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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３３３３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９月１６日（金） 午後６時００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なんがい地域祭（おらだの秋フェス ）2011

②そば収穫・そば打ち体験事業

③中野山遊歩道整備事業

２）南外西小学校廃校後の活用について

３）南外地域公共交通検討委員会について

４）統合南外小学校駐車場の要望について

（４）そ の 他

４．出席者氏名

（１）出席委員（１６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、佐藤 豊、今野 幸蔵、佐々木武男、佐々木タヨ子、

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（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

５．欠席者氏名

欠席委員（２名） 伊藤 君夫、今野 純子
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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３回南外地域協議会」を開催いた

しますが、開催に先立ちまして、先日、田屋村運動公園から放射線

が検出されました事案について、伊藤支所長から報告させてただき

ます。伊藤支所長お願いします。

伊藤支所長 開会前の貴重な時間を若干お借り致しまして、報告させていただ

きます。皆様に事前にお配りしております資料の「放射線量調査報

告書」をご覧下さい。これは、先にテレビ新聞等で報道されました

田屋村運動公園へ今年植え付けた３，６１０平米の芝から、秋田県

の通常の単位よりも多くの放射線量がでた際のデータでございま

す。地域の皆様に突然、衝撃と不安を与えましたことに対しまして

お詫びを申し上げたいと思います。

詳細につきましては、割愛させていただきますが、概要を報告致

します。

【資料説明】

秋田県の平常値よりも数値が高いということは明らかであります

ので、このことについては、お知らせ文を田屋村地域全戸へ配布し

て周知に努めました。南外地域の皆様にも、回覧で周知していると

ころでございます。また、先ほども申し上げましたとおり、人体に

影響がないということから、現時点では芝のはぎとり等処分はしな

いという方針でございます。

以上かいつまんで報告致しましたが、委員の皆様から、御意見・

御質問等お聞かせ願えればありがたいと思います。

よろしくお願い致します。

伊藤辰郎会長 ただ今田屋村グラウンドへ植え付けた芝から、通常より高い放射

線が測定されたという報告がありました。この件につきまして、何

か御質問がありましたらお願いします。はい、佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 昨年植え付けたところと、今年のところは放射能の数値は違うも

のでしょうか。

伊藤支所長 昨年植え付けた場所も測定しました。その測定結果は、３０から

４０ナノシーベルトでした。今年の場所が、約９５から８０ナノシ
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ーベルトでしたので、昨年の場所は秋田県の平常値の範囲内であっ

たという結果でありました。

伊藤辰郎会長 菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 ここの場所は、子供、乳幼児、妊婦が通常出入りして何ともない

でしょうか。

伊藤支所長 一番懸念されるところですが、乳幼児や妊婦には影響があるとい

う学者もおりますが、この場所は芝を植えて間もないため、芝を養

生させるために、今のところは出入りはありません。

ただ、新聞では大曲中学校で基準以下であるけれども芝のはぎ取

りをするという報道がされております。学校であれば、学校で生活

する時間が長く、一方この田屋グラウンドの利用については、一日

、 、２～３時間 あるいは土日だけの利用と利用時間が非常に短いため

そういう場合はほとんど影響はないものと考えます。

伊藤辰郎会長 はい、よろしいでしょうか。そのほか何かございませんか。

なければ、私から質問いいでしょうか。

田屋村で測定された放射線の線種は、セシウム１３４と１３７の

２種類ですね。確かどちらにも半減期があってそれぞれ違うと思い

ましたが、セシウム１３４か１３７どうだったか教えていただけな

いでしょうか。

伊藤支所長 １３４が２年、１３７が３０年です。

伊藤辰郎会長 はい、わかりました。そのほか何かございませんか。

高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 満水になって水がついた場所なので、当時作業した人たちは、結

果的にみれば、だいぶ高い放射線量を浴びた可能性があると心配し

ております。

伊藤辰郎会長 資料の２ページ目の中程に一般公衆の線量限度は年間１．０ミリ

シーベルトとなっておりますが、それ以下なので心配ないと思いま

すが、その左側に一人当たりの自然放射線が年間２．４と書かれて

います。 一般公衆の線量限度は年間１．０ですが、自然界からは

２．４受けますよという説明ですか。

伊藤支所長 申し訳ありません。その部分につき詳しく回答できませんので、
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保留させてください。

