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会 議 録

１．会議名

平成２２年度 第４回仙北地域協議会

２．会長あいさつ

３．支所長あいさつ

４．会議録署名委員の指名

５．議題（公開・非公開の別）

（１）市への提言事項について（公開）

（２）地域枠予算について（公開）

６．その他

７．開催日時

平成２２年１０月８日（金） 午後３時～

８．開催場所

仙北庁舎「第１会議室」

９．傍聴人の数

０人

１０．出席したものの氏名

委 員 ：池田武 大澤隆夫 池田佐喜男 熊谷政子 黒澤三郎 今野順子

佐々木勝夫 佐々木忠雄 佐藤昇 佐藤力哉 進藤豊和 原松男

進藤勇吉 須田若子 千葉嗣助

（委員１５名の出席、欠席３名 戸澤龍悦 池田キミ 小柳都 ）

出 席 職 員：総合支所長 佐々木ジョージ 文化財保護課 課長 熊谷博英

市民課 課長 樫尾幸雄 建設課 課長 佐々木博

農林振興課 課長 佐藤喜三男 教育委員会 仙北分室長 小松徹

地域振興課 課長 髙橋薫 参事 伊藤隆造 主査 鈴木美奈子
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１１．発言内容

【開会】高橋地域振興課長

今日の会議案件に関することで文化財保護課長からも出席いただい

ております。第４回仙北地域協議会を開催いたします。会長あいさつ

をお願いいたします。

【会長あいさつ】佐藤会長

皆さんこんにちは、千葉県に行ってきました。元俳優で県知事の森

田健作氏の話を聞いてきました。近頃の日本の政界や検察の話で一体

日本はどうなっているんだという話がありました。戦後の教育が原因

であるだろうと言っておりました。教育勅語が廃止されて日本人の精

神、国体全てを壊してしまったということでした。今後の日本の体制

も今後の教育にかかっているという話でした。昨日能代市長の話を聞

く機会を得ました。市長当選後に「あいさつをしっかりしなさい 」。

「笑顔で市民に接しなさい」と職員に言ったそうです。職員はそんな

簡単なことかと返答したそうです。自分も常にそういう態度はとって

おらず反省することばかりです。最近市長が市民と会うと市役所の中

が良くなったと言われるそうです。サービスにもいろいろあるそうで

すが、職員の皆さんを前に偉そうにいいますが、聞いた話ですのでお

知らせします。これで私のあいさつを終わりにします。

【支所長あいさつ】佐々木支所長

仙北地域協議会委員の皆様には御多忙のところご出席いただき誠に有

り難うございます。

支所の方でも８月から１０月までは行事が多くございますので、委

員の皆様にお知らせいたします。

８／１５に彩夏せんぼくが開催されました。今年は開催日の朝に土

砂降りだったことと大雨注意報がでていたために、花火と魚取りは払

田柵で、それ以外はふれあい文化センターで実施しております。参集

人員は１８００名でした。９／３仙北地域の敬老会が対象者１，２７

６名に対して３６８名の出席がありました。９／７自治会連合会地域

活性化ミニフォーラムが開催され地域協議会からも２名の方よりパネ

リストになっていただき２９名の参加でした。内容的に充実したもの

でしたが、参加者が少なく残念と思っております。９／１２盆踊りフ

ェスティバルが５０６名のお客様をお招きし、ふれあい文化センター

を埋め尽くしました。県外からの来客もありましたが、満席でお断り

しなければならないほど盛況でした。９／２７仙北地域の功労者であ

る小西重次郎様の葬儀が行われ、私が市長の代理として弔辞をさせて

いただきました。１０／１国勢調査が実施されます。今後回収という
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ことになりますので皆様からもご協力よろしくお願いいたします。１

