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平成１９年度 第５回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２０年１月２２日（火） 午後６時から９時

２．場 所

南外コミュニティセンター「ホール」

３．会議の次第

（１）開 会

（２）会長あいさつ

（３）議 題

１）地域枠事業の承認について

①そばの地産地消推進事業について

②河川の支障木伐採委託事業について

２）次年度の事務事業について

①大仙市の新しい地域公共交通システムについて

②新たな自治組織の設置について

（４）市（支所）に対する要望・提案事項について

４．その他

（１）次回協議会日程について

５．出席者氏名

（１）出席委員（１４名）

伊藤 辰郎、伊藤 誠一、伊藤 正照、伊藤 葉子、小松 成功、

今野 盛孝、今野 幸蔵、佐藤のり子、佐藤 豊、鈴木 幸一、

佐々木雅子、佐藤 セツ、佐々木タヨ子、佐藤由香子、

（２）事務局（８名）

支所長 伊藤 堅光 地域振興課長 高橋 定悦

地域振興課参事 佐藤 裕康 地域振興課主幹 佐々木清哉

地域振興課主任 佐藤 茂暁 地域振興課主任 木村 愼吾

地域振興課主事 高寺 真史 農林振興課長 佐々木繁雄

６．欠席者氏名

欠席委員（３名）

伊藤 慶蔵、今野 純子、佐々木久悦、
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７．会議録

（１）開 会

高橋地域振興課長 皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとう

ございます。御案内の時間となりましたので、ただ今から「第５回

南外地域協議会」を開催します。

はじめに伊藤会長より御挨拶をお願い致します。

伊藤辰郎会長 本年に入り初めての協議会です。新年おめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。今年はだいぶ寒い大寒になり久しぶ

りに寒い秋田の冬が来たという感じです。最近地球温暖化が話題に

なっていますが、平均気温が２度上がると米の産地も東北から北海

道に移るといった話があります。去年の暖冬とは打って変わって生

活するのは大変ですが、地球本来の気候からすれば普通の姿である

ということです。

今日は４つ程の協議案件がありますが、できるだけ早めに終わり

たいものと思いますので御協力をお願い致します。

高橋地域振興課長 次に議題に入りたいと思います。

本日の委員出席数は１３名であり、大仙市地域自治区の設置等に

関する条例、第９条第２項の規定により本会議が成立することを御

報告します。なお、本会議は会議録を作成する関係で録音してござ

います。御意見や御質問等御発言の際は何とぞマイクロホンを御使

用下さいますようお願いいたします。それでは議長は会長が務める

、 。こととしておりますので 進行についてよろしくお願いいたします

伊藤辰郎会長 議題に入る前に本日の議事録署名委員を指名します。

佐藤由香子委員と佐藤セツ委員にお願いいたします。

それでは議題に入ります。

はじめに（１）地域枠事業の承認についてであります。

①「そばの地産地消推進事業」について事務局から説明願います。

佐藤地域振興課参事 この事業は実施類型Ⅰで、南外総合支所で実施しようとする事業

でありますが、担当であります農林振興課長が出席しておりますの

で説明願います。

佐々木農林振興課長 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今説明報告された内容について質問、御意見等ありましたら
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御発言願います。

