
平成２６年度 第４回南外地域協議会 会議録 

 

１．日 時   

平成２６年１２月１８日（木） 午後６時００分から午後７時００分 

 

２．場 所   

大仙市役所 南外支所 ２階「第２会議室」 

 

３．会議の次第 

  （１）開    会 

  （２）会長あいさつ 

  （３）議    題 

     １）新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について 

     ２）平成２６年度地域枠予算対象事業の承認について 

       ①旧南外西小学校前庭移設由来看板整備事業 

       ②「第２回 南外小唄まつり」開催事業 

     ３）その他 

 

  （４）閉    会 

  

４．出席者氏名 

 （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、髙橋 恵子、髙見 健一、髙見 文子、判田 隆義、 

    堀井 美紀子 

 

 （２）大仙市役所、本庁（１名） 

    総合政策課 副主幹 佐々木 英樹 

 

 （３）南外支所（３名） 

    農林建設課長 佐藤 高義、農林建設課参事 佐藤 誠 

    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、佐藤 正行、髙橋 元司 

 



６．会議録 

  （１）開  会 

 

髙橋市民サービス課長   皆様、本日はお忙しいところご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４回南外地域協議会」を

開催いたします。はじめに、伊藤会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

伊藤 直人 会長   はい、おばんでございます。皆様今日は、師走の大変お忙しい時期、

また、お足下の悪いなかでございますが、お集まりいただきまして、

大変ありがとうございます。心配されました猛吹雪等もそれほど被害

も無く、一安心しているところでございますが、今日は、足下が悪い

事には変わりございませんので、早めに切り上げたいと思っておりま

すが、慎重審議よろしくお願いしたいと思います。簡単でございます

が、開会のあいさつとさせていただきます。今日はよろしくお願いい

たします。 

 

髙橋市民サービス課長   はい、ありがとうございます。議事に入る前に、議題の１番目につ

いての説明のため、出席しております、企画部総合政策課の職員をご

紹介いたします。企画部総合政策課 副主幹 佐々木英樹です。 

 

総合政策課佐々木副主幹      佐々木です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

髙橋市民サービス課長   佐々木副主幹は、説明終了次第、退席させていただきますので、あ

らかじめご了承願いたいと思います。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名になります。過半数に達し

ておりますので、本会議は成立する事をご報告いたします。本日は議

題として、その他を含めて３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つありますので、よろしくご審議願いたいと思

います。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   それでは、議事に入る前に、本日の議事録署名委員を指名させてい

ただきます。木村ふみ子委員と伊藤まゆみ委員によろしくお願いしま

す。それでは１）の新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更に

ついてを議題といたします。説明の方よろしくお願いいたします。 

 

総合政策課佐々木副主幹   はい。本日は貴重な時間をいただきまして、大変ありがとうござい

ます。先程ご紹介いただきました総合政策課政策調整班の佐々木と申

します。どうかよろしくお願いいたします。 

 



総合政策課佐々木副主幹   【新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について説明】 

 

           以上が新市建設計画の変更の内容であります。どうか委員の皆様に

はご理解をいただきまして、ご承諾をいただきますようお願いいたし

ます。 

 

伊藤 直人 会長   はい。ただ今説明をいただきましたけれども、委員の皆様から御質

問何かございませんでしょうか。大仙市まちづくり計画につきまして

は、住民説明会等もおこないましたし、全戸配布もおこなった訳です

けれども、その後、色々社会情勢も変わってきているわけですけれど

も、特に問題が無かったようで、期間延長のみの変更という事ですか。 

 

総合政策課佐々木副主幹   期間延長と財政計画の変更という事になります。簡単な話をします

と、いくらかでも市の事業を行うには、全部一般財源で、借金するよ

りは、「合併特例債」という有利な借金をするためには、手続き上、

この計画の文言を直したい。直さないと次の事がおきないということ

ですので、どうかご理解いただきたいと思います。 

 

伊藤 直人 会長   その「合併特例債」というのは、合併を促す為の言い方が悪いです

けれども、餌みたいな性質を持っていて、大変魅力ある起債という事

ですので、このまま合併しないでいるよりは、利用価値が非常にあり

がたいという制度だという事ですね。 

 

総合政策課佐々木副主幹   本来は今年度で終わりだったんですけれども、震災の関係ありまし

て５年間延長になりました。 

 

