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（１５時３０分 開会） 

○伊藤市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

  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２７年度 第５回南外地域協議会」を開会いたします。 

 はじめに、伊藤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○伊藤南外地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  皆様本日は年度末のお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。今年度

最後の地域協議会ということでどうかよろしくお願いいたします。今日の広報でも配布さ

れておりましたが、マラソン選手の佐々木悟さんがオリンピックに出場できそうでありま

して、この地域としてはとても喜ばしい明るいニュースとなります。非常に１７日の発表

がたのしみであります。それでは今日の地域協議会を進めたいと思いますのでどうかよろ

しくお願いします。 

 

○市民サービス課長 

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。 

本日の出席委員数は、１２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５件でありますが、その内「地域

枞予算対象事業の承認案件」は２件ありますので、よろしくご審議願います。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、おことわり申し上げますとともに、

ご発言の際は、挙手の上、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。 

 

○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します。 

（ 伊藤君夫 委員）と（ 高見文子 委員）にお願いいたします。（１）の平成２７年

度地域協議会活動報告について審議します。事務局から説明願います。 

 

○事務局 

【資料説明】 

 

○会長 

ただいまの説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。特にないよう

なので、平成２７年度地域協議会活動報告については、これを承認することに決します。

次に、（２）平成２７年度地域枞予算執行実績について事務局から説明願います。 

 

○事務局 

【資料説明】 
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○会長 

ただいまの説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。特にないよう

なので、平成２７年度地域枞予算執行実績については、これを承認することに決します。

次に、（３）平成２８年度地域枞予算執行計画について、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

【資料説明】 

 

○会長 

ただいまの説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○高見健一委員 

支障木の伐採であるがこちらからの要望に対してやってもらえるのか。 

 

○事務局 

河川を守る会の方で年度ごとに現地を確認しながら優先順位をつけて選択しているよ

うですが、要望に対しては河川を守る会で検討してもらえると思います。 

 

○高橋元司委員 

佐々木悟選手のオリンピック出場が決まった場合、市として応援の計画はあるか。ま

た南外地域の地域枞予算を活用することはできるか。 

 

○佐藤政利公民館長（以下公民館長） 

１７日の日本陸連の会議で正式にマラソン男子のオリンピック代表が決まる予定です。

しかし発表が何時になるか不明であるので、次の日の１８日午前８時１５分から１５分程

度南外中学校を会場としてセレモニーを行う予定です。そのことについて広報の地域版に

折りこみを入れてあります。本人は現在宮崎県の方にいるためこちらの会場に来ることは

できないのですが、ご両親に出席をお願いしております。内容は横断幕を支所、小・中学

校・駅前の広告塔、駅内、本庁に垂れ幕を掲げる予定です。そこで中学校の横断幕を代表

して除幕することとしました。その際に花火を上げて市長も出席する予定となっておりま

す。中学生、小学校３年生以上の児童生徒を呼んでみんなでお祝いします。また、今後の

予定ですが、後援会組織を作って８月のオリンピックにはパブリックビューイングを行う

など今後計画していく予定です。寄付に関しては後援会組織が中心となっていくと考えて

おります。 

 

○会長 

  地域枞予算の中で寄付とかできるかという質問もありましたが。 
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○支所長 

応援セレモニーは市で予算措置をしております。寄付やパブリックビューイングに関し

ては後援会が中心となるために、後援会を組織するものとなります。 

 

○会長 

他に何か意見はございませんか。類型Ⅲにある新規事業で南外若者会（仮称）活動補助

費として計画があるようですが、この件に関してもう少し教えていただければと思います。 

 

○支所長 

この若者会を作ろうというきっかけは、今年度の総合計画地域版を作成する際に、この

地域協議会から、若者が今何を感じているのかということを知りたいといった声があった

と思います。そのために南外地域在住の２０代から３０代までの若者を抽出し、アンケー

トで意向調査を行いました。世代が違うと若者の声を聴くということも少なくなり、また

自治会の活動でも自分の親がいたりすると発言しづらい部分もあり、アンケートという形

をとらせてもらいました。そのアンケートの際にある若者から電話をいただき、「南外で

は若者が声を出して状況を変えることができるようなことができないだろうか」という内

容でした。私はこの電話から、こういった若者の受け皿を作ることでこの地域の活性化へ

の取り組みにつながるのではないかといった期待感を感じました。そういったことから、

まずは受け皿を作り若者たちが自主的に考えを出し合い、イベントや事業に繋げていけれ

ばと思い、この事業を来年度に行いたいと思います。そのスタートとして予算措置を行っ

たものとなります。 

 

