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６．会議録 

   （１）開 会    

 

髙橋市民ｻｰﾋﾞｽ課長   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３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。お忙しいなか、今日はお集まりい

ただきましてありがとうございます。本日の案件は２件で、尐ないで

すが、多数の皆様から御出席いただきまして、誠にありがとうござい

ます。先日の地域運動会では、支所の皆様をはじめ、地域の皆様に頑

張っていただき、大成功のうちに終了する事が出来たようでございま

す。本当にご苦労様でございました。それではただ今から始めさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。簡単でございますが、

挨拶とさせていただきます。 

 

髙橋市民ｻｰﾋﾞｽ課長   はい、ありがとうございました。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１２名でございます。過半数に達して

おりますので、本会議は成立することを御報告いたします。議題とし

ては、その他を含めて２件でありますが、その内、地域枠予算対象事

業の承認案件は２件ありますので、よろしく御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事をあらかじめお

断り申し上げると共に、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、

恒例によりまして、本日の議事録署名員を指名させていただきます。 

          伊藤君夫委員と判田隆義委員にお願いいたします。それでは、議事を

進めて参ります。１）の平成２６年度地域枠予算対象事業の承認につ

いてを審議いたします。はじめに、①の南外地域買い物空白域解消対

策事業について、事務局から説明お願いいたします。 

 

佐々木南外支所長   【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長   はい、ただ今支所長さんから詳しく説明をいただきましたけれども 

          委員の皆様で、何か補足説明をお願いしたい事、あるいは、御意見等

ありましたら、伺いたいと思いますが、何かございませんでしょうか。 

 

髙見 健一 委員   ２つありますけれども、この買い物空白域解消対象事業について、



地域協議会で費用を負担するという事を決めたのはいつですか。 

 

佐々木南外支所長   費用の負担については、今回初めて、正式には皆様にお願いしたと

ころでございます。ただ、口頭では、地域枠予算という形でお願いす

る事になるかもしれない、というあたりはお話させていただいていた

と思っています。 

 

髙見 健一 委員    事後承認みたいな感じになっているのが、どうなのかなと思います。 

          それと、もう１つよろしいですか。車両購入について、補助金が出て

いるのではないですか。それはこの中で網羅されていますか。 

 

佐々木南外支所長   その分ついては、特にこの積算上には、網羅されていません。 

 

髙見 健一 委員   それは積算しなくていいのですか。考え方として。 

 

伊藤 直人 会長   １つ目の質問の件ですけれども、前回の地域協議会の時にも、この

件に関しまして、地域枠予算をお願いしたいという考えを持っている

という説明があったかと思います。その際、特に委員の皆様から御意

見は無かったように思いますけれども、前振りしているので、事後的

な承認という形もどうかなという感じがしますけれども。もう１つの

車両購入費につきましてですけれども、移動販売車が、全部この買い

物空白域解消対策事業のためだけに使われるわけではなくて、進藤商

店さんの日常の販売業務の中の、２日だけ移動販売に関して地域枠予

算を支出するという考え方でよろしいかなと思いますけれども。 

 

髙見 健一 委員   車両損料というのは、補助金差し引いたもので市の負担があるとい

うのは分かるけれども、補助金はどこから出てきているのですか。 

 

佐々木南外支所長   国の補助金です。 

 

髙見 健一 委員   市の方は全く関知していないのですか。 

 

佐々木南外支所長   はい。 

 

髙見 健一 委員   これでもいいのかな。 

 

伊藤 直人 会長   この補助事業は会検対象ですか。 

 

佐々木南外支所長   ５年間、こういった記録をつけながら、どういう所にいったのか。

どういう所に拡充したのか。利用者がいくらいて、売り上げがいくら

だったかというのを全部報告する事になっていて、それが要件になっ

ているようです。 

髙見 健一 委員 



伊藤 直人 会長   会検が通る内容であれば妥当だとは思いますが。 

 

髙見 健一 委員   考え方を聞きたかったんだけど。 

 

佐々木南外支所長   これについては、明日委員会審議の対象となっておりまして、私も

明日委員会の方へ行きますが、もし、万が一そういう状況で、異議が

出た場合については、向こうの予算とこちらの予算の積算は、連動し

なければならないので、そういった事態が生じた場合については、必

ず委員会の決定に添う形で訂正させていただきたいと思います。 

 

