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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２２２２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６月２８日（火） 午後６時３０分から午後８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）議 題

１）地域枠予算対象事業の承認について

①大向地区コスモス植栽事業

②塩ビ管尺八製作と演奏を楽しむ交流事業

③生活道路安全対策事業

２）南外西小学校廃校後の活用について

①体育館部分について

②教室棟部分について

３）南外地域の交通課題について

①第２期地域公共交通計画と課題

②課題に対する対応について

（４）そ の 他

４．出席者氏名

（１）出席委員（１４名）

伊藤 誠一、伊藤 辰郎、伊藤 直人、伊藤 正照、伊藤 葉子、

菊地喜代司、今野 幸蔵、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 健一、高見 文子

（２）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

（３）事務局（４名）

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

５．欠席者氏名

欠席委員（４名） 伊藤 君夫、佐々木武男、佐々木雅子、佐藤 豊
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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。ただ今から「平成２３年度第２回南外地域協議会」を開催いた

します。はじめに、伊藤会長より御挨拶をお願いいたします。

伊藤辰郎会長 みなさん、おばんでございます。本日は皆様方御多用中のところ

ご出席いただきまして、ありがとうございます。

今年は気候が不順であり、冬の大雪の後は東日本大震災で多くの

被害が出た訳でありますが、秋田県はつい２、３日前に豪雨が襲い

まして、大仙市、由利本荘市で床上浸水の家屋が出て、大変心配い

たしました。当南外地域でも河川があふれまして多くの方々に被害

が及んだということであります。被害にあわれた方には心からお見

舞い申し上げたいと思います。消防団の方々も大変ご難儀だったと

思います。今年は大変な災害が続いておりまして、これから又どの

ような自然災害が起こるかわからないということで、十分注意しな

がら、過ごしていかなければならないなあとそんな風に感じており

ます。

来年度には、南外の西小学校と南楢岡小学校の統合があり、西小

学校廃校後の活用等について、皆様から御意見を伺いたいというこ

とでございます。それから、長年の懸案であります南外地域の交通

、 。課題について 更に議論を深めていきたいということでございます

活発な議論とともに、新しくより良い方向性が出て来ればいいなあ

とそんな風に感じておりますので、是非、活発な議論をお願いした

。 、 。いと思います 開会にあたりまして 挨拶に変える次第であります

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 ありがとうございました。

それでは本日の日程についてご説明申し上げます。

議題の一つ目といたしまして、地域枠予算対象事業の承認につい

てですが、当初４件で御案内しておりましたが、１件取り下げがあ

りましたので、３件について御審議願います。

二つ目は南外西小学校廃校後の活用について、御提案をいただき、

三つ目は南外地域の交通課題について予想される検討課題に対する

協議方法についても皆さまからの御意見を伺いたいと思います。

それでは会議に入りますが、本日の委員出席数は１４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御報告いた

します。それでは伊藤会長よろしくお願いいたします。
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伊藤辰郎会長 それでは協議会をはじめます。

はじめに議事録署名委員を指名いたします。今野純子委員と佐々

木タヨ子委員にお願いいたします。

それでは議題に入ります。始めに地域枠予算対象事業の承認につ

いて審議願います。

最初に『大向地区コスモス植栽事業』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 ただいま 事務局からこの事業につきましての説明ありましたが

この件について質疑を行いたいと思います。

、 。何か御意見・御質問のある方は 御発言いただきたいと思います

いかがでしょうか。どなたか御意見ございませんか。

昨年度はどのような事業内容でしたか。

佐藤副主幹 ほとんど同じ事業内容でしたが、コスモスの種子の種類が増えた

ことと、昨年より植栽距離が１００メートルほど増えましたが、作

業内容、事業内容はほとんど変わっておりません。

伊藤辰郎会長 植栽する距離はいくらか延びるのですね。

佐藤副主幹 そうです。１００メートルほど増えたそうです。

伊藤辰郎会長 地域枠予算に対する申請は、去年も同じくらいの金額だったんで

すか。

佐藤副主幹 昨年は今年より申請額は多かったです。パレードという種類の高

い種を減らして、ほかの安い種類を増やしたので、その分地域枠予

算の要求額は減っているようです。

伊藤辰郎会長 コスモスは一年きりで、翌年は生えてこないのでしょうか。

佐藤副主幹 はい、一年草と聞いております。

伊藤辰郎会長 そうですか。

いかがでしょうか。ほかにどなたか御意見ございませんか。

皆様賛成ですね。私も賛成ですが、多年草で一回植えれば翌年も
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また花が咲くような草花があれば、毎年距離が増えていくと思いま

