
平成２６年度 第２回南外地域協議会 会議録 
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     １）大仙市総合計画における地域編（地域振興計画）について 
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       ①南外地域連携教育啓発事業 

       ②中野山遊歩道整備事業 
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     ４）その他 

        

  （４）閉    会 
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  （１）出席委員（１１名） 

     伊藤 君夫、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、高橋 恵子、高見 健一、高見 文子 

     堀井 美紀子 

 

  （２）大仙市役所、本庁（３名） 

     総合政策課参事 高橋 正人 総合政策課主幹 冨樫 真司 

     総合政策課主席主査 冨樫 一哉 

 

  （３）南外支所（１名） 

     南外公民館長 佐藤 政利 

 

  （４）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 



  

 ５．欠席者氏名 

     欠席委員（５名）  

伊藤 成幸、伊藤 千秋、大槻 誠子、髙橋 元司、判田 隆義 

        

 ６．会議録 

   （１）開 会    

 

髙橋市民ｻｰﾋﾞｽ課長   皆様、おばんでございます。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。ただいまから「平成２６年度第２回南

外地域協議会」を開催いたします。はじめに、伊藤会長よりご挨拶を

お願いいたします。  

 

伊藤 直人 会長  【あいさつ】 

           みなさん、おばんでございます。九州の方では梅雨明けになったと

いう情報が入っておりますが、まだまだこの地域は寒い日が続いてお

って、冷夏にならなければいいなと感じがいたしておりますが、今日

はそれぞれお忙しい時間帯だったと思いますが、お集まりいただきま

してありがとうございます。先般７月１０日ですけれども、大仙市全

体の地域協議会連絡会議がございまして、佐藤副会長と、伊藤参事、

佐々木主査と４名で出席してまいりましたけれども、今日はその事を

若干紹介いたしたいと思いますが、各地域毎の地域枠予算の状況等あ

るいは大仙市総合計画策定にかかわる地域振興計画の策定について、

それと雪対策の計画等について、話し合いをしてきました。各地域の

予算執行状況でございますが、大曲地域はⅠ型、行政の方で主体とな

ってやる事業ですが、ゼロという事で、南外と協和がⅠ型が３０パー

セント。Ⅱ型、Ⅲ型についても南外地域は、他の地域と比べて特に問

題はないかと思って帰って参りました。それと、委員の皆様から出さ

れた意見を事務局の方から、まとめていただきまして、少しだけ触れ

ておきたいと思いますが、皆さん意見の中で、全体的な事としては、

地域の特色を活かしたお金の使い方が大切なのではないか。という意

見がありました。これについては、団体や民間に対して活性を呼びか

けるような事も必要でないのか。というふうな事とか、あるいは地域

協議会として活用事業をもう少し拡充させるというか提案していく必

要があるのではないか。というような意見が出されました。Ⅲ型につ

いてですけれども、団体によっては自己資金が出せない団体があって、

でもやりたいけれども自己資金がない。多少の営利目的に絡んであっ

ても、例えば農家の直売所などについては、この地域枠予算を活用し

ても良いのではないか。というような意見等もありましたので、ご報

告させていだきます。以上でございますけれども、今日は皆様の方に

事前にお配りさせていただいております資料に基づきまして、進めて

参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 



長くなってしまって大変恐縮です。 

 

髙橋市民ｻｰﾋﾞｽ課長  はい、ありがとうございました。 

          議事に入る前に次第の１）大仙市総合計画における地域編（地域振興

計画）についてと、２）の大仙市コミュニティＦＭ開局準備事業につ

いての説明のため、出席しております、大仙市企画部総合政策課の職

員をご紹介いたします。 

 

           【名簿により、総合政策課職員３名紹介】 

 

