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平成２１年度 第２回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２１年６月２７日（土） 午前９時３０分から午前１１時４５分

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南小学区コミュニティ委員会活動事業

②地域環境整備事業

③大向・金屋地区コスモス植栽事業

２）報告事項

①地域公共交通の運行状況について

（４）そ の 他

１ 『簡易水道料金改定について （水道局 上水道課）） 』

２）次回協議会日程について

（５）閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１２名）

伊藤 辰郎、伊藤 直人、菊地喜代司、伊藤 君夫、今野 幸蔵、

今野 純子、佐々木武男、佐藤のり子、高橋 恵子、高橋 元司、

高見 健一、高見 文子

（２）本庁水道局上水道課（３名）

上水道課長 岩谷友一郎 上水道課料金班参事 伊藤 茂

上水道課簡易水道班主幹 足達 隆

（３）南外総合支所各課長等（３名）

市民課長 高橋 定悦 農林振興課長 高橋 公太郎

建設課主幹 今野 徳吉

（４）事務局（７名）

支所長 佐々木正広 地域振興課長 佐藤 裕康

地域振興課参事 判田 基 地域振興課副主幹 佐藤 明子

地域振興課主査 藤井 禎則 地域振興課主査 高橋 智行

地域振興課主任 木村 愼吾
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５．欠席者氏名

欠席委員（６名） 伊藤 誠一、伊藤 正照、伊藤 葉子、佐藤 豊、

佐々木タヨ子、佐々木雅子

６．会議録

（１）開 会

佐藤地域振興課長 皆様、本日はお忙しいところお集まり下さい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２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いたします。

伊藤辰郎会長 【あいさつ】

佐藤地域振興課長 ありがとうございました。

本日の日程について御説明申し上げます。

午前中地域協議会を開催し、午後は会場を仙北ふれあい文化セン

ターに移し、全体研修を予定しております。

午前中の地域協議会の内容は地域枠事業の承認について、今回は

案件が３件ございますので、それを御審議いただきます。

次に、報告事項といたしまして、午後からの全体研修にも関係が

ございます「南外地域公共交通の運行状況」について御報告いたし

ます。

後に、本日は「簡易水道料金改定について」の説明のため、大

仙市水道局の担当が来ておりますので、時間をいただき御説明させ

ていただく予定となっております。

本日の委員出席数は１２名でございます。大仙市地域自治区の設

置等に関する条例、第９条第３項の規定により本会議が成立します

ことを御報告します。

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申し上げます。

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させていただきま

す。菊地喜代司委員と伊藤君夫委員よろしくお願いいたします。

それでは 初の議題であります地域枠事業の承認についてを議題

といたします。

はじめに 「南小学区コミュニティ委員会活動事業」についてを、

審議いたします。事務局から説明をお願いいたします。
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佐藤副主幹 【資料説明】

「 」 、伊藤辰郎会長 ただいま 南小学区コミュニティ委員会活動事業 につきまして

事務局から説明がございました。審議に入りたいと思いますが、こ

の件につきまして御質問、御意見がございましたら御発言をいただ

きたいと思います。

いかがでしょうか。菊地委員どうぞ。

菊地喜代司委員 花壇はわかりますが、グラウンドゴルフはいつからやっているの

ですか。

伊藤辰郎会長 事務局からお願いいたします。

佐藤地域振興課長 昨年からだと思っております。

菊地喜代司委員 旗など設置して整備されているようですが、高野にあるグラウン

ドゴルフ場が今利用者がほとんどいないと聞いておりますが、今年

からこちらのグラウンドゴルフ場をやっているせいかと思いまし

て、お聞きしたところですが。

佐藤地域振興課長 御指摘のとおりふれあいパークのグランドゴルフ場の利用者は、

昨年度はたくさん利用されていたようですが、今年は少ないという

ことはお聞きしております。

利用者が減ったというのは、今年から一人一日５０円の有料化にな

り、利用の際の手続き等もあり、そのような関係で利用者が減った

と思います。その一方、南小学区コミュニティセンターのグラウン

ドゴルフの方は自由に使えるということで、利用頻度が高くなった

ということはしかるべき状況かなと考えております。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。

菊地喜代司委員 はい。もう一ついいでしょうか。

伊藤辰郎会長 はい。どうぞ。

菊地喜代司委員 利用されないのは、なぜかと思い利用されている老人クラブの方

々に聞いてみたところ、わざわざ体育館まで行って手続きしなけれ

、 。ばならないので 何とかそこを簡素化できないかということでした

そうすればもっと利用者も増えると思いますし、駐車場もトイレも
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新しくつくったのに、利用されないのは悲しいと思います。