佐藤由香子委員 南外そばの会のこれまでの活動を教えていただけないでしょう

か。

佐々木農林振興課長 【資料説明】

佐藤由香子委員 講習会では会の方から講師を呼んで開催したのでしょうか。

佐々木農林振興課長 そうです。３人の方々は神岡や角間川にそば打ちの講師として招

かれて活動していますので、同じ会ではありますが、講師の資格が

あると言うことでお願いしたところです。

佐藤由香子委員 二回の講習会の他にそばの商品開発に取り組んで行かれるという

ことでしょうか。

佐々木農林振興課長 そういうことです。やはり４回程やっても講師の助手的な作業が

やっとできるような段階です。年間を通じて継続しながらイベント

などで取り組んでいくことにしています。

佐藤由香子委員 そばの商品をインターネットで見たところ、おつまみとか子ども

のおやつなどもありました。じゃりまめシリーズという中に 「煎、

りそば粉豆」というカボチャやスイカの種にそば粉をまぶしておつ

まみを作っているようでした。南外地域には特産のほほえみカボチ

ャがありますので、カボチャの種を利用して商品開発に取り組んで

もらいたいなと思いました。

伊藤辰郎会長 私の方から質問してよろしいですか。

南外地域でのそばの栽培面積は３４ ということですが、ここでha

取れたそばは今まではどれだけの量が取れて、どれだけ消費してい

たでしょうか。

佐々木農林振興課長 昨年度は主に西ノ又地域で収穫され４０袋が出荷されています。

今年度は販売ルートとして出てきたのが１１７袋、およそ２．７ｔ

が農協を通して販売されています。これは今年度から集落営農が組

織されそばの栽培面積が大幅に増えたことによるものです。

伊藤辰郎会長 １袋は何㌔入るのですか。

佐々木農林振興課長 ２３㌔です。今年度は水害の被害によりそばの質が低下し販売の
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対象とならなかったものもだいぶあったことから、実際の収穫数で

は１５０袋くらいあったものと推察しています。

伊藤辰郎会長 ３４ で栽培すると本来はどれくらい取れるのですか。ha

佐々木農林振興課長 基準的には３４０袋は取れますが、なかなかそうはいきません。

今野さんどれくらい取れますか。

今野幸蔵委員 １０ 当たり４０㌔から５０㌔ぐらい。悪ければその半分。水はa

けが悪ければ皆無といった状況もあります。今年は特に水害の影響

があったので栽培面積は３４ ですが、収穫面積、収穫量ともにha

本来の半分程度として収穫面積で１５ 、収穫量で１０ 当たりha a

２０㌔くらい（ 袋・３ )ではないかと思います。130 t

伊藤辰郎会長 転作作物としてそばを推奨し、地産地消に取り組んでいくことは

大変賛成です。しかし、そばを作っているところは他にもたくさん

あり競争になるでしょうから、南外のそばとして何か特徴のあるも

のに仕立てていくことが必要ですし、難しさもあると思います。事

、 。業そのものはいい事業ですので がんばってもらいたいと思います

その他何かありませんか。

そばと酒は合うので、そばと併せてお酒の消費拡大も考えていた

だきたいと思います。

今野幸蔵委員 そばの良さは、昔から漢方薬といわれるくらいの健康食です。ま

た手打ちそばは街中で食べるそばの味とは全然違います。そばの会

はもっと地域の人たちに本物のそばを味わってもらいたいと思って

います。

伊藤辰郎会長 十割そばですか。

今野幸蔵委員 十割そばです。二八そばも打ちます。十割そばが打てるかどうか

はそば粉によって決まります。現在は雄物川町の製粉所に頼んでひ

いてもらっています。将来的には自前でひきたいと思っています。

佐々木タヨ子委員 そばの会があることを初めて知りました。大曲地域ではそば屋が

新たに増えています。もっと南外地域に宣伝して、食堂に卸すとか

期間限定で南外のそばを販売するような形で、地元から広めていっ

たらと思います。

また、南外ブランドのそばとして定着を図るためにも、一気にそ

ばの商品開発まで取り組むのではなく、段階的に的を絞って進めて
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いくやり方がいいのではないかと思いますし、いいものができるの

