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平成平成平成平成２３２３２３２３年度 第年度 第年度 第年度 第１１１１回南外地域協議会会議録回南外地域協議会会議録回南外地域協議会会議録回南外地域協議会会議録

１．日 時

平成２３年４月２１日（木） 午後５時から午後６時３０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）副市長あいさつ

（４）議 題

１）平成２２年度活動報告

２）地域枠予算対象事業の承認について

①楢岡さなぶり酒花火事業

②環境整備活動事業

③田屋村運動公園整備事業

④生活環境衛生事業（悪戸野地区道路側溝薬剤散布）

（５）そ の 他

４．出席者氏名

（１）出席委員（１０名）

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、佐々木武男、佐々木雅子、高見 健一

（２）大仙市役所 企画部（３名）

副市長 久米 正雄 総合政策課長 小松 英昭

総合政策課主査 高山 知洋

（３）南外支所（３名）

農林建設課長 邑山 潤一 農林建設課参事 佐藤 高義

南外公民館長 高橋 公太郎

（４）事務局（５名）

支所長 伊藤 芳広 市民ｻｰﾋﾞｽ課長 佐々木 繁雄

市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 高橋 孝二 市民ｻｰﾋﾞｽ課副主幹 佐藤 明子

市民ｻｰﾋﾞｽ課主任 高寺 真史
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５．欠席者氏名

欠席委員（８名） 伊藤 誠一、伊藤 君夫、今野 純子、佐々木タヨ子、

佐藤のり子、高橋 恵子、高橋 元司、高見 文子

６．会議録

（１）開 会

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 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２３年度第

１回南外地域協議会」を開催いたしますが、去る３月１１日の東日

本大震災の犠牲者に対し、黙祷を捧げたいと思います。どうかご起

立をお願いいたします。 ～３０秒間黙祷～

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】

かつてない大災害で、犠牲者が２万８千人ということで、心が痛

みます。大仙市でも被災地に対しまして数々の支援、人の派遣も行

なっており協力をしているということで、大変ご難儀なことだと思

います。幸い秋田県では被害はほとんどなく、隣県の岩手県、宮城

県、福島県が大変な被害を受けているということで、行政も民間も

それぞれの立場でいろいろな支援をしていらっしゃる、義援金・支

援金あるいは物資の輸送などいろいろな形で支援をしている訳です

が、立ち直るまでには時間と多くの費用、そして人的な支援が必要

になってくると思います。

何よりも心配なのは福島の原発がいまだ終息に至ってなく、いつ

になったら放射能の汚染が終わるのか大変心配です。一時も早い被

害の終息と被災地の復旧、復興を願っている次第でございます。

経済的にも、秋田県内に於いても二次災害といってもいいような

被害が出ておりまして、観光地は春の観光シーズンにもかかわらず

お客様がさっぱりみえない。キャンセルつづきで例年の一割か二割

程度しか予約が入っていないという厳しい状況にあるようです。

被害を受けなかった我々は、普段の生活に早く戻って、経済活動を

活発にして、お金がぐるぐると回るようにしていかなければならな

いと考えております。

申し遅れましたが、今日は久米副市長さんにもご出席をいただい

ております。どうぞよろしくお願いいたします。

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 ありがとうございました。続いて久米副市長がご挨拶を申し上げ