伊藤辰郎会長 別件ですが、一応ご意見ということで行政でもしかるべき対応を

お願いいたします。

佐々木総合支所長 有料になったのは今年からで、全市統一するということでそれぞ

れの部分が有料制になった訳です。管理がかかりすぎるのではとい

う話がありましたが、そういう方針だということで今年から実施し

ているところです。料金は５０円になっているはずです。条例上は

１００円ですが、グラウンドゴルフ場としての造りが簡易的だとい

う部分で５０円になっております。利用形態はその都度ということ

になっておりますが、そこは年間あるいは期間をまとめてという形

にできないかと教育委員会分室の方とも話し合っているところで

す。もう少しお待ちいただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 本題に戻りますが、南小学区コミュニティ委員会の活動事業です

が、私から質問よろしいでしょうか。

１７万円の事業で地域枠予算５万円というのは、この事業の何に対

して５万円を助成するのか、そのへんを少し説明していただきたい

と思います。

佐藤地域振興課長 この会の収入はコミュニティ会員よりの会費と地域枠よりの助成

金であり、事業費の１７万円は花壇整備事業とグラウンドゴルフ場

維持管理事業です。その内の花の苗代と肥料代、グラウンドゴルフ

の旗等の消耗品に対して５万円の助成となっております。

伊藤辰郎会長 そうしますと、これから毎年出てくるということでしょうか。

佐藤地域振興課長 先ほどの説明にもございましたが、毎年継続している事業です。

伊藤辰郎会長 この南小学区コミュニティセンターは、かなり多くの方が利用さ

れているということですので、非常に公共性も高いということで地

域枠予算から助成をお願いしたいということでございます。

この事業について御承認いただいてよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それではひとつ目の議題は御承認いただいたということで、次に

進ませていただきます。

次に「地域環境整備事業」であります。こちらの方を事務局から

説明願います。
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佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 河川清掃等の際に安全に作業を行えるために、カラーコーンを各

自治会に２個ずつ設置をしたいということでございます。この件に

つきまして御意見、御質問をいただきたいと思います。

はい、高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 カラーコーンであれば、自治会の活動以外にも利用させていただ

きたいと思います。流雪溝使用の時期に流雪溝の切り替えを行う際

に、早朝であったり夕方であったりしますが、交通の妨げになった

り、怖い面が多々ありまして、作業中であるというカラーコーンを

設置していれば安心して作業ができますので、利用させていただけ

ればありがたいと思います。

伊藤辰郎会長 はい。おそらくそれは だと思います。これは自治会に配布しOK

て、自治会で管理して、それを有効に使ってくださいということで

すよね。

佐藤地域振興課長 そのとおりでございます。自治会に貸与という形で貸し出しをし

ようと考えておりまして、自治会だけでなく地域のコミュニティ活

動などすべて だと考えておりますので、なるべく有効に使ってOK

いただきたいと思います。しかし、カラーコーンだけでいいのか、

それともバリケード形式の縦型のようなものもありますので、それ

に記載する文言など、どのようにしたらさらに有効に使っていただ

けるのかそのあたりは今検討させていただいております。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。そのほか御意見ございませんか。

はい。今野幸蔵委員どうぞ。

今野幸蔵委員 この件に関しては特別問題ないと思いますが、いま気がついたこ

とで、河川清掃の場合は確か保険をかけていましたが、道路清掃の

場合はどうなっているのでしょうか。各自治会で作業する場合、怪

我をしないように十分注意してやっていると思いますが、万が一怪

我をした場合はどうなるのでしょうか。

伊藤辰郎会長 今の質問に対して、お願いします。

、 、佐藤地域振興課長 道路清掃は これまで建設課から協力という形で出ておりまして

自治会連絡協議会でも、河川清掃、道路清掃あわせて自治会の活動

として位置づけた方が良いのではないかという御意見も出されてお
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ります。それを踏まえまして、今回安全性を確保するためにも、平

形自治会長からの御提案で案件にあげさせていただきました。

河川清掃を地域協議会の一環の事業として位置づけるために、申

し込みをしていただきながら、その人数を元に保険をかけておりま

す。道路清掃については参加人数を把握できず、今年は道路清掃に

保険をかける予定ではございません。

ただ、来年以降自治会同士の連携を図る意味で、自治会同士が話

し合い、協力して何かを行った場合は、助成金を若干でも上乗せで

きないものかと考えております。今年から実施するとなると、すで

に申請済みの自治会育成支援補助金や河川清掃、それに加え道路清

掃と数々の申請等で自治会に事務的な負担をおかけすることとなり

ますので、今年一年かけて、申請の方法等をなるべく一本化できな

いものか事務局で検討させていただきたいと思います。

保険についても、広範囲にわたって活動できる中で、包括的に保

険をかけられるものがあればかけていきたいと考えておりますの

で、検討する時間をいただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 検討させてほしいということですけれど、よろしいでしょうか。

はい。伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 カラーコーン２個ということでは、確かに足りないと思います。

