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平成２２年度 第６回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２３年３月４日（金） 午後６時から午後７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）地域枠予算対象事業の承認について

①河川支障木伐採委託事業

②伝統芸能文化継承事業

２）平成２３年度地域枠予算執行計画

３）地域公共交通について

（４）そ の 他

１）次回協議会日程について

４．出席者氏名

（１）出席委員（１２名）

伊藤 君夫、伊藤 葉子、伊藤 辰郎、伊藤 直人、菊地喜代司、

佐々木武男、佐々木タヨ子、佐々木雅子、佐藤 豊、高橋 恵子、

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 教育委員会南外分室長 伊藤 誠一

建設課主幹 佐藤 高義

（３）事務局（４名）

地域振興課長 高橋 定悦 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 誠一、伊藤 正照、今野 幸蔵、今野 純子、佐藤のり子、

高橋 元司
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（２）南外総合支所（ 名） 建設課長 邑山 潤一1

６．会議録

（１）開 会

高橋地域振興課長 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。御案内の時刻となりましたので、ただいまから 「平成２２、

年度第６回南外地域協議会」を開催いたします。

はじめに、伊藤会長よりご挨拶をお願いします。

伊藤辰郎会長 【あいさつ】

高橋地域振興課長 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。

議題といたしまして始めに地域枠予算対象事業の審議が２件、そ

、 。の後 来年度の地域枠予算の執行計画についてご検討いただきます

次に、南外地域公共交通について、ご協議いただきます。

報告事項としましては、大仙市役所の組織機構の再編についてご

報告いたします。

それでは会議に入りますが、本日の委員出席数は現在１１人であ

り、お一人の方から遅れるという連絡が入っております。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。

協議会を始める前に、本日の議事録署名員を指名します。伊藤葉

子委員と伊藤君夫委員にお願い致します。

始めに 「地域枠予算対象事業の承認について」を審議願います。、

それでは「①河川支障木伐採委託事業」について、事務局から説

明願います。

佐藤副主幹 【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

います。どなたかございませんか。

佐藤豊委員どうぞ

佐藤豊委員 毎年行われているようですが、切り取った残骸の処理はどうする

のですか。
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伊藤辰郎会長 事務局からお願いします。

佐藤副主幹 伐採した後の処理は、不動の滝公園の駐車場の隅の一角に集めて

おき、地域の方々で必要な方に自由に持って行っていただくように

しているそうです。今までは、ホダ木や焚きものにする為に、近隣

の方たちですべて消化しているそうです。そのほかのごみはクリー

ンセンターの方へ持ち込み処理しております。

佐藤豊委員 はい、わかりました。

伊藤辰郎会長 私から質問したいと思います。今回上流のほうから浚渫をして

「南外の河川環境を守る会」が河川の支障木を伐採整理する。こう

なりますと滝の流れはきれいに見えるようになるのでしょうか。

今まで滝を見に行っても今ひとつだなあと感じたので、もう少し滝

の流れが良くなるようになるでしょうか。

佐藤副主幹 保証はできませんが、滝つぼのところが深くなっているところが

あり、重機を使う作業でも危険なので気を付けて作業をしていただ

くことで、滝の流れまではやってみてからになるかと思います。

伊藤辰郎会長 そのほかご質問ありませんか。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 今会長が言われたとおり、わたくしも提案を出したことがありま

すが、滝つぼの上の方の石の上にある流木等、特に大水の後とかは

散乱しており、滝を見に来た人が不愉快に感じると思うので、でき

れば見た感じきれいにしていただきたいと思います。

佐藤副主幹 はい、この案件が承認され、委託契約する際にはそのようにお伝

えしたいと思います

伊藤辰郎会長 はい、危険がないよう支障木の取り払いができれば、そのように

お願いしたいと思います。

そのほかございませんか。ないようですので、この事業について

ご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 はい、ありがとうございます。それでは、一つ目の事業について
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は、承認ということにしたいと思います。

。 「 」 。次にまいります ２番目の 伝統芸能文化継承事業 であります

事務局から説明願います。

佐藤副主幹 【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 ただ今事務局から説明のありました「伝統芸能文化継承事業」に

