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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４４４４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１０月２７日（木） 午後５時３０分から午後６時３５分

２．場 所

南外ふるさと館 ２階「交流研修室」

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ふるさと南外の会地域特産品ＰＲ事業

②閉校記念事業

２）南外地域公共交通検討委員会の報告について

（４）そ の 他

４．出席者氏名

（１）出席委員（１１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 純子、佐々木武男、高橋 恵子、高橋 元司、

高見 健一

（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（７名） 伊藤 君夫、今野 幸蔵、佐々木タヨ子、佐々木雅子、

佐藤のり子、 佐藤 豊、 高見 文子
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６．会議録

（１）開 会

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 皆様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。ただ今から「平成２３年度第４回南外地域協議会」を

開催いたします。

皆様にひとつお願いがございます。議事録作成のために、御発言

の際は必ずマイクを使ってお願いしたいと思いますので、どうか御

協力をお願い致します。

それでは、はじめに伊藤会長より御挨拶をお願い致します。

伊藤辰郎会長 皆様こんばんは。今日は場所を変えましての、南外地域協議会と

いうことになりました。本日は皆様方御多用中のところ御出席いた

だきまして、ありがとうございます。

、 、秋の収穫も終わりまして すっかり木々も紅葉してまいりまして

だんだん冬に近づいてきたなという感じでございます。今年の米の

収穫は平年作ということでございましたので、まずまず一安心とい

うことではないかと思います。

早速でございますが、今日は議題としては二つでございます。

その他、南外地域公共交通検討委員会の報告等ございます。できる

だけ早く進行致しまして交流会の方に入りたいと思いますので、皆

様の御協力をお願いしたいと思います。

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 ありがとうございました。

日程については、ただ今会長が申し上げてくださいましたので、

省略いたします。

それでは会議に入りますが、本日の委員出席数は１１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致し

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 それでは協議会に入りたいと思います。

議題に入る前に本日の議事録署名委員を指名させていただきま

す。高橋恵子委員と高橋元司委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

それでは協議事項に入ります。始めに地域枠予算対象事業の承認

についてであります。

最初の議題は『ふるさと南外の会地域特産品ＰＲ事業』について
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でございます。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 ただ今事務局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。

御意見はございませんか。よろしいでしょうか。

御意見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。

異議なしの声

伊藤辰郞会長 それでは、この事業につきましては承認をいただいたということ

で、次に移りたいと思います。

次は閉校記念事業についてであります。こちらも事務局から説明

をお願い致します。

佐藤副主幹 閉校記念事業としての申請書が南外西小学校と南楢岡小学校、別

々に提出されておりますので、学校ごとに説明させて頂きます。

【資料説明】

伊藤辰郞会長 それでは質疑に入りたいと思います。ただ今の南外西小学校並び

に南楢岡小学校の両方から閉校記念事業の補助についてのお願いで

ございます。御質問、御意見がありましたら、御発言をいただきた

いと思います。 御質問ございませんか。

内容的に違いますが、西小学校の方は記念誌のようなものは発行

しないのでしょうか。

伊藤南外支所長 聞くところによりますと、そういうものを計画しているようです

が、その費用は各家庭から、１，０００円ずつ寄付を募ってその費

用でまかない、各家庭に配布になる予定です。

記念誌の財源は寄付で、手ぬぐいの方をこちらの財源からと伺っ

ております。

伊藤辰郞会長 御質問ございませんか。なければこの事業につきましても御承認

をいただいてよろしいでしょうか。

異議なしの声
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伊藤辰郞会長 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。

菊地喜代司委員 私から一つ確認ですが、西小学校の評議員になっている関係上、

、 、教頭先生からのお願いですが 閉校式が２月に行われる予定なので

雪で駐車場が狭くなる心配があり、市のバスをお願いしているとい

うことですが、再確認をしてくださいとのことでした。

伊藤南外支所長 この間地域枠予算の打ち合わせに行ったときに、そのようなお話

を聞いて参りました。できるように検討したいと答えています。

伊藤辰郎会長 以上で地域枠予算の二つの事業についての審議は終わりたいと思

います。次に議題の２でございます 『南外地域公共交通検討委員。

会の報告について』ですが、検討委員会委員長であります伊藤直人

委員から説明をお願い致します。

伊藤直人委員 地域公共交通の検討委員会の報告をさせて頂きます。

一昨日、公民館におきまして地域公共交通の件について話し合い

ました。皆様のお手元に報告書の資料があると思いますが、その内

容をかいつまんで報告させて頂きます。

、 、 。１番の目標については 大変失礼ですが 書いてあるとおりです

２番の対策の考え方は、

１）で現在の市民バスと乗り合いタクシーそれぞれの問題点を

あげ、

２）で以前平成２０年に行なったアンケート結果に基づいて市

民バスと路線バスの連携運行案を作成しました。

３）では４項目につき協議しましたが、その内容については、

① 乗り合いタクシー神岡支所を終点とするより、神宮寺駅

の方が雰囲気が良い。嶽の湯経由の運行はどうかとの案も

でました。

② 乗り合いタクシーの現在ある停留所の設置場所の再検

討が必要ではないかということについて。

③ ＰＲが不足しているのではないか。

介護者（要支援１・２）の利用促進を図るため、ケアマ

ネさんが乗り合いタクシーのことを熟知していれば、要支

援の方々にうまく説明をしていただき、より利用率が上が

るのではないか。

乗り合いタクシーに相乗りすると、大曲まではバス料金

とあまり変わらない料金で利用できることをＰＲ。

④ 利用者へ情報が不足していて、実際を把握されていない
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のが現状ですので、運行表などコース等を含め情報提供が