髙見 健一 委員   積算根拠の３６５日の考えについても妥当なのかなと思う。これだ

けに使われるというわけではないと思いますが。 

 

佐々木南外支所長   １日あたりの単価を出するために持ち入りました。実際に営業する

のは８０日くらいです。 

 

伊藤 直人 会長   実際問題これ５年で償却すると言っても、５年以上使われると思う

から、３６５日で割返しても実際はもっと長く使うから、これでいい

のではないかなと私は思いますけれども。３６５日で割り返せば、単

価が安くなるから、委託料の単価としては安く済んでいるという事で

すよね。いかがでしょうか。この件に関しまして皆様から他に御意見

ある方いらっしゃいますか。 

 

伊藤 君夫 委員   はい。別の質問なんですけれども、参考資料の中に、補正予算の資

料ありますけれども、これと、地域枠予算の方と、どちらも予算がつ

くとなると二重に払われる事になるのでしょうか。 

 

佐々木南外支所長  月数で支払いますので、重複はしていないです。６月から９月までの

分を地域枠で、１０月から来年３月までの半年分を本予算でという事

になります。なかなか９月の補正予算で遡る事が出来なかったので。 

 

伊藤 君夫 委員  これは恒久的になるという事ですか。次年度以降は、また新たに考え

るという事ですか。次年度以降、地域枠予算の方から出る可能性はな

いですか。 

 

佐々木南外支所長  次年度以降、地域枠予算から出るという事はないです。 

 

伊藤 直人 会長  補正予算、来年度予算で組む前までの、この事業の委託料を地域枠予

算から出していただけないでしょうか。という申請ですね。 

 

佐々木南外支所長  どこまで長く、こういった状況を続けていくのかという事については、 

 いろいろ、御意見があるところだとは思いますし、軌道に乗せるとい



うふうな事も大きな要素だと思います。いつまでも委託という事では

なしに、いつかは、はしごを取らなければいけないという時期が必ず

来るかと思います。それまでに、支援という形から脱却して、自分の

本来の移動販売車による営業提供という事で頑張っていただきたい

と。独り立ちしていただきたいというのは、もちろんこの事業の主旨

でありますので、おそらく２年ぐらいを目途になるのではないかと考

えています。 

 

伊藤 直人 会長    他に御意見ございませんでしょうか。 

 

今野 幸蔵 委員    １回あたりの収支差額はいくらくらいになれば間に合いますか。 

 

佐々木南外支所長    我々は営業補償をするかどうかというのが、最初にあった訳なんで

すけれども、それを見極めるために、お試し期間というわけで、売上

げ状況を把握するという事に時間を費やしたわけですけれども、ご覧

のとおり赤字は出ていないという事が分かった訳です。ただ、いろい

ろ燃料費等のいろいろな経費をその利益の中で、すべてカバー出来る

くらいの大きい利益を見いだすものなのかどうかというあたりが、は

っきり分からなかった訳ですけれども、こういう１回あたり１万円～

多くて２万円という、最近は客単価が上がって２万円台になってきて

おりますけれども、１週間２回営業に行って、２万４、５千円なもの

ですから、１回あたり１万円ちょっとのプラスなようです。それから

いろんな経費を負担するというのはちょっと無理があるという事な

ので、委託費として、別個にお支払いするという事です。 

 

今野 幸蔵 委員    ２万円とか３万円とか利益になって来ないと間に合わないのかな。 

 

佐々木南外支所長    ただ、こういった生鮮食品を取り扱う業者さんは、捨てる、投げる、

廃棄するというようなそう言ったロスも当然発生する訳ですので、そ

こら辺は、多分入っていないと思います。それから、やっぱり残った

物を焼却する部分のロスというあたりを考えると、なかなか旨味のあ

る事業とは言えなくて、非常に厳しい移動販売の事業だなというのは

感じています。そう言った状況の中で、買い物弱者の地域に足を運ん

でいただく、営業区域を拡大していただくというふうな、こちら側か

らの地域住民を支援する、一つの手だてとして今回お願いした経緯が

ありますので、ある程度の支援策というものを取らないとやはり誰も

育まれてもいかないというふうな事になりますので、ご理解いただけ

ればなと思います。 

 

髙橋 元司 委員   そうすれば、先程の車輌損料の積算根拠については、明日の状況に

よって変われば、同じく変わってくるという事ですね。 

 

