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平成２１年度 第６回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２２年２月８日（月） 午後６時から午後８時２３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高齢者世帯等除雪支援体制強化事業

②スポーツサークル活動普及・健康づくり推進事業

③ふれあいパーク周辺施設誘導案内看板新設事業

④広報だいせん南外地域版製作事業

２）南外地域公共交通について

３）市（支所）に対する要望・提案事項について

（４）そ の 他

（５）次回協議会日程について

（６）閉 会

４．出席者氏名

（１）出席委員（１２名）

伊藤 辰郎、伊藤 君夫、伊藤 直人、菊地喜代司、佐々木武男、

佐藤 豊、佐々木雅子、佐藤のり子、高橋 恵子、高橋 元司、

高見 健一、高見 文子

（２）南外総合支所各課長等（４名）

市民課長 高橋 定悦 農林振興課長 高橋 公太郎

建設課長主幹 佐藤 司 教育委員会南外分室長 佐々木 繁雄

（３）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

５．欠席者氏名

欠席委員（６名） 伊藤 誠一、伊藤 正照、伊藤 葉子、今野 幸蔵、

今野 純子、佐々木タヨ子
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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６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若干御説明させていただきます。委員の皆様

には前もって、地域枠事業の承認の案件３件を御案内しておりまし

たけれども、今回の資料では１件追加となっております。合わせて

４件となってございますので、よろしく御協議お願い致します。

次に南外地域の公共交通に関しまして、これまで班会議等で協議

や、先進地研修視察を実施していただきまして検討していただいた

ところでございますが、そのまとめを今回ご確認していただきたい

と考えております。最後に委員の皆様から市に対する御要望、御提

案等伺う予定としております。

本日の委員出席数は１２名で、過半数に達してございます。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。

それでは会長から議事進行をよろしくお願い申し上げます。

伊藤辰郎会長 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。佐々木武

男委員と高橋恵子委員にお願い致します。

それでは、早速ですが議題に入ります。

地域枠事業の承認について、はじめに１、高齢者世帯等除雪支援体

制強化事業についてです。事務局から説明願います。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今、説明がありました事業について審議したいと思います。

御質問・御意見等ございましたら、御発言をお願い致します。

高見健一委員 エンジンの種類はなんでしょうか。
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佐藤副主幹 はい、見積もりはガソリンでいただきました。

伊藤辰郎会長 機械は地域枠予算で購入し、実際には貸し出しをして使う訳です

ね。自治会とか協議会で使う場合、実際燃料代とかはどうなるので

しょうか。

佐藤地域振興課長 私から説明させていただきます。

まず自治会連絡協議会の方で詳しい取り決めをしたいと考えており

ますが、燃料については、当面は使用者の方で、負担していただく

よう考えております。その後、使用実績を勘案しながら、支援の対

、 、象にするか しないかについては自治会連絡協議会とも協議をして

後日改めて検討したいと思います。

伊藤辰郎会長 その他御質問・御意見はございませんか。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 これについての取り決めは自治会の方でやると説明もあったし、

書いてありますが、できれば機械ものは管理者を統一した方がいい

と思いますが、これは貸し出しなので、借りるのは老人が主体だと

思いますが、運転手等、作業をする人は決められているのかという

ことと、万が一の事故に備えて災害保険等はどうなってるのか、わ

かる範囲で教えてください。

佐藤地域振興課長 詳しいところまで話し合っておりませんが、一応自治会で借りて

いただければと思います。ただ、自治会だけと限定する訳ではござ

いません。たとえば、老人クラブとかで場所を少し確保したいとか

使い途があれば、自治会以外の団体へも貸すことができますし、地

域の高齢者世帯や一人暮らし世帯へのボランティア活動を促進する

ことで使っていただければと考えております。ただ、そのような場

合は若干燃料費などは考慮しなければならないところもあります

し、自治会等で借りる場合は、自治会費等から燃料費を負担してい

ただきたいと思いますが、これからの検討材料とさせていただきま

す。保険につきましては、いつ誰が使うのかわからないので、不特

、 、定多数の場合がありますので 交渉しにくいところもありますので

自己責任の範囲以内でという取り扱いにさせていただきたいと思い

ますが、これについても今後検討させていただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 その他ありませんか。佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 自治会の方で詳しい取り決めをこれからなさるということですの
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で要望ですが、雪がいっぱいなのでよせてくださいということを誰

に頼んだらちゃんとやってもらえるのか。そういうところの流れが

スムーズに行くようにしたらいいのかなと思います。高齢者の方が

困っていて、ボランティアの方は積極的にやりたいし、困っている

高齢者の方等お願いする側が、借りやすいように頼みやすい形でこ

の事業が進められるとなおいいのかなと、そのへんも取り決めに盛

り込んでいただければなと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今の御意見に対して、事務局はいかがですか。

佐藤地域振興課長 全くそのとおりだと思います。使いやすくするには、どのような

にすれば良いのか検討させていただきます。

伊藤辰郎会長 貸し出しの基準だとか、高齢者で除雪を頼みたいという人がいた

場合、頼めるというシステムを作るということは大事なことだと思

いますが、本当に困っている人がいた場合は、本来なら行政が手を

さしのべることだと思いますが、自治会のボランティアに頼るとい

うところがあって、除雪機については地域枠予算で買うことは良い

のですが、使っているうちに、保険だとかメンテナンスとかいろい

ろな費用が発生してくると思いますが、そのようなものはある程度

、 。行政から出してもらい 実際に労力を奉仕するのは各自治会がやる

とそのような形にしたほうがいいのではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

はい、高橋元司委員どうぞ。

高橋元司委員 おそらく使っていけばそのあたりが一番問題になると思います。

そこで、一つ提案ですが、取得する方法の他にリースなりレンタ

ルという方法もあります。これについては維持経費・修理それらも

すべて込みという契約が可能かと思いますので、それらも検討して

いただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今の御意見についてはいかがでしょうか。

佐藤地域振興課長 全くその通りだと思います。

メンテナンス経費をリースで賄うといことは、大変いい方法だと

思いますが、この地域枠予算は年度ごとに処理しなければならない

ということもあり、支払の関係が年度を超えて生ずることになり、

５００万円の地域枠予算は一年ごとの予算であり、毎年その都度皆

様から御承認頂いたものを支出してきましたので、年度を超える部

分につき若干検討させて頂きたいと思います。
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また、市の方の予算でメンテナンス経費を持つことになれば、毎年