ではないかと思います。

、 、佐々木農林振興課長 当面 そばの製造業の免許を取らなければならないということで

施設の方で難点があるようでした。厨房を含め３つの仕切り部屋が

必要で個々の部屋に手洗いがなければならないというようです。ふ

るさと館や給食センターなど既存施設では難しい状況です。

伊藤辰郎会長 そばの研究グループというような組織は大仙市にありますか。

佐々木農林振興課長 聞いたことはありません。

伊藤辰郎会長 ないとすれば、南外をそばの産地ということで名前を売り込んで

いく、そば打ち職人もいるし、うまいそばがあるというように南外

そばの名前を宣伝することは非常にいいことだと思います。

他にご質問ございませんか。

それではこの事業について御賛同いただけますか。よろしいです

。 、 。か 皆さん御承認のようですので この事業について承認致します

次に②河川の支障木伐採委託事業について事務局より説明をお

願いします。

佐々木主幹 【資料説明】

。伊藤辰郎会長 この件について御質問御意見等がありましたら御発言願います

伊藤正照委員 支障木を取り除く必要性はありますが、５０万円という額が河川

清掃の予算が残ったからというのでは粗い気がしますし、重機の借

り上げ等の積算の根拠を出した方がいいのではないかと思います。

佐々木主幹 ５０万円の積算根拠について具体的に示せなかったことからこの

ような提案となったものです。

佐藤地域振興課参事 補足説明を致します。

この事業については協会さんより昨年度から申し込まれていた事

。 、業です 協会さんとしてもこの事業で儲けるといったものではなく

地元河川をきれいにしたいという趣旨で、いくらかでも洪水の支障

になるような支障木を除去したいということです。これらの経費と

して人件費を除いて重機の提供と燃料代ぐらいはみてほしいという
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ことが提案の内容です。

協会さんではこの事業の提案にあたり、南外地域内の河川の支障

木の状況を写真でとってファイルに納めて提出されています。この

分でも相当な労力がかかっています。

確かに５０万円というのは乱暴ではないかという御指摘がござい

ましたが、確かにそのとおりですが、河川状況の調査に要した経費

を加味し、重機の借り上げとしても１０台くらいで２日間作業した

としても５０万、６０万はすぐにかかってしまいます。かといって

際限なく１００万円も２００万円も充てることはできません。そこ

で、基本的な考え方としては当初の河川清掃の１００万円の予算額

、 、の枠内で 自治会に支出した残額の約５０万円を上限額として捉え

その範囲内で作業を行ってもらいたいということで提示したという

ことで何とぞ御理解願います。

伊藤辰郎会長 今の答弁でよろしいですか。

南外の環境を考える会ですので、かなりボランティア的に作業をし

てもらえるものとして考えていいでしょうか。

佐藤地域振興課参事 そのように考えています。とかく業者と聞くと自分たちの仕事を

作るためにと思われがちです。今回の作業は確かにそうした部分も

ないとは言えませんが、比較的仕事の空く冬期間に重機とか油代ぐ

らいいただければ河川の支障木を取り除いてくれるという協会さん

の善良な気持ちを酌み取っていただき実施をお願いしようとするも

のです。

伊藤辰郎会長 実際に支障木で洪水になったことがあったのですね。地域住民か

らそうした要望があったのでしょうか。それとも自分たちでやって

やろうということでこの事業が出てきたんでしょうか。

佐藤地域振興課参事 直近の例では薬師堂の丸木橋で丸太が横たわっていましたが、流

されてきたビニールや小さな流木なども大木に引っかかり、淀んだ

り流れが変わったりして田んぼに冠水したりといった状況が実際に

ありました。また協会からは自発的なお話しでありました。

佐藤 豊委員 関連ですが、田屋村のグランドの向いにコンクリートの柵溝が１

４、５本あり、木くずなどが引っかかり除去するため、水利組合で

２０万円ほどをかけて作業をすることにしています。

伊藤辰郎会長 その他ご意見がありますか。ないようですので、この件について

実施してよろしいですか。それではこの事業について承認すること
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といたします。

