平成１８年度第２回神岡地域協議会会議録

平成１８年７月２１日（金）午後３時２０分
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○議長
そ れ で は 議 題 に 入 り ま す 。（ １ ） 神 岡 地 域 主 要 事 業 に つ い て で あ り ま す が 、 先 程 現

場をい ろいろ 見てい ただ きましたけれども、 これ についてご意見ご質 問などありまし
たらお 願いし たいと 思い ます。現場でいろい ろお 話しされていたよう なので、特にな
いよう ですの で次に 移り ます。地域枠予算事 業に ついてでありますが 、事務局から説
明願います。
○地域政策考査員
《資料に基づき概要説明》
○議長
ど うもありがとうございま した。ただいま事務局 の方からいろいろ提案が ございま
したけ れども 、今ま での ところで何か質問ご 意見 お願いしたいと思い ます。
○進藤委員
小 学校児童防犯安全対策事 業の関連で申し上げま すが、防犯ブザー代３０ 万円程度
ですが、今後神岡地域に二度とあのような事件事故が起きない対策だと思われますが、
防 犯パトロールで頑 張っ ている方々、ボラン ティ ア活動的にやってい る方々、今自主
的にや ってい る方々 がい るということですの で、 子どもたちに対する ブザー代プラス
ボラン ティア 団体に 対す る推進費、若しくは 募集 人員を増やすという ような、今現在
頑張っ ている 人たち が更 に頑張れるような推 進費 と、もっと自主的に 参加でき易いよ
うなＰ Ｒと言 うか、 ボラ ンティアの拡大と言 いま すか、そういう部分 に対する対策費
も盛り込んだらと思ったんですけど。
○地域政策考査員
今 の進藤委員さんのお話の とおり、ボランティア として見守り隊等をはじ め、頑張
ってい る団体 さんが たく さんおります。マモ ルン ジャーとかいろいろ 活動されている
方々お る訳で すけど 、そ の部分については昨 年度 市としてキッズボラ ンティア事業な
りで、 その団 体に対 して は支援をしてきてい ると いう経緯もございま す。この後ご説
明申し 上げま すけれ ども 、今各委員さんから 提出 されております提案 の中にも、進藤
委員さ んのお っしゃ った ような内容が盛り込 まれ ております。後程そ の部分について
はそちらの方でお話し申し上げたいと思います。
○議長
防 犯ブザーというのは見た ことも触ったこともな い訳ですけども、一回使 えば終わ
りとか、電池の交換とかありますか。
○地域政策考査員
電池の交換は必要になってくると思いますが、ピンを抜くと鳴るというタイプです。
ですか ら、止 めるた めに はまたピンを挿し込 めば 止まります。取り扱 いが乱暴でない
限り長持ちします。
○議長
電池のチェックなんかは、誰かがやってくれないといけないのではないですか。
○地域政策考査員
昨年西仙北では、 各学 校が子どもたちのグ ッズ を全部点検しており ます。電池を含
めて点検をすることが必要です。
○今委員
防 犯ブザーなんですが、用 意していただくという ことは良いことなんでし ょうけれ

ども、 子ども たちの 下校 状況見ますと、集団 で住 宅地を通ってくる訳 ではなくて、ぽ
ろぽろ っと低 学年は 低学 年、高学年は高学年 で下 校時間も違いますし 、特に宇船地域
とか八 石なん かは人 気の ないところを通って くる 訳で、何かあってブ ザーを鳴らして
も聞い てくれ る人が いる かどうかと、そうい う問 題もあるんですよ。 小学校の方で集
ま っ た 時 も 、 ブ ザ ー の 話 も あ る ん で す よ っ て い う 話 を し た ん で す が 、「 そ ん な と こ ろ
へお金 を掛け なくて もよ い」という話しもあ る訳 なんですよ。ブザー でなくても、体
育の時 使う笛 ありま すよ ね、百均で買えるっ て言 うんですね。各家庭 で子どもに持た
せるだ けで、 ３０万 浮く んじゃないかという ふう に考えるんですけれ ど、持たせても
使うかどうかということをお考えになっているんでしょうか。
○地域政策考査員
今 ご指摘の考え方もあると 思いますけれども、私 どもとしましては学校か ら自宅ま
で行く 中で、 周りに 人が いなければというこ とも ありますけれども、 たまたまそれが
あれば 救われ るとい う部 分もあるのかなと、 その 辺の可能性というも のをひとつ考え
たとこ ろです 。それ から 、いざという時に簡 単に 鳴らせるということ が大事でありま
すが、 防犯グ ッズに もい ろいろなタイプがあ りま して、ランドセルの 後ろに下げるタ
イプも ありま すが、 そう いった物になります と笛 と同じですぐ鳴らせ るのかというよ
うなこ ともあ り、い ろい ろな試行錯誤をやり まし て、最終的にランド セルの前ベルト
に付け るグッ ズとい うこ とであります。いず れ、 この事業について協 議会としてご判
断いただければいいと思います。
○議長
主に小学生ですが、ＰＴＡでそういう話し合いしている訳ですか。
○今委員
こ ういう物を持たせて防犯 教室を開くということ が、子どもたちの意識を 高めて気
を付け なけれ ばいけ ない という気持ちを、再 確認 をさせるということ にはつながるか
もしれ ないん ですけ れど も、その防犯グッズ 自体 は実際に怖い目に遭 った時には、や
っぱり 体動か ないし 、声 も出ないし、引けな いと いうか、そういう状 態なのかなとい
う気がします。要らないという言い方は失礼だと思うんですけれども。
○支所長
今 の安心安全の対策という のは、どんなことを考 えても万全な物はない訳 ですが、
スクー ルバス を出せ ば全 てが万全だかといえ ば、 そうでもないでしょ うし、ブザーだ
けでも 万全で はない 訳で す。ブザーだけを考 えれ ば笛ひとつでいいの ではないかとい
うこと もある んです が、 ひとつの可能性とし て、 持っておればこうい う時には使える
だろう という ことで 、無 駄だと言われれば無 駄な 部分もあるんですが 、出来ることか
らすれ ばブザ ーを持 たせ たいということです 。実 際、このために助か ったとか良かっ
たとい う話は まだ聞 いて いないんですが、子 ども たちも意識を高める ということと、
ブザー 以外に もまだ 方法 があるんではないか 、と いうこともまだまだ 考えられますの
で、万 全では ないん です がこの形で地域枠と して 、神岡地域はこれで やったよという
ところ でスタ ートさ せた いなという考えです 。Ｐ ＴＡの方で他にいろ いろな意見ある
と思うんですが、小田原さんどうですか。
○小田原委員

