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平成２２年度 第４回南外地域協議会会議録平成２２年度 第４回南外地域協議会会議録平成２２年度 第４回南外地域協議会会議録平成２２年度 第４回南外地域協議会会議録１．日 時平成２２年１０月２２日（金） 午後４時から午後６時１５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）地域枠予算対象事業の承認について①南外地域祭実施事業②ふるさと南外会地域特産品 事業PR③夏見集落内雪捨場確保事業④湯ノ又共同墓地松くい虫被害木除去事業２）南外地域公共交通について（４）そ の 他４．出席者氏名（１）出席委員（１２名）伊藤 誠一、伊藤 直人、伊藤 正照、伊藤 葉子、菊地喜代司、佐藤 豊、伊藤 辰郎、今野 幸蔵、佐々木タヨ子、高橋 元司、 高見 健一、高見 文子（２）南外総合支所（５名）支所長 伊藤 芳広 市民課長 佐々木 繁雄農林振興課長 高橋 公太郎 建設課長 邑山 潤一教育委員会南外分室長 伊藤 誠一（３）事務局（３名）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５．欠席者氏名（１）欠席委員（６名）伊藤 君夫、今野 純子、佐々木武男、佐々木雅子、佐藤のり子、高橋 恵子（２）事務局（ 名） 地域振興課長 高橋 定悦1
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６．会議録（１）開 会判田参事 本日はお忙しいところ御出席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「平成２２年度第４回南外地域協議会」を開催いたします。はじめに、このたびの南外支所職員の不祥事に関しまして、伊藤南外支所長がお詫びとご説明を申し上げます。伊藤南外総合支所長 皆様ごくろうさまです。会議の開催に先立ちましてこのたびの職員の不祥事のおわびを申し上げます。【省 略】特に南外地域の住民の皆様には多大なご迷惑をおかけしたことをこの場をかりまして、心から深くおわび申し上げます。大変申し訳ありませんでした。判田参事 それでは、あらためて伊藤会長から御挨拶をお願いします伊藤辰郎会長 【あいさつ】判田参事 ありがとうございました。それでは本日の日程についてご説明申し上げます。会議の御案内後１件の追加申請がありましたので、合わせて４件御審議願います。次に南外地域の公共交通について協議いただく予定としております。それでは会議に入りますが、本日の委員出席数は１２人であり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します。伊藤会長よろしくお願いします。伊藤辰郎会長 それでは協議会を始めます。議題に入る前に議事録署名員を指名します。伊藤正照委員、伊藤直人委員にお願いします。それでは「地域枠予算対象事業の承認について」議題とします。始めに「なんがい地域祭実施事業」について事務局から説明願います。伊藤教委南外分室長 事業名は「なんがい地域祭実施事業」です。地域枠予算よりお願いしたい予算額は４５万円でございます。【資料に基づき説明】伊藤辰郎会長 ただ今の説明について、ご質問・ご意見等ありましたらご発言願
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います。どなたかございませんか。それでは、私から質問させていただきます。南外地域祭実行委員会という申請者となっておりますけれど、構成はどうなっていますか。伊藤教委南外分室長 総合支所の管理職と芸術文化協会の会長さん、 の南外支店長、JA福寿園の施設長、生活支援ハウスの施設長でございます。実行委員長は南外総合支所長となっております。伊藤辰郎会長 今年で何回目ですか。伊藤教委南外分室長 なんがい地域祭は昨年からです。その前は公民館まつりを行っておりました。伊藤辰郎会長 今年で２回目ということですね。昨年も地域枠予算の申請ありましたか。伊藤教委南外分室長 昨年は、７７万円申請していたようです。伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。菊地喜代司委員 昨年の地域祭にどれくらいの人が動員されているか、農産物が何点くらい出品されているか教えてください。伊藤教委南外分室長 昨年の参加者は８００人と聞いております。農産物の方は農林振興課長よりお願いします。高橋農林振興課長 昨年の出品数は農産部門で２００点。生活工夫部門、特産物での漬物や米・大豆で作ったお菓子など加工品ですが、こちらが４３点で、合わせて２４３点の出品をいただきました。今年は天候の影響で農産物の集まり具合が心配されますので、たくさん出していただけるよう、どうか皆様方からも をお願いしたPRいと思います。伊藤辰郎会長 そのほか何かございませんか。御意見がないようでございますので、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。異議なし伊藤辰郎会長 それでは、審議の結果「なんがい地域祭実施事業」については、