髙橋市民ｻｰﾋﾞｽ課長   それでは議事に入らせていただきますが、本日の出席委員数は１１

名で、過半数に達しておりますので、本会議は成立することをご報告

いたします。 

           本日は、議題としてその他を含めて４件でありますが、そのうち「地

域枠予算対象事業の承認案件」は６つありますので、よろしくご審議

をお願いいたします。 

           なお、会議録作成のため録音させていただくことを、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   はい。それでは、協議会を始めさせていただきます。 

          議題に入る前に、本日の議事録署名員を指名させていただきます。 

          髙見文子委員と堀井美紀子委員、このお二方にお願いいたします。 

           それでは早速 １）の大仙市総合計画における地域編（地域振興計画）

につきまして、議題といたしたいと思います。事務局から説明よろし

くお願いいたします。 

 

総合政策課冨樫主席主査 【地域振興計画について説明】 

 

伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございました。 

          ただ今、総合計画の流れについて説明をいただきましたけれども、こ

の事に関しまして、委員の皆様からご質問、確認等がございましたら

伺いたいと思いますが、何かございませんでしょうか。 

          策定期間がある程度あるようですけれども、２７年の４月まで完成と

いう事で、皆さんから御意見、御審議いただいて進めて行く事となる

と思いますが、今の時点で伺いたいこと等ございませんでしょうか。 

 

髙見 健一 委員  素案であるだろうから、特別ないのではないですか。 

 

伊藤 直人 会長   特別無いようでございますけれども、南外地域過疎化が最も進んで

いる地域という事で、これから委員の皆様にかかる期待が大きいので

伊藤 直人 会長 



はないかなと思いますので、是非皆様からも、これから地域に関する

様々な貴重な意見を頂戴したいと思いますので、これからそれぞれの

委員の皆様ご検討をいただきますようお願いしたいと思います。もし

なければ、この件につきましては、終了させていただいてもよろしい

でしょうか。 

 

          【 異議なし 】 

 

伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございます。 

          次に２）の大仙市コミュニティＦＭ開局準備事業につきまして、説明

をお願いいたします。 

 

総合政策課冨樫主幹 【コミュニティＦＭについて説明】 

 

伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございました。大変詳しく親切なご説明をいただ 

          いたわけですけれども、委員の皆様から、何かこの際、聞いておきた

い事、確認しておきたい事ございませんでしょうか。 

 

髙見 健一 委員   南外は大曲と違って既存の中継局だけでは聞こえない地域がけっこ

うある。これについての解決策はどのように考えていますか。民間の

放送局ですけれども、運営の規模はどのようになっていますか。 

           

総合政策課冨樫主幹  はい、会長。それではまず、１番最初のいわゆる難視聴と言われる

話かと思いますが、確かに今のところは机上で、南外地域は聞こえに

くいだろうというのは、イベントＦＭの中で実際に電波を出しまして、

どのような状況なのかというのを各自の中継局でみます。ですので私

達がまわって各時間帯、朝、昼、晩でも状況は違うでしょうから、朝、

昼、晩、まわりながら、電波を計りながら、弱いところについては、

中継局というものを建てて、そちらの方で電波を良くしたいと考えて

います。今のところは、実はこの南外庁舎の屋上に中継局を建てたい

なと考えています。大仙市地形的に見ますと、東側は平野部なので、

アンテナの鉄塔は、姫神山の頂上に建てます。ですので、地上が約４

００メートルくらいなので、東京タワーよりも上から電波を出すこと

なので、東側には多分届くかと思いますが、残念ながら南外地域は山

の陰になるものですから、上手くは聞こえないと思います。そう言っ

たところで、南外庁舎の屋上に中継局を建てて、出来るだけ難視聴を

解消したいなと考えております。もう１つですが、皆様のお宅はもし

かしたら、高気密高断熱になっていないでしょうか。というのは、そ

のような住宅は、電波が入りにくいという状況にありますので、外部

アンテナを付けていただくとか、フィルムアンテナを窓ガラスに貼っ

ていただくとか、そういった何らかの対応をしないと、電波の強さが

充分あっても、家の中では聞こえにくいという状況になってしまいま
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す。まとめて、次の件についてもよろしいでしょうか。 