カラーコーンだけですと一つの自治会に２個あっても、置いてある

ことをほとんど気づかないままの運転手がかなりいると思います。

道路清掃等の場合、しっかりした重いものを用意して安全を確保

するのが優先なのか、移動しやすいカラーコーンの方がいいのか、

これから検討をしていただきたいと思いますが、いずれカラーコー

ンだけでは安全は確保されたとはいえませんので、今年だけではな

く来年は別の表示なども継続的に補充し、配布するようにも検討を

お願いします。

今野委員からもお話がありましたが、きちっとしたバリケードで

はないので、やはり保険を確実にかけていく方向も検討していただ

きたいし、実施するにあたりまだまだ問題もあると思いますので、

各地域で言葉だけではなく、確実に安全見張り番をつけるような指

導というか依頼なども必要ではないかなと思います。

他地域の方が南楢岡小学校のところは、急カーブになっているに

、 、 。もかかわらず 年に２ ３回まっすぐ行ってしまう人が必ずいます

把握されていない事故だと思いますが、あの場所をまっすぐ行って

しまうということは、安全に配慮して走っているとは思えませんの

で、カラーコーンだけでは不安だと思いますので、これからもよく

検討していただきたいと思います。
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伊藤辰郎会長 はい。事務局からお願いします。

佐藤地域振興課長 御指摘のとおり今年一年限りのものではなく、まずはコーンを設

置してみて、その状況を見ながら必要であれば来年以降はバリケー

ドなり、いろいろな形の工夫をしながら継続的に行っていきたいと

思います

伊藤辰郎会長 はい。その他ありませんか。高橋元司委員どうぞ。

高橋元司委員 自治会連絡協議会総会からの要望ということですが、少数の意見

だったのか、あるいは全会一致という内容でここにきたと思います

が、一律４２自治会に配布するべきなのか、あるいはストックして

おいて貸し出す方法がいいのか。ということと、今回内容が変更す

るかもしれないという一言がございましたが、この予算の範囲内で

購入 という提案なのか、そのあたり確認したいと思います。OK

伊藤辰郎会長 はい。事務局からお願いします。

佐藤地域振興課長 計算上では４２全自治会に配布することで御説明申し上げまし

た。しかし、必要のない自治会もあると感じております。特に、想

定できますのは、県道と国道は交通量が多いので、その道路周辺を

活動拠点とする自治会にバリケードのようなものを配布するべきと

も考えてございます。コーンをすべての自治会に配るというのも、

。 、実は不効率な点もございます その点を事務局としても悩んでおり

皆様の御意見を伺いながら検討に入りたいと思います。

方法としては、すべて一回に配る方法とある程度ストックしておき

必要なところへは随時貸し出しという形にするべきか、皆様の御意

見をお聞きしながら決めたいところです。

予算につきましては、この見積もりでの金額ですが、製品が変わ

りますと上下いたします。上限ということではなく、だいたい１５

万円位までの範囲だということでご承認いただきたいと考えており

ます。これもあわせて、御審議願いたいと思います。

伊藤辰郎会長 はい。伊藤君夫委員どうぞ。

伊藤君夫委員 地域環境整備事業として自治会がやる河川清掃や道路清掃は事業

ですので、必ずこの物を各自治会に平均的に配らなければいろいろ

な語弊が生じるということを懸念されてこういう形をとったと思い

ますが、作業中の交通安全等事故防止も考慮に入れて、各自治会で
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作業をするということが前提だと思います。

地域のコミュニティも考えた上での事業として、各自治会が道路

清掃など自発的にしている状況下においては、安全対策云々も同時

に子供たちも巻き込んだ状態で、その地域で考慮しながら、道路清

掃等をするという形が私は自治会のやり方としては前提だと思いま

す。カラーコーンがたまたま必要だといわれる地域が出てきたとい

うことは、あった方がないよりは目印としてはいいし、安全対策と

して用意してもらえないか。という話があってこういう状況になっ

ていると思うのですが、更にそれで足りなくて旗やバリケードが必

要だという段階まで、この協議会で広めていく必要はないと思いま

す。自治会で赤い シャツの使っていないものがあれば、それでT

旗振りをするという部分で、皆さんが参加して安全対策を考えなが

ら道路清掃をコミュニティの一つとして活気づけて掃除していくと

いう方向に向かい、あえてあれもこれも揃えて与える必要性はない

と私は考えます。

伊藤辰郎会長 はい、わかりました。伊藤君夫委員の御意見でございます。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 湯ノ又地域を対象にしてみますと、道路清掃は自分の地域を自分

でやっているような格好で、金屋から湯ノ又児童館あたりまでを掃

除してます。このような場合、カラーコーンの重要性が大変薄いの

ではないかと思います。

自分のものは自分で掃除するという意識と、自分で交通安全に努

めるべきだと思いますが、このカラーコーンを他地域はどのように

使っていく予定でしょうか。

伊藤辰郎会長 いかがでしょうか、事務局よりお願いいたします。

佐藤地域振興課長 安全性を主体として考えておりまして、私が見かけたのは、広域

農道をどこかの会社が道路清掃中でしたが、起点と終点に軽トラッ

クを置いて、その荷台に旗のような看板のようなものを掲げて活動

していることをアピールしておりました。また、そのような看板等

があればこの先作業をしている人たちがいるんだなあと注意を促す

意味でもあると思います。今年はカラーコーンと看板のようなもの

で、試してみてその成果を見て更に来年は内容について検討すると

いうことで、御承認いただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 いろいろ御意見がでましたが、今までも河川清掃、道路清掃をや