ます。
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久米副市長 【あいさつ】

大仙市では、本日を含めこれまで１３回にわたる救援物資の運搬

や、サポートセンターによる避難者の受け入れ、更には県を通じた

被災地への市の職員の派遣による避難所の運営支援を行っておりま

す。また、４月１８日からは遠野市におきまして、支援活動の拠点

として『だいせん応援ハウス』を開設いたしました。大仙市の市民

ボランティアと行政が一体となりましてボランティア活動に取り組

んでいるところでございます。今後も大仙市といたしまして、でき

る支援を継続的に行ってまいりたいと考えておりますので、委員の

皆様からもご理解・ご協力をお願いしたいと思います。

～ 省 略 ～

市政は市民のためにという市長の基本理念のもと、市役所も市民

の皆様と一緒に、ともに汗を流しながらまちづくりに取り組み、地

方分権時代にふさわしいまちづくりを目指しまして、引きつづき努

力して参りたいと考えておりますので、今後とも貴重な御意見・御

提言をいただきますようお願い申し上げます。

ここで南外地域の課題についてふれさせていただきます。いくつ

かの課題が解決に向けて動きだしております。

第１点目はかねてよりの懸案となっておりました西板戸地区の築

堤の件は、度重なる水害に苦しんで来られました地元の強い要望が

ようやく実を結びまして、今年度より用地買収と測量に着手するこ

とになりました。

第２点目は圃場整備事業と一体となったバイパス道路の整備への

着手です。県道とはいえ道幅が大変狭く、冬の期間は大型バスが交

差できない状況でありましたが、地元の皆様のご協力とご理解をい

ただきまして、圃場整備事業と一体ということで優先的に事業着手

となったところであります。

第３点目は市道１号線と１９号線の道路改良工事の展望が見えて

きたところです。特に１９号線については荒沢・十二ヶ沢地区の生

命線ということで、過疎化を防ぐ一つの手立てでもあることから、

地元の要望も非常に強く、予定より３年ほど早い平成２８年度の完

成を目指して事業を進めております。

、 、最後になりますが このたびの東日本大震災の影響でありますが

これまでは停電が続きますと給水車の出動が必要でしたが、簡易水

道の整備により、ごく一部を除きまして断水の影響はありませんで

した。このように地域の大きな課題が、少しずつではありますが、

着実に解決の方向に進んできております。

また、本日は昨年度地域協議会の皆様からご提言いただきました

地域公共交通の今後のあり方について、このたび策定されました第



- 4 -

２期地域公共交通計画をもとに、その内容に皆様のご意見がどのよ

うに反映されているか、この後説明させていただくこととしており

ます。

今後も山積する様々な課題について、地域協議会の皆様と議論を

重ねながら、市民の皆様が生き生きと活躍でき、地域に愛着や誇り

がもてる安心して暮らせるまちづくりを進めていきたいと考えてお

ります。委員の皆様におかれましては、これまで以上のご理解・ご

協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、本協議会が実り

あるものとなることを祈念申し上げまして挨拶といたします。

本日はどうかよろしくお願い申し上げます。

伊藤辰郎会長 ありがとうございました。

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 ありがとうございました。次に４月１日付で職員の異動がありま

したので、伊藤支所長が紹介致します。

伊藤支所長 【職員紹介（本庁よりの出席者含む 】）

再編により、南外総合支所から南外支所に、地域振興課と市民課

、 、が一つになり市民サービス課に 農林振興課と建設課が農林建設課

教育委員会南外分室が南外公民館になりました。

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 ありがとうございました。

ここで本日の日程についてご説明いたします。議題として、一つ

目は平成２２年度活動報告、二つ目は地域枠予算対象事業の承認に

ついてですが、当初案件を３件としてご案内しておりましたが、更

に１件の追加がございましたので、４件についてご協議願います。

三つ目は、平成２３年度南外地域の主要事業について、担当課長か

ら、それぞれ説明させていただきます。

その他については、第２期地域公共交通計画の説明を、総合政策課

長から説明させていただきます。

それでは、会議に入りますが、本日の委員出席数は、１０名であ

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

申し上げます。

それでは、伊藤会長よろしくお願いいたします。

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、本日の議事録署名委員を指名いたします。

今野幸蔵委員と佐々木武男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）平成２２年度活動報告について、事務局から説明願
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います。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 別紙資料により主要部分を説明

①活動状況

②地域枠予算執行状況

伊藤辰郎会長 はい、説明が終わりましたが、関連した補足説明がありましたら

お話しください。ないようですので、次に（２）地域枠予算対象事

業の承認についてを審議します。

始めに「①楢岡さなぶり酒花火事業」について事務局から説明願い

ます。

佐藤副主幹 【資料説明】

申請者の実行委員長でもあります伊藤直人委員がいらっしゃいま

すので、補足説明をお願いいたします。

伊藤辰郎会長 申請者であります実行委員長の伊藤直人さんお願いします。

伊藤直人委員 昨年に続きましての申請であります。昨年はスタッフジャンパー

を用意させていただき、スタッフの士気もまとまり大変良かったと

思っております。今年は引き続き をして、ほかの地域の方たちPR

にも認知していただくために、のぼり旗を用意したいということで

申請させていただきましたので、よろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 ただ今の事業について審議に入りたいと思います。御意見、御質