中 学校の方では特別防犯に 関してということで、 話し合いを持ったことは ありませ
んけれ ども、 今の話 し合 いの中でブザー必要 、不 必要というような意 見があったよう
ですけ ども、 まず犯 罪が 起きないことが一番 でし ょうが、万が一にあ った時の為の防
犯用品 として 、これ は全 児童に配付しても問 題な いんではないかと思 います。これが
使える ような 状況に なる ということが大変な こと でありまして、ブザ ーを使う状態に
な らないように、先 程進 藤委員の方からもお 話し あったような、ボラ ンティア活動の
方に、見守り隊とか続けていただければ幸いと思っております。
○議長
こ れに関して何かご意見あ りませんか、小学生の いるお母さんたちお父さ んたちど
うぞ。
○斉藤（博）委員
私 の子ども小学校１年生で ブザーもらったんです けども、その前に私の子 どもは自
分で欲 しいと 言った が、 他に親が買って与え てい る方がいるんですよ 。それでもらう
前に私 たちも 購入し まし て持たせておりまし た。 持っている方とかい るので、必要な
方に配付するような形をとったらいかがでしょうか。
○議長
今、大体どのくらいの人たち自分で買っているんでしょうか。
○複数委員が同時発言
ランドセル買えばブザーが付いてくるよ。
○議長
こ れ一人で二つも三つも下 げたってしょうがない から、出来れば確認して やったら
どうでしょうか。
○竹原委員
グ ッズ買うよりも、ボラン ティアとかそっちの方 にもう少し違った形でと か、見守
り隊強化するとか、そっちの方にもう少し力入れてもらえたらなあと思います。
○議長
竹 原さんの意見は、持って てもあまり効果ない地 域の人もいるから、ある 程度必要
な通学路の人たちに与えて、残りを他に回すということだそうですが。
○竹原委員
○ ○町内とかだったら誰で も聞いてくれると思う んですが、うちの方みた いな田ん
ぼの一本道で鳴らしても・・・。
○工藤委員
危 害を加えようとした側か らすれば、びっくりす ることは間違いないと思 う。万全
なもの はない と思う んで すよ。これで良しと いう ものがあればいいん だが、なかなか
無いと いうこ とで、 出来 るものからやってい くし かないんではないで しょうか。１０
０％を 期待し てやっ てい くのは無理でないで しょ うか。私たちは防犯 ボランティアと
いうこ とで、 朝の登 校時 と午後の２時半から ３時 半までの１時間、交 代でボランティ
アやっ ている んです けど も、月曜日から金曜 日ま できちっと担当日を 決めてやってい
るんだ けども 、これ だっ て人によっては、班 によ っては交差点につい ている人もいる
し、自 転車で 界隈巡 回す る人もいるし、それ から 自分もやってみて何 とも気になるの

は、高 花の入 口から 宇留 井谷地の入口までの 間の 車の休む場所あるん ですが、あそこ
に車の 中から カーテ ン締 めて見えなくしてる 時は 実に気持ち悪い時が あるんですよ。
ああい う時子 どもが 一人 で帰って行くことが ある とすると・・・。つ まり見きれない
場合も あるん ですよ 。そ ういう意味ではいく ら人 混みの中でも不安な 所がいっぱいあ
るし、 万全と いうこ とは なかなかないし、人 にい つも見守っていても らえるという考
え方で なくし ていく 意味 からも、今出来る中 でこ んなことがいいので はないかという
方法を 取るし かない ので はないでしょうか。 でな ければ、ドアからド アへ運んでいく
しか方法はないと思うんですよ。
○議長
い ろいろなご意見あるんだ けども、まずひとつは ダブって持つ必要はない というこ
と、そ れから 小学校 卒業 して中学校ではいら ない というと、返しても らうというよう
なことはまだやっていないですか。
○地域政策考査員
一 度交付したものはそのま ま与えてます。という のは、例えば寄贈された 物を毎年
１年生 に交付 してい ただ ければ、順次新しい 物新 しい物という形で交 付することが出
来るということだと思います。
○議長
寄贈された物はここも１年生だけですか
○地域政策考査員
大仙市全部の小学校１年生に交付されているそうです。
○議長
い ずれ、だんだんと１年生 が６年生になっていけ ば、結局今一回買えば次 に買う必
要なく なると いうこ とで すね。みなさんから いろ いろ意見あると思い ますけども、こ
れをま たみな さんＰ ＴＡ に持ち帰って討議し て下 さいなんて、なかな か大変でしょう
から、 ひとつ は持っ てる 方は除いてもらって 無い 人にはやると、それ から鳴らしても
役に立 たない 所も、 やは りあると子どもの安 心と いうか、隠れている おじいちゃんお
ばあち ゃんも 出てく る可 能性もあるので、こ れも ひとつ良い方法じゃ ないかなと思う
んだけども。
○小田原委員
先 程から伺ってますけれど も、ある人には差し上 げない、無い人には差し 上げると
なれば 、不公 平感が 生じ て子どもたちの間に どう でしょうか。家では あるからその物
は要ら ない、 かとい って 俺はこの形持ってる から というような、低次 元な問題でしょ
うが、そういう問題が起きてこないもんでしょうか。
○議長
そ れは親がやっぱり説得し なければならないと思 う、おもちゃの感覚で持 っては困
る物だから。
○小田原委員
ただ、家ではあるから要らないよと言われれば。
○議長
そ れは、親はもちろん先生 もだが、説得してもら ってやるしかないのでな いか。子