次は次年度の事務事業についてであります。

最初に①の大仙市の新しい地域公共交通システムについてです。

事務局から御説明願います。

佐藤地域振興課参事 【資料説明】

伊藤辰郎会長 この件について御質問がありましたら御発言願います。

佐藤 豊委員 タクシーに一人乗っても三人乗っても一人５００円ですか。

佐藤地域振興課参事 タクシーに乗る人は何人乗るかどうかは別にして、タクシーに支

払うのはあくまでも一人５００円です。

今野幸蔵委員 乗り合いタクシーですが、神岡総合支所まで行った後、大曲まで

行く場合は、バスに乗り換えるでしょうか。

佐藤地域振興課参事 神岡総合支所の手前であれば、診療所や銀行でも降ろしてもらえ

るそうです。ただ、それ以降はバスに乗り換えるか、あるいは雨が

降っていてそのままタクシーで大曲までいく場合は、その時点でメ

ーターが下がって通常のタクシー運賃に切り替わり料金が加算され

ます。

今野幸蔵委員 そうすれば、バスを利用する人は南外総合支所で降りてバスに乗

り換えて大曲まで行くことですね。大曲まで行くことを考えるとバ

スの方が便利がいいように思いますが。

佐藤地域振興課参事 バスの場合、西ノ又方面の人たちはバスの時間帯も早く、その後

羽後交通のバスに乗り換えても大曲までは比較的早い時間に到着し

有利ですが、その他の区域は、南外庁舎周辺はいいのでしょうが、

大曲に行くとなると着く時間は遅くなります。ということで、羽後

交通には乗り継ぎがうまくできるようにバスダイヤの改正を交渉し

ていますが、まだはっきりとした回答は得ておりません。

一方、タクシーの方は、神岡の場合は降りた後のバスへの乗換で

はいろんな便が数多く走っているので、乗り継ぎが多いので不便さ

は感じないと思います。

今野盛孝委員 乗り合いタクシーの場合、最初に４人定員になった場合はどうし

ますか。
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佐藤地域振興課参事 ４人を超えた場合は２台出してもらいます。

今野盛孝委員 ということは、申込ですか。

佐藤地域振興課参事 そういうことです。出発の３０分前まで 「私は○○停留所で乗、

ります」と連絡することが必要です。また、出発時間は固定してい

ますが、それ以降は若干ずれます。５分から最大１０分ぐらい。

今野盛孝委員 乗り合いタクシーやバスを利用する人は交通弱者といわれる方々

で、ほとんどが高齢者だと思います。そんな中で、楢岡方面から南

外庁舎付近のお医者さんに行く場合は不便だと思いますが、今の説

明では利用できない状況なのでそこは考えなかったのですか。

佐藤地域振興課参事 アンケート調査では６割から７割の方は大曲に行きたいという結

果が出ています。中には南外の医療機関に行く方もいるでしょうけ

ども。その場合は、既存の路線バスに乗って行くことや、家族に乗

せていってもらう方法しかないのではと考えます。アンケートで大

曲に行きたいということで神岡総合支所に向かっています。

大仙市の２０００人を対象としたアンケート結果では、大曲の総

合病院や眼科などの専門医院に向かう傾向があります。

佐藤由香子委員 アンケートを実施された時期はいつ頃だったでしょうか。

佐藤地域振興課参事 アンケートは本庁で対応しておりますが、昨年の６月頃に実施し

ております。また地域振興課の職員は、バスが廃止される区間であ

る西ノ又方面と荒又方面のバスに３日間実際に乗車して、実際に乗

った方のバス利用に関する実態調査を行っています。そこでは月に

２，３回乗ればいいという結果が出ています。バス利用の目的はや

はり医療機関への通院が多く、南外や大曲への医療機関へ行く方が

多いようでした。

今野盛孝委員 奥の人が手前に来るのはわかりますが、手前の人は大曲にも行き

ますし、奥の方にも行きます。奥の人が手前に行くのは当然ではな

いでしょうか。

佐藤地域振興課参事 今回の乗り合いタクシーやバスの公共交通利用は一年間と区切ら

れた期間において実証実験的に行われるもので固定されたものでは

ありません。いずれ遅くても一年以内に再度利用者のアンケート調

査を行う予定ですが、そうした中で神岡の方でなく南外総合支所の

方へ大多数の方が行きたいというような要望があれば検討していか
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なければならないと考えます。いずれルートや利用形態、時間帯、