問がありましたら御発言をいただきたいと思います。

昨年は雨ふりでしたが、今年は雨が降らないよう祈るばかりです

が、質問がないようですので、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 ありがとうございました。それでは「楢岡さなぶり酒花火事業」

については御承認いただいたということで、次に進みたいと思いま

す。

次に２番目の「環境整備活動事業」について、事務局から説明を

お願いいたします。

佐藤副主幹 【資料説明】
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伊藤辰郎会長 ただ今の環境整備活動事業につきまして、御意見・御質問がある

方はご発言をお願いいたします。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 連携の１０，０００円をもう少し詳しく説明してください。

佐藤副主幹 河川清掃や環境整備の活動をする時に、隣の自治会と同じ日に協

働で作業をした場合に、一つの自治会に対し、今までの借り上げ料

に１０，０００円をプラスしてお支払するということです。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 補足説明をしますと、昨年度連携した自治会は、悪戸野自治会と

落合自治会で同じ流雪溝を使うということで、二つの自治会が一緒

になってそこを清掃したということでした。昨年度は４自治会が行

っております。

自治会の役員会では、協働の作業をさらに誘導する必要があるので

はないかということで、５，０００円から１０，０００円にしたら

どうかということが背景にありました。以上です。

伊藤辰郎会長 佐々木武男委員どうぞ。

佐々木武男委員 クリーンアップ連携加算金についてですが、今度の日曜日道路清

掃を予定しておりますが、それは南外地域一斉ということですが、

それは連携加算金にはなりませんか。隣の自治会ともなかなか触れ

合うことができなくて、同じ日にやったら連携になるのかなと思い

伺いました。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 今回のクリーンアップは全域で一斉に作業をするということで、

この連携とは意味合いが違います。たとえば、河川清掃のような各

自治会で日程を決めて作業をする時に、連携して同じ日同じ場所で

作業をした場合に該当になります。

伊藤辰郎会長 一緒にやることにより、軽トラックだとかの借り上げ台数が少な

くても、より効率的に作業ができる。効果を上げるということが伴

わなければいけないと思うんです。ただ同じ日にやったから連携し

てやったということではなく、計画書なども相談の上一緒に提出す

る。自主的に協働でやるということですね。

そういうことでよろしいでしょうか。

それでは、この事業につきまして御承認をいただいてよろしゅう

ございますか。
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異議なし

伊藤辰郎会長 それでは全員賛成ということで、承認をいたしたいと思います。

次に３番目の「田屋村運動公園整備事業」であります。事務局から

説明をお願いいたします。

佐藤副主幹 【資料説明】

地域協議会委員でもあり、田屋村自治会員でもあります佐藤豊委

員から、補足説明をお願いいたします。

伊藤辰郎会長 それでは佐藤豊委員お願いします。

佐藤豊委員 昨年第３回地域協議会で事業の内容について、全体的なことは皆

さんにご報告しております。

ここは昔からの田屋村の河川公園として使われてきました。牧草

地としても使われておりましたが、家畜を飼わなくなったので、公

園にするということで、部落と所有者と合体して公園施設として使

っておりますが、草があまりにすごくて、除草剤を撒いても、機械

で刈りとっても一ヶ月に二回も三回も草刈りをしなければならな

く、その西洋芝を野芝に変えて、刈り取り作業の回数を少なくして

楽しい公園にすることが狙いです。

昨年分は自治会総出で作業を済ませております。地域枠予算を使

、 、 、 、わせていただく事業ですが 地元の人たちが 運んで 線を引いて

砂をまいて敷いて植えるという作業が全体で１００万円以上かかっ

ております。そのようなことも踏まえ、何分高額ですが、よろしく

ご審議、御承認の程よろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 それでは、この件につきまして審議に入りたいと思います。