ついて、ご質問・ご意見等ありましたらご発言願います。

その他の４万５千円は、民謡保存会の方の何から出すのですか。

佐藤副主幹 南外民謡保存会の会の予算から負担していただきます。

伊藤辰郎会長 そうですか。菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 買ったものの所有者は民謡保存会になるのですか。

判田参事 補助金で購入しますので、民謡保存会のものになります。

伊藤辰郎会長 伝統的なものを継承するため小中学生に教えることが目的となっ

ておりますし、毎年そのような事業をやるということですから、報

告書のようなものを出してもらったほうがいいでしょうね。

一回やったきりであとは自分たちで使って何もやってないという

ことのないように、目的に沿った事業を毎年計画に組み込んでやっ

ていただき、報告書を出していただくことは毎年やっていただいた

ほうがいいと思います。

佐藤副主幹 はい、わかりました。

伊藤辰郎会長 そのほかご質問・ご意見ございませんか。ないようでございます

ので、この事業についてご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 はい、それでは承認をいただいたということで次に進めさせてい

ただきます。

次に「平成２３年度地域枠予算執行計画について」です。

事務局から説明をお願いいたします。

判田参事 【資料に基づき説明】

平成２３年度の南外地域枠予算は５３８万７千円です。
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伊藤辰郎会長 この金額はどういう風にして決まるのですか。

判田参事 平成２２年度は５３９万円でしたが、平成２３年度は３千円減の

５３８万７千円となります。

これは平成２２年度から、当初あった５００万円に新たに５００

万円を大曲を除く各地域の人口で案分した額を足した金額で、南外

地域は５３９万円でした。来年度平成２３年度は、人口割で計算し

なおしたところ、人口減により３千円の減額で５３８万７千円とな

りました。

伊藤辰郎会長 はい。ただいま概略の説明がありましたが、このことにつきまし

て、ご質問ございませんか。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 確か大曲は１０００万円で、ほかの地域は５００万円の配分では

なかったですか。

判田参事 はい。平成２１年度までは今おっしゃったとおりの金額で配分さ

れておりました。

菊地喜代司委員 それプラス５００万円で、大曲以外の地域に人口割でそれを配分

しているということですね。

判田参事 はい、そうです。

伊藤辰郎会長 ２２年度の事業のところに楢岡さなぶり酒花火をやっているはず

ですが、記載されていませんね。入れてもらわないと来年予算がつ

かないのではないかと心配しました。

判田参事 大丈夫です。表現は違いますが入っておりますので。

伊藤辰郎会長 伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 今会長さんからお話が出ましたが 「地域づくり委員会」の設置、

とありますが、これはどのような内容になるのでしょうか。

判田参事 当初と若干ニュアンスが違いますが、今想定しているのは南外地

域に４２自治会がありますが、小規模な自治会ですとこれから地域

での活動や、いろいろなイベント等難しくなっていきますので、で
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きるだけ一緒に行うことによって、いろいろなことができると思い