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これを承認することに決します。次に「ふるさと南外会 地域特産品 事業」について事務局かPRら説明願います。佐藤副主幹 【事業説明】伊藤辰郎会長 ただいまの説明について、御意見・御質問等がありましたらご発言願います。今年はいつ、会場はどちらでやるんですか。佐藤副主幹 １１月２１日の日曜日です。会場は東京都千代田区九段のアルカディア市ヶ谷というところで去年と同じで、ここ２、３年同じ会場です。、 、菊地喜代司委員 今の説明で聞き逃しましたが ３人と行くと説明がありましたがどういう関係の人が行くんですか。佐藤副主幹 ４．地域枠予算の内訳の説明の欄にも記載しておりますが、農産物加工品関係から２人、日本酒販売関係から１人です。菊地喜代司委員 はい。わかりました。伊藤辰郎会長 ふるさと納税の協力要請というのがありますが、これは今まで何人かふるさと納税してくださった方がいらっしゃるんですか。実績がわかったら教えて頂けますか。佐藤副主幹 納税された方の個人名まではわかりませんが、大仙市全体で２１年度の実績は４５件６４８万円です。伊藤辰郎会長 ふるさと納税というのはどういう種類のものがあるんですか。向こうに住んでいる方が、大仙市に税金を納めるということですよね。判田参事 市内に住んでる方でもよろしいんですけど、たとえば東京の方に住んでる方が大仙市に直接寄附した場合は、それを所得税とか市民税を計算する際に控除する。という形で所得税がもどったり安くなったり県民税が安くなったりという形で、結果的に自分の住んでいるところに納めるはずのお金を大仙市に寄附する。大仙市の収入になるというしくみです。納税というよりも大仙市に寄附していただくと、自分の住んでるところの税金は安くなるという仕組みです。
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伊藤辰郎会長 例えば東京に住んでる人は、東京に都民税とか払わなければならないですよね。それはそれで払って、しかし自分は大仙市の出身だから大仙市に寄附することによって寄附された額が総額の市民税から控除されるということですね。判田参事 今年例えば２２年中に寄附して頂くと、来年２３年納めていただ、 。く住んでいる所の住民税 市民税が安くなるということになります伊藤辰郎会長 全体の額が決まってから、そこから寄附したものを引いて残った分を割り振るということですね。６４８万円の寄付があったそうですが、いくらか安くなったのでしょうかね。判田参事 平均でひとり１５万円くらい寄付をいただいているそうです。佐藤副主幹 寄附される際、現住所で寄附されますので、大仙市のどちらの方かは出身地まではわからないそうです。伊藤辰郎会長 大仙市のどこの出身かはわからないということですね。はい、わかりました。そのほか何かございませんか。御質問がないようでございますので、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。異議なし伊藤辰郎会長 それでは、２番目の事業につきましても御承認をいただいたということで、次に進ませていただきます。３番目は「夏見集落内雪捨場確保事業」について、事務局から説明願います。佐藤副主幹 【事業説明】伊藤辰郎会長 それでは「夏見集落内雪捨場確保事業」についての質疑に入りたいと思います。 。ただ今の説明について御質問・御意見のある方は御発言願います伊藤辰郎会長 伊藤正照委員どうぞ。伊藤正照委員 雪捨て場は何平方メートルの予定ですか。
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佐藤副主幹 現場を見ましたが、面積は測らなかったのでわかりません。土手みたいな所、図面の黄色部分を削りそのまま道の幅だけを向こう側に落として整地するそうです。その前にはえている草とかを刈り払います。面積までは把握していませんでした。伊藤辰郎会長 伊藤誠一委員どうぞ。伊藤誠一委員 掘削部分という場所ですけど、ここは夏見の誰かの土地なんですか。私有地か民有地か教えていただきたい。佐藤副主幹 １１名の共有の原野となっております。夏見団地の方はいらしゃいませんが、金屋、下湯ノ又、上野の方の共有地になっております。伊藤誠一委員 共有地の許可をもらって、地域協議会に申し込んだということですね。