御意見・御質問がありましたら、御発言お願いいたします。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 今、佐藤委員の説明では、野芝というお話でしたが、芝を植えた

場合、管理がかなり大変だと思いますが、野芝の場合はその後の管

理や経費等どのようにしていくのか説明お願いします。

佐藤豊委員 今から６年前に、家畜のためにと洋芝を植えたところ、非常に生

育がよく、雑草にまかれて刈り取り回数が増え何ともならず、大型

の除草機械も買っておりますが、そういう状況の中で、野芝に植え

替えしたら、今ある機械と自治会員が総出で一ヶ月一回位きちっと

草刈りすれば、楽しい公園になるし、お金をかけなくても非常に安
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く仕上がるということです。

伊藤辰郎会長 よろしいでしょうか。

菊地喜代司委員 はい。

伊藤正照委員 土地の所有者は誰になっていますか。

佐藤豊委員 土地の所有者は３０人と、伊豆神社奉仕会の３０人とで、部落の

財産を公園として使うことで契約して使用しております。

菊地喜代司委員 賃貸になっていますか。

佐藤豊委員 いいえ、相互契約です。

伊藤辰郎会長 もう一度確認します。その運動公園の地権者は３０人いるという

ことですか。

佐藤豊委員 そうです。昔家畜を飼っていた方々が３０人いて、その３０人が

国有地の払い下げということで、７反３畝のうち６反歩を河川公園

として１反３畝は桜の木が４９本植えてあります。

伊藤辰郎会長 そこは公園ですから、地権者に断らなくても誰が行っても使える

ということですね。

佐藤豊委員 そういうことです。誰が使ってもいいですが、後片付けをきちん

とお願いしたいということです。

伊藤辰郎会長 公のお金を投入することですので、堤防ができて心配なく使える

といった時に、この公園は私たちのものだということになると困る

ので、一応模擬書とかでこれは公園として使うんだということをき

ちんとしておいた方がいいと思いますが。

、 。佐藤豊委員 自治会と地権者の関係では そのことは文書を交わしております

公のお金を使ったので、誰にでも使わせるということは、その中で

うたっております。

伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 グラウンドゴルフ場になるような話がありますか。
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佐藤豊委員 そのような話はまだ出ておりません。

ただ、トイレがなく簡易トイレを置く話は奉仕会の方でしており

ますが、公園へ入る橋までの道路が狭くて車が交差できない状況で

す。昔は田屋グラウンドで、消防大会や共進会なども行っておりま

した。

伊藤辰郎会長 行政的には３０人の地権者の土地ですが、このままで大丈夫なん

でしょうか。契約書なり何か文書を交わしておいた方がいいのでは

ないでしょうか。

伊藤南外支所長 佐藤豊委員のお話を伺いますと、所有者３０人と自治会とでしっ

かりとした契約があるということですので、その分ではいいかと思

いますが、できた後の運営方針をしっかりと作り、総会などで確認

して残していただければ支障はないかと思います。

伊藤辰郎会長 伊藤正照委員どうぞ。

伊藤正照委員 地域枠予算を使用しているので、地域住民が皆で使えるという条

件を付けた方が良いのではないかと思いますが、そういう条件は付

けられないのでしょうか。

伊藤辰郎会長 佐藤豊委員いかがでしょうか。

佐藤豊委員 使っている人は地域の人だし、地元としては信頼しているし、作

業も全員で行なっておりますし、改まって契約書のようなものを文

書化することは、それを作るのはやぶさかではないと思います。

伊藤辰郎会長 伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 この話は昨年基本的な説明をして、この会で承認をいただいてお

りますし、継続事業として今年もやるということで昨年結論が出て

おりますので、このまま継続を認めることでいいのではないかと思

います。

今問題になっていることは、公共のお金を使うことだから、皆が

使えるような、契約書のようなものを一筆書いておいたらどうかと

いうことのようですが、そこを主張するのであれば、田屋村自治会

が一生懸命行っている管理のことを考えると主張ばかりもできない

のではないかと思いますので、できれば皆で使えますよという立て

看板があればいいのではないかと思います。そうでないとほかの人
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が使いづらいということもありますので、芝植えばかりでなく、一