ます。そのようなことに向けて自治会の方々が活動していこうとい

う時に、その都度相談をしていただき、それに応援できる事業内容

があれば支援していきたいという意味で書いたものです。具体的に

は三つの自治会で、およそ１００世帯くらいの組織になると、いろ

いろと活動しやすいのではとないかと考えておりますが、まだその

ようなところは出てきておりません。

伊藤直人委員 ほかの地域で実施されて、具体的な例とかはあるのでしょうか。

判田参事 この発想は南外地域で先駆けて考えられたことで、他ではこのよ

うなことはまだ行っていないと思います。

伊藤直人委員 会長さんが先ほど酒花火について発言されましたけれど、いろい

ろときっかけは作っていただきましたが、地域の行事として根ざし

ていければ最高の行事になるということを常日頃おっしゃっており

まして、このことを課題としてとらえて地域に対応していただきた

いなあと思っているわけですが、地域ではなかなか対応してもらえ

ない現状がありまして、こういった事業と絡めて地域事業として充

実したものになっていけばいいなあと思っておりますので、あとあ

と相談よろしくお願いいたします。

それと、同じように地域行事として一昨年あたりからスポーツ大

会として、検討委員会を設けて検討してきたわけですが、これが、

今どのようになっているのか教えていただきたいのですが。

伊藤伊辰郎会長 事務局からお願いします。

判田参事 伊藤直人委員にも入っていただいて、検討していただき、検討委

員会から実行委員会に移した時に、自治会のかかわりがもっとあっ

、 。たほうが良いのではないかというところで ストップしております

伊藤直人委員 白紙になってしまったということではないんですよね。

判田参事 実施するという趣旨については、皆さんから賛成をいただきまし

たが、実行委員会の中では、もっと自治会がかかわるようなやり方

でやり直したほうがいいのではとの意見がありまして、現状はそこ

でとどまっているところです。来年度自治会連絡協議会総会の時に

お話をして、検討する方向で考えているところです。

伊藤直人委員 わかりました。
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伊藤辰郎会長 そのほかご質問ご意見はございませんでしょうか。

佐々木武男委員どうぞ。

佐々木武男委員 「自治会組織育成事業」ですが、どういうことに予算を使う予定

なのかということと、私のほうの自治会も空き家が多くなって大変

だなあという気持ちはあるんですが、市としての自治会の統合の案

とかはあるのでしょうか。

高橋地域振興課長 大仙市としては、具体的にこの自治会とこの自治会が統合すれば

というような提案をしたことはありません。

あくまでも各自治会の自主的な動きを期待している形をとっていま

す。確か何年か前に自治会長さん達を集めて、そういう形にした方

がいいのではないかと協議をした経緯がありますが、その際は確か

。まだそこまでは踏み込めないという意見だったと記憶しております

佐々木武男委員 今はどこの自治会もそうでしょうけれど、２年交替とか自治会長

が輪番制で活発化していなく停滞している時期もあり、理想論から

いけば自治会はなかなか運営できずに理想的になっていかずに、人

材不足もあるんですが、隣同士の自治会が一緒になればそういうこ

とも解消されるのかなという感じもあるのですが、輪番制の自治会

長なので、なかなか活動が活発化しなくて悩んでおります。

伊藤辰郎会長 以前より住む人が少なくなってきており、隣同士の部落が合併し

たらどうかというお話がありましたね。それは進んでいないんでし

ょうけれど、やはり自治会同士の話し合いしかないのではないでし

ょうか。何か事務局からありますか。

判田参事 前に、自治会の会議で複数の自治会が協働の事業をやることが理

想だというお話をしましたが、自治会さんの都合もございましてそ

のようにすすんでいないのですが、自治会さんの方から自主的に関

心を持っていただくことをお待ちしている状態です。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。

それでは平成２３年度の地域枠予算執行計画、総予算は５３８万７

千円、昨年に引き続き継続する事業もあるでしょうし、新しい事業

も入ってくることがあるかと思いますが、基本的な計画については

このようなことで、ご承認をいただいてよろしいでしょうか。

異議なし
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伊藤辰郎会長 はい、それではこの計画で執行していくことにいたしたいと思い