○会長 

前向きにスタートを切って軌道に載せられるようにしたいです。他に意見はありません

か。 

 

○堀井美紀子委員 

今年度は高齢者のスポーツサークルの備品購入を行ったが、来年度はふれあいパークの

遊具の拡充はできないだろうか。広い環境なのに遊具が少なく遊具があればこどもたちも

もっと来て遊んでもらえるではないか。 

 

○佐藤高義農林建設課長（以下農林建設課長） 

毎年遊具の点検を委託により行っていますが、その点検時に危険だと判断されたものは

撤去を行っております。その代わりに新たな遊具を整備できればいいのですが、市の公園

の予算が厳しくなかなか新規の遊具を設置できないのが現状です。また設置した後は点検

が必要となり、その点検の経費もかかり増しとなることから、設置が必要のない遊具を地

域枞予算で購入することを検討することはできると思います。 
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○市民サービス課長 

 公園の遊具の管理について地域枞予算で行うというのは毎年の支出が必要になるので

難しいかと思います。設置がいらず、体育館で貸し出ししていない、用具の購入について

検討をしたいと思います。 

 

○会長 

  公園の遊具を設置すると管理責任が生じるので設置する遊具を地域枞でというのは難し

いかと思います。 

 

○高見文子委員 

 私は小・中学校の学校評議員をやらせてもらいっているが、先輩である佐々木悟さんの

オリンピック出場が決まれば、子どもたちにとっては夢の実現というものを見せることが

できる非常にいい出来事であると思う。子どもたちを巻き込んで応援できる体制が作れれ

ばいいと思う。前にＰＴＡの講演会で少子化の原因の一つに生まれた地域の愛着不足が原

因であると聞いた。地域からこのような素晴らしい人が出たということを広めてほしいと

思う。次に、命のバトンをもらったが他の人たちが活用しているか気になる。玄関に貼る

ステッカーも色があせてきたり、冷蔵庫にいれているケースの中の見守りカードももらっ

たままの状態で更新していなかったりしている。またケースの中に何を入れるのかわから

なかったりするので、今後も継続していくためにはより一層の周知をして欲しいと思う。 

 

○支所長 

昨年社会福祉協議会、福祉委員の協力を得て４５０人あまりの対象高齢者の名簿を消防

と社会福祉協議会に届けました。もちろんこれで終わりということではなく、まだ５割く

らいの実施率であるため毎年７５歳に到達した人、また対象の年齢でなくても欲しいとい

う人もいるので毎年春に行う取り組みとして続けていきたいと思います。もし用紙の更新

が必要な場合やシールの色があせてきたりした場合は、社会福祉協議会へ問い合わせ願い

ます。佐々木悟さんの件に関してはオリンピックまでで終わりという話ではなく、オリン

ピックに出場してがんばったこと、夢の実現に対してどのようなことをしたのかという講

演会のような機会をオリンピック後も作れればと思っています。 

 

○市民サービス課長 

 補足ですが、命のバトンは厚生医療センターの看護師さんの方から救急で運ぶ際に役立

ったという声も届いております。 

 

○高見健一委員 

桜のテングス病の除去を手作業で行っているが、高所作業車が必要な高さに発生してい

る。高所作業車のレンタルを地域枞予算で対応できないか。毎年必要な処置であるので検
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討してほしい。 

 

○市民サービス課長 

  はしごで登れる範囲というのは限られると思うので地域枞予算で対応できるか検討した

いと思います。 

 

○会長 

地域協議会自治会研修会というものが新規事業としてあがっているが、時期や内容につ

いては事務局の方ではまだ決定していないと聞いている。もし何か要望があれば委員の

方々からも次回の地域協議会で意見を出して欲しい。 

 

○高橋惠子委員 

楢岡城歴史学習ツアー事業について、昨年私は市長視察の際に大野先生の説明を聞きな

がら見させてもらった。前から興味はあったがどこから入るのかなどわからない部分もあ

って行ったことがなかった。だが、見学したら南外にもこのようないい場所があるのかと

感動した。ただ、足元があまりよくなくもうちょっと見学できるような環境の整備を進め

てほしい。また小中学校への出前講座などを通じて子どもたちにもこのような場所がある

ことも知って欲しいし、地域への愛着を持ってほしいと思う。 

 