どもの 心理と しては 人が 欲しい物はみんな欲 しい 、やっぱり欲しいの は分かるんだけ
ど・・・。みなさんどうでしょうか。今持ってるのは１年生だけですか。
○教委分室長
大 仙市全体としてはかなり バラツキがあるんです よ。ほとんどの小学生が 持ってい
る所も あるし 、こち らは １、２年生というこ とで 、市としてはこの後 ６年生まで全部
揃える という ことは 考え ていないということ でし たので、高橋考査員 の言われたとお
りこの 後毎年 新１年 生が もらうというような こと の対策のようです。 学校側としては
防犯教 室を積 極的に 実施 してますし、それか ら父 兄の方またおじいさ んおばあさんの
中で、 いつも 見られ なく てもこの時間帯だけ は見 れるとか、週に何回 は見れるとかと
いう、 そうい うボラ ンテ ィアの出来る方々を 募集 しているようですし 、ですから地域
のみん ながな るべく 目を 掛けられるというか 、見 れるような体制づく りということで
一生懸 命頑張 ってい るよ うです。行政側がそ うす れば何が出来るかと いうことで、ま
ず防犯 の為の ベルと いう ことで行政側も考え ます し、それからパトロ ールも今まで実
施して きまし たけれ ども 、夏休み期間中はち ょっ と休むようですけれ ども、その後も
また継 続して という こと で考えているようで すし 、みなさんが誰かが 必ず子どもを見
れればいい訳ですけれども、それは出来ないことですからなるべく見る目を多くする、
それか ら子ど もたち には 防犯教室を開いてそ の対 策を考えさせる、み なさんが出来る
ことを やりな がら、 なる べく起きる可能性を 少な くしていくというこ とが大切だと思
うので 、そう いった 方向 で考えていただけれ ばと 思います。ボランテ ィア関係のこと
につき まして は先程 も言 いましたけれども、 キッ ズボランティアとい うことで１団体
１０万 円の補 助で、 予算 枠をこの後も拡大し て市 としては支援体制を 取るようですの
で、そ ちらの 方はそ うい ったものを利用しな がら やっていけばいいん じゃないかと思
います。
○議長
３年生以上はほとんど持っていないでしょう。
○竹原委員
うちは６年生ですけども、６年前にランドセル買った時に付いてきました。
○議長
い ろいろ意見あるようです が、持っている人は除 いてということでみなさ んお願い
してみませんか。
○教委分室長
う ちの子どもは５年生なん ですが持っているんで すよ。いろいろな事件と かがあっ
て、教 室とか でやっ てる もんですから自分で 試し てみたりするんです よ。家でベル抜
いて鳴 らした りして 、大 丈夫だろうかなと試 した りするんですよ。そ ういった面では
子ども たちも 意識付 けと いうか、そういった 面で はいいのかなと思っ たりしました。
○議長
あ りがとうございました。 この件については締め たいと思います。その他 にありま
せんか。今度はみなさんから提案された事項について、事務局の方からお願いします。
○地域政策考査員
《資料に基づき概要説明》