ます。

次に「南外地域公共交通」についてであります。最初に事務局か

ら資料説明等お願いします。

判田参事 前回の会議でご提案をいただきまして、作製した資料ですが、内

、 、容はご提案に沿う内容のものではないかも知れませんが もう一度

この交通の現状と、これまで皆さんと検討してきた経緯等を皆さん

で共通の認識を持っていただきたいと思いまして若干説明させてい

ただきます。

【資料に基づき説明】

伊藤辰郎会長 続きまして、大仙市地域公共交通活性化再生協議会の委員として

会議に出席されている佐々木タヨ子委員から会議の状況等について

お話しいただきます。よろしくお願いいたします。

佐々木タヨ子委員 会議に出席させていただいておりますが、内容等は今判田参事よ

り説明があったとおりです。前回所用で会議にでられなかったので

すが、今一番南外で必要とするものは、交通空白地帯を埋める手段

として、乗り合いタクシー以外の手段ということで、 法人がクNPO

ローズアップされているのではないかと思います。

この 法人を立ち上げてやっていくという、意思表示をした地域NPO

は南外地域だけで、大仙市全体のモデル地域・ケースという形で、

市の方でも応援していきたいと聞いております。

地域公共交通の第２期の目標は、行政で今までやっていた最低限

の生活基準の保障が目標で、それプラス最低保証を守りつつよりよ

い生活交通に結び付けていくというのが一番の目標ということで本

旨の中に入っております。

今までやっております市民バス・乗り合いタクシー、既存の羽後交

通さんを踏まえて、それでもなおかつ、どうすればこの南外地域が

よりよい公共交通で、生活が豊になっていくかというのが一番の問

題点だと思います。

地域協議会としてのあり方としては、 法人を立ち上げるまでNPO

の支援というのは、先ほどの２３年度の事業の中にもありましたよ

うに過疎地有償支援事業ということで盛り込んでおります。これが

、 、２３年から２４年でいろいろ試行していきまして 実際に動くのは

羽後交通さんの補助がなくなる２５年度から実証しまして、市では

２６年度から本格的に過疎地有償運送の検討をしていく計画を立て

ております。
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時間はたっぷりあるわけですが、 法人とは何か、というところNPO

からはいらなければならないのが現状だと思いますので、地域協議

会全体としては、 法人を立ち上げたいと手を挙げた方に対してNPO

支援していく窓口を持っていくのが、一番のベストな形ではないか

と思われます。

わたくし個人的な意見ですが、このようなことを専門的に検討する

のは、全体会ではなく、少人数で専門委員会というものを立ち上げ

て、この２年間でより良い 法人の過疎地域の事業をしていくとNPO

。いう方向性を見出だしていったら良いのではないかなと思われます

地域協議会の立ち位置としては、どこの地域協議会でも、ある程度

距離を置いて支援していくという形をとっているようです。内容等

は違いますが、地域協議会の立ち位置としては、それが一番ベスト

な形ではないかと私も思っております。

やはり、懸念される部分は、既存の輸送手段であります乗り合い

タクシーさんと羽後交通さんの競合といいますか、テリトリーの問

題だと思いますが、そこまで入って行っていいのだろうかというこ

とが、懸念される部分ではないかと思われます。

たまたま上小阿仁村は、すでにそういった姿勢ができていて、すん

なり入ったようですが、最初に既存の交通手段がある所に を入NPO

れて行くというのは、難しい部分があるのではないでしょうかとい

う市の担当者の話で、難しい部分が残っているような感じが致しま

す。

先ほど質問すればよかったのですが、地域枠予算の中で、この前の

基本計画の中で、許可申請等の事務手続きについて相談窓口を設置

する。それから、運行する車両などの支出整理に関する経費を補助

するという新たな交通への支援措置がありましたが、これがイコー

ルこちらの地域枠予算になっているのでしょうか。

判田参事 交通の計画にあるものとは全く別に、南外独自でこういう使い道

もあるということで書かせていただいたところです。

佐々木タヨ子委員 はい、わかりました。基本計画の中には今言ったように 法人NPO

が過疎地有償運送を実施しようとする場合、その団体に対して、運

行に関する手続き等の支援や、施設整備に関する補助を行うという

制度の創設を検討するという文言がありますので、そちらの方も合

わせていくと経費的には助かるのかなと思われます。以上です。

伊藤辰郎会長 はい、ありがとうございました。

ただいま事務局から今まで南外地域協議会で検討してきた経緯、市

側の考え方を説明いただき、佐々木タヨ子委員からは地域公共交通
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活性化再生協議会に出席されていて、ご自分で感じていることなど

のご意見をいただきました。それでは皆さんから、進め方について

ご意見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 地域公共交通に対しては、２年の間検討してきました。公共交通

の各地域でのあり方はそれぞれ違うということがわかりました。

羽後交通の路線廃止というのは、南外線と杉山田線と聞いておりま

すが、市全体、美郷町も含めて現在、あるいは将来的にはどのよう

な状況なのかお聞きしたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただいまの質問に対して、事務局から説明、回答お願いいたしま