○髙橋主席主査 

  楢岡城跡地ですが地権者の協力をいただきながら見学に適した整備の準備を行っていま

す。またその件に関しまして、市長・副市長にも説明を行って了解をもらっています。平

成２８年度の計画としては、楢岡城は現在杉林となっておりますので、眺めを作り出すと

ころが事業の一歩目となります。そこで現在は地権者の方からも斜面の杉を伐採する許可

をもらえるように交渉を進めているところです。斜面の伐採を行った後に、枝葉の処理や

遊歩道の整備等を行う予定でおります。また市長も言っていましたが、地域の方と時間を

かけながら整備等を進めていくこととしております。活用方法としては先日講師を行って

いただいた大野先生から見どころなどを教わりながら、地域の方が主体となる案内ボラン

ティア、出前講座等を行い、また地元小中学生の歴史学習にも活用していきたいと思いま

す。そのためのパンフレットを前回の地域協議会で承認いただき、今年度内に発行をする

ように作成をしているところです。次回の地域協議会にはお示しできると思います。 

 

○会長 

  先日見学をした際に眺めが良い所があるのですが、危険なところもあるのであえて刈り

払いしていない部分もあります。そういったところを整備する際に安全柵を作るような整

備をしてもらえればと思います。立て看板等はいつ作るのでしょうか。 

 

○支所長 
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  平成２９年度に県補助をもらいながら整備を行えるように調整中です。その補助が決ま

った後に行えるように、本庁担当課や県とも調整を図っていきたいと思います。 

 

○佐藤正行委員 

来年度の執行計画を聞き、Ⅱ型Ⅲ型はほぼ継続であり、新規事業枞として１２０万円程

度見込んでいるが、地域の方々から意見を集める機会をどのように作っていくのか、また

Ⅱ型Ⅲ型の市民が主体となって行える事業が増えてもらえればと思う。自治会長の集まり

などの時に地域枞予算の存在や、利用の仕方などを説明してもらえればいいのではないだ

ろうか。 

 

○支所長 

４月に自治会連絡協議会があるのでそのことを説明したいと思います。 

 

○伊藤君夫委員 

自治会長をやっているが、自治会長の集まりなどで地域枞予算の話はしたり聞いたりし

ているが、会長になる人たちの年齢が高齢化しており、もっと若い人の意見を聞く機会を

もってみたい。 

 

〇支所長 

集落の中に若い世代がいる集落も減ってきているため、若い世代同志の情報交換の場所

としても若者会が担うことができるのではないかと期待しています。 

 

○伊藤成幸委員 

買い物弱者の支援について南外では進藤商店さんの移動販売をお願いしているが、羽後

町ではお互い様スーパーというものが県から８００万円程の補助を得ながら営業している

というニュースを見た。地域住民を巻き込んだスーパーということだったので南外でも同

じような取り組みができないものか。 

 

〇支所長 

  移動販売は対象の人たちには喜ばれてはいるが、店舗の設営にむけて支所周辺の個人商

店の店主の方々と共同店舗の可能性について話し合いを行ったこともあります。羽後町で

は県の事業を活用しているが、補助を受ける前から農協の店舗を借りて自主的に店舗経営

を行っており、今回の県の補助を受けてグレードアップしたというのが現状です。南外地

域でも固定店舗を設営したいと考えていますが、地域住民の出資だけで運営できるのかと

いう問題もあり、検討している段階です。また金屋十字路脇の土地にコンビニを誘致する

ために、これまで何社か打ち合わせを行っており、１７日にもある会社と打ち合わせを行

う予定です。しかし、どこの会社からも交通量の低さがネックとなっているため、地域が

利用しやすい店舗づくりをすることで交通量の低さをカバーしたいと考えています。また
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対象の土地の造成費も問題であり、行政としてどんな協力ができるか模索しています。 

 

○木村ふみ子委員 

桜祭りに関して４回目を迎えるがもっと多くの人に来てもらえるように周知に関して頑

張ってもらいたい。 

 

○市民サービス課長 

  実行委員と検討させてください。 

 

○今野幸蔵委員 

若者会を立ち上げるということだが、Ⅲ型ということで住民が主体となるだろうが、お

金だけ与えて投げっぱなしにするのではなく、行政の方で若者会のメンバーと同じレベル

に立って協働でやって欲しい。私も協力できるところは協力したい。 

 

○支所長 

もちろん投げっぱなしにすることはなく、行政も深く入り込んでサポートするつもりで

おります。特に地域活性化推進室にはその役割を担って欲しいと思っております。 

 

○佐々木真由美委員 

私たちが生活道路として使っている１０５号線の矢向トンネルで今年も事故があり、看

板が増えたように感じるが、トンネルの中がカーブしていることを事前にわからせるよう

な看板を作成して設置することはできないだろうか。せっかく秋にはコスモスが咲いてき

れいなイメージを作っているのに、事故が多いとそういったイメージが植えつけられかね

ない。 

 