○議長
た だいま事務局の方から、 みなさんから寄せられ た案について、班の中で 検討して
煮 詰めていただきた いと いうことのようです 。分 け方について何か疑 問な点や質問と
かあり ました らお願 いし ます。いずれこうい う班 ごとでやっていくこ とにみなさん異
議あり ません か。異 議無 いようなので、こう いう 班編成の中で煮詰め ていきたいと思
います。
そ れから、今日提案 され た中で何か補足説明 した いということがあり ましたら、また
間違っている所がありましたらどうぞ。
○石山委員
預 かり保育のところなんで すけども、子育て中の 親が自分自身が体調が悪 くなった
り、の 次です 。子ど も連 れで出かけたい時で はな くて、子どもを連れ ないで出かけた
い時に訂正して下さい。
○議長
その他にありましたら。
○斉藤（兼）委員
参考までにひとつ聞いておくんですが、支所の方で計画した予算は２９２万ですね。
そ うすると、残され た約 ２００万でみなさん から 出た意見を取りまと めするというこ
とですね。
○支所長
大変限られた予算 とい うことと、事務局提 案が ３００万近くだった んですが、これ
も精査 しなけ ればな りま せんけれども、残り の２ ００万の範囲で出来 るものを、優先
順位を 付けて もらい たい というのが私たちの 要望 です。非常に難しい と言うか、どの
事業に どのく らい掛 かる かというのは、また これ からだと思うんです が、なるべく経
費の掛からないで効果の上がるものを期待しております。
○議長
要するに、これはある程度絞っていただきたいということですね。
○支所長
全 部ということは到底不可 能ですし、やっぱりか なり絞ってもらわないと 、これと
これと という ふうに 、各 分科会一つか二つに 絞っ ていただくように集 約してもらいた
いと考 えてい ます。 私の 方からは具体的に挙 げら れませんので、みな さん委員から提
案され た事項 であり ます ので、みなさん方で 十分 ご討議いただいて集 約していただき
たいと 、そう すれば その 後経費的にはどうか と、 それに見合ったもの かどうかと非常
に難し いと思 うんで すが 、たった一つで２０ ０万 や３００万も掛かる ものもあるかも
しれな いし、 そこら あた りの兼ね合いも含め て、 何とか分科会でご検 討をお願いした
いということです。
○斉藤（博）委員
確 認したいんですけども、 Ｃタイプの支所の通常 業務で検討するものと考 えられる
事業、 これは 地域枠 の予 算じゃなく、支所で ある 予算で検討していく という意味合い
でとってよろしいんでしょうか。
○地域政策考査員

今 おっしゃったとおり、支 所の通常の一般会計予 算の中で対応できる範囲 で、対応
すると 言うべ きだろ うと いうことです。ただ 、予 算が大変厳しいもん でその予算枠が
あるの か無い のか、 無い とすれば新年度編成 に向 けて、また要望して いくという流れ
しかないのかなとは思っております。
○支所長
補 足しますけれども、Ｃタ イプということで分類 したんですが、これは地 域枠予算
では絶 対だめ だよと いう 意味ではないです。 こう いうふうに分類され るだろうと、全
て地域 枠予算 で理想 的に 該当するかというと ころ で、先程説明したＡ ＢＣＤになるん
ですが 、大体 こうい うふ うに分類されており まし て、Ｃだから地域枠 予算で絶対だめ
だとい う意味 ではな いで す。ですから、誤解 して 欲しくないですが、 やはり予算も厳
しいと いうこ とで、 結局 Ｃタイプと分類され て、 いつまでもやれない でないかという
結果に もなる と思う んで すけれども、そうい う時 は地域枠予算でいつ までも待ってい
られな いとい うこと であ れば、みなさんから 優先 順位付けていただけ れば、それは取
り上げることが出来ます。
○議長
これは遅くなれば大変でしょう。タイムリミットは。
○支所長
委 員のみなさんから提案い ただいたものを、早め に事業化したいというこ とです。
そ うすれば、まだ日 程決 めていないんですが 、次 回の協議会をめどに 絞っていただけ
れば。 来月の 協議会 に決 定出来ればいいんで すが 、もう少し時間が掛 かるとすればそ
れもや むを得 ないん です が、もう８月９月に なっ ちゃうもんですから 、せっかく協議
会に与 えられ た予算 を、 まず一つでも二つで もス タートしようかなと 、必ず全部一斉
に５０ ０万円 全てス ター トしなければならな い訳 ではないんで、まず 緊急性のあると
ころか ら最低 これと これ はすぐやりましょう と、 事務局提案もそうい う考え方で先程
の２９ ２万円 という のが あるんですが、全て ご承 認いただければすぐ 明日からやると
いう訳 でもな いんで す。 何とか委員のみなさ んか らご提案いただいた ものも絞ってい
ただい て、ま ず最低 限四 つか五つか六つかに 絞っ たと、その中でもこ れとこれはすぐ
やって もらい たいと いう のがあると思うんで すよ 。そういうふうにし て、何とか優先
順位等 をみな さんか らご 協議いただいてご提 案お 願いしたいと、そう すれば予算はも
うすでに確保しておりますので、ゴーサインが出ればすぐ明日からでもやれます。
○議長
は いわかりました。なるべ く早く各分科会で検討 していただくことになる かと思い
ます。 これに 関連し てみ なさんからまだ質問 があ ると思いますので、 まだ時間の方大
丈夫のようです。
○細谷委員
や っぱり一定程度結論は出 した方がいいと思いま す、ここの場で。つまり 事務局提
案なら 、提案 の部分 でよ しとするならば、そ の枠 はやってくれという 形の方がいいの
ではな いかと 思いま す。 検討を重ねていくこ とは いいんですけども、 せっかくの事業
の部分 で予算 化され てい る部分があるとすれ ば、 やはり早めに出して いった方がそれ
ぞれの 団体の みなさ んも おる訳なんで、おそ らく ずっと事務局の方で やってきてるの