伊藤辰郎会長 いずれにしてもこれが自然界から浴びる放射線量だとすれば、今

回の芝生から測定された放射線量は、それより遙かに少ないという

ことですから、余り心配することはないだろうと思います。

よろしいでしょうか。それでは、この報告については以上のよう

なことで終わらせていただきたいと思います。

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 はい、ありがとうございました。

それでは、協議会を開催致します。伊藤会長よりご挨拶をお願い

致します。

伊藤辰郎会長 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。

東日本大震災発生後早くも半年が経過致しました。

何とか政治が軌道に乗って、復旧復興の進行を早めていただきた

いと思います。

【あいさつ】

めぐまれた地域にいるわけですので、過疎を跳ね返して何とかよ

い郷土づくりをしていくことができればなあと、そんな風に感じて

おります。

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御説明申し上げます。

議題の一つ目といたしまして、地域枠予算対象事業の申請が３件

ございますので、それを御審議願います。

二つ目から四つ目までについては、市民サービス課長よりそれぞ

れ報告と説明を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１５人でありま

す。１名の委員さんから遅れて出席する連絡が入っておりますが、

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 それでは協議会をはじめます。

はじめに議事録署名委員を指名させていただきます。佐々木雅子

委員と佐藤のり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。

『なんがい地域祭（おらだの秋フェス 』について、事務局2011）

から説明願います。
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高橋公民館長 【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。

昨年度の来場者は何人くらいでしたでしょうか。主催者側発表で

結構でございます。

高橋公民館長 主催者側発表で、約１，０００人は超えていたと思います。

伊藤辰郎会長 １，０００人以上の方が参加するイベントということでございま

す。今年も盛大におこなわれることを期待しておりますが、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 １番目の『なんがい地域祭（おらだの秋フェス 』につきま2011）

し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。

それでは、２番目の『そば収穫・そば打ち体験事業』について、

事務局から説明お願いします。

佐藤副主幹 【資料説明】

そばの会副会長の今野幸蔵委員より補足説明がありましたら、お

願いしたいと思います。

今野幸蔵委員 大変好評でありまして、大仙市内の方々はもちろんですが、仁賀

保や県北からも魁新聞等を見て参加していただいております。

そばの収穫、粉挽き、そば打ちと一連の作業をしている所は、県

内でも少なく、参加していただいた方々からは、大変喜んでいただ

いております。今年も２０名くらいで実施したいと思っております

ので、よろしくお願い致します。

伊藤辰郎会長 ただ今事務局と今野幸蔵委員から説明がありました事業につきま

しての質疑に入りたいと思います。

御意見のある方は御発言をいただきたいと思います。

佐藤のり子委員 ツアー体験費のところでお土産代というのは、どういうものを一

人当たりの予算はいくらくらいのものを皆さんに差し上げているの
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かと、材料代というのはどのようなものでしょうか。ということ二

つと、三つ目は、今までは指導してくださった方にも謝礼金を差し

上げていたような記憶があるのですが、それはなくなったのでしょ

うか。という三点についてお聞き致します。

今野幸蔵委員 お土産は、りんご一人３個ずつと、そば粉を一回打てる分５００

グラムです。材料代は昼食の時にそば中心のメニューにしておりま

、 、 。すが 芋のこ汁やおかずも加えて出しているので その材料代です

それと、そば打ちの指導をしてくれた方たちの報酬として支出して

いたわけですが、今年はその分を材料代に回して、内容を濃くして

いきましょうということにしました。

佐藤のり子委員 わかりました。年々工夫が凝らされているということで、それが

事業の効果につながるよう南外のそばを広める、また、知名度を定

着させていくということにつなげるという意味で、その報酬も削り

内容を豊富にされたということですね。ありがとうございました。

伊藤辰郎会長 その他御質問ございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、私から質問させていただきます。年々作付け面積が増