っていてそれなりの安全確保はしながらやってきたと思いますし、
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たまたま今回自治会からこのような要望が出たということで、それ

を議題として提案させていただいたものだと思いますが、事務局で

いろいろな組み合わせを考えながら、予算としては１０万円から

、 、１５万円の間で選択し 購入して貸与なり配布をするということで

御承認いただいてよろしいでしょうか。

異議なしの声

伊藤辰郎会長 はい、それではこの件につきましては、予算的には１０万から

１５万円の間で、安全確保のためのカラーコーンあるいはバリケー

ドの組み合わせを購入するということで、御承認いただきたいと思

います。

３番目でありますが、３番目の議題は「大向・金屋地区コスモス

植栽事業」であります。事務局から説明お願いいたします。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今の事業につきまして、委員の皆様から御意見等いただきた

いと思います。

これは国道１０５号線沿いですが両側でしょうね。

だいたい何メートルくらいなのでしょうか。

佐藤副主幹 はい。ガードレールがある部分で、両側のところもありますが、

延長は５４４メートルとなっております。

佐藤地域振興課長 添付の写真は大向地域の市道で、農地水環境保全で実施した時の

ものですが、大変綺麗だったので、今回は国道の歩道のあたりに昨

年より大掛かりにコミュニティ活動として実施したく、その分の助

成をお願いしたいということで申請がありました。

伊藤辰郎会長 何か御意見、御質問ございませんか。

私から質問よろしいでしょうか。

コスモスは種を植えますが、多年草でしょうか。それとも毎年植え

なければならないものでしょうか。

佐藤副主幹 一応一年草となっておりますが、花から落ちた種で、次の年に咲

く場合もありますが、雑草の管理が大変なので、除草剤を撒く関係

上、次の年に咲くのは難しいということで、一年草ということにな

っております。
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伊藤辰郎会長 この案件は毎年出てくるということになりますね。

佐藤副主幹 そう思います。

佐藤地域振興課長 中野地域の方も植えた経験があると思いますので、そのあたりの

状況はいかがでしたでしょうか。

今野幸蔵委員 県道沿いに農地水環境事業で、田んぼにコスモスを植えてます。

毎年種を買って、植え付けをしている訳ですけれど、やはりほとん

ど雑草に巻かれる状況です。ただ、種が落ちて少しはコスモスが出

、 。てきますが ほとんど雑草に負けてしまうという状況だと思います

種を買わずに毎年継続的にコスモスを咲かせるとなると、雑草の管

理が一番大変だと思います。たまたま農地水環境事業で毎年種を買

えますので、それを植えている状況です。ただ、満開になると非常

にきれいだということで、評判が良いようです。

伊藤辰郎会長 そのほか御意見・御質問ございませんか。

はい、菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 地域枠予算以外のその他、８５０円の６０人分５１，０００円は

どこから出るのですか。

佐藤地域振興課長 Ⅱ型というのは、全体事業費は１６５，５００円ですけれども、

消耗品・資材費・借上げ料的なものを地域枠から出しますし、作業

する人の人夫賃金というのは、計算すれば５１，０００円となりま

すが、これはボランティアで自分たちの作業として行う分ですよと

いう形で、それが地域の方々の労力提供です。そして、市の予算か

らは、基本的な経費これをあわせて一つの事業として行っていこう

とするのが運用パターンのⅡ型となっております。

菊地喜代司委員 運用パターンⅠ・Ⅱ・Ⅲはどのようなことか聞きたいと思ってい

たので、教えてください。

佐藤地域振興課長 前回の第１回目に皆様に資料をお渡しして御説明いたしました

が、実施類型の運用パターンにはⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型とございます。

Ⅰ型につきましては、皆様から提案されました事業、もしくは提

案した事業につきまして、市が自ら実施する事業です。

特に大掛かりな工事費とか、委託費ということで、たとえば、入札

にかけなければならないということにつきましては、やはり市が自

ら実施しなければならないということで、市が独自に実施するとい
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うことでパターンのⅠ型の事業でございます。

Ⅱ型は、市と市民が協働で行う事業と位置づけております。協働

と言いますのは、市は予算枠を持っておりますし、通常は市民から

でましたコミュニティ活動という事業の労力的なものにつきまして

は市民の方々、そして、資材費、借上げ料、原材料費などそれらに

ついての負担を市のほうで行う事業をⅡ型と称しております。

それからⅢ型ですが、１０人以上の市民の団体やグループ等が行

おうとする事業の経費の一部に対して補助金として支援するもので

す。

伊藤辰郎会長 今回の三つの事業はそれぞれⅠ・Ⅱ・Ⅲのパターンに分かれてお

りましたので、こういうのがⅠ型なんだなと分かりやすいと思いま

す。 伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 この事業のように各自治会から独自の活動としてあがってきてい