 

伊藤 直人 会長   はい。 

 

総合政策課冨樫主幹  いわゆる運営に関する収入という事ですけれども、ＦＭ運営の収入

は、ＣＭ収入がほとんどです。９０％以上がＣＭ収入という事ですが、

市としましては、決して補助金とか負担金というのは考えていません。 

          ただ、毎日３６５日とは言いませんが、平日、朝、昼、晩１０分間の

枠と、３０分の枠を午前中、午後。ですので１時間半ですか。平日毎

日行政情報を流す。その対価としまして、７百万円くらいお支払いし

なければならないのかなと考えております。だいたいＦＭの運営費と

しまして、市の方で見積もりをしているところは、年間２千５百万円

くらいお金がかかるのかなと考えておりますが、その３分の１くらい

は、行政情報の番組使用料という形で、対価分をお支払いしたいと考

えているところです。よろしいでしょうか。 

 

伊藤 直人 会長   他に無いでしょうか。私からいいですか。老人世帯への防災ラジオ

の配布は考えていますか。その場合は、ワンタッチ機能などはありま

すか。 

 

総合政策課冨樫主幹  はい。ありがとうございます。確かに高齢者世帯というのも含め、

予算的に何も協議をしていないので、これから決めていく事なんです

が、いわゆる高齢者世帯とかある程度の線引きは必要かと思いますが、 

          そういった世帯には、防災ラジオといったようなものを、経費がかか

らないような形で、お配りしたいなとは考えています。地域のリーダ

ーになる、例えば自治会長さんとか消防団の方とかそういったところ

も必要なのかなと思っています。ちなみに防災ラジオとはどういうも

のかというのを、皆様方ご存じないかもしれないので、長くなって申

し訳ないのですが、説明させていただきますと、コンセントにささっ

ているとか、電池が充分にあるといった様な状態で、置いておくと、

緊急放送を流す前に、その前に緊急電波というものを発します。その

電波を例えば、南外地域だとか全市一斉だとか色々組み合わせがあり

ますが、例えば南外地域の電波を流すとなると、南外地域の防災ラジ

オが自動的にスイッチが入る。そしてボリュームが最大音量でとにか

く鳴るという。聞こえないかもしれない、聞こえにくいかもしれませ

んが、これが鳴った。電源が入った。ということは、何かがあるとい

う事になるので、それだけでもまず防災の心構えにはなるのかな。と

いうような思いがあります。もちろん音が聞こえないと駄目だとは思

いますが、そう言ったところも難視聴と言った形で、先程言った様に、

外部アンテナを建ててもらうとか、フィルムアンテナを設置していた

だくとかそういうような対応をお願いしたいと考えています。どうし

ても、この難視聴の場合で、言葉は悪いですが、住宅の少ないところ

総合政策課冨樫主幹 



に何千万もする中継局を建てるとなると、コスト的にどうなのか費用

対効果という部分を考えれば、でも、市民の安全安心を守るために費

用をどうするか。というような事で、すごく天秤として難しい問題だ

とは思いますが、こういった手当をしようかなとは思っています。 

          また、一般の方々で欲しいという方々に対しては、例えば千円の助成

をするとか、家庭内に設置する火災報知器のような助成制度も財源が

許す限り考えていかなければならないかなと思っております。以上で

す。 

 

伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございます。 

 

髙見 健一 委員   是非、難視聴だけは解決してほしいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

総合政策課冨樫主幹  ただ、先程言ったようになかなか１００パーセントというのは難し

いものですから、隣近所でやっぱり聞いたら、隣りの家に行って「聞

いだが、母さん、父さん」というような、コミュニティを作っていた

だければなと思います。 

 

伊藤 直人 会長   他にございますか。 

 