度の予算要求などの課題もございます。ボランティア活動をしてく

ださる人々に、なるべく負担のないよう支援しなければならなと考

えておりますので、そちらの方へ向くよう少し検討させていただき

たいと思います

伊藤辰郎会長 その他御意見はございませんか。この除雪機械を地域枠予算で購

入して、管理は南外総合支所でやり、実際その機械を使うのは自治

会連絡協議会の方々がボランティア活動的な形で使用するところま

で決まったようですが、発生する費用の負担はこれから決めるとい

うことでよろしいですね。

そこまでのところで、除雪機械とアルミブリッジを地域枠予算で購

入し、機械は南外支所で管理する。そういうことについて御承認を

いただいてよろしいでしょうか。

【異議なし】

伊藤辰郎会長 それではこの事業について承認をしていただいたということで、

次に進みたいと思います。

次に二つめの「スポーツ・サークル活動普及・健康づくり推進事

業」について事務局から説明願います。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 スポーツ・サークル活動普及・健康づくり推進事業ということ

で、南小学区コミュニティセンターへ卓球台を購入する事業であり

ますが、これにつきまして御意見と御質問をお願い致します。

佐藤のり子委員どうぞ。

佐藤のり子委員 水曜日と土曜日に集まる市民の年齢層はどの年代の方が多いので

しょうか。

佐藤副主幹 はい、年齢層は６０才過ぎの方達が多いかと思います。

伊藤辰郎会長 その他ございませんか。佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 南小学区コミュニティセンターのことは内容がよくわかりますの

で、経緯を説明します。

４９年にコミュニティセンターが建設され、だいたい３７～３８年

経ちますが、当初備品として卓球台が３台買ってありました。
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ずっと使ってきており、今説明があったように穴があいたりして、

支障をきたすということでありました。

３年位前から急に卓球が盛んになってきまして、そして、他の施設

から２台借りてきて使っております。

そのような状況の中、実際は通算すれば一週間に２００人以上、

６０才以上の方達が非常に寒い日もまじめにやっております。

卓球台に穴があいていれば、打った球が横にそれたりして練習にも

ならないので、そういうことも含めた要望だろうと思いますので、

私は賛成です。

伊藤辰郎会長 はい、その他ございませんか。高見健一委員どうぞ。

。 、高見健一委員 私もこの件では大賛成です 卓球をしている方と話をしましたら

足腰のトレーニングには非常に良く、しかも雨も風も関係ないスポ

ーツなので、体力づくりにはすごくいいことだと思いますので、賛

成です。

伊藤辰郎会長 はい、よろしいでしょうか。その他御意見・御質問はございませ

んか。

私も賛成ですが、５００万円の地域枠予算は、今現在どれ位残っ

ているんですか。

佐藤地域振興課長 地域枠予算の案件がこの後２件ございますが、御承認いただけた

場合は、だいたい４４８万円ほど使いまだ５０万円あまり残ってお

ります。

伊藤辰郎会長 できるだけ有効に使い切った方がいいですね。私も賛成ですが、

地域枠予算というものがこういうものにも使えるという情報が、こ

の地域全体あるいは各自治会に行き渡っていて、いろいろな要望が

出てきて、それをこの協議会の中で取捨選択をし、何を優先するか

を協議するという、そういう形が好ましいことだと思います。

情報がこの地域の自治会にまんべんなく伝わっていくという、そう

いうことが大事なことだと思いますので、そのへんも合わせてそれ

ぞれの地域で、有効に活用することが望ましいのではないかと、そ

んな風に感じています。

それではこの事業につきまして御承認をしてよろしいでしょうか。

【異議なし】

伊藤辰郎会長 それではこの２番目の事業について承認をしていただいたという
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ことで、次に進みたいと思います。

三番目の「ふれあいパーク周辺施設誘導案内看板新設事業」につ

いて事務局から説明願います。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 はい、この事業につきまして皆様から御意見と御質問をいただき

たいと思います。菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 地域外から来る人は、この場所が大変わかりにくくて小さい看板

でもいいから設置してもらいたいなあと思っていた矢先でして、案

内看板ができればスムーズに目的地に行けると思いますので、是非

早めに設置していただければ、ありがたいと思います。

伊藤辰郎会長 はい、その他はいかがでしょうか。伊藤君夫委員どうぞ。

伊藤君夫委員 看板の内容は、ふれあいパーク内の施設を全部入れるのでしょう

か。保育園とか幼稚園は地元の人が利用するので、それの誘導案内

看板は必要性があるのかなあと思いますが、ふれあいパークのスポ

ーツ施設全体を入れるのかどうか確認したいのですが。

伊藤辰郎会長 事務局から説明お願いします。

佐藤副主幹 はい、幼稚園・保育園も含めて、ふれあいパークのまだ表示して

いないグラウンドゴルフ場とか体育館を表示し、看板が設置されて

いない部分に設置します。表示内容は主に体育館・グラウンドゴル

フ場・幼稚園・保育園です。

伊藤辰郎会長 看板の名称は、幼稚園とか保育園・体育館とかの名称が入るとい

うことですか。

佐藤副主幹 全部の箇所が同じ内容の看板ではありません。

伊藤辰郎会長 両面が一箇所で後の三箇所は片面ですね。

佐藤副主幹 はい、そうです。

伊藤辰郎会長 看板への表示内容は、施設の名前とか矢印が入るのですね。

佐藤副主幹 はい、図面一番下の場所には両面看板ですが、そこには体育館・
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幼稚園・保育園を表示する予定です。下から二番目、三番目も幼稚