佐々木南外支所長 



佐々木南外支所長    はい、そういうふうに考えています。 

 

髙橋 元司 委員    支援体制を２年くらいが目途という事ですけれども、その後、辞め

たと言われないような何か約束事はありますか。あともう１点ですが、 

           同業者の方々や地元の中でも同じ仕事をしている方々からの、意見は

無かったものですか。 

 

佐々木南外支所長    移動販売に関しては、実施する際には、悪戸野地域の既存の商店、

それから商工会に属する方々から集まっていただいて、今回南外地域

でこういうふうな取り組みをしますというふうな事をお話させてい

ただいて、賛同得たうえで、スタートさせたという経緯がありまして、

移動販売に関しましては、角子商店と小松商店と２店しかないもので

すから、私もどちらの方にも頼みに行きましたけれども、小松商店の

方は受けられないという事で、角子商店に絞ったという経緯です。た

だ、小松商店の方には改めて、お話する機会を持ちたいと思いますし、

移動販売に限らず、南外地域の商店、買い物支援という解消を図るた

めには、何らかの形でやはり店舗の形成というのは必要かなと思って

おります。そういった部分については、商工会の方々と改めて意見交

換する場を持ちながら、いずれも高齢化が進んでおりまして、店主の

人達も高齢化しているという状況で、新しく企業参入して店舗に、借

金を背負うというふうな事は、なかなか難しい状況でもあります。そ

ういった事も含めて、地域事情を考慮しまして、今後の店舗形成につ

いての方向性というものを取りまとめて、行きたいと思っています。 

 

伊藤 直人 会長    いろいろまだ始めたばかりの事業でございますので、これから問題

点も出て来るかもしれませんが、今後検討を加えて行くという事で、

将来続けられるかどうかという事もありましょうが、限界集落がどん

どん進んでいる中で、買い物弱者と言われる方々が大変困っている事

情を勘案しての事業実施と思いますので、皆様からこれにつきまして

はご承認いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

          【異議なし】 

 

伊藤 直人 会長   では承認という事で、よろしくお願いいたします。続きまして、②

のふるさと南外の会地域特産品ＰＲ事業につきまして、事務局より説

明お願いいたします。 

 

市民ｻｰﾋﾞｽ課佐々木主査  【資料説明】 

 

伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございました。ただ今、ふるさと南外の会地域特

産品ＰＲ事業につきまして説明をいただきましたが、委員の皆様から、

このことに関しまして、ご意見、ご質問、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。継続事業でございま

して、今まで７年の継続事業ですので、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。それではこの事業は承認という事で、よろ

しくお願いいたします。 

 

髙見 健一 委員   支所からは何人行くのですか。 

 

佐々木南外支所長   支所の方では、私と担当の佐々木と２人です。それと、佐藤芳雄議

員と佐藤清吉議員も行きます。関連ですけれども、毎年こういった形

で地域枠予算をお願いして、販売員の旅費をお願いしていますが、今

回そこで取り扱う品目というのは、ほとんど漬物が中心でして、あと

は地酒という事で、今年は変化をつけたいと思っていまして、特別栽

培米の２㎏ものを袋売りするとか。あるいは、りんごとか。今話題の

義平福（よしひらふく）という、大変おいしい和牛があるようですけ

れども、これのお肉とか。あるいは名産の南外のほほえみカボチャで

あるとか、いものこ汁とか、川ガニ料理とか、ふるさと会の方々が、

来たときに南外の味だな。というそういう、喜ばれるものを今回は準

備したいなと思っています。また、合わせて人の交流、ものの交流が

ないとふるさと会というのは、だんだん縮小していってしまいます。 

          というのはやはり、高齢者になっていくからだと思います。やはりな

んらかの形で、なかなか旅費を出すとは言えませんけれども、職員の

ＯＢの方々、地域協議会の方々、そういった方々にふるさと南外会の

参加を呼びかけて、いくらかでも出席してもらうと、そういった時に

は誰か友達を連れてきていただくというふうな事で、やはり人の交流、

ものの交流が無ければ、なかなか盛り上がりに欠けていくのかな、と

いう事を感じておりますので、今回はそういった呼びかけをお願いし

たいなと思っております。 

 

伊藤 直人 会長    ふるさと納税についてもＰＲしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。それでは、その他に入りますけれども、委員の