佐藤副主幹 夏見自治会長の佐藤幸一郎さんが、９月に所有者の方達から了解を頂いております。伊藤誠一委員 わかりました。伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。菊地喜代司委員 地域枠予算が１８万９千４百円、その他が３万２千円となってますが、これはどの部分で３万２千円になってるんですか。 。佐藤副主幹 自治会の方達から木の伐採とか草の刈り払いをしていただきますその賃金部分を見積もりまして伐採を一日７千円単価で２日で１万４千円。刈り払いとか片付けが６千円単価で３日、１万８千円。その合計で３万２千円となっております。菊地喜代司委員 自治会で労力提供の人夫賃相当ということはわかりますが、これは誰のためにここを工事するのか。住民のためなのか、大仙市の道路の除雪とありますが、大仙市の除雪機械のための労力であれば、地元で協力するとありますが、本来は全額大仙市のためにやるものと思いますがそのあたりはどうですか。判田参事 この事業については、夏見自治会長の佐藤幸一郎さんからこうい
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う事業を私たちがやりますという申請をいただきました。ここにあがっている地域枠予算というのは、実際機械を借り上げたりする経費が発生するものについて支援するものでありまして、その際には事業の性質上、市と地域の皆様が協働で作業するという趣旨のⅡ型でありますので、その実際参加する地域の方々が労力を提供する分についてはボランティアで、賃金としてお金を払わない方式で協働の作業をしているというやり方できております。菊地喜代司委員 主旨はわかりますけれど、雪捨て場を作るということは大仙市の道路の除雪のためにやるわけですよね。判田参事 そういう主旨で申請をいただきました。菊地喜代司委員 私が思うには地元が協力するということですが、できれば労力費を出してあげるべきではないかなと思いますが、どうでしょうか。絶対出せませんと言えばしかたありませんが、大仙市の道路の除雪のために地元が協力するわけですから。判田参事 おっしゃる意味は理解できますが、地域枠予算の方式としてはやはり賃金として支払うことは今の状況ではできない仕組みとなっております。御意見があったことは、本庁との検討の場でお伝えしてきたいと思います。菊地喜代司委員 支払いできないということであれば、止むを得ないと思います。伊藤辰郎会長 今の件は、夏見自治会長より地元が労力奉仕するのでという申請を受けての事業ですので、地域枠予算の使い方はそういうものではないでしょうか。判田参事 会長がおっしゃっるとおりです。伊藤辰郎会長 そのほか御意見ございませんでしょうか。ないようですので、それでは、この夏見集落雪捨場確保事業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 はい、承認をいただいたということで、次に進ませていただきます。４番「湯ノ又共同墓地松食虫被害木除去事業」について事務局から説明願います。
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佐藤副主幹 【事業説明】伊藤辰郎会長 それでは、この事業につきまして質疑を行いたいと思います。御意見・御質問がある方はお願いいたします。この写真を見たところでは、もうすぐ倒れそうで危ないですね。御質問がないようですが、この事業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、この事業についても御承認いただいたということで、次に進んでまいりたいと思います。地域枠予算対象事業の審議については以上です。菊地喜代司委員 地域枠予算の残額はどれくらいですか。伊藤辰郎会長 はい、ただ今承認を受けた４件の事業を消化した後、いくら残りますか。判田参事 約１２６万円です。伊藤辰郎会長 まだ１０月ですし、来年３月まで期間がありますので、必要な事業があれば是非申請をしていただきたいと思います。まだ１２６万円ほど枠が残っているそうです。判田参事 田屋村運動公園整備事業の芝の件ですが、前回の協議会で入札にかけなければならないと申しましたが、原材料費で芝張りの進捗状況により発注していくことも可能だということで、入札は不要なケースということで、入札はしておりません。、 、伊藤辰郎会長 それでは 地域枠予算の協議につきましてはこれで終わりまして次に、議題の（２ 「地域公共交通について」事務局から説明願い）ます。判田参事 南外地域公共交通に関する今後の協議の進めかたについて、前回の話では提言に対する市の回答、 法人のような仕組みの進め方NPOのご意見、地域の方々が自主的に立ち上げるものだというお話などいろいろありました。それで前回、この協議会の中でも自主的にそういったことを検討