は、今 までの やって こら れた方々の部分も考 えな がら提起してくれて いるというふう
に思う んで、 結論を 早く 出して執行出来るよ うな 方向を考えた方がい いんじゃないか
という ふうに 思いま すし 、もう一つは役所の みな さん方は地域枠とい うことで、非常
にこれ に時間 を割い てお 仕事をなさっている と思 うんですけれども、 ちょっと見ただ
けでも 先程の 工場の 跡地 ありますよね、夜に なる と若い人たちが集ま ったりしてる時
もある という ような こと もありますので、地 域枠 にとらわれるあまり 普段日常の生活
の部分 で感じ ている 住民 の声というものに対 して 、私たちの話だけで 感覚として捉え
ないで 、自治 会とか 日常 的にやっている方々 もい らっしゃる訳ですの で、ぜひそうい
う方向 でこれ は地域 枠予 算じゃなくてもやら なき ゃいけないと思った 時は、ぜひ上の
方に進 言して いただ きた いなというふうに思 って います。地域枠の予 算については、
出来る だけ早 くみん なで 結論を得るように、 協議 会としても努力する という方向で、
次のあ たりま でには もう どうなんだろうかと 、ま あこれから冬にかか るともう少し何
かとい うのは 出てく ると 思うんですけれども 、そ ういった感覚の方が いいのじゃない
かなと思いましたんで発言させてもらいました。
○議長
こ の場でということは、提 案された内容の中で絞 ってやったらどうかとい うことで
すか。
○細谷委員
今 の事務局提案については 、もう実行して欲しい という形で、こちらでは 分かった
という 形の方 がいい んじ ゃないかというふう に思 います。協議会とし ての結論に達し
たという部分を早く作った方がいいというふうに思います。
○議長
地域枠予算事業一覧表の最初の２枚はＯＫでしょう。
○支所長
会 長、そうすれば事務局提 案項目について確認を 再度お願いしたいんです が。すぐ
実行してもいいという、みなさんから結論いただければ早めにやりたいということで、
この場 所がみ なさん の決 定機関でありますの で、 ここで決めていただ ければ私たちは
すぐに でも出 来ます ので 。この中でも更にこ れは ちょっと待てとか、 これは早くやれ
という ことで あれば それ はそれで結構です。 そこ ら辺りをみなさんか ら目を通してい
ただき たいと いうこ とで あります。事務局と して は、みんなやっても いいというふう
にご判 断いた だけれ ば、 更に優先順位付けて これ とこれはすぐやると 、これはちょっ
と時間 かけて からと 、相 手の団体もあること です ので、交渉してから 煮詰めてからで
ないと やれな いとい う部 分もあります。すぐ にや りたいというのもあ りますので、そ
こら辺りこの２ページについてみなさんからよろしくお願いします。
○議長
支所の方から提案された２ページにわたっての事項ですが、どうでしょうか。
○進藤委員
そ うしますと、さっき防犯 グッズのところでダブ ってもどうかという話も あったよ
うです けども 、とり あえ ず全体的にも一括で 上程 するとすれば、この 防犯ブザーも一
括して 全小学 生に配 って 、現場対応で学校の 先生 方の現場でそこをう まく対応しても

らうと いうふ うにす れば 、例えば多少在庫持 って て無くした子どもい た時に対応する
といっ たよう に、現 場対 応ということがある んで ないかなと思います ので、一括でこ
れが計 上する となる と、 先程の防犯グッズの とこ ろの話がまた再度協 議するというこ
とになると思いますので、そういうふうにしたらどうかというふうに思いますが。
○議長
と いうことはこれ全部予算 どおり買って、もし無 くした場合はそれから補 充出来る
ようにという意味ですか。
○進藤委員
はい。
○支所長
大 変ご提案ありがとうござ います。学校の方へ先 生方に父兄の意向聞いて いただい
て、要 らない という 人が いればそれはいいで すが 、市としては３年生 から６年生まで
全校全 て準備 だけは させ てもらうと、今進藤 さん からご提案あったと おり、無くした
子ども もいる だろう し、 ということでその時 のた めに在庫をすぐ補充 出来るというこ
とであ れば、 それも 効果 的で無駄な金にはな らな いだろうと考えてい ます。１個７０
０円か ら千円 程度の もの ですので、全部買っ ても ３０万円なのでこれ 五つ六つ辛抱し
ても金 額的に は大し たこ とないんですね。市 とし ては全部の児童分を 準備し、学校の
方へ聞 いてい ただい て、 必要な子どもだけ全 部配 付するという方法も 一つだと思いま
す。何とかそういう形でご承認お願いしたいと思います。
○議長
み なさんその案でよろしい でしょうか。さっき進 藤さん言ったとおり、学 校対応で
話してもらった方がいいんでは、その他に何か。
○進藤委員
私 が提案した大仙市花いっ ぱい運動の方ですが、 今の事務局提案の方が通 ったとい
うこと に理解 させて もら えれば、花いっぱい 運動 推進事業と道路花壇 補助事業は私の
イメー ジした ところ に二 つかかわってるので 、特 別私の提案分は必要 ないかなという
ふうに 感じま したの で、 もし協議される場合 はカ ットしてもらっても 結構だなという
ふうに感じましたので一言提案します。
○議長
そ れでは、支所の方から提 案された２ページ分で すけども、それについて 原案どお
り承認してよろしいですか。
○異議なしの声あり
○議長
ど うもありがとうございま す。それから、地域枠 予算のみなさんから提案 されたも
のにつ いては 、各分 科会 であまり遅くならな いう ちに、優先順位を付 けてもらって提
案する という 形にな ると 思いますので、そう いう 形で持って行ってよ ろしいですね。
そ れから、その他と いう ことでとりあえず委 員の 方からの質問という 形でよろしいで
すか。
○支所長
今 日資料として菅江真澄の 道というパンフレット ありますが、今神岡道の 駅で写真