今野 幸蔵 委員   先程経費の件お話がありましたけれども、開局するまでの経費があ

ると思いますが、それはどれくらいかかるものでしょうか。 

 

総合政策課冨樫主幹  まだ、来年度の予算なので何とも言われませんが、中継局は増えれ

ば増えるほど経費が嵩みますが、市としては今のところ１億７千万円

くらいかかる事業ではないかと思っております。 

 

伊藤 直人 会長   他にございますか。 

 

高見 文子 委員   はい。このコミュニティＦＭ事業が若年層の雇用拡大に繋げてほし

いですが、いかがでしょう。 

 

総合政策課冨樫主幹  はい。雇用の創出につながれば大変いいとは考えておりますが、市

の職員ではなくて、先程いったように運営会社ＴＭＯ大曲という会社

で、今現在３名おります。１人は正職員。２人はパートというか日給

月給の扱いですけれども、その方を新たに雇用したという形で、たっ

た３人ですけれども、まず雇用の確保という形にはなったのかなと思

っております。ただ、先程言った様に、小規模なコミュニティＦＭな

ので、職員を２０人も３０人も抱える事は難しいかと思います。なの

で、どうしてもボランティア活動というような形で、でも、ボランテ

ィアの中でも、ちょっと技術のある方については有償ボランティアと
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いう形で雇用するという形になるかもしれませんが、会社がどんどん

大きくなって、ラジオが皆様に愛されて一大産業になるとすれば雇用

の創出になるかとは思いますが、今のところは地に足付けてやってい

きたいと思っています。 

 

伊藤 直人 会長   はい。他にございませんでしょうか。 

 

伊藤 直人 会長   無いようでございますので、これくらいにして終わらせていただき

たいと思います。本庁の皆様には大変ご難儀をおかけいたしました。 

 

総合政策課髙橋参事  すみません。今日は貴重な時間をいただいて誠にありがとうござい

ました。色々計画の策定等お願いばかりですけれども、どうかよろし

くお願いします。これで中座させていただきます。今日は、本当にあ

りがとうございました。 

 

総合政策課職員    ありがとうございました。失礼します。 

 

          【総合政策課職員３名退室】 

 

伊藤 直人 会長   ３）平成２６年度地域枠予算対象事業の承認についてを議題といた

したいと思います。始めに、①南外地域連携教育啓発事業につきまし

て、事務局から説明をお願いいたします。 

 

佐藤南外公民館長  【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長   はい、説明をいただきましたが、皆様から御意見、御質問、御要望等

ございましたら、伺いたいと思いますが、どなたかございませんでし

ょうか。 

 

髙見 健一 委員   この事業に反対する訳ではないですが、学校教育に関する事業は、地

域枠予算ではなくて、教育委員会から支出すべき予算のような気がし

ますが。何でもかんでも地域枠予算からというのはいかがなものかな

という気がしますが、いかがですか。 

 

佐藤南外公民館長   はい。我々も、公民館、支所共々、それは大いに思ったところでござ

います。前回の被災地支援につきましても、この地域枠予算を活用し

ていただきましたし、また学校からという事で考えましたけれども、

学校でも予算が取りづらい状況であることは確かでございまして、学

校の方から話をいただいた時に、いわゆる地域との連携という事を重

視して、南外の子供達は地域で育てて行くという事を地域にＰＲした

いということで、いろんな計画書を持って校長先生方が見えられまし

た。大仙市の教育方針である地域で子どもたちを育てるという事が大
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きな計画となっています。それと急な予算取りも出来ないという事で

しかしながら、確かにこの事業の内容、いわゆる地域で子供を育てる

という周知は、大事なのではないかなという事で、今回、特に地域枠

予算を活用して今年度中にこの事業を達成したいという事で、今回申

請した次第でございます。 

 

髙見 健一 委員    これは、毎年継続していく事業ですか。 

 