髙見 健一 委員   合併特例債が５年延びるという事ですけれども、何の事業に使うか

予定はありますか。 

 

総合政策課佐々木副主幹   はい。合併特例債、発行可能額というのがあります。以前魁新聞に

掲載された事がありましたが、大仙市の場合、発行可能額５１３億で

す。それ全部という訳ではなくて、平成２５年度末は１４４億円。発

行可能額に対して２８．１パーセントとなっています。今までどうい

うものに使われてきたかと言うと、学校給食総合センター、スマイル

ランチには、平成１８年度に６億９千８百万円。あとは、協和小学校、

昔６校ありましたが、今は協和小学校１校になりましたので、そこの

整備に５億２千９百万。あと、すくすくだけっこ園の整備に２億。 

協和小学校は２カ年に渡って整備されていて、１９、２０年度です。

１９年度に５億１千万。２０年度に１億４千７百万。大曲厚生医療セ

ンターにも５億円入っています。今後の予定は、今財政課と話してい

るのは、神岡地域の放課後児童クラブ、双葉小学校の公文書館工事。

来年度、土地区画整備事業が大曲でありましてそれもです。あとは、



市街地再開発です。 

 

髙見 健一 委員   南外地域の事業は入っていないようですね。南外はインフラ整備が

１番遅れている。 

 

総合政策課佐々木副主幹      今のところ南外の事業は予定されていないですね。なるべく南外に

も事業が来るよう財政課にも期待したいと思います。 

 

伊藤 君夫 委員   この資料の中で、第８章のところに財政計画の表がありますけれど

も、この中で過疎債が２６年度までにいくら交付されたか、いくら使

ったかというのは示されていますか。 

 

総合政策課佐々木副主幹   この資料は、合併前の最初の予定でしたけれども、この中の地方債

というところに入っています。 

 

伊藤 君夫 委員   地方債という中に入っている。それと、先程言った建てたりするの

はどこですか。 

 

総合政策課佐々木副主幹   建てたりする方は、歳出の普通建設事業費という中に事業費として

入っています。 

 

伊藤 君夫 委員    この資料の金額が、交付された、使ったという金額ですか。 

 

総合政策課佐々木副主幹   この時は、こういうふうに使いますという予定になっています。 

 

伊藤 君夫 委員   では、この先の５年間の使い道そのものの計画は現在策定している

わけですね。 

 

総合政策課佐々木副主幹   追加の５年間分は、現在の財政課の方で策定中です。 

 

伊藤 君夫 委員   その策定する金額は、際限無い金額ですか。頭打ちというのはあり

ますか。 

 

総合政策課佐々木副主幹   計画ですか。 

 

    伊藤 君夫 委員   その計画というのには限りというものがありますよね。 

 

    総合政策課佐々木副主幹   はい。あります。 

 

    伊藤 君夫 委員   そうすればこれから５年間であれを直したい。これを建てたい。こ

れをなんとかしたい。という事の計画を立てる訳ですよね。 

 

 



    総合政策課佐々木副主幹   そうですね。 

 

    伊藤 君夫 委員   合併特例債で５年間延長した部分の金額については、また５年間無

くなるはずだったものが、また５年間発生する事になりますよね。 

 

    総合政策課佐々木副主幹   そういう事になりますね。今後どこか事業が必要になって来ると思

われますが、そこの財源として特例債は使える。 

 

    伊藤 君夫 委員   まず特例債の延長の手続きをするという事ですか。 

 

    総合政策課佐々木副主幹   計画書を５年間延長するという事です。実際、合併特例債は毎年度 

毎年度申請が必要です。計画は５年なんですけれども、申請は単年度

単年度で申請します。５年間まとめて申請するという訳ではないです。 

 

    伊藤 君夫 委員   でも、市としては５年間の部分で、今年はこれやりたい、来年はこ

れやりたい、再来年はこれやりたいという事業を今考えているんです

ね。 

 

    総合政策課佐々木副主幹   そうです。 

 

    伊藤 直人 会長   それは大曲管内ですか。 

 

総合政策課佐々木副主幹   大曲管内です。事業費ははっきり出せないですけれども、ただ総枠

の中でこの中で収めたいというのはあります。 

         

伊藤 君夫 委員   それはどこが意見を出して来て、それで良いかどうかを聞くのです

か。例えば、総合政策課はやはり市民の声が反映された状態でいかな

ければ、価値があるかどうか分からないのでは。 

 