るものについては、問題のない限りなるべく採択していけたらなあ

と思います。先ほど伊藤君夫委員からもコーンのことでお話があり

ましたが、この会でそれぞれの事業に踏み込んだ質問はいいんでし

ょうけれど、意見を述べて直してもらうようなことは慎んだ方が良

いのではないかという気もいたします。内容をいろいろ検討した結

果、これは是正するべきではないかなとそのようなことをこの会で

。 、やっていったらいいのではないかと思います 私の意見ですけれど

あまり踏み込んだ意見や是正を求めることは、なるべく慎んだ方が

いいのではないかと思います。

各自治会で独自性あるいは自立性を発揮できるような事業に対し

ては、このコスモス植栽事業はとても良いことだと思いますので、

助成していったらいいのではないかと思います。

ただ、少し気になったのは、農地水環境保全事業でこういうことも

できるのではないかと思いましたので、そちらとの兼ね合いにつき

ましては、どうなっているのでしょうか。もし分かりましたら教え

ていただきたいと思います。

佐藤副主幹 はい。県の農地水の協議会にも再三問い合わせたそうですが、農

地水の方で、国道沿いの草刈等は ですが、花植えは許可しないOK
ということで、地域協議会の方にお願いされたわけです。

佐藤地域振興課長 先ほどの菊地委員よりの質問の類型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの補足説明です

が、前回参考資料としてお渡ししたファイルの資料の３に詳しく書

かれておりますので、後でご覧になっていただければと思います。
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それと今伊藤直人委員さんの質問の補足説明ですが、国道までは

農地水でなかなか手が及ばないということで、せっかくきれいにな

るということで、更に拡大して活動を広げようとした時にいろいろ

な条件が整わないということで、是非ともこの地域枠予算からお願

いしたいということでしたので、よろしくお願いいたします。

菊地喜代司委員 これは金屋・大向ですので、及位の方まではいかないということ

ですよね。

佐藤地域振興課長 大向自治会の前の国道の延長線上に金屋自治会・及位自治会とあ

りますが、とりあえず今回は金屋自治会へ声をかけてみたところ、

やっても良いけれどお金がなくてとのことでした。そのような和が

次は及位自治会の方へ発展していけば良いなあと思っております。

７月に植栽となりますと、今のところ話し合いがついているのが金

屋自治会ということで、そこまでということではなく、だんだんそ

のような活動が広がっていけば良いなあと考えております。

菊地喜代司委員 大変良いことで、全地域に広めたらいいなあと思いますが、種代

が高いなあと感じています。市の花でもありますし、今年の状況を

見てみまして、来年は何とかして広げていったら良い事業だなあと

思います。

伊藤辰郎会長 はい。今回は大向・金屋地区から出た提案でありますし、秋にき

れいに花が咲いて、隣接の自治会でもう少し延長しようと取り上げ

られて延長距離が長くなっていくということは、大変良いことと思

いますので、まず大向・金屋地区がやって、及位又は隣接する自治

会が継続してやろうということになればいいと思います。

それから、地域枠事業をここで協議するということですが、地域

枠予算から出すにふさわしい事業であるかどうかということは、や

はりこの協議会で審議する必要があると思うのです。今までは良い

事業が出ていますのでいいのですが、これからは、果たしてこれは

地域枠予算から出すべきものなのかというものも中には出る可能性

がありますので、遠慮なく計上し、修正を加えるところがあれば修

正を加えることは必要なことではないかと私は思います。

地域枠予算というのは５００万円が限度ですので、これからこのよ

うな良い事業がどんどん出てくるということは大変結構なことで、

毎年５００万円使い切り、地域の活性化が図られるということは大

変素晴らしいことですが、今度は事業がたくさん出てきてその中か

ら取捨選択をしなければいけない。とそういうことも出てくる可能

、 、性がありますので やはり皆さんの意見を大いに出していただいて
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。 、これはいい事業で だと そういうで承認をしていくというのがOK

この協議会の役割ではないのかなあと私は思います。

はい。高橋元司委員どうぞ。

高橋元司委員 新規事業、継続事業とありますが、どちらかというとはじめに承

認されると継続となる傾向で、これをきる時が難しい事業が結構あ

ると思いますが、この予算の使い方としては、ずっと継続するもの

もあるでしょうが、ある程度期間を区切ってというものに制約しな

ければ、青天井だということも危惧されます。

この事案というわけではありませんが、全体の予算がこれからず

っと継続されるわけでもないでしょうし、今後の展開としては、非

常にデリケートなとこですが、逆に門戸を広げるということと、周

知をするということ、両方見ながらということが必要なことではな

いかと思います。

伊藤辰郎会長 そのほか御意見はございませんか。

それではないようですので、大向・金屋地区コスモス植栽事業につ

いては、御承認いただいてよろしいでしょうか。

はい。それでは３番目の事業につきましても御承認いただいたとい

うことで、議題につきましては以上でございます。

それでは、次に報告事項でございます 「地域公共交通の運行状。

況」について、事務局から説明願います。

判田参事 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今の説明について、御意見・御質問がございましたらお受け