０/６下横堀地区に熊が出没いたしまして、駆除はしましたが通学路

の安全は確保する必要があると痛切に感じております。１０／１６～

１７公民館まつりが開催され、１６日は陸上自衛隊東北方面音楽隊に

よるふれあいコンサートが開催されます。１０／２３～２４大仙市の

秋の稔りフェアが予定されております。１０／２７東部地区地域協議

会合同研修会が開催されます今年度は仙北地域が当番となっておりま

すので、皆様からもご参加についてよろしくお願いいたします。１０

／２８旧池田氏庭園洋館の竣工式になっております。洋館、金唐革紙

も復元となっておりますので、みなさんからもご覧いただきたいと思

います。朝の７時に市民歌を放送しておりますが、苦情もなく定着し

たのではないかと思います。これからも続けていきたいと思います。

本日は案件も多くなっておりますが、午後５時半より副市長との懇

親会も予定しておりますので、午後５時頃を目途に終了してください

。 。ますようよろしくお願い致します 今日は本当に有り難うございます

この後は会長より会を進行していただきたいと思います。高橋地域振興課長

会議録署名委員の指名を行います。熊谷政子委員、黒澤三郎委員に佐藤会長

お願いいたします。それでは議事に入ります。

【市への提言事項について】 資料１佐藤会長

①仙北地域のグラウンド・ゴルフ場の常設について

（提言者説明）

市の方より、答弁をお願いいたします。

常設はゴールポスト等固定化する必要がある。長森は景観的な面や小松分室長

文化財であることから困難です。健康広場に常設するのはどうかとい

うことですが、野球大会があるときにはサブグラウンドとして利用し

ている。そのほかにサッカーの練習ということもあります。保育園運

動会、健康体力づくり体育祭等、健康づくりのために多面化して使わ

れておりますので、固定化するのはむずかしいと考えております。グ

ラウンド・ゴルフをする場合準備等煩わしいことがおありでしょう

が、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

提言を受けて地域内の場所をみてみました。長森、健康広場以外の佐々木支所長

その他の場所ということで探してみました。親水ふれあい公園、真山

公園、残された場所は他にはなく、現場に行って見ると本格的なコー

スになり得ないということで、今のところ常設コースを作るにはむず

かしいと判断いたしましたのでご理解願います。
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一時期払田の旧池田氏付近でグラウンド・ゴルフをしておりました佐藤会長

が、その場所はだめですか。

今の会長の発言ですが、以前は実施しておりましたが常設の形でな熊谷文化財保護課

く利用していただいております。長森も同様ですが基本的には文化財長

の補助金を受けて購入した場所でございます。

グラウンド・ゴルフに貸しておりますが、お客さんが見学に来た場

合は見学者優先でグラウンド・ゴルフをプレイしてくださいというお

願いつきで使用していただいております。旧池田氏庭園も同様でござ

います。常設というものは補助金の関係や文化財保護の関係から無理

があるということでございます。

文化財の方は無理だと思っておりましたが、健康広場はグラウンド佐藤会長

・ゴルフ以外で使用するときによせて使用するということはできない

ですか。むしろどうすれば出来るか考えてほしいと思います。

サッカーも頻繁に使用しており、５００歳野球のときに野球練習と小松分室長

重なってトラブルになったので、無理ではないかと思います。

今グラウンド・ゴルフが盛んですし、今後さらに盛んになると思い池田（佐）委員

ますので、このような提言はいい提言と思います。他の地域に行きま

すと毎日のように天気が良ければ満杯というような状況でやっており

ますので、健康面からも望ましいことと思います。長森、健康広場も

無理だとおもいますが、例えば造成したようなところ市で買い取って

いるところ等今後発生した場合は優先的にグラウンドゴルフの常設場

として検討してもらえればいいかなと思います。

会長さんは正規のコースをお望みですか。誰でも行って練習できる佐々木支所長

ということであれば、池田（佐）委員が言うように今後の課題として

取り上げていきたいと思います。空き地が出たときにはそのような活

用方法も検討させていただきます。

大和田タニタ跡地はどうでしょうか。進藤（豊）委員

それも考えましたが、下地が石ころだらけと下地が良くありません佐々木支所長

ので、無理です。８ホールでなくても２、３ホールで良ければ良いの

ですが、８ホール、１６ホールはむずかしいと思います。

ふれあい文化センターの周囲は広いのでそこを利用してはどうでし佐藤会長
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ょうか。