す。

判田参事 バス路線の見通しですが、今年度平成２２年度から県の補助要綱

が新しくなりました。

大仙市から市外(秋田市・横手市)へ行くバス路線については、これ

まで通り補助制度にのります。市内で走っている南外線、杉山田線

は前からお話ししておりますが、今の乗車人数ですと平成２４年度

までの暫定措置が切れますと、秋田県の補助制度の対象にはならな

くなります。ただ、すぐに廃止ということではなく、大仙市が乗車

率の低い路線も運行することに決めますと、秋田県の今の補助制度

に該当するということになります。

ですから、必ず廃止するということではなくて、現状の路線も同様

に維持することは可能です、という内容となっています。

具体的には大仙市が運行すると補助対象になりますが、大仙市で

そういうノウハウも持っていないので、たとえばそれをまるごと今

運営するノウハウのある羽後交通さんに委託して、２５年度から走

ってもらうというやり方も考えられます。

伊藤辰郎会長 佐藤豊委員どうぞ。

、佐藤豊委員 ２年くらい前は２３年度から南外線はなくなるという説明を受け

それが一年伸びたというのも今までの説明の中でありました。

ただ、お話によると県の補助等の中で、また更に続けていくこと

もできるということですか。廃止ではなくて、市の考え方で続けて

いくことができるということになりますか。

判田参事 そうです。羽後交通が廃止するかしないかは別にして、今と同じ

ような運行の方式はできるということです。
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佐藤豊委員 基本的には廃止ということは、頭から除いてもいいのですね。

判田参事 そうです。ただ、運行の仕方というのはいろいろありますので、

今の段階では、このようにやりますと確定していませんし、そうい

うやり方もありますということです。市が運行をして、どこに委託

するかは別にしても、それは可能ですということです。

伊藤辰郎会長 伊藤君夫委員どうぞ。

伊藤君夫委員 南外地域協議会で地域公共交通について、提言できることを去年

一昨年と班編成で協議し、市へ提言しました。

我々協議会委員の意見はそこまでではないでしょうか。

無責任ですが、私はこの地域協議会でなんとかしなければならない

という責任感は持っていません。

先ほど佐々木タヨ子委員が参加された地域公共交通活性化再生協

議会の委員の方達で話し合うべきのもので、この南外地域協議会で

そこまで議論する必要はないのではないかと思います。

はっきり言えば地域公共交通の解決策を出す、そのような権限はな

いのではないでしょうか。

伊藤辰郎会長 この地域協議会で他地域を視察して、こういうシステムが将来あ

ればいいなあということで、市側に提言をしました。そこまでです

よね。それに対して市からの回答はどういうものでしたか。

判田参事 対応の仕方としては、即対応できるものについては現状のシステ

ムの見直しをしたものもありますし、将来の課題となっているもの

もあります。たとえば 法人による過疎地有償運送も、今後の計NPO

画として先ほど佐々木タヨ子委員がおっしゃったとおり今後の計画

にのせています。たとえば三年後を目途にそのようなものを立ち上

、 。げるための支援をします とそのように計画にのせている段階です

伊藤辰郎会長 佐々木タヨ子委員の話では、市側としての対応は、生活に不便を

。感じることのないように最低限の交通手段は行政として確保します

しかし、さらにより良い生活の質を高めるような交通システムを

作るのなら、 法人のようなものを立ち上げてやったらどうですNPO

か。という風に私には聞こえましたが、そういうことでいいのでし

ょうか。

判田参事 はい、そのとおりです。一期目はシビルミニマムという必要最小

限という言葉で書いていますが、二期目の計画はそれプラスアルフ
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ァの部分が必要だということで、さらに利便性を向上させるとか、

いろいろ便利なシステムにさせるために、このようなやり方もあり

ますというようなことが記載してあります。

二期目としては、さらに利用しやすい交通システムを目指して計

画を立てているというところです。

伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 大仙市で羽後交通をいつまで補助してどうするのか、市の方針を