○支所長 

大曲方向からトンネルに入ってくる車の事故が多いので注意喚起させるような看板を設

置する要望をしていきたいと考えています。 

 

○会長 

昨年から様々な要望を出し、要望には答えてもらってはいますが、それでも事故が減ら

ない現状はあります。 

 

○農林建設課長 

注意喚起の看板はたくさん作ってもらっているが、今後も県へ要望を続けていきます。 

 

○髙橋元司委員 

運動会は５回目を迎えるが参加者が１７００名の参加との報告を受けた。また秋祭りも
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１０００人程度とかなりの盛り上がり見せている。だが、参加者の評価はどんなものか不

明な点もある。伸びしろや改善点等ついて知りたいと思う。 

 

○公民館長 

運動会については中止していたものを復活させた経緯もあり、当初は小学校単独で行っ

た方がいいのではという保護者の意見もありました。そういった中で毎年事後検証を行い

次年度のやり方について意見を集約させております。出場者も減ってきて部落対抗ができ

なくなっているが、自主防災組織の１２ブロックで行っています。運動会だけでなく防災

の方へも運動会のイベント効果は波及されております。競技だけでなく地域のつながりと

いった大事な機会を作れているのではないかと思います。 

秋祭りに関しては毎年行っているため、マンネリ化を招きそうではありますが、今年は

被災地交流を続けている南三陸町の方々に来てもらって海産物の販売を行いました。また

ほほえみ販売所から南三陸町へ交流する際に野菜や山菜などの特産品を販売しに行くなど、

秋祭り単体ではなく様々なところへ波及させております。今後もこのようなイベントを通

して多くの波及効果ができるようにしていきたいと考えております。 

 

○高橋元司委員 

これだけの人数が集まるイベントというのは他にないと考えている。また今後もぜひと

も参加したい会にするために、運動会や秋祭りの際に「褒めましょう会」という機会を作

ってみてはどうか。推薦人は誰でもよく、地域地域で頑張っている人を褒め、晴れの舞台

を提供することで地域が活性化できるのではないかと思う。 

 

○会長 

他に何かご意見はありませんでしょうか。 

 

○伊藤君夫委員 

桜まつりなど継続事業があるが、より充実させるために予算の拡充というのは考えられ

ないだろうか。もっと予算を拡充することでイベントの充実を図り、参加者が喜んでもら

えるようなイベントにしてもらいたい。 

 

○会長 

  予算の拡充にも限度があり、色々な趣向をこらすことでイベントの充実を図っていくこ

とも大事だと思います。次に、（４）の平成２８年度地域枞予算対象事業の承認について審

議します。始めに、①「第４回南外おらほの桜まつり」開催事業について、事務局から説

明願います。 

 

○事務局 

【資料説明】 
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○会長 

ただいまの説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。ないようです

ので「第４回南外おらほの桜まつり」開催事業については、これを承認することに決しま

す。 

 

○支所長 

継続事業だからと言って毎年同じことをするわけではなく、毎年趣向をこらしたことを

実行委員会含めて変化をつけたいと思います。 

 

○会長 

続きまして、②南外地域版広報特別号発行事業について事務局から説明願います。 

 

○事務局 

【資料説明】 

 

○会長 

ただいまの説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。ないようです

ので南外地域版広報特別号発行事業については、これを承認することに決します。次に、

（４）その他について 何かありますでしょうか。 

 

○事務局 

【地域枞予算の運用に係るガイドライン改訂について資料説明】 

 

○会長 

ただいまの説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○伊藤君夫委員 

検証シートというのはⅢ型に対してのみ作成するようだが、Ⅲ型の使い道をセーブさせ

るという意味か。この評価はどんな位置づけになるのか。 

 

○支所長 

毎年同じ地域枞事業が継続で行われる際に、評価することで事業そのものをより良くさ

せるための位置づけとなります。検証されないまま継続することなく、一度立ち止まって

客観的に振り返ることで、事業そのものを毎年改善させられるようにするものです。 

 

○会長 

委員の皆様、他に何かありますでしょうか。以上で、本日の議題はすべて終了いたしま
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した。次回開催日についてでありますが、協議案件が発生したら招集させていただきます

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２７年度第５回南外

地域協議会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

（１７時４５分 閉会） 

 

南外地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

会議録署名委員 

 

                           伊藤 君夫 

 

 

                           木村 ふみ子 

 

 

 

 

 

 