皆様から何か、この会で審議してもらいたいこと、提案等ございまし

たら、この際、伺いたいと思いますが、何かございますでしょうか。 

 

今野 幸蔵 委員   この間の雨で、南外地域でも災害が起きたようですけれども、広域

農道が崩落して、私もその道を利用する者として、大変不便を感じて

いるところです。被害状況について教えていただけませんか。 

 

佐々木南外支所長   確かにあの道路は、秋田、湯沢そちらの方からの大型トラック関係

伊藤 直人 会長 



の非常に便利の良い道路として利用されておりまして、実は横手市長

も現場を見に来たような状態であります。いずれにしても早い復旧と

いう事で、今後の予算関係も含めて、農林建設課長の方から説明しま

す。 

 

佐藤農林建設課長  【８月２１日の豪雨の被害状況等関連について説明】 

 

伊藤  直人  会長   はい。ありがとうございました。他に何かございませんでしょうか。 

          事務局の方から他に何かありませんでしょうか。 

 

佐々木南外支所長   はい、それでは運動会開催されました、冒頭の会長のごあいさつに

もありましたけれども、館長の方から運動会について報告させていた

だきます。 

 

佐藤南外公民館長   はい、本来であれば活性化支援協議会の方々からお礼の言葉を申し

述べるところではございますけれども、今回公民館が窓口になったと

いう事で、私から一言お礼を述べさせていただきます。今回は、天候

にも恵まれまして、南外小学校のグラウンド決して大きくて、良いグ

ラウンドとは言えないんですけれども、日頃の管理がすごく良くて、

すばらしい環境の中で、運動会を行うことができました。当日、市長

からもお出でいただきまして、何人くらい集まっているかと聞かれま

して、私共、テントの数やテントに入っている人数を数えたところ、

およそ子供達も含めて１，５００人くらいだという事で市長の方には

報告しております。当日、つきの木こども園の園児、小学校の児童、

中学校の生徒、それから一般の方々、沢山の方々から来ていただきま

した。南外地域の人口が３，８００人くらいで、当日１，５００人く

らい来ていただいたという事は、約４割くらいの方々が参加してくれ

たという事で、本当にうれしく思います。当日当初の目的としており

ました交流も出来ました。お昼はテントに戻って、子ども達も、地域

の方々とお昼をとることにしておりましたので、普段なかなか近くに

いながら交流出来ない方々も、交流出来たと思います。本当に良かっ

たと思います。それも偏に地域協議会の皆様からご承認いただいた地

域枠予算を活用する事ができたおかげと思っております。本当にあり

がとうございました。当日、この予算の他に事業主の方々からも、た

くさんの寄付をいただいて合わせて活用させていただく事ができまし

た。この運動会、地域の方々が多く集まる行事という事で、日にちを

固定してずっと行いたいと思っております。９月の第１日曜日という

ことで、ずっと末永く行いたいと思っておりますので、これからも地

域協議会の皆様には特段、ご理解いただきまして、よろしくお願いい

たしたいと思います。簡単ではございますが、一言お礼を述べさせて

いただきます。本当にありがとうございました。それから、前回の地

域協議会でいろいろ御意見いただきましたけれども、「おらだの学校」

佐々木南外支所長 



という事で、パフレット全戸配布いたしましたので、皆様ご覧いただ

けたかと思いますけれども、この地域枠予算を活用いたしまして、立

派に製本したパンフレット、皆さんのお宅に配布されたかと思います。

これを見て、各地域の方々も子どもたちのために大いに関わっていこ

うと思ったのではないかと思っております。ひとつこれからも、将来

を担う南外の子ども達のために、皆様からも、特段のご理解をいただ

いて、地域で子どもを育てるという事を心のどこかに置きまして、い

ろいろご指導いただければありがたいと思います。この前の会議の時

もこういう予算は地域枠予算からではなく、もっと早く計画して、学

校教育の当初予算でやるべきではないかとご指摘いただきましたので、

そこは充分に理解しておりますので、そのような方向で進めて参りた

いと思いますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。この

件については、本当にありがとうございました。以上でございます。 

 

伊藤 直人 会長   ありがとうございました。 

 