しっかりと説明してもらいたいことと、３ページの市民バスの有料

化ということをはっきり書いていますが、市民バスでもお金を取る

という考えをはっきり持っているのかどうか。

その２点を端的に説明してもらいたいと思います。

伊藤辰郎会長 今の質問に対して、事務局から説明をお願いします。

判田参事 南外線の今の路線は必要だと考えています。ただし、先ほども申

しましたとおり県の補助制度が２４年度で終了しますので、その後

、この路線を維持するためにどのような方式がいいのかということを

来年度からも検討する。

今のまま走らせるのが一番良ければ、今のまま市が運営して、たと

えば委託先に委託することも考えられるということです。

伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 ２３年度で羽後交通が廃止になるということで、早急に対策を考

えて、 法人を立ち上げたらどうかということで上小阿仁にも行NPO

ったと思います。これが２４年度までなのか、要望によっては２５

年、２６年まで延びる可能性があるのか、はっきりした答弁を聞き

たいと思います。

判田参事 繰り返しになりますが、補助制度は２４年度に終了しますが、新

しい補助のルールがありますので、それを活用して市が運営する。

効率的な運行、さらに委託することができるので、羽後交通に委託

することもできます。

ただ、その路線の維持は必要だと考えています。

先ほどの有料の件ですが、今無料で運行しているのは、南外の市

民バスと西仙北の患者輸送バスです。他はすべて有料となっており

ますので、地域間の公平性ということで有料化する必要があるので

はないかと考えています。ただ、現状のまま一週間に一回、一往復
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だけだとしますと、有料化してもかえって使わなくなる可能性があ

りますので、できるだけ便数を増やすとか、もう少し乗りやすいよ

うに有料化に向けて考えていくことにしております。それは２４年

度以降を想定することに計画ではなっております。

菊地喜代司委員 そうなれば、私たちが頭を悩ませて話をするよりも、先ほど佐々

木タヨ子委員が言われたとおり、市で何らかの対応をしているとい

うのであれば、 も代行運行も何もいらないと思いますがどうでNPO

しょうか。

伊藤辰郎会長 佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 一番の前提は、２年後にバスがなくなるという説明を受けて、こ

れでは大変だということで、この話が出発した訳です。

バスが廃止にならないで、この先２年も３年もバスが通るとなれ

ばありがたいことだし、今の話であれば急ぐ必要もないし、佐々木

タヨ子委員のお話のように市で検討してくれるのであればそれでい

いんですが、ただ、地域協議会委員に与えられたことに対して、私

、 、たちは対応してきたのだし 伊藤君夫委員が言われた通りであれば

我々は何も考える必要がなかったのではないでしょうか。

伊藤君夫委員 班編成で考え、提言をだしました。我々はそこまででいいのでは

ないでしょうか。

ここの協議会の意見としては、どのようなことが考えられますかと

いうことだと思います。

伊藤辰郎会長 確か南外のバス路線は将来廃止になる。廃止になるとすれば、足

が奪われてしまい大変なことで、何か別の手段を考えなければなら

ない。それで上小阿仁村にも研修に行った訳です。

そこは利便性もよく非常にうまくいっている。

、 、ここでは今バスは走っているのですが 乗客が非常に少ないので

もっと利便性をあげるとすれば、 法人が実際にできて、運転がNPO

できる人が参加をして必要としている人を運ぶことができれば大変

いいことだということで提言をいたしました。

そういうことですよね。

あとは、 法人を立ち上げるかどうかは、私がやりましょうとNPO

いう人がいればできる話でしょうし、手を挙げる人がいなければで

きないことです。しかし、手を挙げる人がいるならば、市でもバッ

クアップをします。ということですよね。

そこまでの話ではないかと思いますが。



- 14 -

高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 今の話ですが、佐々木タヨ子委員のお話ですと、支援事業は２３