標準コースは５０ｍが２本、３０ｍが２本、２５ｍが２本、１５ｍ進藤（豊）委員

が２本です。８ホール正規にやるとすればそれぐらいの広さがなけれ

ばならないと思う。健康広場はサッカー、スポ少が定期的に使用して

いるので、そのたびに設置したり、かたづけたりするのは練習時間が

削られることになるので、設置は難しいと思います。

今後の課題ということで、頭の隅に入れて置いていただきたいと思佐藤会長

います。

②ふれあい体育館の早期修復について 説明進藤（豊）委員

進藤（豊）委員より床のカビ臭、床の隆起、修復する場合の使用の佐藤会長

制限等について小松分室長よりお願いします。

分室からはカビ臭と隆起につきまして今日までの経過をお話しま小松分室長

す。カビ臭は７／１７アリーナの通気口からカビのにおいがすると報

告を受けました。体育館にある８ヶ所の通気口の網をはずして洗浄し

て活性炭をいれて様子をみることにしました。はずした網をみるとカ

ビは黒くなって発生しておりました。カビ臭が抜けず７月の下旬に建

設課に連絡をとって業者からみてもらっております。その後原因とし

ては、床面とコンクリートの面が狭くて、今年特に湿度が高かったこ

ともあり、カビが発生したのではないかという話を聞いております。

床の隆起につきましては８月の中旬になぎなたの練習時に裸足ですり

足をしたときにちょっとデコボコがあったという指摘を受けました。

それを受けて建設課と業者に連絡をして確認をしていただき、床下の

換気と床レベルの調査をした。カビ臭も隆起も湿気ではないかという

ことで、湿気を飛ばすために目地をはずして扇風機、換気扇を設置し

て対策をとっております。湿度と床面のレベルの調査は業者が定期的

に行っております。その結果床のデコボコは当初よりだいぶすくなく

なったという話は聞いております。先日１０月６日に設計業者と建材

業者、工事施工業者、建設課、スポーツ振興課、仙北分室が立ち会っ

て現場で状況確認を行い今後どのような対応をしたらよいか話し合い

ました。仙北分室としましては、換気扇や扇風機を使用して対応して

る体育館はどこにもありません。出来てまだ一年も経っていないのに

このような状態では困るということを伝えております。それからアリ

ーナの目地を取った部分については子供たちの運動会が明日あります

が、足をはさんだり、けがをすれば困りますので、体育館の入り口の

部分につきましては、詰め物をして危険防止の処置をしております。
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また、利用者に対する説明ですが、いまカビはどのくらいあるか、ど

うゆうふうな対処をすれば良くなるのか調査中ですので、調査の結果

をみてから各団体に説明したいと思います。詳しい工事関係について

は建設課の方からお願いします。

ただいま説明しましたとおり１０月６日に全ての関係業者より集ま佐々木建設課長

っていただき協議いたしました。当初より湿度計は床下に設置してい

た。８月の時点では８０％の湿度がありました。１０月６日時点６８

％～７０％まで下がってきている。カビについては６５％以上であれ

ば活発に活動するということで、普通であれば５５％が限度であるこ

とからそれ以下にしなければならないということで検討させていただ

きました。最初にカビ臭については、早急に扇風機で循環させていま

すけれども、臭いの和らげるものを床下に設置しております。もう一

つの対処方法としてアリーナの中の温風器が入っている部屋がありま

すが、その天井が床と壁の隙間が全部繋がっているということで、そ

の部屋の天井の建材を穴あきボードに換えて換気を良くする作業に取

りかかることになっております。床材に関しては工場搬出時は８％以

下の含水率で出荷しているとのことでしたが湿度が高い状態なので大

部水を含んでいるのではないかという話でした。この後含水計、湿度

計、温度計を設置して１０月一杯朝一時間程度暖房運転してアリーナ

の中をいくらかでも乾燥させて定期的に温度、湿度、含水率を計って

いくことにしております。また１１月につきましては、逆に暖房を止

めて含水率を下がった部分に対して様子を見て１２月に結果をみて対

。 、処することとなると思います 現在換気口が８ヶ所ついておりますが

増設したらどうかとか、梅雨時期だけでも強制送風機を設置してスイ

ッチ１本で管理したらどうかという対策案がでました。床は自然に治

ってきておりますが、はじはじの方は大部許容範囲を超えているよう

に感じます。設計業者に聞いたところ床の許容範囲は５ｍｍだそうで

す。はじはじについては盛り上がりかたが大きいと感じております。

その部分については調査結果をみて張り替えも視野にいれておりま

す。張り替えるとすれば２週間はかかるかなと言っておりました。ど

の程度まで床の歪みが戻るのかその部分を点検しながらみていきたい

なと思っております。いずれにいたしましても、普通の管理で起きた

現象なので、毎年このようなことのないようにインターハイも行われ

ますので、少々時間がかかることですが進藤（豊）委員のおっしゃる

とおり折角できた体育館なので不安なく、安心して使用できるように

対処いたしますので、１２月までの期間ですがよろしくご理解お願い

いたします。また対処方法がきまれば当然利用者、関係各位にはお知

らせいたしますのでその点もよろしくお願いします。最後にカビに関

しては秋田県分析科学センターに相談したところ、カビは浮遊してお
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りますが、カビの数による衛生的な基準はないという話でした。ただ