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していく必要があるのではないかというご意見もいただきましたので、今回改めて今までどういったものを検討してきたのか整理し、今の仕組みがどうなっているのか共通の認識をいただいた後で、この協議会としてこれからどのようにしたらいいのかということを考えていただきたいと思います。【資料に基づき説明】資料はこれからの協議について、きっかけになればと思いご提示致しました。伊藤辰郎会長 ただ今事務局より地域公共交通の今までの経緯と、今後のバス路線がどうなるかの説明がありましたが、学校の統合にあわせて市民バスの運行内容が変わるのではないかとか、前々からの検討内容と新しい情報を整理しての説明がありました。説明の内容についての御質問等をいただきたいと思います。佐藤豊委員どうぞ。佐藤豊委員 今まで検討してきたことで、私たちも将来はこうなっていくのではないかと考えておりました。路線バスがなくなると手足がもがれた状態となる人が多く、２～３年前に市より羽後交通に７４６万円支払っていると聞いたことがありますが、そのお金は 法人立ち上げをこれから進めていく上NPOで、いくらかでもそれに使えるお金なのか、それともまるっきりゼロからのスタートになるのか、そういうことが分からないので、聞いた次第です。伊藤辰郎会長 事務局よりお願いします。判田参事 当時班会議を行なった訳ですが、その時は、７４６万円の補助金を保障できる人はいないわけですが、たとえば全くバスが運行されなくなった場合、その代わりの手段として 組織のようなものがNPO運行する経費にそういうお金をかけるケースもありうるという表現でお話したのではないかと思います。佐藤豊委員 金額は別としてこれからの計画をたてていく上で、多少なりとも補助の可能性があるかどうかということをお聞きしたい。判田参事 たとえば、 法人で交通システムを作る際に、その料金収入だNPOけでは運営できないことが見込まれる場合については、市に相談していただいて、それに対してどれくらいの支援ができるのか、支援を受けられるのかという話になるかと思います。
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伊藤辰郎会長 私もその会議には出席しておりました。確かバスが走らなくなって、バス会社に補助しなくても良くなった時に、新しい交通システムを作るためにその費用を活用できるん、 、ではないかと そういう話は確かにあったのは記憶しておりますがそれも保障されたものではないので、どういうシステムを作り上げるかによって中身が違ってくると思います。高見健一委員 ７４６万円あるとすれば、市民がマイクロバスを購入して独自の路線で運行したらという話もあり、そのことが頭に残っているのだと思います。判田参事 そのマイクロバス購入については県の新しい補助制度も対象となります。新たな組織でマイクロバスを運行することは可能だと思います。伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。菊地喜代司委員 ６路線廃止されるうち、南外線の他に５路線はどこですか。判田参事 長信田線・中山線・杉山田線・土川線・心像線ですが、土川線と心像線については、路線を廃止して児童生徒のためにはスクールバスを活用したり、一般の利用者には乗り合いタクシーを走らせて、対応をしております。菊地喜代司委員 この６路線の関係で、これからこのように検討しようとか、何か会議の結果等ありましたら教えてください。判田参事 大仙市内の地域間を走る路線、例えば大曲と南外間は維持する必要があるという考えです。それが今のままの形態でよいのかは、検討しなければなりません。菊地喜代司委員 法人を立ち上げた場合、今まで使っていたお金を繰り入れるNPOことができるか、それとも別の方法、県からの補助という方法もありますが、がどちらが特か参考意見としてだしていただいて、確認してもらった方が佐藤豊委員の意見も通るのではないでしょうか。判田参事 非常に具体的なお話ですすんでおりますが、まず何をやりたいかということを進めていくことが必要かと思います。



- 11 -

