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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５５５５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２４年１月１９日（木） 午後６時００分から午後８時００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及位地区頭首工堆積土砂除去委託事業

２）南外地域公共交通検討委員会の報告について

３）南外西小学校廃校後の活用について

４）その他

（４）そ の 他

４．出席者氏名

（１）出席委員（１４名）

伊藤 君夫、伊藤 辰郎、伊藤 直人、伊藤 正照、菊地喜代司、

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、

佐藤 豊、 高橋 恵子、 高見 健一、 高見 文子

（２）南外支所（８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

〈事務局〉

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（４名） 伊藤 誠一、伊藤 葉子、今野 純子、高橋 元司
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６．会議録

。 、高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 こんばんは 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５回南外地域

協議会」を開催いたします。

委員の皆様にお願いですが、議事録作成のため御発言の際は、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。昨年は大変な一年で自然災害が頻発し、大変痛

ましい出来事がたくさんありましたが、今年は良い年でありますよ

う、ひたすら願っております。

今年も昨年同様雪も大分積もりまして屋根の雪下ろしの事故も頻

発しているようですし、十分注意をされましてけがのないようにし

ていただきたいと思います。

今日は第５回目の南外地域協議会でございますが、案件の他に南

外西小学校が廃校になるので、その利用方法についての要望書の案

が提出されております。市民バスの変更についてのお話も事務局か

らあるようですので、よろしく御協議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。

それでは、本日の日程について説明致します。

はじめに地域枠予算対象事業２件を御審議願います。

次に南外地域公共交通検討委員会の報告と南外西小学校廃校後の

利活用についての説明をしていただく予定としております。

また、その他では平成２３年度地域枠予算執行状況と平成２４年

度地域枠予算執行計画について、及び南外地域の市民バスを市によ

る有償運送に移行する計画について説明し、委員の皆様から御意見

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１２人でありま

す。２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 それでは早速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。高見健一委員と伊藤直人委員にお願い致します。

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。一番目の地域枠予算対象事業の承
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認についてであります。

『 』 。最初の議題は 河川支障木伐採委託事業 についてでございます

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 ただ今の説明につきまして、御意見、御質問のある方は御発言を

いただきたいと思います。

この事業は今回で５年目ですね。事業の施行場所はだんだん上流

に行っていることですか。

佐藤副主幹 １年目は楢岡川の北田橋から大杉橋まで１．５キロ、２年目は赤

平橋から大杉橋まで両岸１．４キロ、３年目は大杉橋から赤平沢口

まで両岸１．６キロ、昨年の４回目は要望が出ていたので不動の滝

周辺を行い、今回もその続きを行いたいということでした。

伊藤辰郞会長 この事業につきまして、何か御意見、御質問はございませんか。

質問がないようでございますが、この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 それでは、異議がないようでございますので、この事業につきま

しては承認したいと思います。それでは２番目に移りたいと思いま

。『 』 。す 及位地区頭首工堆積土砂除去委託事業 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 【資料説明】

伊藤辰郞会長 ただ今二つ目の事業の説明がありました。事業につきましての質

疑に入りたいと思います。

御意見、御質問のある方は御発言を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 南外流雪溝利用組合としての意見ですが、工事する時期が流雪溝

を利用している時期ですと、及位橋のすぐ上にあります金屋の流雪

溝から悪戸野まで流すポンプが大型で能力も大きいので、土砂を吸

い込んでしまう恐れがあります。できれば３月に入ってから、流雪

溝の利用がほぼ終わる頃工事に着手していただきたいと思います。

その旨会員の皆さんに伝達しますので、よろしくお願い致します。
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伊藤辰郎会長 工事予定はいつになっているのでしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 中央地区組合長さんから、３月の流雪溝を使わなくなってから工

事に着工すると聞いております。

伊藤辰郎会長 工事期間については３月以降ということですので、よろしいです

ね。その他御意見、御質問ありましたらどうぞ。

佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 土砂を除去しようとする場所の上流になりますが、１２月１９日

から３月２３日までの間に、護岸工事が発注されておりますが、今

の事業とは関係ありませんか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 護岸工事より下流になるということと、当然その工事は県事業で