すので、そういうことを考えてもいいのではないかと思います。

国道１０５号線やグリーンロードに多年草で毎年花を咲かせる事業

があってもいいのかなと思います。協力して労力奉仕をしてやると

いうことは、その地域にとっては大変いいことだと思いますので、

それに加えて、お花が続くロードが南外地域にもう少し長くあれば

いいなと思います。仙北市の西木村の１０５号線沿い両側にかなり

長い距離で、お花が植えられていますね。ああいう風な道路になれ

ばいいなと思います。

菊地喜代司委員 道路占用許可はどうなっているのですか。

佐藤副主幹 今申請中だそうです。

伊藤辰郎会長 それではこの事業について、御承認をいただいてよろしいでしょ

うか。

（はいとの声多数）

伊藤辰郎会長 全員異議なしということでございますので、この大向地区コスモ

ス植栽事業につきましては承認したということで、次に進みたいと

思います。

それでは、二番目の『塩ビ管尺八製作と演奏を楽しむ交流事業』

についてでございます。説明お願いします。

佐藤副主幹 事業名は『塩ビ管尺八製作と演奏を楽しむ交流事業』で予算額は

２４５，０００円です。申請者は南外音楽で世代間交流をする会、

代表の高見文子さんです。１の事業の目的以降は申請者の高見文子

委員から説明をお願いいたします。

髙見文子委員 この塩ビ管尺八製作と演奏を楽しむ交流事業を申請させていただ

きました髙見でございます。

（以下、事業説明書に基づき説明）

伊藤辰郎会長 ただいま事業の内容につきまして、高見文子委員から詳しく説明

がございました。

この事業につきまして、皆様から御質問・御意見を伺いたいと思

います。どなたかございませんか。

菊地喜代司委員どうぞ。
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菊地喜代司委員 私も昨年、高見文子委員から大工さんを紹介してください。と言