したいと思いますが、よろしいでしょか。

利用者が意外と少ないものですね。佐々木武男委員どうぞ。

佐々木武男委員 この路線をみますと、行き先が神岡総合支所とか南外総合支所と

なっておりますが、ここに降りて、又時間をさいて次のバスで大曲

へ行くとなると結構大変だと思います。発想の転換をして、たとえ

ばイオンタウン行きとかイオンタウンから南外のふるさと館や温泉

施設行きにするとか、他の地域からも人を運んでくるなど、相乗効

果もあるような路線もあればいいなあという感じもあります。

その他おじいちゃんおばあちゃんが結構この路線から外れたところ

を歩いて、市道、県道まで来たりしている人もいるので、そこまで

出るのも大変だという地域もかなりあるような気がして、そういう

人たちをどうすればいいのかなということが今後考えていかなけれ

ばならない課題なのかなあと思います。
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伊藤辰郎会長 はい。佐々木武男委員の御意見でした。今の地域公共交通の主た

る目的は、通学と医療機関への通院ですか。

判田参事 利用者の方の主な用途は、アンケートの結果は通学はもちろん、

多くは通院が大半でした。南外総合支所や神岡総合支所で降りてそ

の周辺の医療機関を利用する方。南外線などに乗り換えて大曲の専

門の医院へ行くなり、組合病院を利用する方が多かったようです。

伊藤辰郎会長 とすれば、佐々木委員の意見で南外総合支所なり神岡総合支所ま

でで止まって、又乗り継いでいくのは大変ではないか。乗る人の目

的が通学なり通院であれば、たとえば組合病院へ行く人が多ければ

そこまで直通のバスを走らせた方がいいのではないかというような

意見だったと思いますが。

判田参事 乗り換えなしで、目的地まで行けると非常に便利ですが、現在羽

後交通さんが営業している路線がありまして、営業上の問題もあり

ますので、現状では近くのバス路線まで乗っていただくということ

を前提に始めたシステムです。

ただ、佐々木委員さんがおしゃったとおり、発想を変えて大曲のイ

オンタウンまでを結ぶ路線をつくるというのは、今後検討していく

中に入るものだと思っております。

伊藤辰郎会長 そのほか、何か御質問はございませんか。

はい、今野幸蔵委員どうぞ。

今野幸蔵委員 昨年テレビで見ましたが、長野県の安曇野市の地域公共システム

の状況をテレビでやっていましたが、それと対象に秋田市のことも

やっていました。長野県安曇野市のやり方がすごく利益の上がる方

法で、その利益で車を買えるという内容でした。

秋田市は逆に利用者が少なく、今の意見のように目的地まで行か

ない。なぜ行かないかというと営業している路線バスの営業妨害に

なるからということでしょうが、そのへんをうまく割り切っていか

なければ、その問題はいつまでも残ることであり、この乗り合いタ

クシーも神岡までしか行かないし、結局目的地まで行かないという

ことなので、利用しにくいという状況にあると思います。羽後交通

さんとの兼ね合いもあると思いますが、思い切って全路線をこのシ

ステムでカバーするような対策が必要だと思います。

安曇野市の運行利用状況もインターネット等で調べて、検討して

みたらいかがでしょうか。
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伊藤辰郎会長 今のは今野委員の御意見だと思いますが、いかがでしょうか。

佐藤地域振興課長 地域公共交通といいましてもかなり奥が深い状況ですし、問題も

たくさんあります。

今、今野委員が発言されたような問題点もございますし、参事が皆

様に説明しましたのは、今年一年かけて再三にわたり皆様に協議願

いたいということで、今日はその第一歩ということで御説明申し上

げました。この件については問題がありすぎて、今ここでは語りつ

くせないと思いますので、今日はこのような状況だということで、

この辺で終わらせていただきたいと思います。

今後については、いろいろな意見があると思いますので、改めて

聞く機会、お話しする機会を設けていきたいと思いますので、今日

は時間の関係上この辺までとさせていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 いろいろと問題点があるようでございますが、今日のところはこ