便数など利用者の細かな要望を取り入れながら検討していきたいと

考えています。

、 、佐藤 豊 委員 乗り合いタクシーのことですが 大杉線と西板戸線がありますが

例えば田屋の人は大杉線に乗らなければいけないということでしょ

うか。

、 。佐藤地域振興課参事 利用する人に対して 乗る場所とか路線の制限は一切ありません

伊藤辰郎会長 西ノ又線は小学生児童生徒らが乗るバスに交通弱者といわれる高

齢者の方々が同乗するということですが、荒又、釜坂や十二ケ沢、

荒沢には子ども達は乗らないのですか。

佐藤地域振興課参事 荒又線や十二ケ沢線沿いでは児童が乗るスクールバスが運行して

いるので乗車する必要はないわけです。

一方、西ノ又線はスクールバスが運行していないため、羽後交通

の路線バスに乗って通っています。

伊藤辰郎会長 バスは無料ですか。資料には旧システムの利用者は２００円とな

っていますが。

佐藤地域振興課参事 合併前から運行している旧大曲市の巡回バスと旧太田町のシャト

ルバスは、これからの地域交通は利用者負担が伴わないと継続でき

ないということで、バスが２００円、タクシーが５００円としたも

のです。これにより大曲巡回バスが１００円から２００円に、太田

シャトルバスは無料から２００円に各々引き上げになりました。

南外地域に関してはスクールバス的な意味合いが強いというこ

と、また週一便の限定的な運行であることから、南外は当面はお金

を取らないで運行するという考え方です。

伊藤辰郎会長 滝ノ沢橋行きは何便ありましたか。

佐藤地域振興課参事 滝ノ沢から大曲に行くのが３便、大曲から滝ノ沢に行くのが２便

です。なお、県のバス路線への補助が平成２２年度で廃止されるよ

うな話もあります。そのため、早晩路線バスが立ちゆかなくなる可

能性がありますので、南外地域への路線バスが廃止になるようなこ

とがあると、大曲まで行く地域交通システムに変更しなければなら

ない状況となると考えます。
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伊藤辰郎会長 釈然としないところがありますね。地域交通が失われるとますま

す過疎の地域はさらに過疎化が進み、便利な都市部に人が集まると

いうことで、地域間の格差が広がって行くような気がします。

果たしてそういうことが日本の国にとっていいものかなと私は釈

然としません。

佐藤地域振興課参事 財政難に伴ってこのような状況が進んでいますが、このような状

況を切り抜けるために取り組んでいる先進地といわれる地域では民

間の方がＮＰＯ組織を立ち上げ、福祉目的のもとに低料金を徴収し

て車両を運行している地域が多々あります。

大仙市の地域交通会議で承認されればそうしたことも可能な時代

。 、 、となっているわけです 二種免許もいらず 通常の車検で運行でき

タクシーよりもはるかに低料金で運行できる時代になってきていま

す。地域の足は地域で確保していくそういう時代に来ているという

ことを付け加えたいと思います。

伊藤辰郎会長 荷物と人は違いますが、宅急便ができてものすごく早く届くよう

になりました。民間でも低料金で安全に運べるような気がします。

ぜひ規制緩和されているようですので、そのような組織ができれば

いいなと思います。

伊藤正照委員 西ノ又線は交通弱者という言葉がないのですが、これには誰でも

乗れるということですか。

、 、 、また 乗り合いタクシーの地域と市民バスの地域があって 有料

無料の開きはありますが、３倍ぐらいの便数の違いがあるので、一

年間実施した後に、例えば市民バスの方にタクシーを出して欲しい

ということは実現可能ですか。

佐藤地域振興課参事 バスでもタクシーでも同じですが、交通弱者となっていますが、

登録して乗車カードを持っている人は、体に何処も支障のない一般

の人であって利用できます。乗車カードさえ持っていれば誰でも利

用できます。カードは申請すれば誰にでも出します。

また、バス路線の廃止に伴う路線のみを地域交通システムとして

検討することになると、南外地域内ではますます地域の格差が開く

ということになります。もともと、南外地域には高齢者の移送サー

ビスという病院通いの福祉サービスがありましたが、合併に伴って

なくなってしまったことから、週に一度は地域の足があればという

ことを地域の要望として取り上げ実現の運びとなったものです。

確かにタクシー３便と市民バスの１便には便数の格差があります

が、市民バスは無料だということ、さらに南外総合支所にあるマイ
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クロバスを使うことを条件に交通空白地域にバスを運行することが

可能になったものです。

このマイクロバスの運行に伴い、これまでのように各種団体に貸

し出されていた状況がなくなることから不便を来すことを承知の上

で、当地域としては地域交通システムを立ち上げるための第１歩と

いうことでベターな選択をしたということです。

また、このような交通システムは変えていくことはできるとは思

いますが、大仙市の財政難の折、どの程度を改正できるかは不透明

な部分があります。

次に時間もだいぶ経過しておりますので②の新たな自治組織の設

置について御説明願います。

佐々木主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 詳細な説明がありましたが、何か御意見はございませんか。