すので、県では内諾をしているということですし、協議しながら進

めていくということでした。

伊藤辰郎会長 その他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

伊藤辰郎会長 それでは、異議なしでございますので、この事業は承認すること

に決したいと思います。

以上で地域枠予算対象事業の承認については終了致します。

次に議題の２であります『南外地域公共交通検討委員会の報告に

ついて』でありますが、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検討結果につて御報告をさせて頂き

ます。

◇ 現在の交通システムについて、要望も含め利用者の声を聞き必

要性（本当に必要かどうか ・可能性（応えることができるか））

を再検討する。

◇ 調査運行の実施

乗合タクシー 平成２３年１２月 ５日（月）

市民バス 平成２３年１２月２１日（水）

◇ 乗合タクシー、市民バスへの要望事項に対する解決策
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◇ 解決策に対する再生協議会で問題点とされる事項

◇ 上小阿仁方式を南外版として作成する。

◇ 上小阿仁方式南外版の課題

【以降資料に基づき報告】

伊藤辰郎会長 ありがとうございました。南外地域公共交通検討委員会の報告で

、 、 、 、ありましたけれど かなり詳しく また きめ細かく要望を聞いて

報告書が大変よくまとまっていると感じました。

いろいろな問題がたくさん含まれている様に思いますが、この件

につきまして御質問とか御意見がございましたら、伺いたいと思い

ます。何かございませんか。

、 、『 』それでは 関連がありますので 南外市民バスの変更について

こちらも併せて説明をいただいて、それから質疑に入りたいと思い

ます。事務局から説明をお願い致します。

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 先ほど伊藤直人委員より説明がありました、南外地域公共交通検

討委員会の報告についての提案を、大仙市地域公共交通対策チーム

会議で協議している事項について、当協議会の御意見を賜りたいと

いうことでしたので、そのことにつき説明させていただきます。

【資料説明】

説明は以上です。内容について地域協議会委員の皆様の御意見を

参考にして、チーム会議で協議し、再生協議会に提出させていただ

きたいと思いますので、南外市民バスの今後の運行について、多く

の皆様の御意見をお聞かせ願いたいと思います。

伊藤辰郎会長 ただ今、検討委員会の報告と、南外市民バスの変更について事務

局から説明がありました。

この件につきまして、地域協議会の委員の皆様から御意見、御質

問をいただきたいと思います。

今日地域協議会から意見聴取をして、今月の３０日から２月３日

にかけて地元住民説明会をし、２月１０日には再生協議会にかけて

承認を得たいということで、日程的にはかなりタイトになっており

ますので、是非ここで御意見なり御要望を述べていただきたいと思

います。かなり詳細な報告と説明だったので、全部理解しにくいと

ころがあったかと思いますけれども、何でもいいので御質問をいた

だき理解を深めていこうと思いますが、いかがでしょうか。

佐藤豊委員どうぞ。
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佐藤豊委員 伊藤直人委員が説明した３ページの経路案がありますが、あくま

でも案なので、その通り順番に止まるのではなく、直接目的地まで

行くことも可能です。西板戸の人がタクシーを利用して、直接農協

や郵便局へ来るということもできます。必ずこの順序で乗らなけれ

ばならないということではありませんので、その点御理解いただき

たいと思います。

伊藤辰郎会長 そのほか御質問とか御意見はございませんか。

ないようでございますが、事務局案のとおりでよろしいでしょう

か。御意見、御質問がないようですので、事務局案でいいのではな

いかということですね。

では、この地域協議会の意見は、この案で結構だということでよ

ろしいでしょうか。

それでは、地域公共交通関係につきましては、事務局で作りまし

た案で良いということで意見を集約したということにしたいと思い

ます。

それでは、次に参ります 『南外西小学校廃校後の利活用につい。

て』であります。市民サービス課長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】

以上のような経過、そして組織作りのもとに、是非西小学校を活

用したいということで、要望書を提出したというところでございま

す。以上で説明を終わります。

伊藤辰郎会長 ただ今南外西小学校廃校後の利活用についての要望書の趣旨と、

内容について事務局から説明がありました。

この件につきまして、御意見、御質問をいただきたいと思います。

伊藤君夫委員どうぞ。

伊藤君夫委員 施設を利用するにあたって、使う限りはただではできないと思い

ますが、要望があれば市は電気料など水道光熱費の予算化を認めて

くれる訳ですね。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 利用の希望があれば、市としては貸し出しをして最低限のものは