菊地喜代司委員 ある程度の予算化というのは必要ですので、補助金がいくらくらいでるか聞くことはできると思います。伊藤辰郎会長 高見文子委員どうぞ。高見文子委員 私なりに今の話を整理してみましたが、私たちは 法人を立ちNPO上げなければ困るという総意は持っている訳ですが、金額は別として私たちがやろうとしていることは、県の新たな補助対象になるかどうか。 法人を立ち上げる時にどこかから補助金をもらえるかNPOどうかということを聞きたいのだと思います。判田参事 新しく市が代替路線又は新規に運行する場合は、市が補助する場合、県も補助するというのもあります。自己負担が発生する場合、現実問題として路線について、市が運行主体となり、たとえばどこかにほかの組織に委託するという考え方はできると思います。市が必ずやらなければならないのではなくて、新しい組織が運行することに対して市が補助する場合というのは、県の補助制度としてはあります。高見文子委員 法人を立ち上げようとした時、市からでも県からでも補助金NPO 。を出してもらえるところがあるかということを伺いたいと思います、 、 、事業をするにあたり やはり財源があるのとないのとでは 考え方事業の進め方が違ってくると思いますので、これから南外で 法NPO人を立ち上げる場合、県の新たな補助制度に該当するかどうか明確なところを知りたいと思います。判田参事 財源の面について即答できませんが、できるケース・できないケースをまとめてあとでお示ししたいと思います。佐藤豊委員 を立ち上げるには個人ではやれないので、役所にお願いしなNPOければできないと思うし、その作業に入ってもらえると思っておりました。役所側にお願いするという点についてはどうですか。判田参事 については、前回の会議で伊藤君夫委員が立ち上げるのにはNPO民間の方々が自主的に立ち上げて、それに対して市が金銭的な面とか事務的な部分について応援をしてもらうということの発言がありました。市が全てやるというのは、本来の ではないのではないNPOかと思います。
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佐藤豊委員 役所である程度主導権をもってやってもらえるかという考えでおりました。伊藤辰郎会長 私も上小阿仁村にいってきたのでわかりますが、 の代表者がNPO村長の奥さんということで、役所からは 立ち上げについて指導NPOを受けたこと。役所がすべてやるというのは、 の性格上それはNPO無理ではないかと感じております。
NPO OBの代表者は役所以外の人でなければならないとか、役所のでも協力してくれる人がいればいいのですが、やはり というのNPOは、役所とは別の組織ですので、そういう組織を作った方がかえって動きやすいのではないでしょうか。すべて役所に丸投げという訳にはいかないと、そんな風に私は考えています。伊藤辰郎会長 佐々木タヨ子委員どうぞ。佐々木タヨ子委員 今年の早い時期の交通の協議会の中で各旧町村の報告があり、私も南外では 法人を立ち上げて、そのような輸送の方法をとりまNPO

NPOすと話した記憶がございます その時にほかの旧市町村からは。 、法人の言葉はでなかったように思います。もし、 法人を立ち上げていく方向で進めていくのなら、南外NPO地域が先駆者になると思いますので、補助金や助成金を逆にこちら側から要望していくのも一つの方法だと思います。南外ではじめてやるのであれば、南外でやりやすいようにもって行った方がいいのではないかと思います。南外の場合、南外線は南外の大動脈的な一番大事な路線が廃止されるということは、足をたたれる人が多いということだと思いますので、 を立ち上げるとしたら、自分たちがやりやすい方法をとNPOるべきだと思います。今日欠席されておりますが、伊藤君夫委員が 法人立ち上げにNPOついて詳しいお話でしたので、行政と協力しつつ、知識を持っている方に協力いただいてやっていくのも一つの方法かと思います。伊藤辰郎会長 ありがとうございました。確認ですが、現行の補助は平成２４年度で終了となり、平成２５年度からは新たな制度で、それは市が代替路線又は新規路線を運行する場合ということで、２４年度で補助が廃止となり、路線が廃止になるわけではなく、２５年度からは新しい形の路線ができる可能性もあるということですよね。判田参事 今と同じルートを走ることも可能ですし、もう少し効率の良いル
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ートがあるとすれば、新規にその路線を設置することも可能です。それは最終的には佐々木タヨ子委員が参加している会議で了承される手続きを踏んでからとなります。伊藤辰郎会長 南外から大曲の路線については維持する方向であるというお話がありましたが、何らかの別の路線になるかもしれないけれど、２５年度以降も幹線路線、いわゆる動脈的な路線については維持される可能性が強いということでよろしいでしょうか。判田参事 これは重要なルートだということで計画を立てておりますし、会長の言われるとおりです。伊藤辰郎会長 小学校が２４年度に統合されると、通学用の市民バスの運行が今までよりは少なくなるので、一般市民利用の市民バスの運行が２４年度以降は今までよりも多くなるということですよね。判田参事 小学校が統合した２４年度以降は、今スクールバスを兼ねており毎日運行している西ノ又線については、運行回数が今よりは減り、今一週間に一回しか運行できない十二ヶ沢や滝方面へはバス運行回数を多くすることができるので、一般市民の利用できる回数も増えるのではないかと期待しているところです。