われましたが、若い大工さんはこういう事業まではなかなか手が出

せないし、年輩の大工さんを頼みましたが目が見えなくなってきて

いて作るのに難儀です。尺八製作者の横山さんによりますと、やは

り１ミリメートルの誤差でも音が狂うということでしたが、プロか

ら見ればちょっとごまかしのようなところもございましたが、子供

たちは、それなりに一生懸命やっておりますし、中学校 の高校OB

生も二人ほど演奏ができるようになりました。昌平さんと横山さん

はこのような活動を全国に広めていきたいという意気込みがかなり

強いようです。この塩ビ管尺八でも、竹の尺八のようなそれ相当の

音が出るそうです。来年も続けるのであれば、塩ビ管切断の時の角

度など非常に微妙なので、切断する機械などの購入も視野に入れて

いただければ、技術的にも相当あがっていくものと思います。

伊藤辰郎会長 私から質問させていただきます。

横山さんは尺八づくりの名人で、この方が塩ビ管尺八を作る指導

をしてくれるということですね。

髙見文子委員 はい、そうです。

横山さんは竹の尺八も作っておられますが、３０歳代の尺八奏者

の藤原道山さんの尺八もつくっておられます。竹の尺八は高価で管

理も大変で、普及という面から見ると問題点もありますので、子供

たちには熱にも強く、落としても割れない管理のしやすい水道管尺

八が良いのではないかとのアドバイスを昌平さんからいただき、横

山さんからは図面などをいただき作ってみましたが、いざ作ってみ

ると菊地委員さんからお話があったように、正確さとかいろいろな

問題点も出てきたので、昨年も来ていただきました。

伊藤辰郎会長 横山さんは、竹を使った尺八も作られる方なんですね。

今回の２４５，０００円の予算では、塩ビ管を使っての尺八は何

本くらいできるのですか。指導料とかもあると思いますが。

髙見文子委員 この２４５，０００円の金額は、昌平さんと横山さんの謝礼金と

交通費と宿泊費、それと消耗品として、のこぎりの歯とか細かいも

のも含まれています。水道管自体は、今年度の生徒の分は学校の予

算からも出していただきました。

伊藤辰郎会長 主に昌平さんと横山さんの交通費と滞在費と技術料（謝礼）です

ね。何日くらいいらっしゃるんですか。
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髙見文子委員 １０月９日の日曜日南外中学校の学校祭に向けて、前日から来る

と思います。

伊藤辰郎会長 一泊二日の予定ということですね。はい、わかりました。

尺八というのは、作るのに難儀する訳ですね。

菊地喜代司委員 はじめてなので失敗もありますし、塩ビ管も現在使っているもの

よりもう一段階高価なものもあります。

、 、まだ初心者ということで 中間の安いところを使っておりますが

技術が良くなれば高価な方を買って作ったほうがいいと思います。

伊藤辰郎会長 塩ビ管そのものはそんなに高いものではないので、良いものを使

ったほうがいいと思います。

菊地喜代司委員 硬さもあるので、機械の調整もわからないし、微妙で、穴が１ミ

リメートルずれただけでも音が違ってきます。

伊藤辰郎会長 誰か一人でもいいから、横山さんから技術をしっかり教わって、

南外にいる人が技術を習得すればいいんでしょうけどね。

菊地喜代司委員 その準備はすすめてはいるようです。それと、中学生にはせっか

くここまでやっているのですから、大曲の花火大会の昼花火と夜花

火の間の一時間半の間に、南外中学校の尺八演奏をすることを目標

に練習してほしいと言っております。

伊藤辰郎会長 尺八教室には中学生は何人くらい参加するのですか。

菊地喜代司委員 この春卒業した３年生全員と、今１年生の分ができれば、四年間

の子供たち全部に一本づつわたる予定です。ですので、今の在校生

には全員に尺八一本づつ渡ることになります。

伊藤辰郎会長 かなりの人数になりますね。

髙見文子委員 今年の１年生２３人分と去年の分で、たぶん１００本くらいはで

きているはずです。

皆さんが知っているポップス尺八ということで、民謡でもなく、

聞いている人もわかる歌がいいのではないかということで、たとえ

ば校歌とか県民歌とかを練習しています。

去年の卒業生で尺八に興味を持ち、大曲農業高等学校で郷土芸能

部に入り本物の尺八を頑張っているという子供もいるので、少しづ
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つ尺八という楽器に興味を持つ子が増えていくのではないかと思い

ます。それから、長い目で見なければならないんですが、もともと

南外のおじいちゃん、おばあちゃん世代で尺八が家にあったとか、

尺八を吹くことができるとか会話をしながら交流を図ることで、南

外から尺八を発信させることができたらいいなあと思いながら続け

てやっている状況ですので、どうかよろしくお願いいたします。

伊藤辰郎会長 民謡同好会では三味線を何人かの子供たちに教えていますね。そ

の人たちと、尺八も一緒にできれば子供たちの民謡もそうですが、

それ以外の音楽、楽器に対する厚みが出てくると思います。

そのほか御意見なければ、この事業についての御承認をいただき

たいと思います。よろしいでしょうか。

（はいとの声多数）

伊藤辰郎会長 それでは異議なしということでございますので、二番目のこの事

、 。業につきましても承認したということで 次に進みたいと思います

それでは、三番目の『生活道路安全対策事業』についてでござい

ます。事務局から説明をお願いします。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郞会長 三番目の事業の説明がございましたが、これについての御意見・

御質問をお受けしたいと思います。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 県道拡幅のためにこの家を除去する話があったはずですが、反対