加しているということですが、今南外のそばの作付け面積はどのく

らいですか。

今野幸蔵委員 およそ４２から４３町歩くらいの面積が、今年のそばの作付け面

積ということで役所の方にあがっているようです。

昨年は４０町歩で、今年は少しですが、多くなったということで

す。市から１キロ３００円の出荷奨励金という補助ができてから、

作付け面積が増えたように感じております。

伊藤辰郞会長 ４０から４２町歩というとその面積から、そばはどのくらい採れ

るのでしょうか。

今野幸蔵委員 １反歩当たりこの辺ですと、うまくいけば４０から５０キロ、肥

培管理や排水等水管理をよくすれば８０から１００キロくらい採れ

るところもあるようですが、平均するとおよそ４０から５０キロく

らいだと思います。

伊藤辰郞会長 この事業は南外のそばの作付け面積が増えてきて、南外のそばが

おいしいとうことで、売れて収入になるということが最終的な目的

ということでおこなっている事業だと思います。

このような事業は大変結構なことだと思いますが、参加人員昨年
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は２２名で、今年２０名で見ていますが、参加人員は２０名が限度

ですか。お土産までつくので、たくさん参加する可能性があります

が、そのような場合は大丈夫ですか。

今野幸蔵委員 刈り取り等の作業の時は大丈夫ですが、そば打ち体験のことを考

えると、だいたい２０名が限界だと思います。

伊藤辰郞会長 はい、わかりました。そば打ち体験を指導するとなると、だいた

い２０名くらいが適当な人数ということですね。その他御質問ござ

いませんか。

御質問がないようですので、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）

伊藤辰郞会長 それでは御承認いただけるということで、この事業につきまして

は承認をしたいと思います。

それでは、三番目の『中野山遊歩道整備事業』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】

補足説明を活力ある中野をつくる会の会員でもあります今野幸蔵

委員よりお願い致します。

今野幸蔵委員 昨年からこの中野山遊歩道整備事業を行いましたが、急な斜面が

あり、そこを杉の間伐材を使い階段をつくって整備した結果、親子

連れで散策に出かける方たちもあり、地域住民からは大変喜ばれて

おります。今年はもう少し早い時期にやる予定でしたが、いろいろ

、 、と事業が重なり 実際に実施するのは１０月になってしまいますが

雪の降るまでは散策など楽しめると思っております。

この事業の発端は、今集落での事業がなかなか難しくなってきて

おり、集落の人たちが協働で、一緒に汗を流して何かをやるという

ことがなくなってきている状況です。中野でも国の事業の農地水事

業を取り入れておりますが、それもいつどうなるのかわからないの

で、今から住民同士が一緒に汗を流して活動する機会、コミュニケ

ーションを図れるような事業をつくっておかなければならないと考

えて、この事業を始めた次第です。大変よかったということで、今

回もこの事業を申請致しました。どうかよろしくお願い致します。

伊藤辰郎会長 以上で事務局と今野幸蔵委員からの説明が終わりましたけれど
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も、この事業につきまして、御質問、御意見をいただきたいと思い

ます。

御質問ございませんか。この図面を見ますと、標高１２５メート

ル。この上に神社があるんですか。

今野幸蔵委員 太平山という神社の名前が付いており、５・６年前に新築した中

野の佐々木久さんが管理している小さな祠（ほこら）があります。

そこから秋田の方を眺めると、秋田の太平山が見えます。

その関係で太平山から何かを分けてもらって、それを奉っているの

ではないかと思います。

伊藤辰郞会長 太平山が見えるように、見晴らしがよいということですので、大

いに活用していただきたいと思います。

私は、休みの日は西小学校のところの遊歩道を利用しております

が、てっぺんの八森山まで上がります。私はすごく良いところだと

思いますが、利用者が少ないので、是非多くの人に利用してもらい

たいと思います。中野山もこの事業で整備されて、近くの人たちに

利用されれば、大変結構なことだと思います。

御質問はございませんか。

、 『 』 、ないようでしたら この 中野山遊歩道整備事業 につきまして

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 はい、それではこの事業につきましても承認ということにさせて

いただきます。

次に議題の２でございます 『南外西小学校廃校後の活用につい。

て』を議題と致します。事務局から説明をお願い致します。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 【資料説明】

伊藤辰郎会長 ただ今 『南外西小学校廃校後の活用について』行政の方から説、

明がございましたし、また、菊地喜代司委員と今野幸蔵委員が市長

と面談をして、その内容についての説明がありました。

この件につきまして、皆様からまた新たな御意見なり御質問をい

ただきたいと思います。

この建物は引き続き市が管理していくことですね。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 とりあえず、そのようになるかと思いますが、地域協議会の意見

に基づいて、それを優先的にしたいという市長の考えのようです。
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伊藤辰郎会長 どなたか御質問とか御意見ございませんか。