     総合政策課佐々木副主幹     市役所の中のいろいろな課が計画を持ち寄って、それを財政課の方

で要望等を聞きながら調整していきます。 

 

     伊藤 君夫 委員   例えば、髙見委員が言ったように、南外地域ではインフラ整備が遅

れているので、どうにかしたい。と言うような地域の声を反映させる

機会はあるのか。ないのか。市の方で各課が持ち寄った時に、来年は

こういう事をしたいという中に、市の方だけで考えている計画だけで、

市民の意見の反映は一切ないのか。あるのか。自治基本条例策定委員

会では、条例を作って行こうとするときは、市民の声を必ずという事

が前提にたっているはず。それがまちづくり計画の中に反映させよう

という意識で我々は今話しているわけですけど、市だけの意見で計画

するというのは市民との接点が無いのではないか。それが無駄な金の

使い方なのか、有効な金の使い方なのか誰が判断するのかな。市民の



声を反映された計画で、そこに使われるというのは納得できるけど。 

 

    総合政策課佐々木副主幹      今実際は、総合計画というので動いていて、来年度その総合計画は

改定の年です。その段階で、皆さんの意見を反映させるというのでい

かがでしょう。 

 

    佐々木南外支所長    これから徐々に皆様に周知して行く事ですけれども、いきなりこの

合併特例債に向けて市民要望を聞くという訳ではなくて、それぞれの

地域の地域振興計画というそれぞれの計画があって、そういったとこ

ろに市民の意見を反映させて、南外地域としては、どういう事業をや

りたいか。そういったものを入れていく。それが１つの南外地域の計

画となった時に、実際に事業化される場合に、合併特例債に該当する

かどうかという、そういった財源を充てることが可能かどうかという

判断を財政課で下す。なので、財源ありきという話ではなくて、まず

事業のリストアップなり、皆さんの声を地域振興計画の中に入れると

いう事からはじめたいと思っています。 

 

    伊藤 君夫 委員      ソフトにもハードにも両方に適用になるという事ですか。 

 

    総合政策課佐々木副主幹      合併特例債はハードです。箱物か道路整備が主な事業です。 

 

    髙見 健一 委員    南外地域は支所から意見を出していただくとか。 

 

       佐々木南外支所長    支所から意見を出していくというよりは、皆様方地域協議会委員の

方が日頃、地域に暮らしている中で、南外地域を活性化するため、あ

るいは箱物についてもどういうものが欲しいかという意見をいただい

た上で、それを計画に反映させて行く事が筋だと思っています。そこ

を間違わないで欲しいです。そこが抜けると皆さんの意見が反映され

なくなってしまいます。 

 

    髙見 健一 委員    南外地域は他の地域と比べ遅れていると感じているので、早く着手

して欲しいなと思っています。 

 

    佐々木南外支所長   既存の部分で維持修繕という部分は、予算上でやりとりする話です。 

 

    伊藤 君夫 委員   インフラ整備の既存の計画を、もっと時間を短縮するために、予算

をふくらますとかという事には合併特例債は使えないのですか。 

 

    佐々木南外支所長    合併特例債の主旨は、既存の物をというのではなくて、新しい物を

入れることによって地域的な効果が期待されるものという事で、なん

でもかんでも直せるという訳ではないです。 

 

伊藤 君夫 委員 



    伊藤 君夫 委員    冷暖房完備で、南外地域の老人を１箇所に集めるような箱物を建て

た方がまだ良いと思います。一つの案ですが。一人暮らしの老人が除

雪をしなければいけない。老人世帯へ水道を引っ張っていかなければ

いけないという事にお金をかけるくらいなら、本当はその方がいいと

思う。かと言って、こういうのは無理でしょ。極論だからね。 

    

    伊藤 直人 会長   これは予算書ではないので、基本計画でしょうから。 

 

    伊藤 君夫 委員   市民の意見が反映されていない基本計画はどうかな、と思うので、

反映してもらいたいなと思います。 

 

    伊藤 直人 会長      そういう素朴な強い意見があれば、参酌してくださると思いますの

で、財政課なり総合政策課なりに何らかの形で伝えて、伝われば新市

計画に反映される事と思いますので、他に御意見なかったでしょうか。 

              いずれこの新市計画がまとまって、修正を加える時もあろうかと思い

ますので、皆さん日頃これから考えていただきまして、意見を出して

いくという事も可能かと思いますので、新市計画の策定の承認につい

ては、これくらいでいかがなものでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

              【はい】 

 