されてできなかった記憶があります。もし今、道路拡幅等の話があ

れば、合わせてそういう方向に進めないかと思いますが、どのよう

に考えておりますか。

邑山農林建設課長 この県道につきましては来年の南外小学校統合ということで、県

に再三申し入れしており、このカーブの周辺は前にも一度測量しま

して、バイパス案だと伺っております。ただ、土地の所有者から同

意を得られなかったということから、一度挫折している状況です。

当面は南外中央地区の圃場整備と関連しまして、県道バイパスは

２７年か２８年頃までには完成させたいということで 同一路線を

二か所施工することは難しいといわれておりますので、県道バイパ

スが終わる前に、この地域のカーブの解消を要望しているところで

ございます。地権者の同意を得られないということになりますと、
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又しばらく県から先延ばしにされる可能性がありますので、路線計

画・バイパス案・県道拡幅等いろいろ考えておりますので、今後皆

様にお示しするとともに、皆様方からもいろいろと御提案いただけ

れば幸いと思います。以上です。

伊藤辰郞会長 伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 私の地元でもありますし、自治会からも何年か前から是正してほ

しいとお願いをしておりましたが、南外支所でも県道であるため直

接手出しできないということで、お骨折りいただきましたが、県で

去年路面から４メートルの高さまでの枝を払ってくれました。払っ

てくれた部分は１．５メートルから２メートルくらいのごくわずか

な部分で、ほんの１時間ほどの作業でした。県の作業はあとこれ以

上はやれないということで、それでは枝からの落雪の改善はされま

せん。

ここは初めて通る人は道路状況がわからずに、夏場でも非常に危

険な場所ですし、冬場はなおさらで、高い枝から順番に雪が落ちて

くると吹雪状態になり、そのため交通事故が時々あります。枝から

の落雪の事故については樹木の所有者の責任となり、最終的に裁判

になりますと、樹木の所有者が罰せられることになるようです。今

このお宅には住んでいる人がいず、建物の管理責任のある所有者が

東京の方に住んでおり、東京からこの樹木を管理できない状況にあ

ります。春になれば小学校の統合もあり、子供さんの送迎の親御さ

んたちも危険な状況に遭うかもしれませんので、何とかしなければ

ということで、自治会としても南外支所へ再三お願いをいたしまし

て、何か良い方法はないかと考えた時に地域枠予算を活用させてい

ただき、学校統合前に作業をして備えておきたいと思いました。

バイパスと併せてというお話もありましたが、ここの道路改良は５

～６年ほど先になろうかと思いますので、その間にも事故等が心配

ですし、やはり早くやっておけばよかったということになりかねま

せん。是非この予算の承認していただければ、地元としても大変あ

りが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 所有者は枝の伐採については、了解しているのでしょうか。

伊藤直人委員 何回か説明しておりますが、親戚関係もありまして自分の一存で

はできないという懸念がありましたけれども、樹木から落雪、ある

いは枝が落ちて車へ害が及んだ場合に、賠償する責任はやはり樹木

の所有者ということで、もし何かあり裁判になった時には１００パ

ーセント樹木の所有者が負けるということの実例もあり、今、気運
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、 、が盛り上がり 予算も措置していただける状況が整いつつある中で

これをやらなければ、もし何かあった時に賠償を求められますが、

その時は大丈夫ですかとお話をしたら、わかりました協力するしか

ないですよね。ということでした。

樹木の根については無断で切ってもいいという民法の規定がある

、 、ようですが 枝については所有者の了解があればいいということで

所有者から了解をいただいておりますので、あとは障害になるもの

はないと思っております。

伊藤辰郎会長 結論は了解しているということですね。では、人が住んでいない

し見通しが悪いので、木を切ることについてはどうですか。

伊藤直人委員 先ほど少し話がありましたが、道路拡幅の時に伐採を了解してい

ただけないかと申し入れした経緯がございますが、伐採は納得でき

ない、承知できないということでした。今の所有者は代が替わって

、 、おりますので そこまで譲れないという考えはないかと思いますが

とりあえず先代は、もみの木を伐採することは絶対に承服できない

という話だったので、その思いはそのままつなげてあげたいという

気がします。

伊藤辰郎会長 所有者はいずれ帰ってくるのですか。

伊藤直人委員 今、時代が目まぐるしく変わっている中で、先のことはわかりま

せんが、厳しいかと思います。

伊藤辰郎会長 ほかに何か御意見ございますか。菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 お話を伺っていますと、バイパスもなかなか難しい感じもうけま