佐藤豊委員 現状より良くなるような運行体制は取れないのではないかと私は思います。が、役所もいろいろな対応があると思いますので、一方的に役所にお願いするのではなく、私たちも役割分担を決めて、現状より良くするように を立ち上げるような方法を考えていったNPO方がいいのではないかというのが今の気持ちです。伊藤辰郎会長 はい、わかりました。大分意見も出ましたので、この辺で次のページの地域協議会における今後の検討方法等に移りたいと思います。バス路線が残ったとしても、役所でもいろいろと考えていくでしょうけれど、我々としても、いずれ上小阿仁方式のＮＰＯ法人を立ち上げて利便性の高い公共交通システムを作ろうという御意見が多かったように思いますが、そういうことで間違いありませんね。となれば、いつからやるにしてもその検討体制をつくらなければなりませんが、どういう風につくったらいいでしょうか。佐藤豊委員 検討体制をどうするかということは、役所の指導の下、私たちは何ができるかということを話し合うことが先だと思います。
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伊藤辰郎会長 先ほど、佐々木タヨ子委員よりのお話のとおり、南外は 法人NPOを立ち上げる方向で話はしているということで、それについては伊藤君夫委員が詳しいようですので、今日欠席されておりますので確、 、認は取れませんが 彼を中心にして進めてもらえるよう次回は是非検討班のようなものを作ったらどうなのかなと思います。菊地喜代司委員 ７４６万円は大仙市からの補助だと思っていました。２５年度からは県で補助するのか、路線も増やしてもいいような説明と受け取りましたが、そうであれば、今より便利になると思いますが、そのあたりの判断をもう一度教えてください。判田参事 一つ目の７４６万円は純粋な市の負担分ということです。県が市に対して補助金として払い、それを羽後交通に対して補助金という形で出しています。ふたつ目は２５年度以降の新しい県の補助制度で、どういった路線を走るかというのは、本当に必要な路線が確定し、それを交通の協議会に諮り、認められることにより手続き的なことができるということとなります。伊藤辰郎会長 今までの７４６万円というのは、市の８分の５のことですか。判田参事 はい、そうです。菊地喜代司委員 説明で、県の８分の１というのははじめて分かりました。２５年度からも県補助があるということで、便利になるということであれば、私は現状より良くなればそれで結構なだと思います。そういう解釈はだめですか。判田参事 可能性として新しいシステムが運行されると、市の負担分は今より多くなるということです。菊地喜代司委員 現状より良くなるという可能性はあるということですね。判田参事 どういう方向になるのか分かりませんが、そういう可能性もあります。伊藤誠一委員 県からも具体的な数字は出ていないので、県でも市でも補助金はどんどんカットされてきているし、条件が良くなるということは私には考えられなことだと思います。
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平成２５年度になれば今よりもっとカットされると思います。補助金が余るということは考えられないし、まず始めに、南外地域で何をどういう方法でやるのか、それに対して市からどれだけ補助をしてくれるのか。そういう順序ですすめていかないと、何を要望するのか具体的なことを決めていかない限り、予算の面ではお話はできないと思います。以上私の考えです。伊藤辰郎会長 今はまだバスは走っているし、乗り合いタクシーも市民バスも走っておりますが、必ずしも利便性が良いわけではありません。バスは時々見かけますが、あまり人が乗っていませんし、もっと利便性の良い交通システムをつくろうということだろうと思います。、上小阿仁村では正にそういうものをつくったということですから今までの路線バス、あるいは市が行う利便性の良い新たな交通システム、それに加えて、もっと利便性の良い公共交通システムを作ろうというのが、 の仕事だろうと私は理解しておりますので、平NPO行して 法人を立ち上げて、どういうものをつくるかということNPOを考えた方がいいと私は思ってます。今日はどういう体制でつくるかというところまではいきませんでしたが、平成２４年まではまだ時間はありますので、次回に検討しませんか。それでよろしいでしょうか。佐藤豊委員どうぞ。佐藤豊委員 ある程度方針が決まった段階で集まって話をしなければ、この話はいつも同じことの繰り返しだと思います。冒頭にお金のことを話して少し都合が悪くなったような感じがしますが、お金のことは考えないで、大まかに方向性が分かった段階でこの会議を開くようにした方が時間の無駄にならないと思います。