生懸命管理をしてくれていることを考えると、強制的なことは控え

てもいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。

伊藤辰郎会長 二つの意見があるようですが、いかがでしょうか。

自治会と地権者との契約書みたいな文書はあるわけですね。

管理はこれからも必要でしょうが、今度は野芝ですので、今までの

ようには手間暇かからないわけですね。

佐藤豊委員 西洋芝と野芝の違いを調べてみました。

この辺では、農業科学館が野芝です。管理しやすいということも、

田屋村で植えようと思ったきっかけです。

伊藤辰郎会長 そのほかご意見ございませんか。

公のもので、どなたでも利用できるということを、田屋村自治会の

代表の方がおっしゃっているので、そのことを記録にとどめておい

ていただいて、この事業につきまして御承認をいただくということ

で、よろしゅうございますか。

賛成の声

、 。伊藤辰郎会長 それでは承認をするということで 次に進めさせていただきます

「 （ ）」次に４番目の 生活環境衛生事業 悪戸野地区道路側溝薬剤散布

であります。事務局から説明をお願いいたします。

佐藤副主幹 【資料説明】

地域協議会委員でもあり、悪戸野自治会長でもあります高見健一

委員から、補足説明をお願いいたします。

伊藤辰郎会長 それでは高見健一委員お願いします。

高見健一委員 昨年３月３１日に下水道の供用開始となりましたが、全員が加入

しておらず、生活雑排水の流れもだいぶ少なくなってきましたが、

側溝が悪戸野だけでなく上流の金屋地区から流れてきており、特に

夏に悪臭を伴う生活雑排水が流れてきて、継続事業として衛生事業

をしておりました。もっともっと継続してやっていきたいと考え、

計画しましたのでよろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 それでは、事務局からと悪戸野自治会長の高見さんからの説明が

ありましたが、この件について質疑をいたしたいと思います。
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異議なし

伊藤辰郎会長 はい、異議なしということで、この事業につき決したいと思いま

すが、ただ一つ気になるのは、せっかく下水道ができたのにそれを

供用してない方がまだ、６割ほどいるということですね。

下水道につなぐとお金がかかるということですか。

高見健一委員 はい、下水道に接続すると工事費もかかるわけで、昨年県の補助

金や大仙市のリフォーム補助金のパンフレットをコピーして自治会

員に配り、説明して相当な件数加入していただきましたが、やはり

資金面を考えるとすぐにという訳にはいきませんでした。

どうも、側溝によどみがあるようで、そこの場所がやっかいなとこ

ろです。

伊藤辰郎会長 税金を投入して下水道を作ったわけで、下水道がなく合併浄化槽

のところもありますので、自治会で下水道を使い、他人に迷惑をか

けないように、そういう意識を高めてもらうことだと思います。

高見健一委員 はい、高めた結果４０パーセントまでとなりました。

伊藤辰郎会長 さらに１００パーセントになるよう、自治会長のリーダーシップ

により努力をしていただきたいということを、条件にさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それではこの事業につきましては、決定をいたします。

地域枠予算の審議については以上でございます。

次に（３）平成２３年度南外地域の主要事業について事務局から説

明願います。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 昨年度とあまり変わっておりませんので、参考に見ていただくと

いうことでご了承お願いいたします。

、 。伊藤辰郎会長 資料が出ておりますので そちらをご覧くださいということです

それでは、次に「５．その他」ですが、大仙市総合政策課小松課長

より「第２期地域公共交通計画の説明」をお願いします。

小松総合政策課長 総合政策課の小松です。本日は貴重なお時間をいただきありがと

うございます。

始めにこれまでの経緯ですが、平成１０年代に２回の法律の改正

があり、一つは平成１２年赤字対象路線の補助基準が見直され、翌
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翌年の１４年には乗り合いバス、タクシー事業に対する国の需給調