展やっ てます 。ＮＰ Ｏ法 人秋田岩手横軸連携 交流 会というところで作 ってもらったん
ですが 、非常 に良く 出来 てまして神岡が中心 に写 真入りで分かりやす く書いてます。
多分斉 藤さん のご提 案も このようなイメージ のも のだったのかなとい うことで、たま
たまあ ったの で今配 った んですが、できれば こう いうのを有効活用し たいなと思って
います 。国交 省の予 算で 作ったんですが、道 の駅 での写真展は来週の 月曜日までだそ
うです 。この パンフ レッ トはまだありますが 、福 乃友さんにもいろん なお客さんが来
るとい うこと で、あ そこ にも百部くらい置い てま して、みなさん欲し ければ言ってい
ただければ、必要部数を確保いたしますのでお願いしたいと思います。
○議長
は い、どうもありがとうご ざいます。それから、 最後の方に地域協議会委 員活動支
援事業計画というのがありますが、お願いします。
○地域政策考査員
今 年度大仙市では地域協議 会委員の活動支援とし まして、研修助成金２０ 万円以内
１ 地域という形で予 算計 上されてございます 。せ っかくの予算措置で ありますので、
ぜひと も活用 した方 がい いだろうということ で考 えてございます。６ 月のドンパルの
研修会 もあり ました けれ ども、こういった形 で研 修するとそれなりの 成果というもの
は当然 ある訳 ですん で、 ぜひやってみたいな とい うふうに事務局サイ ドでは考えてご
ざいま す。具 体案と しま して、近隣の旧仙北 西部 地区の協議会を合同 開催したらどう
なのか という ご提案 でご ざいます。単独でや ると すればそれはそれで しょうし、近隣
とも情 報交換 したい とい うことであれば、こ うい った形もどうなのか ということでご
ざいま す。先 日事務 局サ イドで集まりまして 、各 地区の地域協議会そ れぞれ場所は別
にしま して、 合同で やる のかやらないのかも 含め て、計画について事 前にご相談する
という ことに 取り決 めし てございます。それ から 、また案ですけれど も合同でやると
すれば 、その 会場に 全員 各協議会が集合して やる ということでありま して、例えばこ
の前の 第２班 の分科 会で は、岩城の亀田地区 の阿 部会長さんのお話し なんかもありま
したけれども、大変有意義な内容だったというふうに私なりには整理してございます。
た だ時間的にかなり 窮屈 なもんであったので 、も う少しお話を聞くと いうことも一つ
の案なのかなというふうに思っています。由利本荘の方に出向いてお話を聞きながら、
そして 近隣の 委員さ んと の意見交換をしなが ら、 昼食を取ってくると いうような流れ
はどう なのか なとい うこ とで、ご相談申し上 げた いと思います。ご検 討をお願いしま
す。
○議長
これはこれとして、ここ単独でも出来るということですね。
○支所長
今 説明したのは旧西部４町 村合同でやったらどう かということですが、合 同でやっ
た場合 に経費 はかな り何 でも使えるという訳 でも ございませんので、 １０万もかから
ないく らいな んです よ。 せっかく１地域２０ 万円 の予算、今の地域枠 と別個に一般会
計の方 で各地 域確保 して いるそうです。使え る予 算なんですよ。合同 研修の他に今会
長さん 言った とおり 、神 岡地域の委員研修と して やる方法もあります ので、そっちの
方も併 せてご 検討い ただ ければと思います。 どこ か隣の県の辺りまで バスで出かけれ

ばそん なに経 費も掛 から ないし、先進地とか は必 ずあると思うんです 。私の頭にパッ
と出て くるの は、山 形県 の金山町とか岩手県 の遠 野市辺りとかは前々 から噂は聞いて
いるの で、内 容はち ょっ と分からないが、そ うい う所までは日帰りで 出かけることも
出来る んで、 昼食代 程度 で済みますので。そ れだ ってまだ２０万円か らはおつりがく
るくら いです ので、 今の 西部４町村合同会議 と単 独開催と併せて、会 長さんからご協
議願います。
○会長
ま ず合同の協議会の研修会 の開催ですけども、こ れについてみなさん意見 ありませ
んか。私も２班の司会をやらせていただきまして、大変すばらしい活動の内容でした。
ぜひ一 度行っ てみた いな ということで、阿部 さん にちょっと言った訳 ですけども。こ
れはこ れでみ なさん 良い ですよね。それから もう 一つここ単独でやる のは、ここでど
うのこうのと決められないもんだから、これは運営委員会に任せていただけませんか。
い ろいろな資料それ まで 揃えておきますので 、特 別何か希望ないです か。じゃ運営委
員会に 任せて いただ きた いと思います。その 他と いうことで二つ程お 聞きしたいこと
があると言うことで、まず石山さんからお願いします。
○石山委員
私 が近所の人に聞かれたこ となんですけども、京 浜工業の跡地があります よね。あ
そこの １３号 線側の 方の 看板に立入禁止、大 仙市 、大仙警察署って書 いてありますけ
れども 、土地 の管理 の方 なんかは大仙市で行 って いるのですかと聞か れたんですけど
も、そこら辺りいかがなもんでしょうか。
○議長
先 程細谷委員からも京浜の 跡地のことについてい ろいろありましたので、 一つ説明
出来る範囲でお願いしたいと思います
○市民課長
京 浜工業につきましては、 平成１４年８月２９日 に東京地方裁判所の方か ら破産宣
告の通 知が発 送され てお ります。その中で破 産管 財人として指名され たのが、東京の
新宿に 事務所 があり ます 、加園法律事務所の 弁護 士であります加園多 大という方が、
破産管財人ということで指名されております。それで今年の５月４日にそばの方から、
窓等が 割れて 誰でも 入っ たり出たりすること が出 来るので、非常に防 犯上良くないと
い う通報がありまし て、 それが消防署の巡回 の時 言われたということ で、私の方市民
課の生 活環境 班の方 にも 連絡が来ました。そ うい うことで我々も調べ た結果、前に工
場長や ってる 方が南 外に おるということで、 その 人を手づるにして今 の管財人がどな
ただか という ことを 調べ た訳でございます。 それ で管財人の方には、 ５月１６日付で
こうい う状態 なので 、出 入りが出来ないよう に窓 を塞ぐなりいろいろ して下さいと、
いう文 書を市 長名で 発送 しております。そう いう ことで、それに基づ いて何週間後に
は全部 ベニヤ でやら れて おります。看板につ いて は、私の方と駐在さ んと相談して、
敷地内 には入 らない けれ ども、ある程度公用 地の 所に立ち入らないよ うにということ
で、先 方の管 財人と も連 絡を取りながら設置 した というのが経過でご ざいます。今い
ろいろ 売却先 を探し てい るようですけども、 まだ 具体的にはそういう 相手は見つかっ
ておら ないよ うです 。た だ前の寮ですか、そ この 所は買った方がおっ て、それはその