佐々木タヨ子委員 この組織は南外だけですか。

佐々木主幹 南外だけですというより、他の地域にも旧々町村から引き継いだ

地域振興会的な組織が現在に引き継がれているようですが、いずれ

もハード事業に対する要望が多いと聞いております。いわゆる既存

。 、の組織に頼っているというのが周辺地域の実情のようです ただし

そういう既存組織からはなかなか地域づくりに結びついていかない

のではということで、南外地域では地域づくり委員会という新たな

組織を作ろうとしたところです。

佐藤 豊委員 自治会の連合会の規約に会費がありますが、会費はいくらでしょ

うか。

佐々木主幹 自治会の機能的な部分を統合しようとして連合会を作ろうとして

いるものですので、会費は想定していません。案ですので協議しな

がら決めていきたいと思います。

佐藤地域振興課参事 会費が必要かどうかも含めて連合会を立ち上げるにあたって決め

てもらいたいと考えています。

佐藤のり子委員 南外地域に暮らす人が満足度を高めながら地域の活性化を図るた

めに地域づくり委員会ができるとして、そこに競争意識を持たせる

のは難しいし大変だなと感じます。要望陳情型でなくて提案協働型
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をめざしている中で、住民が要望し行政が解決してくれるところで

住民は安心し、満足するのではないかと思います。住民の要望を吸

い取りながら活性化を図ろうとする中で、過剰に競争意識を持たせ

てしまうと、よりよくしたい競争であるとは思いますが、なかなか

いい案が出てこないなとなると、かえって組織から遠ざかってしま

う人や協力したがらない人が出てくるのではないかということが危

惧されます。

佐々木主幹 競争意識はもちろん地域を良くしていこうということで、切磋琢

磨しながら活動していくことを想定しています。何かできないかな

と感じたときには、隣の委員会でやっていることなどを取り入れた

り参考にしながらやっていただきたいなと思っているところです。

伊藤辰郎会長 ５つの委員会をグループに分けるときに難儀するのではないかな

と思います。かなり広範な地域ですので。趣旨はその通りだと思い

ます。いかに自分たちの地域を良くしようとして意見交換ができる

場を作るということだと思いますので、ある程度行政が指導してい

くという必要はあるんではないかと感じます。

いずれ、地域協議会から地域を良くするための意見や要望がどん

どん出てくるということでこのような組織を作ろうとしたと思いま

す。

次は地域枠事業の基本方針ということです。これについて説明願

います。

佐藤地域振興課参事 本来であれば皆様と協議しながら１９年度からの継続事業もあり

ますし、自治会に関する組織立ち上げの事業もありますので、たた

き台として作成しましたので佐々木から説明します。

佐々木主幹 本来であれば、地域からのいろんな要望が出てきて、この協議会

で調整を図りながら決定していくことが本来の姿かと考えますが、

このように事務局案として提示することには非常に残念だなと感じ

ます。来年度は「地域づくりの受け皿」を充実していくことをめざ

して取り組んで行くことを主要課題にしています。

【資料説明】

今野成功委員 大筋ではわかりましたが、大杉のため池のブラックバス駆除につ

いては管理が地元の水利組合ですので、役員の方々とも協議してい

かなければと考えます。

伊藤辰郎会長 昨年、楢岡さなぶり酒花火を開催しましたが、１９年度は地域活
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性化支援事業の中に入るんでしょうか。