園・保育園・体育館を表示し、図面一番上の部分は幼稚園・保育園

・体育館・山村運動広場の四箇所を表示する予定としております。

伊藤辰郎会長 そうしますと今の看板の内容を聞きますと、主に幼稚園・保育園

・体育館の案内ということですね。

ただ、ゲートボール場は地域外から来る人が結構多いと思いますの

で、その表示がなくていいのでしょうか。

伊藤君夫委員 平面看板といいますか、全体図を上から見てここは体育館、ここ

はゲートボール場という看板があったのではないですか。

佐藤地域振興課長 平面看板は山村運動広場の野球場のところにあります。そこまで

入っていただければわかりやすいと思いますが、まず入り口がわか

。 、 、 、らない 神岡 南外 東由利線からの入り口には看板がありますが

そこを入ると山村運動広場に突き当たり、右に行ったらいいのか左

に曲がればいいのかわからない、不案内な状況だということと、中

学校の方から入りますと、三角屋根の体育館は少し入ればわかりま

すが、そうすれば幼稚園・保育園はどこなのか。野球場はどっちな

のか、ということがあるようです。たとえば、幼稚園などで研修会

があった際には、大仙市内から来る方は、場所がわからないという

意見が再三ありまして、そのようなことも含めて、看板の矢印の方

へ進んでいただければ施設近くになりますと、幼稚園なら幼稚園の

看板がありますので、まずはこちらに曲がっていただければという

案内看板を考えております。

伊藤辰郎会長 はい、高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 ただ今の看板設置箇所四箇所ということですが、小出からの入り

口はわかりますが、赤平のふくやさんの所から入ってくる所の表示

看板はありますか。先日小出側から入ってきたら、知らない人は全

くどちらへ行けばわからない状態でした。この看板の設置には賛成

ですが、もう一箇所ふくやさん側から入っていくところの看板はど

のような看板だったかと思いまして。確か体育館の看板はあります

が、幼稚園・保育園の看板はなかったような気がします。

佐藤副主幹 はい、体育館の看板だけだと思います。

図面の一番下の場所にある看板と同じ看板が、ふくやさんの所か

ら入ってくるところにあります。場所は元の南楢岡駐在所の近くで

すが、その部分については検討させていただきます。
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伊藤辰郎会長 佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 この件につきましては、前の地域協議会でもある程度お話しした

、 、ことがありますが 当時のことを振り返ってみますと野球場の周り

駐車場があっても、駐車場の場所がわからないため、周りのほとん

どの舗装道路に車がおかれます。

駐車場も舗装になりましたが、毎年の５５０才野球大会の時は、

野球場の周りの道路に車が置きっぱなしで、他のお客さんに非常に

迷惑がかかります。その問題は駐車場の舗装ができたので、いいん

ですが、看板を作るのであれば、車を道路には置かない。駐車場が

ありますというような表示の仕方をしていただきたいことと。

記念碑の近くにトイレがありますが、そのトイレの場所がわからな

くて、大会の時には野球場のトイレが非常に混み合いますので、ト

イレの場所を示す看板も含めてお願いします。

駐車場を舗装してもらっても駐車場の場所がわからないので、駐

車場の出入り口の表示をしてください。そうすれば道路に車を止め

なくなるというお話しをした経緯がありますが、駐車場の場所がわ

からず、まだまだ野球場の周りに車をおいているので、駐車場の場

所を表示してほしいことと、野球場のトイレだけではなく、記念碑

の近くにもトイレがありますと表示していただければ、非常に看板

の効果があがると思います。

伊藤辰郎会長 そうですね。できるだけトイレとか駐車場の表示は看板の中にあ

った方が親切だなあという感じがします。

たくさん表示すると文字が小さくなったり、いろいろと問題がある

と思いますが、何がどこにあるかわかるように表示してもらったも

うが、外から来たお客さんには非常に便利だなあと思いますので、

そのへんも合わせて考えていただければと思います。

佐藤地域振興課長 そのへんについては、もう少し中身を検討して見やすい看板を考

えてみたいと思います。

伊藤辰郎会長 ほかに御意見ございませんか。

それでは、３番目の看板の新設事業ですが、承認をいただいてよ

ろしいですか。

【異議なし】

伊藤辰郎会長 それではこの３番目の事業についても承認をすることにしたいと
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思います。

次に４番目であります「広報だいせん南外地域版製作事業」につ

いて事務局から説明をお願い致します。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 それでは 「広報だいせん南外地域版製作事業」につきまして、、

御意見と御質問をお受けしたいと思います。

御質問ございませんか。１，５００部ということはこの地域の全世

帯に配られるということですね。

佐藤副主幹 はい、そうです。

伊藤辰郎会長 この事業につきましては、質問・御意見もなくて皆さん賛成のよ

うでございますので、それではこの事業について、承認を致したい

と思います。

それでは、次へまいりたいと思います。

次に南外地域公共交通について協議いただきます。事務局から資

料の説明をお願い致します。

木村主任 資料のＡ４横書きの南外地域協議会 地域公共交通システム見直

しに関する意見（班別会議まとめ）とＡ４両面刷りの市への提言事

項という資料の２枚を御覧ください。

このうち横書きの地域公共交通システム見直しに関する意見（班

別会議まとめ）というのは、最後の班別会議の際に委員の皆様に御

提示したものと全く同じものです。それまでの班別会議の中で、地

域公共交通システムの見直しに関する意見を二つの班に分かれて意

見交換していただきまして、現在の地域公共交通システムに関する

現状と課題を洗い出していただいた上で、その解決策についての意

見をいただきました。それぞれの班から意見をいただいたものをま

とめたものがＡ４横書きのものです。この横書きの意見を基にしな

がらまとめた提言というのが両面刷りの資料です。

意見に関しては大きく分けて二つになると思います。ひとつは現行

システムであります市民バスと乗合タクシーの見直しに関するも

の、もう一つはそれらの現行のシステムにとらわれない新しい形の

システムの導入に関する意見でした。

市への提言事項に関しましては、こちらで文書作成したものを読

みあげますので、内容を御確認いただきたいと思ます。

市への提言 南外地域公共交通システムについての説明

【資料説明】
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市への提言 住民参加型交通システムの導入についての説明