すし、来年度から南外小学校になった場合、今の危険が多い県道を

どのように安全を確保して子供を登下校させるかお伺いしたいと思

います。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 先日、教育長、学校指導部長、教育次長、地元議員２人の計５人

で話し合った結果、南楢岡小学校の校門を入り迂回して帰ってくる

ということで、明日市長へ報告すると伺っております。それがおそ

らく正式な回答になると思います。

菊地喜代司委員 バスの送迎ばかりでは対応しきれないと思いますので、できれば

この際、慎重に拡幅工事の検討もしていただいて、安全を確保する

ことを考慮して進めていっていただきたいと思います。
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佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 これまでの経緯については、学校でアンケート調査をした結果、

西小学校ではほとんどが校門まで、南楢岡小学校では現在歩いて通

わせている関係から、どちらでもいいということでした。

今回はスクールバスがどのように回るかということで、菊地委員

が言われた駐車場の関係はまだのようです。

伊藤辰郎会長 そのほかご意見ございますか。高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 広報支援事業の一員となっており、今のお話はでました。

一番のネックは、南楢岡小学校への入り口の急カーブと駐車場の確

保がないということです。先ほど菊地委員も言われたとおり、近く

の減反になっているところを借りて、もしできれば新しくできた駐

車場を通って校門の方にいくことができれば、今よりはもっと危険

。 、度が少なくなると思います そういうこともこの協議会でまとめて

市長へ提言したらどうかと思っておりました。

伊藤直人委員 減反している田んぼを駐車場にすることは、所有者の３人からも

協力してもらえると思いますし、広さも５反歩あり十分だと思いま

すので、高見委員のおっしゃることは駐車場確保の上で非常に貴重

な御意見だと思いますので、私は賛成したいと思います。

伊藤辰郎会長 統合小学校の駐車場の御意見は、今審議している事業とは別の話

、 、で それはそれで要望として教育委員会の方へ出すことにしまして

この三番目の『生活道路安全対策事業』について、枝を切ることで

すが、木まで切ったらどうかということは私が提案しましたが、そ

れは今は難しいということですので、枝を切って落雪防止とか見通

しをよくするということの賛否を問うということにしたいと思いま

す。よろしいでしょうか。

それではこの事業について、枝を切り見通しをよくして、落雪を

、 。少なくするということで 御承認を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 それでは異議なしということでございますので、三番目のこの事

業につきましては承認したということで、次に進ませていただきま

す。次は『南外西小学校廃校後の活用』についてでございます。

事務局から説明をお願いします。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 今回学校統合により、廃校になる南外西小学校の跡地利用につい
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て、市では地域のことを一番理解している地域協議会から提言をし

ていただきたいということでした。

現在ミニバスケットスポーツ少年団から、週三日の練習ですが、

本拠地を西小学校の体育館としたい希望が出されております。

【資料説明】

伊藤辰郎会長 図面と活用内容を書き込む様式がありますので、それを利用しな

がら御意見をいただきたいと思います。

菊地喜代司委員いかがですか。

菊地喜代司委員 体育館については老人クラブはじめ、卓球等で使用させていただ

きたいという希望は持っております。

思っていることは誘致企業を持ってきて、雇用対策を考えられな

いものかと考えております。それと懸念されるのは、学校の運動場

をはじめとする相当な面積の敷地の管理など、かなりの面積の草刈

りは市でやっていただけるのか、幼稚園の敷地の管理も、そういう

ことも合わせて考えていかなければいけないものかです。

この学校跡地を地元が優先して何かやるということで、私たちが

考えていることは、陽当たりの悪い音楽室を山菜の塩蔵加工の場所

として、できれば借りたいなあとは考えております。

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 使う場合は、建物や敷地など誰が維持管理をするのでしょうか。