整がなくなり、それまでの事業の免許制から許可制に移行したとい

うことで、新規の参入とか廃止・撤退とかが規制緩和されたという

ことです。これにより既存のバス路線の廃止が相次いだということ

で、市内、特に県南では赤いバスがどんどん消えていきました。

もう一つは平成１８年に再び道路運送法の一部改正が行われまし

。 、た 相次いで既存バス路線の廃止が顕著になってきたということで

それに代わる施策といたしましてコミュニティバスとか乗り合いタ

クシーなどの普及促進、あるいは市町村バス、 によるボランNPO

ティア有償運送を制度化するということで、法定の地域公共交通会

議というものを設置することによりまして、このような制度化を容

易にするという流れになっております。

こうした流れを受け、平成１９年３月に隣におります久米副市長

が会長になり大仙市地域公共交通会議が立ち上がっております。

国県の担当者、バスやタクシー事業者、地域協議会からの代表者、

南外は佐々木タヨ子委員が会員としてお入りになっております。

同年４月には、大仙市の庁内大仙市地域公共交通対策チーム会議

という庁内プロジェクトが立ち上がっております。各支所の交通政

策事業について検討を進めてきました。この対策チームにつきまし

ても各支所からも職員が出て、横断的なプロジェクトで検討を進め

てきたということです。

翌平成２０年の２月には第２期計画ということで、大仙市の新し

い地域公共交通計画を策定しております。スローガンは地域で支え

あう長寿社会に対応した地域公共交通を基本目標としております。

この計画をもとに南外地域ではそれまでにはなかった、市民バスと

か乗合タクシーの交通システムがセットされたという状況になって

おります。

第１期の計画が平成１９年度から平成２２年度までの期間となっ

ていたことから、昨年１年間をかけまして、第２期計画の策定作業

を進めてきたというのがこれまでの経緯です。

今般成案を皆様にお示しできるようになりましたので、本日皆様

のお手元に配布させていただきました。

策定にあたりましては、これまでの行政が策定する各種の計画が

勢いそうであったように、成案となってから市民の皆様に示すとい

うきらいがどうしてもあったということで、こういうことにならな

いように意思形成過程の初めの段階、あるいは成案となる前に、地

元事情に精通している、あるいは、より地域公共交通の利用者の近

い立場におられる地域協議会の皆様に御意見を頂戴して計画に反映

させようということで、市内八つの地域協議会にこの地域公共交通

に対しますご検討をお願いするということで、それを提言という形
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で意見具申をさせていただいたところであります。

昨年の４月ころ提言という形で皆様よりご意見を頂戴したという

ことです。各地域ともそれぞれ地域事情に根差した貴重なご提言を

いただいたと思っており、この場をお借りしまして深く感謝申し上

げます。いただいた提言をすべて計画にあげられませんでしたが、

。 、皆様の意図するところを形にしたつもりです これにつきましては

ご理解をお願いしたいと思います。今後は第２期の計画に沿った地

域公共交通に関する施策あるいは事業を実行していくということに

なりますが、皆様には引き続きご理解とご協力をお願いいたします

とともに、折に触れてご意見等頂戴いたしたいと思っておりますの

で、併せてよろしくお願い申し上げます。

この後は担当の高山から、この計画の内容につきまして説明させ

ますが、成案を本日皆様にお示ししたばかりですので、御意見等あ

りましたら、支所を通じてで結構ですので、よろしくお願いいたし

ます。

この計画は、再生協議会で議決をいただき市長の決裁もいただい

ており成案となりましたので、計画そのものについては変更はでき

ませんが、皆様よりのご意見はその都度反映をさせていただきたい

と考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

それでは、時間の関係もございますので、担当の高山が簡単に説

明をいたします。

高山総合政策課主査 【第２期地域公共交通計画説明】

基本計画の南外地域に該当する部分についてのみ説明させていた

だきます。

路線バス（ ページ）については、市内で完結するバス路線は30

４路線ありまして、南外線のほかに杉山田線、長信田線、中山線で

す。この路線が平成２５年から、県のバス路線に対する補助制度の

変更により非該当になり、県の補助が受けられなくなり、その分を

、 、市でカバーして存続するという案もありますが 費用対効果も考え

たとえば市が運営するなど新しい運営方式を検討したいということ

で、平成２３年度から研究部会というものを立ち上げております。

この会では、住民説明会なども開催し、利用の実態を知ってもら

ったり、予算について、または利用促進策が可能かどうかというこ

とも話し合っていただきたいと思っております。

なお、横手市や仙北市など他市とを結ぶ路線バスについては、現状

のまま維持して存続と考えております。

この見直しについては、南外線を廃止するということではなく、

南外線という路線については維持が必要だということから、どうい

った手法で維持していくかを検討してくものです。
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次に乗り合いタクシー（ ページ）の新規路線については、住31