市長に実際にあって面談した、菊地喜代司委員と今野幸蔵委員か

ら何かございませんか。お話があればお伺いしたいと思います。

菊地喜代司委員 学校校舎の利用度というものは、相当真剣に考えていくべきです

し、又、考えていかなければならないと思います。

改修費その他の経費がかかるので、これから検討していきたいと

思います。私が一番心配しているのは、学校のグラウンド及び南側

の敷地の草刈り等の管理が大変だということです。そういう施設の

管理を予算的にこれからどうしていくのか心配されることです。

伊藤辰郎会長 はい。佐々木タヨ子委員どうぞ。

佐々木タヨ子委員 インターネットで他県とか県内でどのような活用しているのか少

し調べてみました。

大まかに分けて３パターンあるように感じました。一つは体育館

のようにスポーツ施設として、二つめは田沢湖の学校のように、建

物自体が古くて情緒があり宿泊施設にする。三つ目は業者が入って

、 。加工所とか 体験できる施設にするという使い方があるようでした

では、西小は何に当てはまるかといいますと、宿泊はきついし、

体験するにしても何をさせるか、夏場はいいけれど、冬場の問題が

あり、やはり一番いいのは一年をとおしてやれる事業が校舎利用と

しては最適だと思います。春、夏利用して冬は休みということでは

なく、できれば冬場も使えるようなものがいいと思います。

加工所がなくなるということは、山菜を特産としている南外地域

はダメージが大きいと思いますので、私は加工所として使うことは

賛成です。

伊藤辰郎会長 南側のプールはどうするのでしょう。夏ー般に解放する計画とか

はないのでしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 今のところプールをどうするかという情報はありません。おそら

くそのままではないかと思います。

伊藤辰郎会長 そのままということは、プールとしてではなく、水も張らないで

そのままにしておくということですか。

夏の暑い期間、一定期間住民がプールとして使えればいいなあと

思いました。

私から一つ質問ですが、菊地喜代司委員が市長と面談したときの
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市長の回答の中に、例えば企業への貸し出しの場合は、台帳価格の

５．４パーセントぐらいとありますが、これは固定資産台帳の価格

という意味ですか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 支所にあります財産台帳の価格に基づいたものです。

伊藤辰郎会長 建物が非常に大きいですから、例えば、教室のひとつを倉庫代わ

りに利用したいという場合は、そこの面積に対する帳簿価格の年間

５．４パーセント。１００万円であれば５４，０００円で貸してく

れるということですね。

菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 今、学校管理は公民館でしょうか。水関係ですが学校の蛇口の位

置、元栓の場所を今学校で全部をわかる人がいないので、廃校にな

って誰かが使うとなった場合、覚えておいてもらわないと大変だと

思います。

伊藤辰郎会長 佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 施設を借りた場合、建物の補修についての対応は、市でやるので

すか。

伊藤辰郎会長 建物を借りて、老朽化のため補修をしなければならない場合は、

市でやってくれるのですかという質問ですね。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 譲渡するか、そのまま市の施設として使われるかで、答えの内容

が違ってくると思います。

先ほど佐々木タヨ子委員が御意見を出してくださいましたが、こ

の建物を有効に使える方法を検討し、南外地域協議会ではこの方向

でいきたいというご意見を出していただきたいと考えております。

伊藤辰郎会長 例えば野菜の加工所とか、企業が倉庫として建物を借りた場合、

一部内部を改造するということはできるのでしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 内容にもよりますが、行政がやる部分と、企業がやる部分と分け

られるのではないかと思います。

伊藤辰郎会長 はい、わかりました。いずれにしても、かなり大きな建物が空に

なるわけですから、それをいかに活用できるかということを皆さん

に諮っているわけですから、借りるということになれば、あくまで
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も市の方で管理する、最終的に取り壊しとなれば市の責任でそれは