予算化していきたいということでした。

伊藤君夫委員 ちなみに具体的に、月とか年にどの位かかるとかの数値は出して

いるものでしょうか。
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佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 手持ちの予算書の資料は大仙市全体のもので、南外だけという具

体的な細かい数字はつかめませんでした。

伊藤君夫委員 はい、わかりました。ただ使用する面積などによって、たとえば

水道料にすれば子機を小さくする必要があるだろうし、電気料にし

ても全部を使うワット数の契約を変えていくことまで考えていかな

いと莫大な金額がかかると思います。

浄化槽などはそのまま維持するしかないでしょうから、電気の基

本契約の変更になるのか、水道も今のままでいいのかという部分も

含めた、今の状態をそのまま維持した金額をみてくれるのか、その

辺の金額を出した経緯というものはあるものですか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 当初の段階では企業誘致の話等あったわけですが、今伊藤君夫委

員から具体的な御意見がでましたので、今の意見を参考にこれから

財政課で予算関係について決めていくことになるかと思います。

伊藤君夫委員 大仙市全体では、これから廃校になる施設を利用する方向で進め

ていると思いますが、ここだけ外れるということはなですよね。

たとえば、全部を見た上で、優先順位を付けられることはないで

すか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 今のところは西仙北５校、神岡、南外ですが、来週各地域から出

てきた要望等の市長査定の日程となっており、具体的なことは、そ

の後になると思います。

伊藤辰郎会長 佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 西小学校は相当老朽化しており、心配なのは修繕の予算は付けて

もらえるのでしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 西小の場合は譲渡ではなく、今のところ体育館は教育財産、教室

棟は行政財産ということでみておりますが、例えば近くの給食セン

ターのように利用価値がなく使用しないでいれば、管理もおろそか

になります。実際に使うことになれば市の施設ですので、雨漏りす

るところがあれば修繕することになると思います。

伊藤辰郎会長 今でた心配事などをこの地域協議会で、維持費とか修繕費などを

今までどおり市で負担して欲しいというような要望を出せばいいこ

とですね。南外地域活性化支援協議会が地域協議会宛にこのような

要望書を出して、更に地域協議会が支援協議会の方たちが利用しや
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すいような形で要望を出すということでいいんですね。

当然市では、学校が統合して少なくなったので、それだけいろい

ろな面で行政コストは安くなるのでしょうから、使わなくなった建

物があり、それを地域の人たちが利用するということについては支

援をして行くという気持ちだろうと思います。ただ、建物が大きす

ぎるので、一部取り壊しもあるのではないかと思っておりますが、

この地域協議会で要望することは要望していくということで、いい

のではないでしょうか。

その他御意見がありましたら、どうぞ。

それでは、市に対する要望がいろいろな団体から出ているので、

精一杯の応援をして欲しいという内容の要望書を出すということで

よろしいでしょうか。

内容については、どのようにしたらいいでしょうか。

中身については、おわかりいただけたでしょうけれど市に対する要

望書の部分については、どのように致しましょうか。

事務局と私で愚案を練って、それを改めて皆さんに提示するとい

うような形でよろしいでしょうか。

異議なし

伊藤辰郎会長 では、そのような形にさせて頂きたいと思います。

次にまいります。議題の４、その他です。はじめに「平成２３年

度地域枠予算執行状況と平成２４年度地域枠予算執行計画につい

て」を事務局より報告願います。

佐藤副主幹 【資料説明】

伊藤辰郎会長 平成２４年度の地域枠予算額はいくらでしょうか。今年度と同じ

ですか。

佐藤副主幹 いくらか上がるようですが、まだ決定にはなっておりません。

今年度が５３８万７千円、来年度は５７８万円と聞いております。

伊藤辰郎会長 それでは２４年度の事業について、是非２月の末日までに、継続

事業並びに新しい事業についての御提案をいただきたいと思いま

す。

その他、議題にはありませんが、委員の皆さんから要望等はござ

いましたら、御発言お願いします。高見健一委員どうぞ。

高見健一委員 南外の流雪溝の利用についてですが、三日前に頭首工をはずされ
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るというトラブルがありました。内容を正しましたら、県の事業で

