

ただきたいと思います。

高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 先ほど菊地委員から救急車の入れない道路を早く整備してほしい

という要望がありましたが、１０月の魁新聞の１面のインフラ整備

に、南外の荒沢・十二ヶ沢線の改良が相当遅れていることが書かれ

、 、ていましたが 先日市民バスに試乗してそちらに行ってみましたが

やはりまだまだ未整備なところが多いので、一部荒沢のところを着

手しておりますが、是非十二ヶ沢まで早期に完成するよう、道路拡

張の予算要望をしてもらいたいと思います。

伊藤辰郎会長 関連の御意見ですね。道路事情の悪いところは緊急時に対応でき

るよう早期に改修できるよう要望を出していただきたいと思いま

す。その他ございませんか。

今野幸蔵委員どうぞ。

今野幸蔵委員 市の要望ではないんですが、今年度の地域枠予算がまだあるよう

なので、南外地域内にある街灯をソーラーにしたらどうかと思って

いました。今、環境問題とか微光灯などが重要視されているような

ので、街灯をソーラーシステムにして少しでも電力の消費を抑える

方法を考えられないものかなと。実際冬期間は日照不足等で使える

のかどうか、費用の面もあるので、そのへんのことを調査してもら

えたらなあと思い、お願いしたいと思います。

伊藤俊一建設課長 わかりました。資料を集めたいと思います。

確かソーラーはふれあいパークで昨年、新しく設置したと記憶し

ております。ご参考までに申し上げますが、４基で６０万円ほどだ

ったと思います。

伊藤辰郎会長 ソーラーの街灯がふれあいパークにあるんですか。

佐々木総合支所長 南外体育館の手前から交差点のところまでソーラーシステムの街

。 、 、灯を作りました ただ やはり冬期間は蓄電できないということで

終的には建設課で電気の方に切り替えしたはずですので、今はソ

ーラーの方は外しております。

値段が相当高く、しかもふれあいパークに設置した業者が倒産をし

てしまったということで、瑕疵期間もあったわけですが、修理でき
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ない状態になってしまいました。

ソーラーそのものは非常に高く、１基１００万円くらいはかかった

と思っております。

修理するにも部分的にはできず、全部交換しなければ元どおりには

ならなかったものですから、多分今は普通の電灯に切り替えたと思

います。

伊藤辰郎会長 そのような前例があれば無理ですね。

夏の間の太陽光を蓄電し、冬使えるようになればいいんでしょう

けれどまだそこまではいっていないでしょうから、今の説明でだい

たいのことは分かりましたが、もう一度調査をしていただければと

思います。その他ございませんか。

私から要望というかお聞きしたいのですが、秋田県全体が非常に

自殺者が多いということで、何とか自殺者を減らそうという取り組

みはしている訳ですが、大仙市とりわけこの南外地域も非常に自殺

者が多い地域ではないかと思うんですが、そういうことに対する自

殺者をいかに減らすかという具体的な取り組みがどのように行われ

ているのかお聞きしたいと思います。

佐々木総合支所長 今当座の資料がない訳ですが、今回の地域祭では保健センターの

方でその部門を担当しておりますので、その啓発のためのパンフレ

、 。ットなど作成して なんがい地域祭の時に配布した経緯があります

それに関するシンポジウムなどは全市一本で行われております。

、 、幟などを作り啓発事業はしておりますが 具体的な相談事業なども

不定期ですが行っていると思います。ここでは健康増進センターの

分室がある訳ですが、地域的にはここの健康増進センターでおこな

っており、本部的には大曲の健康増進センターの方に設置されてい

ると思います。それ以上の詳しい部分は把握しておりません。

伊藤辰郎会長 大仙市でも自殺予防の協議会を立ち上げたことを聞いておりまし

たけれど、その構成員として行政や医者、学識経験者などいろいろ

な方が入っていると思いますが、はやり自殺者が多いということは

恥ずべきことだと思うし、何とか予防する具体的な手だてを行うべ

きではないのかなあと思っておりますので、是非要望事項の中に入

れていただきたいと思います。民間では秋田市で蜘蛛の糸というＮ

ＰＯ法人で活動している佐藤久男さんという方が、かなり成果を上

、 、げている話を聞きますので ＮＰＯができれば一番良いのでしょが

そういうものを作る素地といいますか、環境を行政の方で少し作っ

ていただければと思います。南外は自殺者が多く、鬱病になったり

すると自殺をする人が多くなるそうですので、鬱病を減らすなど医
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療の面からも考えなければいけないと思いますので、是非そのこと

は要望してもらいたいと思います。

その他何かありましたら発言していただきたいと思います。

よろしいでしょうか。いろいろ要望が出ましたので、一応市の方へ

あげていただきたいと思います。

それでは、要望はこのへんにしまして、４番目のその他について事

務局から説明をお願いします。

判田参事 地域交通に関する班会議ということで、おととい二班に分かれて

協議いただいた件について二点ほど御連絡致します。

一点はお渡ししている資料の中にある上小阿仁村にあるＮＰＯ法

人の移送サービス協会への視察について。

二点目は第３回目の班会議の日程についてお願い致します。

【二点について協議】

上小阿仁村視察は１２月１４日（月）午前８時出発予定

第３回班会議は、合同で１２月２２日（火）午後６時

に決定しました。

伊藤辰郎会長 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。

佐藤副主幹 その前に一点報告させていただきたいと思います。

前回の地域協議会の質問をうけての回答です。

「楢岡川（大向地域内）支障木伐採事業」の際に『使用される除草

剤の毒性は強くないのか。川に流れて魚が死ぬようなことはないの

か 』という御質問でしたが、ＪＡ営農センターにお聞きしたり、。

インターネットで調べたところ、ラウンドアップは人や動物、魚等

に対する毒性は相当低く、人や自然に優しい除草剤だそうです。

しかし、農薬なので全く毒性がない訳ではなく、使用の際に周りに

飛散したり、川に流れないよう注意して使用すれば問題はないとの

ことでした。今回大向自治会で１１月２３日に作業を行なったそう

、 、ですが 作業前に会長さんからの御質問を大向自治会に伝えており

十分注意して行ってくださいということを伝えました。木の切り口

に直接ハケで塗る方法でおこないましたので、周囲に飛び散らない

よう流れないように注意をして行ってくれたようですので、問題な

いかと思います。

なお、塗った除草剤は２週間ほどで木に浸透し、効力がなくなり

木が枯れても地中あるいは水中にその影響はないとのことでした。

地面に落ちても土の粒子に吸着された後、微生物によって水や炭酸
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ガスなどになり、土中には残らないそうです。以上です。

伊藤辰郎会長 はい、わかりました。了解です。

それでは次回の協議会の日程を決めたいと思います。

。 、 、１月以降ですよね １月下旬ということで 詳しくは後で調整して

皆さんにお知らせすることにしたいと思います。

以上で今日の議題は全て終わりました。それでは、今日はいろい

ろと御協議いただきありがとうございました。

これにて第５回の地域協議会を終了したいと思います。

どうも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。

平成２１年１２月１７日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 佐々木 雅 子

委 員 佐 藤 のり子