やるということですね。

５年か１０年の期間借りて、何かに利用してほしいということだ

ろうと思います。今野幸蔵委員何かございますか。

今野幸蔵委員 廃校舎を使う場合は、組織を作らなければならないということだ

そうです。私もそう思いますが、市長も母体となる組織をきちっと

作り、目的を持って何をどうするかということが一番大事な部分だ

ということです。

ひとり・個人では何もできないので、組織づくりをして、目的が

しっかりしていれば市ではバックアップはする。地域がまとまって

いろいろと考えることが大事で、市長はとにかく行政主体でやるよ

りは住民主体でやってほしいということでした。

伊藤辰郎会長 はい、菊地喜代司委員どうぞ。

菊地喜代司委員 前回も話が出ましたが、小さくてもいいので部品工場など、あの

辺を利用してもらえば活気づくのではないかと思いますし、近々南

外会もあると思うので、首都圏の方へも声かけしていただき、活気

のある南外をつくることができないものかと考えております。

市の方から積極的にＰＲ方々、お願いできないものかと考えてお

ります。

伊藤辰郎会長 はい、今の菊地喜代司委員の御意見は、企業が小学校跡地を借り

て、仕事があって、地域の人たちが働ける場所があればいいので、

企業誘致していただきたいという御意見だったと思いますし、そう

いったことは是非市の方へ要望していただきたいと思います。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 本庁の企業対策室と連絡を取りながら、いろいろな方法を考えて

いきたいと思います。

、 、この問題については 市長の見解が今回明らかになりましたので

特に今回予算の必要がないとすれば、長い目でもう一度検討したい

と思います。今日もしなければ次回に繰り越すこともできると思い

ます。

伊藤辰郎会長 来年の３月までは学校として使われており、４月から南楢岡小学

校の方へ合併するということですね。まだ、時間はあるようでござ

いますので、有効な活用方法等について皆さんもいろいろと考えて

いただき、御意見をいただきたいと思います。

次にまいります。議題の３『南外地域公共交通検討委員会につい
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て』を事務局から説明お願いします。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 前回の地域協議会で、南外地域公共交通について今後は検討委員

会を設けて進めたらどうでしょうかという御意見がありました。

事務局で検討委員を路線バスから遠い方、一昨年上小阿仁に視察

にいかれた方、市及び県の委員になっている方を７名選ばせていた

だきました。

昨日第１回目の検討委員会をおこない、委員長に伊藤直人委員、

副委員長に佐々木タヨ子委員を決め、今後の検討方法について、①

交通システムの目標。②基本的な検討方向。③対策の考え方。④具

体策の実行方式。の４点について南外方式にあったものを今年度は

この７名で進めていきたいということを話し合いました。

以上、報告致します。

伊藤辰郎会長 ただいま南外地域公共交通検討委員会で検討した内容について、

説明がございました。この点について御質問がございましたら、御

発言いただきたいと思います。

伊藤直人委員長なにかございますか。

伊藤直人委員 ３月までという厳しいノルマですが、皆様から御指導をいただき

ながら、何とか叶えられたらと思っておりますので、よろしくお願

い致します。

伊藤辰郎会長 はい、是非よろしくお願いしたいと思います。

佐々木タヨ子委員 「おーがにっく有償運送」と書かれた車を見かけましたが、誰か

知っている人はいないでしょうか。

この辺の方ではないかもしれませんが、実際に有償運送でやって

いるところがあるんだなあと思いました。市の計画では、南外地区

をモデル地区にしたいという計画があります。大仙市の場合は南外

だけ計画にあがっているので、大仙市以外だと思いますが、誰か知

、 。っている方がいらっしゃいましたら 後で教えてほしいと思います

伊藤辰郎会長 上小阿仁の場合はＮＰＯ法人ですね。どのような組織でやるにし

ても、いろいろな手続きが必要になるかと思います。

いずれ、来年の３月まで、南外方式を作るということで、今後に

備えての対応策を考えておかなければならないと思いますので、是

非皆さんも建設的な御意見を出していただければと思います。よろ

しくお願いしたいと思います。

この件についてはこれでよろしいでしょうか それでは 次に 統。 、 『
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合小学校駐車場の要望』についての説明をお願い致します。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 前回の協議会で駐車場が狭く、要望書のお話がありました。

現在の状況を調べるために、現場を確認してみました。現在南楢

岡小学校の駐車場は約１００台くらいは駐車可能です。

【資料説明】

皆さんのお手元の要望書（案）のように、文面を考えてみました

が、要望するかどうかも含めて、御協議願いたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただいま統合した後の小学校駐車場の確保と、拡幅についての説

明がありました。この件につきまして御意見・御質問がありました

ら、御発言お願い致します。

佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 プールのうしろのつくし幼稚園跡地に４アールほど空き地があ