こちらは、住民参加型交通システムの導入についてという文書

表記にしておりますが、内容については皆さんに研修で参加してい

ただきました上小阿仁村のＮＰＯ法人による過疎地有償運送を想定

したものです。

【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今地域交通につきましての班別会議のまとめと市への提言内

容を読み上げていただきましたが、この内容で市へ提言をしてもよ

ろしいかどうか御意見をいただきたいと思います。

今の市民バス・乗合タクシーの利用率があまり良くないというこ

との中に、乗合タクシーについては、途中神岡支所で降りて又バス

に乗り換えなければいけないということで、非常に使い勝手が良く

ない。それから神岡・大曲方面へだけ行くのではなく、南外総合支

所やその周辺医院へ来る手段があればいいとの御意見もありました

ね。現状をＰＲして、できるだけ利用してもらいたい内容にすると

いう改善案が盛り込まれておりますか。

判田参事 乗合タクシー利用の地域については、基本は路線バスを活用して

いただくことになっておりまして、神岡まで乗合タクシーが行くと

いうことは、一つは神岡地域の医療機関を利用していただくという

ことと。乗り継ぎがあって不便をかけておりますが、そこから時間

調整された路線バスとか、あるいはＪＲを利用して大曲方面へ向か

っていただくことを基本にとらえております。路線バスを活用して

いただく乗合タクシーは路線バス活用が基本ですので、それに変わ

るものと言う意味では今回は記載はしておりません。

、 「 」ただ 提言事項の二つめ 住民参加型交通システムの導入について

でふれておりますが、上小阿仁村で実施しているように、村内であ

ればどこへでも移動できるというシステムで、既存のタクシー業界

さんともうまい具合に競合しないですみ分けしているという説明も

ありましたので、そのようなことが可能であれば、将来的に利用者

の利便性を考えてそのような形態のシステムができあがればという

意味合いで記載しているところです。よろしいでしょうか。

伊藤辰郎会長 既存の乗合タクシーと市民バスについては、もっと広報をして利

用をしてもらいたいというのはわかりますが、それだけではなかな

か利用率が上がらないのではないかと思いますし、もっと利便性を

高めないと乗ってくれないし、効果が上がらないのではないかとい

う感じではいるんですが。そういう意見が多かったような気がしま

すが、皆さんはいかがでしょうか。菊地喜代司委員どうぞ。
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菊地喜代司委員 夕方西ノ又の友人へいった際、お医者さんへいったということで

不在でした。お医者さんへ電話したところ、バスがないので今歩い

て帰りましたとのこと。迎えに行ったら、別の道を通ったためすれ

違いになってしまいました。ということは、交通体制が整っていな

いため、歩くしかないし、冬だから自転車にも乗れません。

できれば、上小阿仁方式のようなシステムを早めに並行してやって

いくような体制をとっていかなければ、ますます老人体制がひどく

なるので、乗合タクシーもないところですし、市民バスの時間が合

わないので、それも合わせて早めにやった方がいいのではないかと

思います。私の意見であります。伊藤君夫委員どうぞ。

伊藤君夫委員 一つめは、資料のとおりでいいと思います。二つめの「住民参加

型交通システムの導入について」菊地委員が言われたとおり、ＮＰ

Ｏも含めた活動として導入したほうがいいという解釈でいいのです

ね。わかりました。

伊藤辰郎会長 解決策のまとめの資料に乗合タクシーの部分の解決策で「南楢岡

地区住民が南外地域中心部に移動できる交通手段の確保」と書かれ

、 。てますが このことについて市への提言の方に含まれておりますか

木村主任 遠まわりな表現ですが、最後の方に「運賃に見合うサービスを提

供できるか再検討」という部分に会長さんが言われた意味を込めた

つもりでした。と言いますのも、当然楢岡地区の住民が南外中心部

へ向かうとなると、おそらく現状の５００円の利用料金ではできな

い可能性もあります。その利用料金の根本的な考え方も含めて、楢

岡地区の住民がこちらに来れるように考えていきたいという意味も

含めたつもりでしたが、確かに文章には表現されていないような気

がします。

、 、伊藤辰郎会長 こういうことでいきますと 上小阿仁方式のＮＰＯを立ち上げて

地域内を自由に一定の料金で移動できるシステムができあがるまで

は、しばらくかかると思います。それをやるための人材の確保も必

要だろうし、協議会を設けていろいろなところと協議をしなければ

ならないので、かなり時間がかかると思います。その間、交通弱者

がどんどん増えてきて、本当に困ったということになるのをどうや

って助けていけばいいのかということが、この表現では少し弱いよ

うな感じがします。合わせて乗合タクシーの利便性を良く使うとい

うことが込められているのなら、それはそれでいいと思います。

その他、御意見ございませんか。佐藤豊委員どうぞ。
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佐藤豊委員 いろいろと話し合われている中で、将来バスがなくなった場合、