方が使 用して いると いう ような状況のようで ござ います。また、敷地 には中に農道が
公道と してあ るもん です から、敷地内は田ん ぼの 管理とかで通って歩 く人がおるんで
すけど も、建 物には 入ら れないようにコンパ ネで 塞いだということで すので、そして
時々前 の工場 長であ る南 外の方が点検に来て ると 、いうようなご報告 をいただいてお
ります。
○議長
ど うもありがとうございま した。この件に関して 何かありませんか。あそ こが若者
の巣に なって いる可 能性 があるんじゃないか とい う話もありますので 、まあそういう
ふうになってればある程度安心も出来ると思いますが。電気なんかはつかないですね。
○市民課長
つかないです。
○支所長
こ の対策講じる前はガラス 割られたりして、中に 誰かが入った形跡がある とかとい
う噂出 てきた んです 。そ れで市民課の方で対 処し て、全部コンパネで 塞いで建物の中
には入 れない ように なっ たと。ただ敷地の中 に横 に道路あるもんだか ら、農道なんで
すよ、 あれ元 々農道 ある んですな。あそこ田 んぼ に行く人必ず通らね ばだめだもんだ
から、 それは 塞ぐ訳 には いかないということ で、 国道側はバリケード やって車は入れ
ないよ うにし てます ので 、今のところはそう いう 不審者が出入りして いるというよう
な情報は入ってないということだそうです。
○議長
はい、そういうことだそうです。よろしいですか。
○斉藤（兼）委員
荒 屋地区なのでしょっちゅ う見るもんですから、 隣が中学校ということで 荒屋の集
まりの 場合も 、しょ っち ゅうこの事が出るん です よ。今言った中身あ る程度進展があ
ったな という ことで 良か ったなと思ってます が、 いずれにしても草ぼ うぼうで正直言
ってあ の広い 敷地広 い大 きい建物、やっぱり 寂れ た建物であるし、反 対側の道路の方
はこの とおり 整備促 進事 業ということで整備 され てますし、何か非常 にちぐはぐな神
岡町に なって おる状 況で すけれども、何とか 早く 除去するなり、要望 強く訴えるなり
して建 物壊す 、草刈 るも のは刈って、やっぱ り日 常手入れしているん だよという、目
に見えるものをぜひお願いしたいもんだなと思ってます。
○市民課長
建 物ほごせとか、そういう ことは我々も話しにく い訳ですけども、日常の 草刈りと
か管理 は衛生 上良く ない ということで、文書 でお 願いするとなれば管 財人の方へ送る
しかな いので 、そう であ れば地域の要望とし て、 また市長のお名前で 管財人の弁護士
さんの方へ進達したいというふうに考えております。
○議長
それから、もう一つ鈴木百合子さんからお願いします。
○鈴木委員
質 問ですけれども、先程も 通ってきましたけども 、大坪のバイパスへ行く 所の路側
帯って いうん ですか 、あ そこの曲がり角の所 みな さんも指摘されてい るようですけれ