あり、大仙市の事業ではなかったので、職員はほとんどタッチして

いなかった。実際の利用者は住民ですので、大変な迷惑を被るわけ

ですので、どうか職員は緊張感を持って、住民のためにどうしたら

良いかということを対処するようお願いしたいと思います。

先ほど佐藤豊委員も少しふれていましたが、県の護岸工事の業者

ともお話ししましたが、どうしても土砂が流れ出てしまうというこ

とで、一番困るのは旧及位橋と新及位橋の間にある頭首工の大型ポ

ンプが土砂を吸い込み、５分くらい水をあげれば、すぐに止まって

しまうということで、その吸い込んだ土砂を排出するのも大型モー

、 、ターなので 大変な作業だということを業者が話しておりましたし

この事業の及位頭首工の堆積土砂を除去する際には、業者立ち会っ

て見てみたいということでした。

市としましても、住民が迷惑を被るようなことのないようして頂

きたいと思います。なお、流雪溝の上部に市が設置したポンプもあ

り、詰まり易いポンプですが、そこは人手で土砂等を排除できます

ので何とかなりますが、その辺も含めましてどうかよろしくお願い

致します。以上です。

伊藤辰郎会長 護岸工事については、県の事業のようですので、県の方とお話し

して頂きたいと思います。

伊藤南外支所長 少しよろしいでしょうか。高見健一委員さんの発言に対してです

が、流雪溝利用者の皆様に御迷惑と不安をおかけして大変申し訳ご

ざいませんでした。業者の方が市の方へ調整に来た際に、行き違い

がありまして頭首工の柵を外ずしてしまったという結果でございま

す。

これからは、県の工事ですので県関係者と請け負いました業者と

充分調整をしながら、皆様に御迷惑がかからないように進めて参り

たいと思いますので、これからもどうか御指導よろしくお願い致し

ます。

伊藤辰郎会長 次回の開催日について事務局から案がございますか。

先ほどの廃校後の西小利活用要望書の成案を作り。皆さんに提示

するというのは、いつごろまでやればいいのでしょうか。市の方へ

出すのは早い方がいいのでしょうか。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 はい。早い方がいいです。案がありますが、今読み上げます

【要望書（案）読み上げ】
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伊藤辰郎会長 いかがでしょうか。要望書の案でありましたけれども。

いいでしょうか。

はいの声

伊藤辰郎会長 はい、概ね良いそうですので、要望書を提出して頂きたいと思い

ます。

佐々木市民ｻｰﾋﾞｽ課長 はい、それではこの要望書の文面に、先ほどの利用の団体名と利

用目的を添付して提出したいと思います。

伊藤辰郎会長 それでは次回につきましては、緊急な協議案件が発生した時に招

集したいということですので、特に期日は決めませんが、よろしい

でしょうか。

これですべての案件が終わりましたので、第５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。

何かありますか。佐藤豊委員どうぞ。

佐藤豊委員 前後しますが、昨日の魁新聞の切り抜きのコピーを皆さんにお配

りしております。

由利本荘市で羽後交通が運行しなくなるということの対応の仕方

を検討した新聞の記事でございます。

私どももいろいろと検討しておりますが、由利本荘市でも市長を

会長とした由利本荘市地域公共交通活性化再生協議会を立ち上げ、

バスがなくなった場合の対応の仕方、国からも予算の半分補助を出

してもらうようなことが細かく書いてあります。

今後の参考になるのではとないかと、老婆心でここに資料をお配

りした次第です。以上です。

伊藤辰郎会長 はい、よろしいですか。今後について十分に参考にして、検討し

て行きたいと思います。

それでは、本日の協議会これで終了したいと思います。

御苦労様でございました。

高橋市民ｻｰﾋﾞｽ課参事 以上で本日の日程はすべて終了致しました。

これで地域協議会を閉会します。大変お疲れ様でした。
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、 、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２４年１月３１日

南外地域協議会会議録署名委員

委 員 高 見 健 一

委 員 伊 藤 直 人