佐藤南外公民館長   いや。違います。 

 

髙見 健一 会長   なんでもかんでも地域枠予算が取りやすいからと言って、お願いす

るというのはどうかなと思う。考え方だな。 

 

伊藤 直人 会長   いかがでしょう。この件に関しましては、他の委員の皆様からも、

御意見、御質問等ありませんでしょうか。教育委員会関係の事業なの

で、教育委員会の予算から出すべきはないか。という髙見委員からの

意見でございますけれども。公民館の方では地域に根ざした部分を重

視して、あえて地域枠予算からお願いしたいという事ですけれども、

この点、いかがいたしたらよろしいでしょうか。 

 

今野 幸蔵 委員    教育委員会の当初予算で組めなかった事でしょうから今回の申請に

なったと思う。ただ、髙見委員が言ったように、教育委員会としてき

ちんと予算をみて、やっていかなければ駄目だと思う。どこの地域で

も同じだと思うけれども、将来的に考えれば、きちんとしていかなけ

れば、まずいのではないかなと思う。教育委員会は本庁なので、何か

やるにしても、支所を通り越して、本庁へまっすぐいかなければいけ

ないという部分があって、非常にやりにくいという部分もあると思う。

今回のような事業はきちんと予算を立ててやるべきではないかと思う。

事業そのものについては、賛成だが、これからはきちんとしていかな

ければいけないのではないか。 

 

佐藤南外公民館長   今、今野委員が言われたとおり、地域で１番学校に関わっているの

は公民館です。学校との連絡する機会も持っています。来年度以降は

前年度中にきちんと事業なりを決めて、予算に係るものについては、

それなりの対応をしていきたいと思います。今回は、両校長先生から         

このような案を出されまして、我々も毎年やるわけでは無いので、良

い事業だと思い、地域の方々へ周知したいと思い、今回地域協議会へ

お願いしたわけでございまして、おっしゃるとおり、今後は、予算化

するなどの対応をするようにしますので、今回はご承認していただけ

ればありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

伊藤 直人 会長   説明が終わりましたけれども、他にございませんか。 

佐藤南外公民館長 



伊藤 君夫 委員   両校長から出てきた案ということですけれども、学校自体が希薄的

な部分があるという事で、危機感に対して、このような案が出てきた

ものなのか、それとも、学校を大事にしていこうという、大仙市南外

地域ぐるみでやろうという部分の考え方なのか。大いに賛成ではある

が、来年度は予算も計画的にやったらいいのではないかと思う。自分

達の目線で危機感という雰囲気があって、出てきたなのでしょうか。 

 

佐藤南外公民館長   はい。ただ今の件については、どちらかというと後者の方、学校の

生徒も少なくなっており、今現在の体制を維持してもらいたいという。

当然学校と関わっている老人クラブなどの高齢者も多く、いままでの

状況を維持していけるのかどうかという危惧もあります。地域で子供

を育てるという意識を、若い人方から５０代、６０代の方々も一緒に

持って、この体制をずっと続けて行き、子供達を育てていきたいなと

いう意識を持ってもらいたいという事で、ここでパンフレットを作成

して、書き物で皆さんに示そうという事でございます。小学校、中学

校、３年、６年という区切りがあって、継続して育てていくという事

も兼ねてのＰＲでございます。 

 

伊藤 直人 会長   予算の盛り方につきましては、今後検討を加えるにしても、今回、

頑張っている子どもたちを見て欲しいというのが根底にあるものを私

も感じますし、この地域をこれから守って行くのは、子どもたちとい

うことで、子どもたちを育ててきた学校の先生からのお願いでござい

ますので、却下するのもいかがなものかと思いますので、いかがでし

ょう。次回から検討を加えたうえで、今回の提案された件に関しまし

ては、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   どうもありがとうございます。それでは承認という事で、お願いし

ます。続きまして②番の中野山遊歩道整備事業につきまして、事務局

から説明お願いいたします。 

 