伊藤辰郎会長 私が役所側みたいですが、実態が分からないところに、なかなか予算はつかないと思いますので、やはり一つの形をつくってこのようなＮＰＯを立ち上げ、こういうシステムで交通を確保する。だから、これだけの人も必要だし、お金もかかるので、これだけは市から補助してください。というものを出すべきだと思います。まず 法人をつくるということが先なのではないかと思いまNPOす。いかがでしょうか。皆さん。はい、今野幸蔵委員どうぞ。今野幸蔵委員 今、会長さんが言われたとおりだと思います。ただ、市の受け取り方で、こういう風にしたいけれど、市のほうで、 。どのような対応をしてくれるのか そういうことを聞いておきたい
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聞いておいてはっきりしたことがわかった段階で、検討をしていかないと佐藤豊委員が言われたとおり何回やっても同じことだと思います。市のほうではこういう対応をしますということを聞いておいてもらいたいということですが、どうでしょうか。伊藤辰郎会長 事務局より今の意見に対しての回答をお願いします。判田参事 お互い情報提供をしながら進めていくことは必要なことだと思います。今野幸蔵委員 さきほどから の話や、佐々木タヨ子委員も会議の場で南外かNPOら 法人立ち上げを検討している話もしています。NPOその部分を具体的に進めて行くためにはどうしたらいいのかということだと思いますので、委員のほうでやるとしたらどういう風な体制をとればいいのかということを聞きたいのです。判田参事 が立ち上がって、軌道に乗るまでは金額的な支援もありますNPOし、事務的なことの協力は当然のことだと思います。伊藤辰郎会長 大仙市ではないんですが、西木村でも確か 方式で公共交通シNPOステムやってますよね。上小阿仁の場合はボランティアでやっているので人件費がかかっていないようにみえますが、実際に誰かがやっているとすれば当然人件費がかかってくるので、少なくても人件費相当の補助が受けられたら、システムは動くのかなあとそんな風に思います。実際に事例なり補助制度があれば、そういうものを教えていただきたいと言うことですね、今野幸蔵委員。判田参事 に対する支援の制度とかはこちらで調べて、情報の提供はさNPOせていただきたいと思います。伊藤辰郎会長 それでは、次回にどういうものがあるのか教えていただいて、それから具体的な活動計画を進めて行きたいと思います。この件はこの辺で打ち切って、次に委員からの要望等ですが、今まで協議した以外に何かありましたらどうぞ。高橋農林振興課長 皆さんにご了解いただきたいことがありまして、お話させていただきます。ふるさと館の後ろにある森林公園の駐車場からキャンプ場までの
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間を舗装しましたが、車止めがしてあります。と申しますのは舗装はしましたが、管理用道路として私たちの方で管理をさせていただきたいと思います。もう一つは２メートル幅の急勾配の危ない道路なので、キャンプ場へ荷物の搬送用とキャンプ場の管理用道路としてこれからも管理させていただきます。一般の車は入れませんので、どうかご了承をいただきたいと思います。キャンプ場を使う時には、いつでも開放しますので、農林振興課、又は管理人立会いの下でその道路を使うようにしていただきますので、ご報告いたします。菊地喜代司委員 管理人は誰ですか。高橋農林振興課長 松木田の加藤貞一さんですが、いつもいるわけではありません。伊藤辰郎会長 関連したことで要望ですが、天神森の遊歩道の刈払いを最近していないようですが、歩きにくいので、遊歩道の刈払いをお願いしたいと思います。利用する人もいないせいなのか、とても歩きにくいので、一年に一回は遊歩道の刈払いをお願いします。高橋農林振興課長 今回の舗装も秋田県の森づくり税を使った事業です。来年は遊歩道の刈払いと駐車場あたりの下草の刈払いを予定していますので、ご利用ください。伊藤辰郎会長 刈払いは何回予定していますか。高橋農林振興課長 一回ですが、今までよりは丁寧にやりますので。伊藤辰郎会長 よろしくお願いします。それでは次回の開催日を決めたいと思います。協議会の日程について、事務局から予定をお願いします。判田参事 １２月半ばを予定しております。伊藤辰郎会長 １２月中旬ということで、具体的なことについては協議して皆さんにお知らせしたいと思います。６時１０分になりました。以上で第４回の地域協議会を終了したいと思います。長い時間お疲れ様でございました。



- 18 -
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