ども、 この前 中学生 があ そこの歩道の所を通 る時 に、何か真っ直ぐじ ゃなく変則にな
ってま すよね あそこ 。そ この所で自分も気を 付け てなかったか知らな いけども、ボー
ンと車 道の方 へ落ち そう になったところちょ っと 目にしたもんですか ら、あそこ誰が
通って も危な いよう な感 じなもんですから、 出来 れば早めに良いよう にやっていただ
けない ものか なと思 いま す。それからもう一 つで すけども、質問書に も書きましたけ
ども、 歩道橋 の錆び てい るの、穴あいている のど のようになっている か、いつもあそ
こ通って思ってました。
○地域振興課長
二 つ目の質問の国道の歩道 橋、秋田銀行の所の歩 道橋です。建築からだい ぶ年数経
って老 朽化し ており ます 。２、３年前には撤 去の 話があったんですよ 。でも地域の合
意がな いとな かなか 撤去 出来ないということ で、 今進んでないのが現 状のようです。
確 かに下見ると穴あ いて る箇所もあったりし て、 かなり老朽化してき ているのは国土
交通省 でも認 識して おり ます。先程バイパス の供 用時期の話、現場で バスの中でいろ
いろし てまし たけど も、 大坪までの大坪線、 今の 歩道の絡みもありま すけれども、来
年の秋 田国体 までは 宮田 まで開通すると、そ の後 工事が順調に進むと もう２年か３年
くらい で大坪 まで行 くと 、大浦の跨線橋が出 来て 大坪の所でまた一部 暫定供用したい
と、そ うしま すと間 倉か ら大坪通って今の現 国道 にタッチする訳で、 その時点になる
と今の 神宮寺 地内の 国道 の交通量が減ると、 そう いうあたりで地元に 十分説明して地
元の理 解を得 ながら 撤去 する、そういう方向 で今 動いてるみたいなん ですよ。交通安
全施設 を撤去 すると なる と、やはり地域のＰ ＴＡ とか老人クラブとか 、そういう地域
住民の 理解の 中で撤 去し なければならないん で、 まだその努力はして いないみたいで
すけれ ども、 いずれ ここ ２、３年後にバイパ スが 大坪の所まで行くと 、そういう見通
しがも うほぼ ついて るん で、その間に地域住 民の 理解を得る作業に入 るのか、そこら
辺はま だ不明 ですけ ども 、いずれそこら辺を めど に撤去するのではな いかという感触
でござ います 。いず れだ いぶ老朽化しており ます 。それから最初の件 ですが、確かに
歩道が マウン ドアッ プと いうことで、車道よ り高 くなっている歩道で 、大坪線に入っ
ている 関係で 、全部 大坪 に向かってやるよう にな って、国道が直にな ってないのは事
実なん です。 そこら 辺も 、今日建設課長都合 つか なくて会議に出てま せんけども、国
土交通 省の方 と、早 速そ ういう危険な箇所あ るよ ということで協議さ せますので、そ
こら辺の回答は次の会議で建設課長がお話し出来ると思います。
○議長
よろしいですか。その他にないですか。
○小林（厚）委員
神 宮寺小に２、３日前に用 事あって出かけたんで すけども、この暑いのに 窓締めて
いるんですね子どもたちが。校長先生が「あれ、なぜ締めてるの」て言って開けたら、
「臭い から」 って言 うん ですよ。次の日また 用事 あって行ったら、入 って行って右側
の給食 センタ ーの方 の所 に車止めたんですね 。ド ア開けたとたんすご いトイレの臭い
がして 、これ だこの 臭い だ子どもたちが臭い と言 ったのはと思いまし たが、浄化して
ないんでしょうか。
○地域振興課長

確 かに浄化槽の臭いはしま す。あそこに神宮寺小 学校の浄化槽と、給食セ ンターの
浄化槽 も一緒 の場所 にあ るんですよ。給食セ ンタ ーの方は油類とかそ ういう様々な排
水が出 て来て ますが 、処 理は適正にされて、 適正 な検査されている水 が流れているん
ですけ ども、 臭いは どう しても出るんですよ 。来 年の４月に下水道が ようやく使える
ように なりま すので 、下 水管の方に小学校と 給食 センターの排水も流 せるように、来
年の予 算要求 を各施 設で する予定になってま すの で、来年から下水道 が使えます。定
期的に 検査機 関で排 水取 って検査して基準は クリ アしていますが、ど うしても臭いが
ふたの 隙間か ら出る よう です。来年４月にな れば 工事早めにやっても らって、管を繋
ぐと浄化槽は廃止になりますから、何とかよろしくお願いします。
○支所長
さ っきの歩道橋の撤去は、 国土交通省の方では本 当は撤去したいんだそう です。老
朽化し てかな り冬も 大変 なんですね。つらら が落 ちてきたり、電気入 れたりして難儀
してる んです よ。撤 去し たいんだけれど、地 元の 了解・賛成もらえな ければ撤去でき
ない訳 です。 老人ク ラブ でもＰＴＡでも、い ろい ろな団体全員賛成で なければやらな
いんで すね。 だから それ で頓挫してるんです よ。 こっちから早く撤去 して下さいとい
う陳情 書とか 上げれ ばや ってくれるでしょう が、 せっかくあるものを 弱者のためにな
らない んでは ないか と言 われればやれないん です よ。足腰ちょっと弱 い人が国道横断
するに 大変だ と、安 全の ための歩道橋という こと で。そこら辺地元か ら強い撤去要望
出れば 、これ はすぐ 出来 るような感じがする が、 そういう現状です。 今のバイパス開
通をめどにということで、そこに標準合わせていると思います。
○議長
その他ありましたらどうぞ。事務局の方からありましたらどうぞ。
○地域政策考査員
第 ３回神岡地域協議会の開 催日を、ご検討いただ きたいと思います。事務 局の案と
いたし まして は、８ 月の ２１日月曜日ですけ ども 、いかがでしょう。 ご検討お願いし
ます。
○議長
こ こで８月２１日というこ とに決まれば、それを 逆算してなるべく専門部 会を開い
ていただきたいと思います。２１日でよろしいでしょうか。はい決定します。
○地域政策考査員
時間は、午後の１時半ということで予定させていただきたいと思います。
○議長
それでは、ここで終了させていただきたいと思います。
７

閉会（１７時００分）