公共交通体制についての対応の仕方をどうするのか、というのがテ

ーマの一番最初でした。それに対して２０年度から南楢岡地域は乗

合タクシー、外小友の方は市民バスとして導入され、資料にも安定

した利用者を確保するとありますが、乗合タクシーの場合、利用者

が２年間で９６人ということはほとんど市民に理解されていないと

考えます。平成２０年に最初趣旨徹底の地元説明会を開催した際に

南小コミュニティセンターに来た人は、たった二人でした。

そういう状況の中で、この２年間たった今でも市民に理解されな

。 、かったというのが実態です 昨年あたりから地域公共交通について

いろいろと取り上げられているので、だんだん浸透してきてはいる

と思いますが、そのことを含め、将来どうするかということを班別

会議でも協議しました。地域協議会で話し合うのもいいですが、こ

の地域公共交通がなくなった場合どうするのかという切実な大きな

。 。問題があると思います 元はこれは大きな行政の仕事だと思います

上小阿仁村の視察研修以降いろいろと考えましたが、確かにあの

ようなシステムがあれば素晴らしいし、自分もいずれ運転できなく

なった場合どうしたらよいか、切実な問題があります。

平成２０年から導入された地域公共交通システムのやり方は、特別

努力がなければ前に進んでいかないと思います。それに対する対応

の仕方、今一番感じているのは、南外地域の実情を理解し、実際に

責任者となってやってくれる人がいるかどうか、上小阿仁方式のよ

うにＮＰＯを立ち上げてやらなければできないと思います。長くな

りましたが、考えていることをお話ししました。

伊藤辰郎会長 その他御意見はございませんか。

、 、今の市への提言事項は 現状の公共交通システムをもっとＰＲして

、 、知らない人もいるので 利用率を高めて行きましょうということと

一部利便性を高めるための方法も考えましょう。ただ、その場合は

タクシー運賃とかいろいろなことの再考が必要だと、そのような内

容を含んでいるようですが、将来は住民参加型の交通システムの導

入をしていこう。そのためには、ＮＰＯ法人のようなものを立ち上

げて、上小阿仁村がやっているような方式がいいのではないかと我

々も考えた訳ですが、それは時間もかかるし、乗り越えるハードル

はいくつかあると、そんな風に理解をしております。

はい、伊藤直人委員どうぞ。

、 、伊藤直人委員 先ほど佐藤豊委員から この公共交通に対する住民の強い思いが

住民の代表的な意見として出ましたけれど、やはりこれに期待して
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いる住民は多いと思いますので、私たちも昨年からこのことについ

て検討してきましたが、これで終わりではなくて、もっともっと話

を詰めていけるような体制を続けていただきたいと思います。

リーダーシップを取れる人が現れるかどうかは、大変難しいとは

思いますが、いずれはワーキング部会とか作業部会などを立ち上げ

るよう人選することは何とかできると思います。やり方につきまし

ては上小阿仁村の良い例がありますので、それを参酌しながらこの

地域に合わせた南外バージョンを作っていけばいいことですので、

住民の声として強い要望があるとか強い意見があるというようなこ

とを提言内容に付け加えていただければありがたいと思います。

是非、これで終わりにしないで欲しいと思います。以上です。

伊藤辰郎会長 並行して 「住民参加型交通システムの導入について」も強く勧、

めるという内容にした方がいいのではないかと思います。

今の伊藤直人委員の意見とダブルかも知れませんけれども 「住民、

参加型交通システムの導入について」はもう今から研究をして進め

ていく、できるだけ早くそういうシステムを作りましょうというこ

とを提言するという内容にしていただきたいということですけれ

ど。バス路線がなくなってから始めるのではなく、今からすぐに、

取って代われるようなものに進めていきたいということです。

判田参事 表現方法につきましては、強い要望があるということと、早急に

そのような対策をとっていただきたいという表現に変えたいと思い

ます。と同時にそのような内容を協議する組織なりを検討すること

はこれからもやっていかなければならないと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。

伊藤辰郎会長 そういうころでよろしいでしょうか。

それでは、地域公共交通の説明と市への提言については終わりた

いと思います。

木村主任 ここで、一つ報告があります。

地域公共交通に関連することですが、班別会議の中でも要望が大き

かった話の中に、市民バスの運行便数を増やせないものかという意

見がありました。

特に、市民バスの西ノ又線を除く沢々への市民バスは、週一回午

前一便、午後一便の運行回数になっておりましたが、午前中に南外

地域の医療機関を受診した人がお昼前に帰れるくらいの時間に一本

市民バスの増便ができないかという意見がありましたので、それを

ふまえまして、市民バスの運転手のスケジュール調整をしながら２
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月１日から、市民バスを試験的に増便して運行しております。

十二ヶ沢・荒沢線、中野・滝線に関しては１１時２０分のバスを

増便しております。西ノ又線につきましては、午前中運転手のスケ

ジュール調整がどうしてもできなく、金曜日に午後１時１５分のバ

スを増便しております。２月１日から始まったばかりで、実績はは

、 。っきり出ておりませんが 先週中野・滝線で利用者がいたそうです

今後３月の半ばころまで試験運行しまして、その後検証しまして、

利用実績があった場合は、来年度はその増便を組み込んだ内容で運

行計画を立てたいと思っております。以上です。

伊藤辰郎会長 はい、それは利便性が高まるということですので、是非多くの方

々に利用していただけるようにＰＲも合わせてやっていただければ

と思います。

菊地喜代司委員 皆さんにどのように知らせましたか。

木村主任 対象になる市民バス運行エリアの皆様には１月１６日号の広報と

一緒にチラシを配布しており、地域内の医療機関にはお願いしてポ

スターを掲示させていただいております。

伊藤辰郎会長 次に進んでよろしいでしょうか。それでは次に進みます。

次に市に対しての要望・提案等についてでありますが、前回、大

仙市は自殺者が多いということで、私が対策をとった方がよいと発

言をした訳ですが、そのことに関して説明をお願いしたいと思いま

す。

ｾﾝﾀｰ 伊藤今子主幹 前回の地域協議会の際に秋田県全体が自殺者が多くて、又大仙市保健

や南外も多い地域ではないかということ。また、自殺予防対策がど

のように取り組まれているかということの二つの質問があったよう

ですので、ここで簡単に説明させていただきます。

資料の一番ですが、大仙市の自殺者数の推移ということで、次のペ

ージの資料１を御覧ください。

資料１で自殺率の推移について説明。

４．南外地域の平成２０年年代別集計を見てみますと、たまたま

男女同数ということで、死亡時の平均年齢を見てみますと大仙市全

体から見ても高齢者の方が多かったということがわかります。

ということで南外が自殺者が多いということで、この集計表をだし

とところですが、やはりここ６年間くらいは多いということ。たま

たま平成２１年の１月から１２月までは２人だったのですが、やは

り１年ごとにみるのではなく、３年とか５年ごとの長いスパンでみ
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ないと実際に多いとか少ないとかは、なかなか言いにくい状況にあ