伊藤辰郎会長 事務局から回答をお願いします。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 国の補助金で耐震の工事をしており、何年か維持しなければなら

ないということでしたが、本庁の説明では手続きさえとれば耐震工

事についても取り壊わしても差し支えないということでした。

まだ明解に維持管理費をどこで持つかということは、決まってお

りません。地域協議会委員からいいアイディアがございましたら、

それを参考にしたいということでした。

伊藤辰郎会長 耐震工事をしているので、体育館についてもしばらくは大丈夫な

建物で、地域でスポーツに活用する等の意見も出たわけですが、建

物の維持管理を行政でしてくれるのかどうかという質問でした。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 今言われた老人クラブで使いたいという体育館部分の維持管理に

ついては、ほかを参考にしますと市で維持管理しているようです。
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敷地については、使う人がいなければ維持管理費をかけるのもどう

かと思います。

伊藤辰郎会長 グラウンドは野球の練習とかで使わないのでしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 ミニバスケットは体育館を使いたいと申し出がありますが、野球

に関しては、南小で練習しておりますので、使わない方向だと思い

ます。

菊地喜代司委員 市の方で誘致企業を招致してくるとかは、何も考えていないもの

でしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 そこが一番大事なところで、この地域協議会で是非誘致企業を持

ってきてほしいということを、今回の提言にまとめていただいて、

地域協議会として、こうしていきたいという方向を出していただき

たいと思います。

菊地喜代司委員 私たちが企業の名前を出すことは考えられないことで、逆に市で

こういう企業を誘致するという話はないのでしょうか。

伊藤辰郎会長 市の考えは、まだ使える建物だから、小学校がなくなって非常に

地域がさびしくなる。その代わりに具体的な名前は挙げなくても、

誘致企業が是非ほしいので、市の方で考えてほしいという要望は出

せるのではないでしょうか。

是非地域の雇用の確保のためにも、こういう企業を誘致してほし

いという要望は出せると思うし、そこで初めて行政が動くというこ

とではないでしょうか。できるできないはわからないけど、是非そ

ういう企業がほしいという要望は出せる訳ですね。

たとえば、地域の食材を利用した食品工場のようなものを探して

ほしいとかの要望は出せると思います。

あとは自分たちでこういうことをやろうということであれば、そ

のような提案でもいいと思います。高見文子委員どうぞ。

高見文子委員 一高校生を持つ親としては就職の見通しが悪いので、若者が就職

できる企業を招致してほしいと思います。やはり会長さんがおっし

ゃったように地元の食材の加工とかの話もありましたので、地元の

おじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に若者が働ける場所がほしい

、 、し 若い人が少しでも定着すれば地域も元気が出ると思いますので

そういう活用方法は希望したいと思います。
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伊藤辰郎会長 若者が是非定着できるような企業の招致、誘致をお願いしたいと

いう意見でした。

あの建物は何年くらい大丈夫なんですか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 耐震工事をしているので、しばらくは大丈夫だと思いますが、何

年くらいもつかはわかりません。

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 暗くて、寒くて、薄暗いイメージがあるので、しかも耐震措置し

ていても何十年もつということを明記できないのであれば、リニュ

ーアルする企業はリスクがある訳で、果たしてそれができるかどう

かということが一つと、このまま使えるかというと、やはり無理で

はないでしょうか。この活用についての検討は、今日一回きりです

か。次回に又検討する予定とかありますか。

現在もコミュニティ委員会があれば、その委員会とか多方面に問

いかけたらいかがでしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 もし、予算が伴う回収が必要であれば１１月までに考えてほしい

ということでした。

予算が伴わなければいつでもいいと思います。

佐々木タヨ子委員 私たち地域協議会委員に投げかけるのは大きな問題があると思い

ます。もう少し計画的に広く聞いてみた方がいいと思います。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 それでは、今日で結論が出ないのではないとの御意見がございま