・２４年度までで、２５年度からは羽後交通が廃止ということです

が、その代り を提言したのは南外しかないということで、ほかNPO

のところはどうなるのかまだ全然見えていないわけですね。

南外だけそうするということも市としては決めれないわけですし、

私たちは２３・２４年度で検討するということであれば、市当局

としても、たとえば杉山田線にしても南外線にしても、立ち上げて

いくよいうな支援事業をしてもらえる可能性があるということでは

ないですか。

伊藤辰郎会長 今の質問に対して回答をお願いします。

判田参事 バス路線についてですが、初めは羽後交通からバス路線の廃止を

含めた協議がありましたが、それは２１年度末で県の補助制度から

も外れることによるものでした。その後県の対応が変わり、１２月

２２日の会議でご報告したとおり３年間継続して補助を受けられる

ことになり、その間にどうするかを検討することになるということ

は皆さんに提示しております。２５年度以降も今走っている路線が

重要だということを認識しておりますので、その代りに を検討NPO

しましょうということではなく、今の南外線のような路線を維持す

る必要があるということで進めております。

会長さんがおっしゃったとおり、市民バスがあっても行き届かな

いところに を使って走らせるということは可能ですので、さらNPO

に使い勝手の良いシステムを考えることはできます。

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 バス路線というのはいわゆる最低のラインだと思います。今の計

画は最低のラインプラスアルファの部分だと思います。それは何か

といいますと補助制度も変わりますし、路線はあるけれど運行回数

の減少などあると思うので、それを解消するための何らかの方法を

法人でやっていくことができればいいということで提言したとNPO

思います。

、私も何度か地域公共交通活性化再生協議会に出席しておりますが

、 、私を含め その委員さんも変わったということがわかっていなくて

どちらの路線も羽後交通が廃止すると思っていました。

廃止はしない。ただ、補助金がなくなるので、運営の仕方が変わっ

ていくということだったと思います。
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皆さんも多分運営の方法が変わっていくのではなく、全部廃止さ

れてしまうんだな。それでは変わるものは何だろう。ということで

、 、いろいろと検討してくださったと思いますが 市の考え方としては

路線は残しつつ、プラスアルファの部分を何かで補填していかなけ

、 。ればならないのでは とそういうもって行き方をしているはずです

。伊藤辰郎会長 ２４年までは今まで通りの路線が維持されるということですよね

２４年までは県の補助があるけれどそれがなくなる。２５年度以降

も市としては幹線路線を維持するようにしなければいけない。その

。場合は運行回数とかは変わってくる可能性があるということですね

判田参事 南外線が画期的に利用される方が増えた場合は、今の新しい制度

にものりますけれども、今のままの乗車率だとすれば、市が運営主

体になった場合に補助しますというルールに変わります。

市が運営主体になっても委託することは可能です。

先ほど申し上げました２３年度以降の計画ですけれど、４月には

皆さんにお示しすることができますし、その中でも南外にかかわる

ことについては説明ができます。

伊藤辰郎会長 ２３年度以降のバス運行がどうなるかというのは、４月に説明が

できるということですね。

走っているバスにはお客さんが乗っていませんし、使い勝手が悪

いから乗らないと思いますし、車で移動できる人は不便を感じてい

ないと思います。が、だんだん高齢者も増えてきて不便を感じる人

がでてきた時に、本当に利便性のいい交通システムをどうするかと

いうことだと思います。 伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 やはり市の基本的な考え方、スタンスが見えない状況で、私たち

が侃々諤々言ってもなかなか結論が出にくいと思いますので、来年

度の第１回あるいは第２回地域協議会までに市でとりまとめしたも

のを回答したいということですので、それを見極めたうえで又協議

を重ねていったらいいと思います。この協議会で一度提言したこと

でもあるし、これ以上論議を重ねる必要もないのではないかという

お話もあり、私もそのとおりかなと思います。一回目に協議したの

は、市長の諮問を受けて私たちが受け皿として協議したわけですの

で、又市の方から地域協議会で協議してほしいといわれたら、その

時協議するべきで、今この会で論議するのはやぶさかではないのか

と思います。

いずれにしろ、一回目か二回目の協議会で回答をいただいたうえで

結論を探っていったらいいのではないかと思います。
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そして、せっかくここまで論議してきたことですし、渡りかけた

船ですので、なんとかとりまとめをしていければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 伊藤直人委員のいうように、２３年度以降の市の計画があるとい