り、荒らしておかれないということで、花を植えたりしております

が、駐車場にできると思います。検討してみてください。

、 、伊藤辰郎会長 １１０台くらい止められるということですが それで充分なのか

あるいは足りないのか、それで足りない場合は新たな敷地を確保し

てつくらなければならないということだと思います。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 児童数も減少気味、欠席者のことも勘案し、１１０台分白線を引

いて対応するので、大丈夫ではないかという見通しです。

伊藤辰郎会長 南外西小学校は、駐車場はほとんどなく、路上駐車してますね。

統合小学校の児童数は何人になりますか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 確か、１１０人位になるかと思います。

伊藤辰郎会長 例えば、運動会とか行事があった場合、全員参加しても１１０人

なので、だいたい間に合うのではないかということではないでしょ

うか。

邑山農林建設課長 私の方から少し説明させていただきます。

統合にあたり、教育委員会からスクールバスの車回しの関係で、

今現在ありますグラウンド法面を利用させていただき、用壁型の側

溝を入れ、拡幅の計画でございます。それと同時にグラウンド側に

あります駐車場につきましても、草刈り等整備をしながら、駐車枡

のラインを引きたいと考えております。ラインを引いた場合、先ほ
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ど佐々木市民サービス課長も申し上げましたように約１００台駐車

可能となり、十分な台数が確保できるものと考えております。

伊藤辰郎会長 はい、通路の拡幅、駐車場にラインを引き１００台ほど駐車可能

にするということですが、そうなりますと駐車場確保の要望書は出

した方がいいんでしょうか。いかがでしょうか。

高見文子委員いかがですか。

高見文子委員 声を掛け合い、乗り合っていくという風に、狭いところは狭いな

りに使うということを子どもたちに示す良い機会ではないかと思い

ます。ただ、先生方の駐車分を含めると間に合うかなと心配なとこ

ろもあります。

それと、先ほどプールの後ろの空き地のお話がありましたが、子

どもたちが果物や野菜を植えたり畑として使っており、それを収穫

して感謝祭などに活用しているので、それを潰して駐車場にするの

はどうかなあと思います。

伊藤辰郎会長 今の質問は、先生方や職員の駐車場を除いても１００台止められ

るかどうかということでしたが。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 はい、学校からは全部で１１６台必要ということは聞いておりま

す。

伊藤辰郎会長 先生の分約１５台とみても、１００台止められますから大丈夫だ

と思います。

佐藤豊委員 グラウンドの方に駐車場を作るということですが、わざわざ遠回

りしていかなければならないので、狭い道を遠回りしなくても良い

方法とか考えていますか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 夏は正面から入りまっすぐ児童クラブの方へ行けますが、冬は階

段の所の除雪をして、児童クラブの方へ行く方法しかないのかなと

思います。グラウンドの中に道路を作るわけにも行かないと思いま

す。

佐藤豊委員 校舎の前をとおり、グラウンドの方に抜けていく方法はどうです

か。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 はい、教育委員会へそういう意見があったということを要望とし

て伝えたいと思います。
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菊地喜代司委員 確認ですが、小学校統合説明の時高橋修司次長がきて、駐車場の