ると思います。

一番最初の資料です。大仙市ではどのような自殺予防対策を行っ

ているかということで、自殺予防対策につきましては、南外を含め

８つの分室を総括しております健康増進センターが主体となりまし

て、この自殺予防事業について進めております。

皆さん常々感じていることだと思いますが、どうすれば自殺者を

減らすことができるかということですが、まず一つは鬱病などの精

神疾患などの偏見を取り除いて、鬱病はだれでもなりうるんだとい

うこととか、どのような症状になったときは鬱病の疑いがあるのか

、 。とか 早期発見・早期治療につなげる体制が必要であるということ

それからもう一つはやはり、人と人とのつながりを強化することが

必要だと思います。自殺する方は、いろいろな悩みがあり、誰にも

相談できないで、自殺に陥ってしまうケースがすごく多いと思いま

す。是非誰かに相談してもらいたいし、また、気軽に相談できる体

制を整えるのが、今必要とされていることだと思います。美郷町の

六郷では手と手の会が月に一回サロンということで、コーヒーサロ

ンを開いているそうです。そこはなんでも相談できるスペースと言

うことで、メンタルヘルスサポーターの養成講座を終了した方々が

ボランティアで、月に一回サロンを開いて、住民の方々の相談に応

じていると言うことでした。現在私が感じるには、南外のぬくもり

の郷は６５才以上の方々のふれあいの場であったり、介護予防だっ

たり、また、閉じこもりノ予防につながったりサロン的な機能を果

たしているところだと思います。南楢岡地域にもサロン的に集まる

場所があれば、悩みを抱えている方々が、人と人とふれあうことに

よって、自分の気持ちをいくらかでも開けたり、気分転換できたり

ということにつながるのではと、思ったりします。

以上簡単ですが、自殺予防対策について説明させていただきまし

た。

伊藤辰郎会長 はい、ありがとうございました。

今、自殺の実態とそれに対する予防対策について説明をいただき

ましたけれど、これについて何か御質問とか御意見がありましたら

御発言をお願い致します。

佐々木武男委員 亡くなった方々の家族構成は、一人暮らしとかどうなっているか

わかりますか。

ｾﾝﾀｰ 伊藤今子主幹 はっきり数字ではお答えすることはできないんですが、一人暮ら保健

しの方は少なく、家族がいる方の方が多いと思います。
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伊藤辰郎会長 データーの上から南外は４，３２４人の人口に対して、平均して

一年間４．７人だという数字が出ていますので、人口比からすると

多いということが分かりますね。自殺予防対策は難しいものだと思

いますが、鬱病になる人の自殺率が割と高いと聞いておりますし、

それ意外に経済苦だとか病苦だとか人間関係とかさまざまあると思

いますが、南外の場合は高齢者が多いということですので、高齢者

で鬱なのか、あるいは孤独で自殺に至るのかそのへんは分かりませ

んが、聞いた話ですが、警察で安全安心アドバイザーといって女性

の方が大仙警察署に３人います。主に交通安全や防犯を訴えて各家

庭を訪問しているそうですが、一人暮らしの老人や老夫婦の家庭に

行くと話が終わっても、いつもめったに人が来ないので、帰らない

で話し相手になってほしいと涙ぐんで訴えることがあると聞きまし

た。そういう風に孤独でいる人がずいぶんいると思います。まさに

、 、地域社会で声かけをするとか あるいは民生委員が声をかけるとか

何か地域でやるべきことがあるんではないかとそんな風に感じてお

ります。いかがでしょうか。

菊地喜代司委員 説明の中での六郷のコーヒーサロンは、有料かどうかわかります

か。

ｾﾝﾀｰ 伊藤今子主幹 はっきりわからないんですが、多分一杯いくらとかとるんではな保健

いかと思います。

菊地喜代司委員 大曲駅前通りの花火庵は、ボランティアで婦人の方達が集まって

会合やら講演をやっていますが、そこもコーヒー一杯で誰でも立ち

、 、寄れる場所ということで 自殺予防になるかどうか分かりませんが

なかなかいい場所だなあと私も痛感しました。

うちの方の老人クラブ湯ノ神寿会（松木田・湯ノ又・中野）の役員

会の時に一人暮らしの人数を調べてみたり、玄関が開いているか、

老人クラブに入っていなくても、なるべく見るようにしようと話し

合い、総会の時にも呼びかける予定でいます。

コーヒーサロンのような場所があればいいと思いますので、楢岡

方面にも今言われたとおり、そのような場所ができればいいと思い

ます。南小コミュニティセンターには和室もありますしそのあたり

を利用して、集まる場所、お茶を飲む場所、必ずお金を取らなくて

も飲み物を自分たちで持ち寄って、集まる場所があれば大変いいの

ではないかなあと私たちは思っております。

佐藤のり子委員 秋田市のお医者様に聞いた話ですが、藤里町では自殺率が高く、

そのためにどうしたかというと、民生委員を活用しまして高齢者の
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各家々を尋ねて、ただひたすら専門的な知識はないけれどお話しを