したので、次回にするとか、ほかの団体等にも聞きながら進めてみ

た方がいいのでしょうか。

伊藤辰郎会長 具体的には体育館については、地元でスポーツをやる場所として

利用したいということでいいと思います。卓球に限らずいろいろな

使い道があると思います。バレーでもバスケットでも利用したらい

いと思います。

伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 西板戸でイタリア料理に使うチコリという野菜の栽培を始めた人

、 、がいまして 西小の場所がチコリの栽培に適しているということで

大変都合がいいと思います。
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伊藤辰郎会長 それは、やっている人が場所を見てみて、是非活用したいとなっ

たときに要望したらいいと思います。

そのほか利用についての御意見はございませんか。

鹿角あたりだと思いますが、廃校になった小学校を利用してハム

を作っているところがあると聞きました。探せば、学校を利用して

食品加工をしているところがあると思うし、そうしたいという人が

いると思うのですが。

体育館については、地元でスポーツに利用したい。校舎について

は、できれば企業誘致をして、地元の人たちの雇用の場を作ってほ

しいという要望がありましたと、市の方に働きかけをしていただき

たいと思います。

、 、活用方法については まだいろいろと御意見があると思いますが

、 、それについては 次回に御意見を出していただきたいということで

西小学校の跡地利用の活用については、この辺で終わらせていただ

いてよろしいでしょうか。

、 、『 』それでは 最後になりましてが 南外地域の交通課題について

であります。こちらを事務局から説明お願い致します。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただいま南外の地域交通課題についての説明がありました。これ

はだいぶ長い間、意見を出したり検討してきている訳ですが、いず

れ現状のままで将来ともいくわけにはいかないだろうし、将来を見

据えて今後どうするかもう少し深く掘り下げて考える必要があるだ

ろうということで、再度検討課題ということででてきたわけです。

この件について、地域協議会としてどのように取り上げていった

らいいのか、皆さんの御意見をお伺いしたいと思います。

ご意見はございませんか。はい、伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 ここに記載されている懸案事項はみなさんすでに把握しているこ

とと思いますし、これからの本当の望ましい姿というのは皆さん想

像がついていると思います。あとはどのように実行していくかだけ

の問題だと思うので、この会でこの大人数で話し合っても、いつも

同じことを繰り返しているような気がいたしますので、この人なら

という方を人選して、運行に直接関わることがなくても、基本プラ

ンを作成することはできると思いますので、検討委員会をたちあげ

たらいかがでしょうか、それを提案したいと思います。

伊藤辰郎会長 ただいま伊藤直人委員から専門的に検討する委員会、あるいは部

、 。 、会でもいいのでしょうが そういうものを作ったらどうか そして
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その人たちにもう少し掘り下げた意見をまとめていただいたらどう

かということだと思います。

いずれ今の公共交通システムは平成２５年までは、そのまま続く

ということですね。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 平成２４年までです。２５年から県の新しい補助体制に変わると

いうことです。

伊藤辰郎会長 今の状態は２４年までで、後２年続くということですね。

その間にその後のことについて、どのようにこの地域公共交通シス

テムを構築するかということを、専門委員会で検討したらどうかと

いうことですね。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 平成２４年までは県では従来通りの補助金でいきます。

それ以降は企業努力か、市町村が肩代わりすることも考えていくと

いうふうな書き方をしております。

佐々木タヨ子委員 南外は確か過疎地有償運送のモデル地域になっているとうかがっ

ておりましたので、ポイントは羽後交通運営云々よりも、いつでも

どこへでも移動できるということがひとつのコンセプトなので、そ

れを絞るために検討委員会が必要であればいいと思います。

伊藤辰郎会長 高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 確か判田参事から聞いたのは、今の羽後交通の体系から新しい体