必要と考え、地域のどなたかに実際に体験乗車していただ

き、その感想を地域に帰って口コミでうまく伝えてもらう

ことで利用率を上げる。

４）課題では、

① 乗り合いタクシーについては、停留所の変更及び行き先

「 」 「 」、 、を 嶽の湯 経由 神宮寺駅 又は南外支所までの運行

及び一般タクシーとして神岡支所から大曲まで運行できな

いか。これは大きな問題になりますが、最初に問題点とし

てあげた点をこれから更に、検討を加える必要があるので

はないか。

② 市民バスについても路線バスの空き時間帯に南外支所か

ら平形まで運行できないか。これは路線バスの運行経路に

なりますので、運行事業所との協議が必要になってくると

思います。どうしてもできないのか、更に精査していきた

いとのことでした。

③ 利用者への情報提供とＰＲ活動について、運行コースを

実際に体験してみることで、１段階目の調査運行、２段階

、 、目の試験運行を行い 最終の本格運行へ持って行くことで

いろいろな情報提供とＰＲを進めていきたいということで

ございます。

３番は具体的な対策として、本庁地域公共交通担当職員と合同会

議を行い課題解決の糸口を探ることと、設定したコースをワゴン車

等で実際に運行してみて、利用者から反応を伺いたいというところ

でございます。

次のページの運行案についての説明は、事務局からお願いします。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 補足という形で、私から２枚目の市民バスと路線バスとの連携と

循環バス運行（案）について説明致します。

【資料説明】

実際にコースを回ってみないと、言葉だけでは非常にわかりづら

いということで、バスでなくてもワゴン車等で実際に体験する必要

があるのではないかということでした。以上補足説明でした。

伊藤辰郎会長 ただ今伊藤直人委員と事務局の佐々木市民サービス課長から公共

交通検討委員会で検討した内容の報告がありましたけれど、これに

ついて御質問がございましたら、発言をお願いしたいと思います。

実際に乗って体験することはいいことだと思います。地域の代表

者の方から実際に乗っていただくと、ここは良いとか、ここはこう

した方が良いとか意見がでると思いますので、是非調査運行をやっ
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てみたらいかがでしょうか。

その他御意見はございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、御意見がないようでございますので、まず調査運行を

やってみて反応をみてみるということでございます。

それでは、地域公共交通検討委員会の報告については以上で終わ

りたいと思います。

その他の項目ですが、事務局から連絡事項等ございましたらお願

いいたします。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 宿題が２件ほどありましたので、それについてお話ししたいと思

います。

一つめは、放射線の関係で、前回の会議で日常生活と放射線とい

。 、うことで質問されました 自然放射線というのはどのようなもので

、 。一般公衆の線量はどういうことか との質問について回答致します

国際放射線防護委員会によりますと、１０ミリシーベルトの被爆

で１万人に一人が癌になる計算があり、人工で浴びる１ミリシーベ

ルトは、国際放射線防護委員会が決めた国際基準ですが、１ミリシ

ーベルトの場合は１０万人に一人程度の癌のリスクは容認されるの

ではないかという判断からのようです。自然放射線（年間）２．４

ミリシーベルトと人工的な一般公衆の線量限度（年間）１．０シー

ベルトを合わせて、３．４ミリシーベルトまでは、許容範囲と思わ

れます。

もう一つは統合後の南外小学校の駐車場確保の要望書について、

原案及び提出先について教育委員会と打ち合わせをしました。今年

度は駐車場の白線は引く予定であるし、スクールバスの迂回路工事

を予定しており、要望であります学校行事の際の対応については、

南小学区コミュニティセンターの駐車場の借り入れを検討してい

て、来年度経過をみて、その結果次第で要望書の再提出をお願いす

るとのことでした。

伊藤辰郎会長 ただ今の事務局からの説明につきまして、何か御質問ございます

か。

その他資料として添付されているチラシの説明はよろしいです

か。

高橋公民館長 公民館からですが、せっかくの機会ですので、二つほど宣伝させ

て頂きます。

一つは１１月６日に開催されます「おらだの秋フェス２０１１」

のプログラムができましたので、皆様お誘い合わせてご来場願いた

いと思います。
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もう一つは「お菓子放浪記」という映画のパンフレットですが、

大仙市５会場で上映されていて、南外地域では南外コミュニティセ

ンターで１１月１２日に予定しております。

映画のロケ地が、宮城県石巻市で被災された石巻市民の皆さんも出

演していることと、震災前のきれいな景色が写っておりますので、

それも合わせて見て頂きたいと思います。

伊藤辰郎会長 以上で報告事項等終わりましたが、次回の開催日について事務局

から案がございますか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 地域枠予算の執行状況についても順調で、次回は協議案件があれ

ばと考えておりますが、１月に入ってからと考えております。

また、近づいてきましたら、会長さんと日程調整しながら決まり次

第改めてご通知したいと思います。

菊地喜代司委員 地域枠予算は、どのくらい残っていますか。

佐藤副主幹 まだ、終わっていない事業もございますが、今日地域枠事業が２

件承認されまして、残りは約４５万円ですが、もう１件昨年も申請

のありました「河川支障木伐採事業」を今年もお願いしたいとのお

話がございますので、その申請がありますと地域枠予算がほぼ全額

執行されることになる予定です。

菊地喜代司委員 はい、わかりました。

伊藤辰郎会長 これですべての案件が終わりましたので、第４回目の南外地域協

議会を終了したいと思います。ご苦労様でした。

、 、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１２月１４日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 高 橋 恵 子

委 員 高 橋 元 司