して交流をしたということで、今議長さんや菊地委員さんが言われ

たように人と人との教化づくりをした結果、自殺率が非常に減った

ということでした。ところが、事件があってしまい、その後民生委

員の動きがなかったためか、また、ストレスが町に広がって自殺率

が上がったという話を聞きました。

そういうことからも皆さんおっしゃられたとおり、相談体制の強

化の中のひとつに民生委員の活用等、そして人が集まる場所をつく

っていくということは非常に大切なのではないかなと感じました。

今、鬱病はＷＨＯの報告によると２０３０年には、社会全体に対

する経済的損失の疾患第１位という、ＨＩＶや癌を抜いて第１位に

なるほどの猛威をふるうそうで、高齢者ばかりではなく、若者達も

今ディスチミア親和型鬱病というのを発症しているという現状なの

で恐ろしいことだと。鬱病はやはり自殺が論をまたないということ

なので、先ほど伊藤さんが言われたように鬱病等への偏見等、そし

て相談体制の強化を是非推進していただきたいなあと思います。

最後に質問ですけれど、相談数が１７人いたということですが、

そういう場合は南外分室で受けて、すべて対応できたか、あるいは

できなくて、例えばふきのとうホットライン等に連携をとったもの

でしょうか。

伊藤辰郎会長 質問に対し回答をお願いします。

ｾﾝﾀｰ 伊藤今子主幹 説明不足で申し訳ありませんでした。相談が１７件、延べ２５人保健

でしたが、大仙市全体で１７件ということで、南外は１件でした。

この方につきましては、詳しくお話しするとプライバシー的なとこ

ろがありますが、社会福祉協議会からも相談を受け、保健所とも相

談を致しまして、直接自殺未遂までは行きませんでしたが、精神的

にすごく悩んでいる状況でしたので、受診を勧めて受診をしたとい

う経緯があります。

佐藤のり子委員 ありがとうございました。そういう風に受診を勧められるような

流れになっているということは非常に心強いことであって、やはり

このような相談場所があるということを市民が、南外の人達が知っ

ていて気軽に相談できるような窓口があれば、減っていくことにな

るんではないかと思います。相談の窓口をどう運用していくかが大

事なことかと思います。

菊地喜代司委員 先ほど言いもらしましたが、自殺する人は、どこかに誰かにそう

。 、いう気持ちをもらしているようです 相談か報告かわかりませんが
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もしかしてこの人は自殺をするんじゃないかと思っても、その人は

止めれなかった。そういう人は何か相談をしたいという気持ちがあ

るのではないかという話がでたことを報告します。

佐藤豊委員 日ごろ私が考えていることですが、脳梗塞も前ぶれがある。自殺

もそれと同じで、必ず前ぶれがあると思います。

南小コミュニティセンターに来る方達といろいろな話をして、そう

いう前ぶれがないか注意して気をつけています。前ぶれをキャッチ

していろいろなアドバイスをすることも大きな支えになるのではな

いかと常日頃考えております。

伊藤辰郎会長 伊藤さんのお話の中で、鬱病は誰でもかかりうるし、心の病気で

すが、心が風邪をひくと表現する方もおります。

鬱病にかかった人に対する接し方など、すごく大事なことだと思い

ます。頑張れと言うのも、また、頑張りすぎてもよくないようです

し、鬱病になっているにもかかわらず周りがわっていないケースも

結構あるのではないかと思いますので、鬱病の状態とそれに対する

周りの人の対処の仕方など、できるだけ多くの人に知ってもらうよ

う専門の先生からお話しをしてもらうことなど、実際にやっている

ようですが、そのようなこともすごく大事なことだという気がしま

す。南外が鬱病によって自殺する人が多いとなれば、鬱病の人に対

、 、する接し方とか 対処の仕方などをできるだけ広く話をしてもらう

そういう機会をたくさん持つということが必要ではないかという風

に思いました。

いろいろ対策は講じているようですけれど、地域住民としても何

とか、一人暮らしだとか孤独で話し相手がいないとかという人がい

た場合には、少し声をかけるとか仲間に入ってもらうとか、あるい

は相談するところを紹介するとか、いろいろな方法があると思いま

すので、是非住民あげて自殺率を少なくするという努力をしたいな

あという風に思いますので、自治会でも是非そのような話題を出し

ていただきたいと思います。

それでは、この問題はこの辺でよろしいでしょうか。御説明して

いただきまして、どうもありがとうございました。

次に４．その他のひとつめ「小規模集落等のコミュニティ対策に

ついて」これを事務局から説明お願いします。

高橋智行主査 大仙市小規模集落コミュニティ対策会議では、大仙市における地

域集落等のコミュニティ再生、活性化に資することを目的として提

言書を作成致しました。

メンバーは山王丸副市長を会長と致しまして、各地域の地域協議
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会委員と各地域の代表者で構成され、昨年度から約２年をかけまし