こまでということで。 はい、高見文子委員何かございますか。

高見文子委員 今までのお話で、私もそうだと思いましたが、結局片方を立てる

と片方がうまくいかないという、そのバランスをどういう風にする

かというところだと思います。

家でも家族が利用登録だけはしておりますが、どうして利用しな

いかを一言述べさせていただきたいと思います。

簡単に言えば、大曲の医療機関までが不便だ。帰りも困る。利用さ

れる交通弱者の方々に対して、手続きがしにくい。わかりにくい。

地域の活性化を考えた時に身軽に動ける人・ボランティア的な人が

いたら、たとえば利用登録のネットワークのようなお年寄りの目線

に立ち、やり易いような支援をしたら地域の活性化・連携といいま

すか、そういうことで労力を提供できる人もいると思います。

みんなで何とかしようという思いとか、そのようなことも含めて考

、 。えていったら もう少し利用状況もあがるのではないかと思います

伊藤辰郎会長 いろいろな御意見が出ましたが、いずれこの問題は又次回に協議

させていただくことにしまして、今日は報告ということで、現状把

握していただき、次回にいろいろ御意見をいただいて、行政の方に

改善できるものがあれば提案をするという形にしたいと思います。

それでは、続きまして次第の４番目その他の水道局から『簡易水道

料金の改定について』の説明があるそうですので、休憩なしでこの

まま続けたいと思います。よろしくお願いいたします。
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水道局 水道局上水道課の岩谷と申します。よろしくお願いいたします。上水道課岩谷課長

本日は南外地域協議会の開催にあたり貴重な時間を頂き、水道料金

の改定について説明する機会を与えてくださいまして、協議会長を

はじめ委員の皆様に心から御礼申し上げます。また、日頃から市の

水道行政につきましても御理解・御協力を賜りまして心から御礼申

し上げるものであります。お疲れのところとは思いますが、水道料

金の改定につきまして説明させていただきます。

【資料説明】

、 、 （ ）以上 急いで説明いたしましたが 今回の簡易水道料金改定 案

であります。

伊藤辰郎会長 ただ今簡易水道料金改定（案）の説明がございましたが、非常に

短い時間でたくさんの資料を説明いただいたので、一度ではなかな

か理解しにくいところもあったかと思いますが、これを見ますと南

外はそれほどアップしないなあと思いますし、それほど苦情もない

かと思いますが、説明を聞いて何か御意見・御質問ございましたら

お願いいたします。伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 初改定率５０パーセントと聞いたので、半額になるのかなと思

いほっとしましたが、話を聞いているうち５０パーセントではなく

１５０パーセントではないのかなと思いました。５０パーセントと

いうのは誠実さにかけるのではないのかなあという気がいたしまし

た。これが１５０パーセントというと反対意見もでるかと思います

が、５０パーセントだと知らないうちに了解してしまう部分もある

かと思いますが、１５０パーセントという書き方の方が誠意がある

と思います。南外の場合は現行料金が高いので、割高感はないかも

しれないというお話もありましたが、まもなく下水道がくると

１５０パーセントであると、下水道と連動してあがりますと、光熱

費の水の部分が一世帯あたり３，０００円から５，０００円ですん

でいたものが、おそらく下水道がくることによって３万円位になる

と思います。そうなると大変で、南外については１５０パーセント

なんかは到底認められないということになると思います。

そのようなことも考えますと、安易に分かりましたとも言えない

ような気がします。もう少し切り詰める部分がないのかなあ。水道

事業は単独でマイナスにならないように、繰入金がないようにしな

ければいけないというのは、国の指導なのか、市長の考えなのか、

担当課の考えなのか、どなたの考えなのかよく分かりませんが、当

座は繰入金があってもしかるべきではないのかなあとと思います。

改善できる部分は改善して、今の光熱費の部分が近い将来５倍も上
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がることを考えますと、安易に上げるべきものではないなと思いま