市民サービス課今田主査 【資料説明】 

  

伊藤 直人 会長   はい。説明が終わりましたところで、皆様から御意見を伺いたいと

思いますが、先程もお話ありましたけれども、継続事業でございます

し、今まで承認されてきた事業ですので、審議等も重ねて、承認も続

けてきた事業でございますので、このまま承認という形でよろしいで

しょうか。それとも、何か皆様の方から、御質問、御意見、あるいは

修正案等ございましたら、伺いたいと思いますが、何かございますで

しょうか。 

 



           【なし】 

 

伊藤 直人 会長   なし。という事ですけれども、承認という事でよろしいでしょうか。 

 

           【はい】 

 

伊藤 直人 会長   はい。ありがとうございます。それでは承認という事でお願いした

いと思います。続きまして③の第３回南外地域運動会開催事業につき

まして事務局から説明をお願いいたします。 

 

佐藤南外公民館長   【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長   はい。ありがとうございます。この地域運動会開催事業につきまし

て、皆様から御意見を伺いたいと思いますが、何かございませんでし

ょうか。 

 

髙見 健一 委員   賛成ですが、収支予算書の８ページの自己負担分はどういうものが

あるのか明細があれば良かったと思います。地域枠予算にお願いする

ことの出来ない経費もある事でしょうから、内訳はどうなっています

か。 

 

佐藤南外公民館長   はい。大きくは先程説明した通りでございますけれども、いわゆる

自己資金、企業からの寄付金、それから去年の繰越金などを基に、支

出する項目につきましては、賞品代、いわゆる上位入賞者に対する、

商品券になるか賞品になるか分かりませんけれども、その賞品代とし

て２万２千円。それから、消耗品代として、花火の打ち上げ費用、そ

れから、種目によってドジョウを使う種目もございまして、そのドジ

ョウを買ったり、ゴミ袋を買ったり、氷、麦茶を買ったりする経費な

ど、いわゆる消耗品代として８万８千円ほどみてございます。それか

ら来賓の弁当代として１万６千５百円ほどみております。それから、

昨年度ゼッケンが無くて、どこのチームか分かりづらかったというこ

とで、今年、各チームにゼッケンを作るための布を各地域にお配りす

る予定です。ゼッケンを作る費用代として２万１千６百円、それと予

備費といたしまして２万１千５百円。合計その他の経費として１６万

９千６百円を予算化しているところでございます。最初から明細書を

示せれば良かったんですけれども、口頭での説明で申し訳ございませ

ん。以上です。 

 

伊藤 直人 会長   他に御意見ございませんでしょうか。 

 

伊藤 君夫 委員   盛り上がりがおととしよりも去年と年々盛り上がってきているが、

優勝旗の争奪とかあってもいいのではないかと思う。それか金一封も



あってもいいのではないかと思う。それくらいやっても価値のあるも

のではないかという感覚を受けている。そういう計画はありますか。 

 

佐藤南外公民館長   はい。先程申し上げたとおり、昨年度上位入賞者には商工会さんで

発行した「ニコニコ商品券」を賞品にした経緯がございます。いわゆ

る金券と同じでございます。今年も商品券は金券と同じような扱いな

ので、「金一封」になるか「商品券」になるか分かりませんけれども、

そういうもので、一位、二位、三位の差をつけまして頑張ってもらう

事を期待したいと思っています。 

 

伊藤 直人 会長   他に御意見無ければ承認という事でよろしいでしょうか。 

 

           【はい】 

 

伊藤 直人 会長   ありがとうございます。続きまして、④番の大向・金屋地区コスモ

ス植栽事業につきまして、事務局よりご説明お願いいたします。 

 

伊藤市民サービス課参事   【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長   この事業はずっと承認してきた事業で、ある程度論議が交わされて