佐々木主幹 地域住民パワーの活動支援事業の中で対応していくことになりま

す。

伊藤辰郎会長 今年も盛大にやろうということで実行委員会が動いていますの

で、よろしくお願いします。

佐藤由香子委員 地域活性化支援事業は今年度新たに企画書を提出してということ

ですか、それとも昨年の事業が継続されて行くことでしょうか。

佐藤地域振興課参事 継続事業であっても、新たに申請していただいて協議会に諮り承

認を得るという扱いになりますので御了解願います。

伊藤辰郎会長 その他、御質問がないようでございますので、このような基本方

針とさせていただいてよろしいでしょうか。

それでは時間も八時半を過ぎていますので、市に対する要望提案

事項に移ります。何かありましたら御発言願います。

佐藤地域振興課参事 前回要望された事項について回答させていただきます。

今野盛孝委員から出されていた、一時停止の標識はあるが、停止線

がない箇所について何とかしてもらえないかということでした。そ

のことについて市民課の生活環境担当職員へ話をし、一通り状況を

。 、 、 、確認していただきました それによると 県道対県道 市道対県道

市道対市道についても１０箇所ぐらいありました。また、公安委員

会へ照会したところ、市道に関しては市で対応してくれということ

でした。そこで、建設課の方へ協議会の方からも、交通安全会から

も特段の要請があったということで予算要求をしていただくよう要

望しています。なお、予算化が出来なかった場合は、見積もりをも

とに地域枠予算を使ってもいいかということについて皆様に諮って

協議していただきたいなということで考えておりますので、いかが

でしょうか。

もう一つ、 伊藤会長から要望された天神森の遊歩道の刈り払い

についてですが、六月に一度行っているようです。ただ回数が１回

ということです。詳しくは農林振興課長にお願いします。

佐々木農林振興課長 農林振興課では天神森を含め林道を１４本抱えています。これま

で草刈りは建設課の草刈機械を使っていましたが故障してしまい、

刈り払い賃金では予算が付かないことから今年度から新たに除草剤

で予算取りをしています。
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伊藤辰郎会長 ８月でしたが草がかなりありました。除草剤というのはどうです

かね。やはり刈った方がいいと思います。７月頃に１回でも刈って

いただければと思います。もっとも、遊歩道を利用する人がもっと

PRいれば草もあまり生えないと思うし、天神森の遊歩道に関して

不足ではとも思えます。

回答についてはよろしいですか。

それでは新たな要望や御意見がありましたらお願いします。

佐藤セツ委員 金屋地区のゴミ収集所の所はグランドの入口にもなっている所で

す。その収集所付近が道路より一段低くなっています。その高さを

解消するために舗装してくれたらありがたいのですが。そのような

予算はないものでしょうか。

伊藤支所長 グランドへの通用口となっている面と、ゴミの収集所になってい

る面がありますので、春になってから現地調査をした上で回答した

いと思います。

佐藤 豊 委員 私たちが地域協議会委員になったとき、平成１８年です。第３回

の地域協議会において南外村の事業として２４億６千万円という事

業の説明を受けています。期間は平成２２年までの５ヶ年です。財

源も起債か一般財源かという具合ですで詳しく説明を受けた経緯が

あります。そこで、既に１８年、１９年の２ヶ年が経過しておりま

す。ということで、この２ヶ年の分について計画に対する実績を教

えていただきたいと思います。

伊藤支所長 どの程度進捗しているかどうかということでしょうか。

具体的な数値資料がなくて申し上げられませんが、毎年のように事

業の見直しが行われておりまして、当初の事業からは大幅に遅れて

います。後年度にずれ込んでいる状況です。いずれ後で御報告しま

す。

伊藤正照委員 この協議会の中身を会議録をもとに地域内に広報紙として配布さ

れていますが、もし、できればフルネームで掲載されると話しづら

いのですが、その辺はお願いできないでしょうか。

伊藤支所長 実名でなく委員ＩとかＫとかという表現のことですか。それは皆

さんの希望があればやぶさかではないでしょうか。委員の皆様方で

判断して欲しいと思います。
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伊藤辰郎会長 自分の発言に責任を持つ意味ではフルネームでいいのではないで