て小規模集落等の活性化や、生活対策についての検討を重ねてきま

した。南外地域からは今野幸蔵委員が委員として参加されておりま

す。また、提言書の作成にあたりましては、行政協力員や自治会長

に現況調査アンケートを実施したほか、集落座談会を高齢化率の高

い西仙北地域円行寺・坂繋集落、南外地域和寺・落合集落、協和地

域宮田・徳滝集落に山王丸副市長が出向き意見交換を実施致しまし

。 、た 今般アンケート結果や委員の意見を網羅した提言書がまとまり

平成２１年１２月７日に市長に提言を致しました。

事務局と致しましては、この提言書を指針と致しまして今後も活

性化対策と生活対策を軸に検討を重ねていく予定ですが、来年度に

つきましてはアンケートで要望の多かった集落支援員の配置や集落

座談会の継続等について、国等の補助金を活用しながら実施してい

く予定としております。地域協議会の委員の皆様におかれましても

この提言書を今後の南外地域の地域づくりの参考にしていただきた

く、是非ご一読いただきますようよろしくお願いいたします。

以上です。

伊藤辰郎会長 はい、家へ帰ってから読んでいただきたいと思います。

次に４．その他の二つめ「地域枠予算事業提案書について」を事務

局から説明をお願い致します。

判田参事 資料は「平成２２年度 地域枠予算執行方針」と５枚ほどお配り

しております「平成２２年度地域枠予算事業提案書」これは皆様か

ら記載していただく様式となっております。地域枠予算事業は今日

も４件ご審議いただきましたが、南外地域振興計画の趣旨に沿った

事業につきまして、当協議会の承認をいただいた上で執行するとい

う形になっております。

平成２２年度におきましても南外地域分としまして５００万円の

予算がつく予定となっており、その予算を要求する段階におきまし

ては、事務局で地域振興計画とか前年度の実施状況等を踏まえなが

ら作成しているところです。資料の執行方針は新年度予算作成のた

めに、作成したものであり確定したものではありません。来年度に

なりまして、実際予算執行するときは、改めて平成２２年度の執行

方針というものを作成した上で、支出していくことになります。

その執行方針を作成する上で、委員の皆様からの提案をいただき、

その提案も盛り込んで執行方針を作っていきたいと思います。

その提案につきましては、ある程度具体的な内容を提案していた

だければ、そのまま事業を遂行できるという意味合いを持ちますの

でよろしくお願い致します。
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提案事業は３月５日までに、お手元の様式で提出していただき、

改めて平成２２年度の執行方針をつくる上で参考にしたいと思いま

す。提案事業は３月５日以降でありましても、新たな事業を提案し

ていただける場合は、随時お受けしておりますのでよろしくお願い

します。以上です。

伊藤辰郎会長 是非、協議会の皆様からも来年度も事業につきまして御提案をい

ただきたいということでございますので、奮って３月５日まで提案

書に記入の上、事務局まで提出していただきたいと思います。

二つの件につきまして何か御質問がありましたらお受け致しま

す。佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 「平成２２年度 地域枠予算執行方針」の道路整備の所に市道南

外１号線・４号線・１９号線と敢えて路線名をあげていますが、そ

れ意外は出されないのでしょうか。

判田参事 ここに記載されていますのは、地域協議会において地域振興計画

を作る際にあがった事業でありまして、特に路線名をあげているの

は重点的に整備していただきたいということで書いておりますし、

生活道路の整備というのは、地域の全体の道路整備を図る必要があ

るということで記載しているところです。具体的な路線があがった

ところはその３路線です。

佐藤豊委員 それ以外にもいいということですね。はいわかりました。

菊地喜代司委員 この道路は５００万円の地域枠予算で整備するということではな

いですよね。

佐藤地域振興課長 勘違いしやすい部分ですが、南外地域振興計画というのは、市で

行っていただきたい重点項目も含まれております。

また、地域枠予算でできるようなことは地域枠予算で行い、それと

は別に南外地域はこういう事業を重点的に考えていますよという形

で、計画に映したものもありますので、ここにあがった重点推進事

項すべてが地域枠予算でできるという訳ではなく、あくまでも市に

強力に要望していきたい事業も含まれております。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。

それでは、積極的な事業提案をお願いしたいと思います。

それでは次回の協議会の日程を決めたいと思います。
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判田参事 今回で６回目の地域協議会を開催した訳ですが、概ね２ヶ月に１

回程度の割合で今年度開催しております。特に３月に開催の予定は

しておりませんが、緊急な案件が発生した場合は開かせていただき

ます。

それから、皆さんに協議いただいた２１年度地域公共交通に関す

る提言・意見交換につきましては、新年度に行われる第１回目の地

域協議会の時に市長との意見交換を行う予定との連絡が入っており

ます。

佐藤地域振興課長 例年でありますと年２回市長か副市長が地域協議会に出席するこ

ととなっておりまして、今年も３月に開催される地域協議会に市長

、 。か副市長が出席し 皆さんと意見交換する予定となっておりました

特に今年は地域公共交通について地域協議会からの提案があり、

そのことについて地域協議会から市長へ説明していただく予定とし

ておりましたが、３月に議会・大仙市誕生５周年記念式典がありま

して日程調整が難しい状況にあります。

２１年度分の提言は年度を越してしまいますが、４月に市長との

意見交換の際に皆様の御意見をお受けしたいということで行う予定

としておりますので、御理解いただきたいと思います。

伊藤直人委員 神岡バイパスが供用開始となり、旧国道１３号線を１３，５００

台程利用していたものが、旧国道利用者が半分になり、それに伴い

旧国道から玉川バイパスに出るところの信号の待ち時間が大分長く

なり、バイパス優先になっております。秋田銀行神宮寺支店のとこ

ろの信号は、朝の通勤時間帯は２、３回待たなければならない状況

で、旧１３号線の交通量が半分になったことを考えると、南外の県

道３０号線から国道へ出る信号の待ち時間をもう少し短くするよう

配慮していただけないかと思います。このことを県の方へ検討して

いただけないか、要望していただけないか提案したいと思います。

調整したかどうか今の状況しかわかりませんが、もう少し信号の

調整をしていただきたい。

伊藤辰郎会長 行政から警察へ話してもいいのですが、私から話しておきます。

県道から国道へ出る秋田銀行神宮寺支店のところの信号待ちをもう

少し短くして欲しいということですね。

佐々木総合支所長 一応今の状況を確認しまして、従来のとおりであれば、最初のと

ころは早めに対応するようお願いし、最終的には会長さんにお願い

することになると思います。
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伊藤辰郎会長 これで終わってよろしいですね。それでは次回は４月ということ

で、今日はこれで終わりたいと思います。いろいろと御協力ありが

とうございました。

どうもお疲れ様でございました。

、 、この会議録は 南外地域協議会運営規程第７条第１項の規程により会議の次第を記載し

第７条第２項の規程によりここに署名する。
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