承認してきた事業でございますし、南外地域に入って最初に目にする

非常に良い光景だと思いますが、特に皆様からご要望がなければ、承

認という事でよろしいでしょうか。 

 

            【はい】  

 

伊藤 直人 会長   では、承認という事でよろしくお願いします。どうもありがとうご

ざいます。 

 

伊藤 直人 会長   次に⑤番そば収穫・そば打ち体験ツアー事業につきまして説明をお

願いします。 

 

市民サービス課佐々木主査  【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長   はい。説明ありがとうございます。そば収穫・そば打ち体験ツアー

事業につきまして、皆様から御意見、御質問ございましたら伺いたい

と思いますが、何かありますでしょうか。 

 

伊藤 直人 会長   無いようですので、承認という事でよろしいでしょうか。 

 

           【はい】 

 

伊藤 君夫 委員 



伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございます。次に⑥番のなんがい地域祭開催事業

につきまして、事務局から説明お願いいたします。 

 

佐藤南外公民館長   【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長   はい。説明ありがとうございます。ただ今の説明につきまして皆様

から御質問、御意見伺いたいと思いますが、どなたか御意見ありませ

んでしょうか。 

 

髙見 健一 委員   はい。国文祭の関係で日程前倒しになったのですか。 

 

佐藤南外公民館長   今年、皆さんご存じのとおり、国文祭は秋田県が当番になっており

まして、１０月４日から１１月３日までの１ヶ月間行われます。市内

でも色々なイベントが開催される訳ですけれども、毎年秋と言います

と色々な地域祭等の催しものが行われる時期に、今回は地域祭という

事で、すごくイベントが多い秋になるかと思います。いろいろ各日程

を調整した結果、この日に開催予定となりました。 

 

伊藤 直人 会長   他に御質問等ございませんでしょうか。無ければ承認という事でよ

ろしいでしょうか。 

 

           【はい】 

 

伊藤 直人 会長   ありがとうございます。では、承認でお願いします。それでは４）

のその他に入りますが、事務局から何かございますか。 

 

伊藤市民サービス課参事       【大仙市誕生１０周年記念式典にかかる 

実行委員会への委員推薦について説明】 

 

伊藤 直人 会長   １０周年記念式典につきましては、市民参加型という主旨のようで

ございまして、南外地域協議会からもお一人選出しなければいけない

という事ですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。 

 

           もし、よろしければ私の方から、推薦させていただいてもよろしいで

しょうか。 

 

           【はい】 

 

伊藤 直人 会長    他の委員と重複しないようにしたいと思いますので、今回は木村ふ

み子委員を推薦させていただきたいと思います。木村委員は、婦人会

長さんとしてあるいは文化の面で大変大仙市全体の交流が深い方でご

ざいまして、また、事業の主旨からも色々おもてなしや気配りも出来



る方がふさわしいのではないかなと思いますので、推薦させていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

           【拍手】 

 

伊藤 直人 会長   ありがとうございます。それでは、木村委員には大変ご難儀をおかけ

しますが、どうかよろしくお願いいたします。 

 

伊藤市民サービス課参事    ありがとうございました。木村委員には詳細につきまして、後ほどご

連絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

 

伊藤 直人 会長   他に皆様方から、提案等何かありましたら、伺いたいと思いますが、

ございますか。 

 

佐々木南外支所長   はい。私の方から何点か現在取り組んでいるもの、これから取り組も

うとしているものをご説明申し上げます。最初に、今日の地域枠予算

にもたくさんあがっておりますが、イベントが目白押しとなっており

ます。今月２６日には商工会の青年部による夏祭りが開催される予定

になっております。また、８月１６日には盆踊りという事で、支所前

駐車場にて、南外小唄と釜坂おけさの盆踊りを復活させたいというふ

うな事で実行委員会レベルで検討され、実施する予定になっておりま

す。それから、９月７日には、運動会があり、１０月中旪には地域祭

がある、という事で、各毎月大きなイベントがそれぞれの団体、ある

いはそれぞれの主催で行われるという事でありますので、どうか足を

お運びいただいて状況を確認していただければと思っております。そ

れから、２つ目ですけれども、手元の資料に南外地域の買い物弱者の

支援サービス事業という事で、資料お渡ししております。 

 