民説明会等を行い、利用要望があった場合、運行できるタクシー会

社と調整の上実施に向けて検討していきたい。

また、提言の中にありました南外支所方面へのルート設定なども

この点に含めていきたいと思っております。

次に市民バス（ ページ）についてですが、児童生徒の登下校32

に活用されておりますが、運行回数が少ないというご意見があり、

運行回数を増やしてサービスを向上させるとともに、平成２４年度

からは、有料化に向けて検討していきたいと思っております。

きっかけは小中学校の統合もあり、西仙北地域では現在運行してい

るスクールバスが余分になることが想定され、南外地域に転用して

台数・運転手を増やしてサービスを増加させたいと考えておりま

す。

有料化のお話をしましたが、市町村有償運送（ ページ）とい33

う方法で行いたいと思っております。これは、市が白ナンバーの車

で運賃を受領して輸送できるシステムです。バス・タクシー会社が

営業できない地域において、公共交通を確保するため、白タク行為

を規制緩和したものです。

また、過疎地有償運送は、同じく白タク行為の規制緩和策として

行うもので、 法人などのボランティア団体が行う輸送システNPO

。 、ムです こちらもバス・タクシー会社が営業できない地域において

公共交通を確保するものでございます。

皆様より提言をいただいていることから、モデル地域として大仙

市では、南外地域でこの過疎地有償運送の実施に向けて検討してい

くこととしております。

過疎地有償運送については、新たな交通への支援措置ということ

で、実施団体などの手続きの支援や施設整備に関する補助というこ

とで、制度を創設して支援していきたいと考えております。

これらをもとに地域別計画と定めておりますが、詳しくは後程ご

覧になっていただきたいと思います。先ほど課長も申しましたが、

計画については完成しておりますが、事業実施にあたっては、説明

会など様々な場面で、委員の皆様にはご協力をいただくと思います

、 。 。ので どうかよろしくお願いいたします 以上で説明を終わります

伊藤辰郎会長 ただいま地域公共交通の今後の計画について説明がございました

が、この件について御質問がありましたら、御発言をいただきたい

と思います。よろしいでしょうか。

この資料もありますし、南外地域についても記載されております

ので、あとでゆっくりとご覧いただきたいと思います。

質問がないようで、皆さんよくおわかりになったようですので、
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これにて終了したいと思います。

、 。最後に次回開催日についてですが 事務局から案がございますか

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 ６月の下旬頃を予定しておりますが、会長さんと日程調整しなが

ら決めたいと思いますがいかがでしょうか。

伊藤辰郎会長 それでは事務局と連絡を取りながら、６月の下旬ということで日

程調整をさせていただきたいと思います。

小松総合政策課長どうぞ。

小松総合政策課長 皆さんのお手元に大仙市総合計画後期基本計画もお渡ししている

と思います。これにつきましては、昨年度２回ほどこの地域協議会

へおじゃまをし、班長の五十嵐が説明させていただき、今般ようや

く成案となりました。これにつきまして、皆様よりご意見を頂戴し

たというよりも、パブリックコメントといいまして、一般市民の方

々よりの意見を吸い上げるという手法を取らさせていただきました

し、あらかじめ素案の段階で、議会議員の皆様にもお渡しして御意

、 。見をいただきまして 地域公共交通とは違う形で成案となりました

中身はかなりボリュームがありますので、後程ご覧いただいてご

不明な点がございましたら、ご連絡をいただきたいと思います。

伊藤辰郎会長 ６時３０分となりました。これをもちまして、第１回の地域協議

会を終了したいと思います。大変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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