しょうか。

伊藤正照委員 わかりました。フルネームでお願いします。

それから、先ほど新しい大仙市の新しい地域公共交通システムの

案が説明された中で交通弱者という表現はされていましたが、中身

を聞くと一般住民にも適用するんだと。だとすれば本当に地域弱者

だなという感じがしてます。

先ほど議長の方からも話が出ましたが、これが大仙市として指示

したのか、南外の支所として提案したのかわかりませんが、この地

域の格差を拡大させるような方策でないのかなという感じがしてい

ます。地域協議会の委員としては納得のいかない点があります。

もし、そういった形で進めるとすれば同じ市民として何らかの形

での優遇措置的なものがなければ、そういうものがないと田舎や周

辺地域であればあるほど行政の恩恵を受けることができないという

ことが加速されているようにも感じます。そのようなことを含めま

して市の方へ要請してもらいたいと思います。

伊藤支所長 具体的には格差是正の解消という話でしょうか。

伊藤正照委員 同じ地域内で、片方は乗り合いタクシーだったり、片方は市民バ

スだったり、市民バスがあるうちはという聞こえ方もしましたし、

更新する段階ではできないとも聞こえました。

また、この取り組みはあくまでも１年間限りの実証的なもので、

その期間が過ぎた時には旧南外地域では同じような条件のものがで

きるかという意味で質問をしたつもりでした。

先行きが不透明だという感じがあり、だとすれば実証的な１年を

経過した後はさらに格差が拡大するような感じがしたという意味で

す。継続的な対応を含め先行きが何も確約されない状況の中では地

域に帰っても説明できないなという感じがします。

佐藤地域振興課参事 もしかすれば説明が足りなかったのではないかと思いますが、例

えば料金が掛かる掛からないという格差でしょうか。

南外の市民バスは子ども達を運んでいるから無料だということで

す。交通弱者を含めて市民を乗せようとすると２００円の枠にはま

りますが、南外地域は時間帯も遅いことや週に一本であり、非常に

利用しにくいことから当面は無料ということです。

有料にするのであればもっと便数が多かったりしなくてはならな

いでしょうと。大曲の２００円は一日に何便も運行するので利便性

が高いということです。太田も便数も多いのです。
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ただし、南外地域はバス路線廃止に伴って通学の子ども達を救う

ために運行するものですが、その車両を地域の足としていくらかで

も有効に使うためにこれまでバスの恩恵を受けなかった地域にマイ

クロバスを走らせようとするものです。むしろ格差を是正しようと

して取り組もうとしている事業であることを御理解願います。

また、委員の御意見は市に対する要望というより事務方に対する

要望ということで、今後一層地域格差の是正に向けて取り組んでい

きたいと思います。

伊藤葉子委員 婦人会は市の団体とは異なりますが、１月１３日に大仙市の婦人

会の新年会がありましたが、市長さんが見えられ、その時に活発な

会員の方が婦人会の研修会などには６５歳以上の方が大部分なの

で、車を出していただきたいと要望されてようでした。

そしたら市長は市としては当然やってやるべきだと思うが、各支

所にお願いして実行するように頼んでくださいと言われたようです

ので、私もぜひ車を出してくれるようお願いしますということで提

案します。一年に一回、県の大会、市の大会がそれぞれあります。

伊藤辰郎会長 事務局はどうですか。

高橋地域振興課長 婦人会からはあまりなかったようですが。

伊藤辰郎会長 今まではなかったけれども、 市や県の大会で、何人という割当

が来るので、足を確保するためバスを出してもらいたいという要望

が出たということです。

高橋地域振興課長 バスの使用願いでは所管する課の課長名でバスの使用願いが出て

きています。婦人会長や老人クラブ会長名で使用願いが出てくるこ

とはなかったように記憶しています。

伊藤辰郎会長 過去の実績の話ではなくて新たな要望として出てきたわけです。

市長に話したところ、支所に要望してくださいということで話し

ているので、後で回答してください。

高橋地域振興課長 マイクロバスが地域交通の方に年間通して使われますのでかなり

使用が制限されると思いますし、使用規定を変えることはできない

と思います。

、 。伊藤辰郎会長 委員の要望ですので いいか悪いかは後日改めて御回答願います

もう九時になりました。三時間になりました。これで閉めたいと
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思います。

では次回の開催日程について決めたいと思いますが。

佐藤地域振興課参事 地域枠の執行方針が決まらない場合を想定して２月頃を予定して

、 。いましたが 事務局案で了承を得たことから２月は特にありません

あとは３月の年度末に市長が見えられて執行方針を報告すること

にしています。３月２５日から２８日のなかで希望日がありました

らお願いします。いかがでしょうか。

伊藤辰郎委員 希望としては２７日の午前中はどうでしょうか。

佐藤地域振興課参事 わかりました。２７日午前中ですね。

伊藤辰郎委員 三時間が経過し九時になりました。長時間にわたり大変お疲れ様

。 。でございました 今日の地域協議会をこれで終わりたいと思います

この会議録は、議事録調整職員 佐々木清哉君が調整したものであるが、内容に相違な

いことを証明するためにここに署名する。

平成２０年 ２月１２日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 佐 藤 由香子

委 員 佐 藤 セ ツ