うので、それを聞いてからということにしましょうか。

皆さん、頭の中にはいろいろな考えがあるのでしょうが、来月４

月以降に市側の説明を受けて、そのあとで議論するところがあれば

議論するということで、この件については終わってもいいでしょう

か。

異議なし

、 。伊藤辰郎会長 はいそれでは この件についてはこれで打ち切りたいと思います

それでは次に４の報告です 「大仙市役所組織機構の再編について」。

を事務局から説明願います。

高橋地域振興課長 今回の組織機構の基本方針としては市民目線に立った組織機構の

構築、あるいは本庁及び総合支所の機能分担の見直し等うたわれて

おります。

【資料に基づき説明】

本庁では４課減、支所では１４課減、教育委員会は１１課減、結

果的に２９課の減少です。

総合支所については、将来的には本庁・総合支所の役割分担の見

直しに伴い、市民に身近なサービスを提供する機関として位置づけ

窓口業務などの市民サービス業務を充実していくこととし、当面は

「支所」として現行の４課体制を２課体制に集約し、引き続き、市

民サービスの維持・向上を目指した組織の簡素効率化を図ることと

する。

、 、また 一時的に多くの職員が必要な業務やイベント等については

横断的かつ柔軟に対応ができるようにするとともに、本庁担当課等

が協力する体制とする。

以上が組織再編の概要です。４月からはこのような体制で市の業

務が進められることになります。

、 。伊藤辰郎会長 ただいまの報告について ご質問等ありましたらご発言願います

伊藤君夫委員どうぞ。

伊藤君夫委員 今度は総合支所が南外支所になり、市民サービス課と農林建設課

の二課になるということですが、人員は何人配置されるのですか。
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高橋地域振興課長 現段階の情報は市民サービス課が１７名、農林建設課が１５名と

聞いております。

伊藤君夫委員 ２２年度は地域振興課は何人でしたか。

高橋地域振興課長 単純に計算していくと、各課から一人減で、今現在地域振興課は

７人ですので、６人になると思います。

伊藤辰郎会長 現在は全部で３６人いるのですか。

高橋地域振興課長 はい。組織機構の見直しで本庁及び各支所の役割分担はあるよう

ですが、今のところは特に大きな機能分担の見直し等は聞いており

ません。従来通りと聞いておりますので、人が減ればそれだけ負担

は大きくなるということだと思います。

伊藤辰郎会長 佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 限られた人員でもサービスは変わらないということのようですの

で、大変御難儀かけますがよろしくお願いしたいという気持ちでい

っぱいです。

伊藤辰郎会長 私の感想ですが、人口も減っているし、財政的にも非常に厳しい

ということで、行政としても少ない人数でより効率的な仕事をしな

ければいけないということで、これはおそらく大仙市のみならず、

日本全国あらゆる行政でそのようなことが行われていると思います

ので、やむを得ないと思いますが、ぜひ市民サービスは落とさずに

難儀でしょうけれど頑張っていただきたいと思います。

佐々木タヨ子委員どうぞ。

佐々木タヨ子委員 地域振興課はどうなるのですか。

高橋地域振興課長 今現在の地域振興課と市民課が廃止になり、その二つ合わせて市

民サービス課になり、一階が市民サービス課、二階農林建設課にな

ります。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。それでは、この件については質問を終わり

たいと思います。そのほか全般にわたって、ご意見・ご要望があり

ましたら、ご発言をいただきたいと思います。ありませんね。

それでは、次回の地域協議会の日程について、事務局から提案をし

てください。
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判田参事 次回は新年度になりますが、例年どおり４月の中旬から下旬にか

けて行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 それでは、次回は４月の中旬から下旬にかけてということで、農

繁期で忙しくない時期を選んで、また、連休にかからない時期を選

んで、適当な日を選んで開催したいと思います。

それでは、本日の協議会はこれで終了したいと思います。

珍しく早く終わりましたね。ただいま７時４３分です。

今日はどうもご苦労さまでございました。

、 、この会議録は 南外地域協議会運営規程第７条第２項の規程により会議の次第を記載し

これに相違ないことを証明するためここに署名する。
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委 員 伊 藤 葉 子
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