          【買い物弱者支援サービス事業利用者状況説明】 

 

            それから、今日の新聞に紹介されましたが、太田地域で地域の将来を

考えようという事で「市民の集い」をスタートさせております。おそ

らくこの先には先程協議会の冒頭お話ありました、地域振興計画の部

分にやはり地域の声を反映させたいというふうな思いも中に含まれて

いる事のように思います。我々南外地域に関しましては、まだはっき

りとした日程なり、どういう方向で進めていくかということについて

は現在の段階ではまだ、はっきり示すことは出来ませんけれども、い

ずれ９月から１０月にかけて南外地域の地域住民の声を拾っていく機

会を作って参りたいと思っておりますので、これも時期がきましたら

ご報告したいと思っています。それから、同じように今年度内に、い

わゆる自主防災組織につきって、再編したいと考えております。これ

伊藤 直人 会長 



もおそらく、地域振興計画の中に盛り込まれるものだと思っておりま

すが、いわゆる現在の火災予防組合という形で自主防災組織が成り立

っておりますけれども、災害時の対応については心許ない状況がある

というふうな事で、現在、いろんな関係機関に打診しておりまして、 

感触の良い返事をいただいておりますが、消防の関係者を中心といた

しまして、自治会の関係者それから火災予防組合の関係者それから加

えて日赤の分区の関係者、この４者でもって、１つの自主防災組織を

再編したいと考えております。この団体間の代表者の方から集まって

いただいて、お盆前には会議を開催していきたいと考えております。

いずれそういった取り組みがやがては、地域連携、自治会の共同事業

の実施というふうな事につながっていくのではないか、もちろん災害

時に対しての色々な要望活動でありますとか、そういったものも大変

重要な状況に来ておりますので、今年いっぱいかけて組織をまずつく

って、そして来年度あたりから実質的な活動に入っていきたいと考え

ております。これについても今後皆様方に概要についてお示しする機

会を持ちたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上でございます。 

 

伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございます。他にございませんか。 

 

伊藤市民サービス課参事    資料はございませんけれども、ご連絡とお願いですけれども、計画も

のがかなりあって申し訳ありませんけれども、現在大仙市で「雪対策総

合計画」を策定中でございます。策定委員会というのが昨年の１２月に

立ち上がりましたけれども、その中で佐藤副会長さんが西部地区の協議

会を代表して委員となってございます。そして、計画の素案でございま

すが、今月末くらいでだいたい仕上がるという事で、協議会の委員の皆

様に書類で送らせていただく事となっております。その後、じっくりご

覧になっていただいて、御意見を伺おうというものでございますので、

届いた際には、よろしくご検討願いたいと存じます。もし、佐藤副会長

さんより補足がありましたらお願いしたいと思いますが。 

 

佐藤 正行 副会長    特にありません。 

 

伊藤市民サービス課参事   ボリュームのある計画書の素案が行きますので、時間かかるかと思い

ますが、ご覧いただいて、御意見をまとめていただければなと思います

ので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

伊藤 直人 会長   今事務局より説明がありましたけれども、まもなく素案がまとまるよ

うでございまして、皆様に配布されることと思います。その際は、御

意見等皆様より出していただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。他に皆様からなにかございませんでしょうか。無ければ、

本日の議題を終了させていただきたいと思いますが、次回の開催につ

佐々木南外支所長 



きましては、協議案件が発生しましたら、招集させていただきたいと

思いますので、その際はよろしくお願いしたいと思います。これをも

ちまして平成２６年度第２回南外地域協議会を閉会いたしたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 
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