佐々木南外支所長   会長、私の方から一点、よろしいでしょうか。自主防災組織の見直

しという事で、何回かお話させていただいておりますが、南外地域の

自主防災組織４２ありますけれども、集落毎にありますけれども、そ

れをちょうど運動会の地域単位でまとめて１２ブロックにしようとい

う動きを今後いよいよ加速させたいという事で、消防の支団長、自治

会の役員の方々、火災予防組合の人達、それから日赤の南外支部の方々、

そういった方々から集まっていただき、概ね了解を得ております。今

具体的な役割、要項に着手しておりまして、だいたい出来上がってお

ります。支所として、意見交換をしたうえで、今後改めて各役員の方々

が構成する団体の先になっている人達から、集まっていただいて、そ

の案を示したうえで、それぞれの地域に入って、説明会を開催して行

きたいと思っております。時期的には９月の後半から１０月、もしか

すると延び延びで１１月になるかもしれません。いずれ、南外地域先

程の報告事項にもありましたように、災害、水害、非常に多いところ

でございます。ただ、やはり落合の辺りをみていると分かるとおり、

動くのが、被災にあった人と、消防と、支所とそういう関係だけであ

って、そこには一つの地域の人達の関わりの姿というのが残念ながら

見えていません。果たしてこれでいいか。というふうな部分について

非常に疑問を持っております。今後自主防災組織をつくったうえで、

困った時には、その地域の人達が、やはり足を運んで、家財道具をは

こぶとかそういう姿に是非持っていきたいものだなと考えておりまし

て、そこが地域共助の目指すところだと考えておりまして、これを今

年度内に具体化して組織固めをしていきたいと思います。そこら辺に

ついては地域協議会の皆様にもご説明する機会を持ちたいと思ってご

ざいますので、どうかこの後もよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

佐藤南外公民館



伊藤 直人 会長   事務局の方から他になかったでしょうか。委員の皆様に前に「大仙

市雪害対策総合計画」という素案を本地域協議会からも佐藤副会長さ

んより出席していただいて、まとめていただきましたけれども、南外

地域の皆様の意見としては、皆様特に問題視されるような事案はなか

ったようでして、特に意見等は無かったわけでございますが、この地

域からは、雪に関するさまざまな提案事項に関して大変良く、まとめ

られた計画書であるという意見を出させていただきました。あとは、

この計画書のなかに「雪対策推進室」が設置されるという事が記載さ

れておりますが、この計画が絵に描いた餅にならないように、地域住

民の困っているお年寄りの方を中心に充分なケアをしていただけるよ

うに、雪対策推進室の充実と、柔軟な対応をよろしくお願いしたいと

いう事をお願いしてきました。あとは、まだまだ人知れず、若い人が

家にいるという事で老人世帯にはカウントされないで、難儀している

世帯がいるという事をお伝えしまして、そのいう人に関してもケア出

来るような体制をとっていてもらいたいとお願いしてきました。他の

地域でも同じように、この計画書は概ねすばらしい計画書であるとい

う意見でしたけれども、公平性を欠くような事の無いように、充分に

地域格差が生じないまた、地域内での不公平にならないような取り組

みをして欲しいという意見が主でした。あと、皆様にも前からお話し

ておりますけれども、コミュニティＦＭが来年から開局するわけです

けれども、そのコミュニティＦＭを充分に活用して、細かい情報提供

をお願いしたいというふうな要望がありました。コミュニティＦＭに

関しましては、花火の時に「ＦＭはなび」という事で、試験放送した

訳ですけれども、やはり南外地域、電波状況非常に悪かったようでし

た。日吉の辺りでも悪かったので、他の地域はもっともっと悪いのか

なというところで、実際災害発生した場合に、果たして、どれだけ使

うのかな。と考えた時に不安だなという感じがしましたので、これか

らお伝えして行きたいなと思っております。以上で「雪対策総合計画」

につきましてご報告です。 

 

伊藤市民サービス課参事   事務局より一つ連絡事項です。毎年行われております、大仙市全体

の地域協議会委員の皆様の研修会が、日程的に１２月６日午後ですけ

れども、決まっておるようでありますので、ご都合よろしければ、ご

参加の方お願いしたいと思います。日程的な事をお知らせしたまでで

すので、よろしくお願いいたします。場所は、仙北ふれあい文化セン

ターです。 

 

髙橋市民サービス課長   以上で、本日の議題は全て終了いたしました。次回開催日につきま

しては、協議案件が発生しましたら、招集いたしますので、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３回南外地域協議会を閉会いたします。どうもお疲れ様でした。あ

りがとうございました。 
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