関係は大丈夫か聞いたときに、すべて調べて駐車場の心配はありま

せんとの回答をいただきました。そのデータがあるはずですので、

それも含めて検討したらスムーズに行くのではないかと思います。

もう１点、スクールバスの件で、駐車場及び回避場所は今の場所

で間に合うのですか。校門前の田んぼを借りて作るようなお話もあ

りましたが。それと、スクールバス利用の子どもたちを坊田の消防

分署前とか農協前で降ろすような話がありましたが、駐車場がなく

てそのような話になっているものか、その辺も合わせてお願いしま

す。

邑山農林建設課長 菊地喜代司委員の御質問にお答え致します。

当初、教育委員会では、菊地委員のおっしゃられたような説明で

したが、地域の方々の意見を斟酌しますと、学校まで送り届けるの

がスクールバスではないかという考えから、校内までスクールバス

が行けるような体制をとりたいということで、春のスプリングレビ

（ ） 。ュー 主要課題調整会議 で市長にも上申したところでございます

その後、教育委員会でもそのように考え、今、図面を作成中で、

車回しができるようにグラウンドののり面を若干利用させていただ

いて、用壁付きの側溝を入れながらの拡幅工事をし、スクールバス

が充分に回れるような幅員を確保するとともに、通学児童もおりま

すので、それも確保するような体制でやっております。

伊藤辰郎会長 伊藤直人委員どうぞ。

伊藤直人委員 西小学区の父兄の方たちは、このことを大変心配されております

ので、地元の者としては、子どもたちの安全、あるいは父兄や地域

の方たちに迷惑のかからないような利便性を確保してもらいたいと

思いますので、もう少し強い希望とか熱意を加えて、この要望書を

出していただくことは賛成です。要望としてきちっと届けていただ

きますようお願い致します。

それから、今、田中田方面から測量してきているようですが、学

校の駐車場に向かう道路を広げる予定なのかなとも思いましたが、

はっきりしたことを後で教えてもらいたいと思います。

駐車場については当面今のままで間に合うと思いますが、児童数

が減ってきており、学校関係者の間では地域との関わりを非常に大

事にしており、地域住民を取り込んだ学校経営がなされているよう

です。特に学芸会や運動会などは父兄以外の地域の方々も参加し車

の台数も増えますので、立派な駐車場でなくても駐車スペースを確
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保しておく必要があるのではないかと思いますので、この要望書に

もう少し熱意を加えて出していただけたらと思います。よろしくお

願いします。

、 、伊藤辰郎会長 意見がいろいろと出ておりますが 子どもたちの安全については

スクールバスが校門の前まで行けるような拡幅工事をするとのこと

ですので、その点については心配ありませんね。

駐車場については、きちっと白線を引いて１１６台も止められる

ような形式をとるということですので、利便性をどこまでも追求す

れば費用がかかることですし、学校行事も１年に２～３回くらいで

すと、１００台以上の駐車スペースがあるとすれば、駐車場が足り

ない場合は乗り合わせて行くとか、いろいろな方法があると思いま

す。行政に対して要望すればするほど、税金も高くなると思います

ので、我慢するところは我慢するということは、住民としても考え

なければいけないのではないかと思います。

高見文子委員からは、狭いスペースをお互い譲り合って利用する

ようにした方がいいのではとの御意見もありました。

二つの意見がありました。そのどちらを採るのか、並立で出して

もいいと思いますが、両方の意見があったということだと私は思い

ます。我々の要望に沿うような形で、要望書を出してもいいと思い

ます。駐車スペースは行政側で確保するということは考えているこ

とは理解できましたし、あとはそれ以上望むかどうかということで

すけれども。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 南外地域協議会では二つの意見があったということで、要望した

らいいでしょうか。

伊藤辰郎会長 いかがでしょうか。発言のない方はどちらに賛成なのか意見を述

べていただきたいと思います。

高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 二つの意見ということではなく、住民としての要望はきちっと出

した方が私は正解ではないかと思います。

佐藤のり子委員 要望することはしっかりと要望した方がいいと思います。

伊藤辰郎会長 要望することにして、どういう内容の要望書にするかということ

になるかと思いますが。

佐々木タヨ子委員 必要最小限にとどめておきたい、でも安全を確保してほしいとい
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うことを訴えていけばいいと思います。

伊藤辰郎会長 先ほどから行政側の説明で１１６台は止められるスペースを確保

するということですが、それでも足りないので駐車スペースを増や

してほしいということでしょうか。あとは、グラウンド側の駐車場

に行く道路のことでしょうか。

今野幸蔵委員 要望書の（案）がありますが、文面に整備を追加して、整備及び

確保についてお願いしたいという文面にしたらいいと思います。

伊藤直人委員 安全確保の面からも駐車場の確保をお願いしたいことも追加して

ほしいと思いす。

伊藤辰郎会長 それでは、ちゃんとした文書で駐車場の確保と整備について、さ

らに安全確保も文面に追加しての要望書を出して、正式な回答を願

いたいということでよろしいでしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 要望書（案）の文面の方、再度検討させていただきたいと思いま

す。

伊藤辰郎会長 それでは、よろしいでしょうか。４番目の南外統合小学校駐車場

の要望については、以上で終わりたいと思います。

最後にその他ですが、事務局から何かありましたらお願いします。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 次回の開催日についてですが、１０月の下旬か１１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 これで第３回目の南外地域協議会を終了したいと思います。長時

間にわたりご協議いただきありがとうございました。

、 、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。

平成２３年１０月１４日
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