    伊藤 直人 会長   それでは、異議のないようですので、計画変更の策定につきまして

は、承認させていただきたいと思います。 

 

    総合政策課佐々木副主幹   ありがとうございます。 

 

              【企画部総合政策課 佐々木英樹 副主幹 退席】 

 

     伊藤 直人 会長   それでは議事を進めて参りたいと思います。２）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させていただきたいと思いま

す。始めに、①の旧南外西小学校前庭移設由来看板整備事業につきま

して事務局から説明お願いいたします。 

 

     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した。ただ今説明をいただきましたが、

皆様、聞きたいこと、御意見等ございませんでしょうか。アルミフレ

ームインクジェットとありますが、インクジェットで大丈夫でしょう

か。 

 

     市民サービス課今田主査       インクジェットとはありますが、写真、文字その他やりますが、雪

とかそういったものでも消えるようなものでは無くて、ちゃんとした



防雪、雨水にも対応出来るような加工を施すようです。制作方法とし

て看板屋さんが言うには、アルミフレームにインクジェットで印字し

ていくという事で、内容に関してはこれから、校正を進めて行こうと

思っています。 

 

伊藤 直人 会長   せっかくのモニュメントなので、末永く色あせしない看板にしてい

ただければと思います。 

 

髙見 健一 委員   業者さんは、市内の業者さんですか。 

 

市民サービス課今田主査   看板等を設置出来る広告等の登録をしている業者さんにお願いする 

          方向で考えております。 

 

伊藤 直人 会長   はい、ありがとうございました。ただ今、事務局より説明をいただ

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。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 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。 

           次に、②の「第２回 南外小唄まつり」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、ありがとうございます。今、説明をいただきましたけれども、

第２回目という事で、昨年の実績を踏まえてのご提案で、冬まつりと

共催という形での実施という事ですけれども、皆様何か、このことに

関して、伺っておきたいこと、御意見等ございましたら、伺いたいと 

思いますが、何かございませんでしょうか。 

 

髙見 健一 委員   事業費の内訳で、その他に５２，７９０円の経費あるようですけれ

ども、足りない分の経費は誰が出すのですか。 

 

佐藤南外公民館長   足りない分については、地域内からの寄付で賄おうかなと考えてお

ります。役所の管理職、地域内の企業をそういう場合は、廻ろうかと

思っています。 

 

伊藤 直人 会長   他に質問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   では、承認という事にさせていただきたいと思います。以上で本日

の案件は、終わりましたけれども、３）のその他に入りたいと思いま

すが、委員の皆様、今まで地域協議会の度に毎回、伺っておりますが、

日頃考えておる事で結構でございますので、この際、委員の皆様から

何か提案したい事、提言したい事、御意見等ございましたら、伺いた

いと思いますが、どなたかありませんでしょうか。 

 

佐々木南外支所長   皆さん方、地域の代表という事で、地域協議会に来ていただいてい

るわけですけれども、我々としても、皆さんの意見を出来るだけ施策 

              あるいは政策に反映させていかなければいけませんし、これも我々の

仕事と考えております。今後、意見交換会的な機会を設けていただい

て、そして皆さんと親しく色々、南外地域の将来に向けた意見交換会

をこちらの方で、会長さんを通じて、提示してお願いしていきますの

で、どうかそういう機会に自分の思っていることを、一気に吐き出し

ていただくような機会を設けることを提案したいなと思っております。 

 

   伊藤 直人 会長   地域の将来を考えるこの地域協議会には、責任があるのかなと思いま

す。今後、意見交換会を設けようと思いますので、その際はどうかよ

ろしくお願いいたします。３）その他についてですが、特になければ、

審議はこれで終了いたしたいと思いますが、事務局の方から、何かご

ざいますか。 

 

   市 民 サ ー ビ ス 課 伊 藤 参 事   今回は特にありません。 

 

   伊藤 直人 会長   それでは、本日の議題はすべて終了いたしました。次回開催について

でありますが、２月中旪頃を予定しておりますので、その際は、よろ

しくお願いいたします。これをもちまして、平成２６年度第４回南外

地域協議会を閉会いたします。お疲れ様でした。  
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