系というのは、今度はたとえば貸し切りバスの業者が参入して、そ

ちらの方でやっていければ、市の方ではそういう形でもやりますと

いうことではなかったでしょうか。

伊藤辰郎会長 民間業者の貸し切りバスを利用して運行させるという話があった

ということですか。行政の方にそういう考え方があるということで

すか。

高見健一委員 民間業者の代行ができれば、それも新しいシステムということで

解釈しました。

伊藤辰郎会長 それは、高見委員の御意見ですか。行政の方から出た話ですか。

行政の方にそういう考え方があると言うことでしょうか。

いかがですか。
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佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 簡単にいいますと利用率が悪いところは、市町村が肩代わりする

場合にはそれに援助し、業者がきて運行する場合はそれも援助する

ということで、いわゆるマイタウンバスという名前にして信用を拡

大したいというふうになっているようです。

伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 現状の羽後交通の体制が２４年度までではなく、要望があれば、

もっと延びるような話でした。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 確か行政でその代わりに運行することも可能だと言ったと聞いて

おりますが。

伊藤辰郎会長 いつでもどこへでも移動できる交通システムの構築というのが、

一番望ましいけれど、それは羽後交通に望むのは無理だろうと思い

ます。今でさえ乗っている人がいないし、いつでもどこへでも行け

る交通システムをどうやればできるのか、それを行政にすべて望む

のもおそらく無理なので、そのようなことを専門委員会でもう少し

検討してみたらどうかということだと思います。

まだ、２年くらい時間がありますので、もう少し考えてみたらど

うでしょうか。

伊藤直人委員から専門委員会を作ったらいかがでしょうかとの御

意見がでていますが、いかがでしょうか。

人数は何人くらいがいいでしょうか。

伊藤直人委員 事務局として行政からも最低１名か２名、この会からも状況を深

めている方がいらっしゃいますので２名から３名、総勢８名か１０

名くらいがいいんじゃないでしょうか。あまり多くなるとまとまら

なくなると思いますので、退職者の方とかも候補にあげ、人選して

いったらいかがでしょうか。

伊藤辰郎会長 行政を含めて地域協議会の中で人選するとしたら７～８人という

ことでいいでしょうか。その人選をどうしたらいいでしょうか。

立候補制と人数が足りないときは、指名制にするということでいい

ですか。

、 。それでは 専門委員会を設けて検討することにしたいと思います

立候補したい人がいましたら名乗りを上げていただきたいと思いま

す。佐藤のり子委員何かありますか。

佐藤のり子委員 人選をはずしてほしい方は、帰りに事務局に言っていくというの
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はどうですか。

伊藤辰郎会長 後で人選をさせていただきたいと思います。立候補される方は事

前にお話をしていただきたいと思います。

今日の議題につきましては、一応皆さんから御意見をいただきま

したので、次回の開催日について、いかがいたしましょうか。

事務局の方から何か案がございますか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 ８月中旬以降は、盆や花火大会などございますので、９月上旬と

いうことで、会長さんと日程調整しながら進めて参りたいと思いま

す。

伊藤辰郎会長 これで地域協議会を終了したいと思いますが、高見健一委員何か

ございますか。

高見健一委員 南楢岡小学校の駐車場のことですが、ＰＴＡとか研究会等の際に

駐車場がなく、道路が狭い上に車を止められると緊急車両など何も

入れない状態になっていますので、今、伊藤直人委員からお話があ

りましたように、減反している田んぼを快く貸してくださる方がい

らっしゃるのであれば、そこを是非駐車場に貸していただけるよう

に、この協議会でまとめて要望をしたらいかがでしょうか。

伊藤辰郎会長 ただいま高見委員より提案がありました。今日の議題の中にはあ

りませんでしたが、小学校が統合され、外小友地区からの子供の通

学、あるいはＰＴＡなどで人が大勢集まる時に駐車場がなく、駐車

スペースプラス取り付け道路があればいちばんいいと思いますが、

そういうことを地域協議会として要望したいということで、行政の

方に要望しますので、是非ご検討いただきたいと思います。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 文面については、あとで会長さんと御相談しながらでいいでしょ

うか。

（異議なしの声）

伊藤辰郎会長 それでは第２回の地域協議会をこれで終了したいと思います。

長時間にわたり御協力をいただきありがとうございました。皆さ

んお疲れ様でございました。
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