すが、そのへんはいかがなものでしょうか。

水道局 一点目の改定率の表現の仕方ですが、一般的に改定前の料金に対上水道課岩谷課長

して改定幅をもって改定率と表現しておりましたので、今回も表現

しました。ただ、住民の皆様に説明する時には１５０パーセントの

ような改定でありますと言うことが分かるような説明も必要だと感

じております。改定率につきましては、今までの資料やほかのもの

と誤解がないように、前改定前の料金改定の改定幅をもって改定率

として表示させていただきたいと思います。今回の料金改定であり

ますが、多額の繰入金をしており、これまでの事業にかかる償還額

が県内で多い方だったということもありますが、その償還のために

毎年一般会計からの繰入額も多いということですが、本来水道とい

、 。うのは料金収入をもって 独立採算制を鉄則として運営しています

ただし、簡易水道の場合はどうしても、投資枠に対しての収入効率

が悪いということがありますので、これまで政策的配慮によって本

来であれば５，０００円とか６，０００円で抑えてきたところもあ

ります。様々な公共料金の値上げの中で、今回水道料金も値上げす

るということは、苦しいところではありますが、合併時から統一を

図ったとしても、今のような課題が出てきたと思いますが、合併５

年目にしての料金体系の統一に向かった時、どうしても低いところ

は増額改定をやらざるを得ないということで、当地域は２８年です

が、３１年からの５０パーセント 終改訂案、３年ごとの改定率と

すれば１６から１７パーセントというところで、南外地域は２８年

まで一旦下がりますが、どうか御理解していただきたいということ

が、私たちのお願いでございます。

伊藤辰郎会長 今まで南外では、基本料金が１０立方㍍単位で２，０００円、３

立方㍍しか使っていなくても２，０００円というのが、今度は水の

利用料によってもう少し段階を細かく分けていこうということで、

南外の一般家庭の場合料金が下がるところが結構出てくるのではな

いかと思ったのですが。むしろ中仙・仙北など料金が上がるところ

の説得が難しいのかなあという受け止め方を私はしました。

水道局 今会長さんがおっしゃられたとおり、個別に見てみますと使い方上水道課岩谷課長

も様々で、新しい料金でいきますと口径１３㍉１立法㍍使用した場

合９４０円となります。現在は南外の場合は２，０００円というこ

とになりますが、少量使用者又は、節水に努力した方に反映される

、 、料金体系ということで 個別には下がる方も出てくるということで

改定率５０パーセントにつきましても、南外地域につきましては
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２，０００円から２，２００円ということで、先ほどの改定率にし

ますと１０４パーセントということになると思います。ただこれは

あくまでも統一ということで、中間経過措置段階でも調整するべき

ではないか。ただし、仙北、中仙地域についてはあまりにも増額改

、 、定になるという配慮から 一回目の改定から統一するということで

２８年までは南外地域においては、現行よりは全体的に下がるとい

う感じになるかと思います。

伊藤直人委員 下水道がくると今まで１０立方㍍で辛抱していた人がそれでは足

りなくなり、たとえば２０立方㍍というふうになると思います。そ

うなった場合は算定は難しいですか。

、 、水道局 今日下水道の資料を持っていないので 詳しくは分かりませんが上水道課岩谷課長

下水道が供用開始になると使用水量がその分多くなると思いますの

で、負担は確かに多くなると思います。

伊藤君夫委員 大仙市全体のことですか、それとも南外地域のことを聞いている

のですか。

伊藤直人委員 南外の場合下水道がきた場合、上水道と連動しないのですか。

下水道料金は、水道料金に付加されて取られないですよね。

他の地域で下水道を使ったら毎月３万円から４万円かかったとこぼ

しておりましたので、それに５０パーセント上乗せになると毎月水

道料金だけで大変な額になると思いまして質問しました。

よく分からないで質問しましたので、あまり気にしないでいただき

たいのですが、少しは気にしてほしいところもあります。

、 、水道局 ５０パーセントというのは 先ほどいいましたように全体平均で上水道課岩谷課長

各地域に置き換えてみて見てみますとそれは違うということと、下

水道使用料と水道使用料の関連でありますが、水量制のところ、人

数制のところを取っている地域がありますが、南外は水量でいくと

いうことですので、一つのメーターの検針でその水量で、水道料金

につきましては水道料金の単価を、下水道については下水道料金の

単価をかけてその合わせた額が請求されます。納付書はおそらく別

々に記載されると思います。当然下水道が供用開始になりますと、

その分負担が増えることだと思います。

伊藤辰郎会長 まだまだ質問等あるかと思いますが、時間もまもなく１２時にな

ろうとしておりますので、この辺でこの件は打ち切りたいと思いま

す。はい。菊地喜代司委員、簡単にお願いします。
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菊地喜代司委員 加入は別として、大仙市全体で水道の普及率はどうなっています

か。

水道局 整備率についてですが、仙北は市営の簡易水道がひとつあります上水道課岩谷課長

が、あとは組合員の水道でカバーしております。中仙と仙北は組合

等の水道も行っていないところが多い状況で、個人の井戸とかグル

ープです。太田については、市営の簡易水道はございません。三つ

の組合と後は個人ということになります。整備されていない状況は

太田、中仙で、他の地域については市営でないとしても組合等でカ

バーされている状況です。

ただ、大曲の内小友、玉川の西岸の松倉とか、間倉の方につきまし

ては、個人の方もいるようです。

菊地喜代司委員 わかりました。

伊藤辰郎会長 まだ質問があるかと思いますが、資料をよく御覧になった上で、

、 。今度は直接 上水道課のほうへ質問をしていただきたいと思います

それでは、これで水道料金の改定案についての説明は終わりたい

と思います。大変ご苦労様でした。

それでは 後の案件となりましたが、次回の協議会の日程につい

て決めたいと思います。事務局の方から案がありましたらお願いい

たします。

佐藤地域振興課長 協議会のペースはふた月に一回と考えており、次回は８月という

ことになりますが、８月の後半の大曲の花火過ぎということにした

いと思いますが、特にご要望があれば日程調整いたしますが、なけ

れば会長さんと協議の上８月２４日から２９日あたりに設定したい

と考えておりますがいかがでしょうか。

伊藤辰郎会長 それでは、次回は８月２４日から２９日の間に設定し、早めに連

絡をするということで決めさせていただきたいと思います。

今日の協議会はこれで締めますが、午後から仙北ふれあい文化セ

ンターで研修会がありますので、そちらの方へも御参加をお願いい

たします。今日は大変長時間にわたって御協議をいただきまして、

ありがとうございました。

第２回目の地域協議会をこれで終了します。

どうもご苦労様でございました。
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