一般的に空気１立方メートルあたりに１００個あれば少ないほうで、

１０００個以上であれば多い方ということでした。これによって個人

差にもよりますが、何個で発症するとかはないですがアレルギーの原

因なるということで、カビの数を数えていただくということで１０月

１５日に採取して分析することになっております。その結果も踏まえ

て対処する予定となっております・

いずれ１２月くらいまでは調査で１２月には取りまとめと方針をだ佐藤会長

して対処するということで考えているということでした。これについ

てご意見ございますか。

一年足らずでこのようなことになるとは非常にショキングなことで進藤（勇）委員

した。契約業者に瑕疵がないのか確認する必要があると思います。

建物につきましては、２年間の瑕疵担保期間がございます。大仙市佐々木建設課長

の場合は１年目、２年目と瑕疵検査を２回行ってございます。１１月

に瑕疵検査１回目を実施しますが、そのことも指摘しまして全て業者

で市の負担はございません。使用上の落ち度があればこちらの負担で

すが、設計を含めた業者負担となります。

私も体育館の建設に関わったもので責任を感じておりますが、設計大澤委員

業者さんか施工業者さんか原因はわかっておりますか。

どの業者さんも責任回避すると思いますが、その中で瑕疵検査官、佐々木建設課長

、 。本庁の建築士もおりますので そちらの方と協議してゆくと思います

昨年から皆さんにご迷惑をかけているような状況ですが、これが最佐々木支所長

後であれば良いと思っていますが、皆さんに出来るだけ迷惑をかけな

いように今後対処してまいりますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。

自分が一番心配するのは子ども達です。非常にアレルギーの子供が進藤（豊）委員

多いです。それからぜんそく持ちがいるということで非常に空気には

気を使っております。素人目には空気を循環させていることで、臭い

だけであればよいのですが、そこいらへんのことが心配です。文部科

学省で出している本を見たんですが、カビは８万種類あり、毒性、発

、 。ガン性のあるものも含まれるということで そのことが一番心配です

よく調べてカビ対策をしっかりしてほしいと思います。
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私もいろいろ調べましておっしゃるとおりです。しっかり対処して佐々木建設課長

なにも起こらないようにしたいと思います。

今説明をいただき次回の協議会にその結果がでてくるのではないか佐藤会長

と思います。経緯を見守りたいと思います。その結果については隠さ

ないで披露していただきたいと思います。

私もつい最近体育館で運動してきました。カビの臭いがする、床が池田（佐）委員

歪んできている。みんなから床は貼り替えするのではないかという声

が多く聞かれますので、もし張り替えする場合は８人制バレーのコー

トのラインを加えてほしいと思います。

どの程度の修復になるか検討がつかないので、ラインをいれること佐々木建設課長

ができれば対処していきたいと思います。

今利用しておりますが、健康の問題が一番大きな問題と思います。千葉委員

インターハイの会場になっているので、全国から関係者が下見にきて

おります。早期に解決しないと会場返上という事態にもなりかねます

ので、適当に処理することのないように強力に押し進めていただきた

いと思います。

市としてもきちっとした対応をしてもらわないと体育館の利用にも佐々木支所長

、 。困るということで 本庁の方とよく連絡を取りながら進めております

またカビのほうですが、今建設課長より説明がありましたとおり１０

月１５日に検査してみてそれでどのくらいカビが発生しているのかと

いう結果も出ますので、その結果を委員の皆様には文書等でお知らせ

いたします。また次回開催時にもお知らせいたします。

我々以上に担当職員が責任を感じていると思いますので、しっかり佐藤会長

やってくれるものと信じております。よろしくお願いいたします。よ

ろしいですか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】資料２ ．１５ スポーツ振興に伴伊藤参事 （ NO
う用具の補填（追加）事業 説明

このことについて、前回千葉委員がこのままでよいのかという意見佐藤会長

がありました。今回追加の申請がでておりますこれについていかがで

しょうか。
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【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】資料２ ．１６ 真山公園内雑木伐伊藤参事 （ NO
採事業 説明

この地域枠予算について意見のあるかたはございますか。佐藤会長

伐採は杉ですか。大澤委員

杉は３本だけでアカシヤが主で８７本伐採の予定です。伊藤参事

これは先月、中払田部落会に副市長が来て小規模コミュニティの会千葉委員

議に参加したときに出てきた問題でした。たくさん要望が出てきまし

たが、最終的にはここは駐車場にもなっているし、除雪した雪の堆積

場にもなっております。昔は杉林だったのが今アカシヤになっており

ます。高梨神社との絡みも出てきましたが、地元の人からすると早く

伐採してもらいたいということ実施してもらったほうが良いと思いま

す。

ここの地権者は誰ですか。佐藤会長

市のものになっております。伊藤参事

皆さん他にありますか、そうすればよろしいですか。佐藤会長

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】資料２ ．１７ 仙北地域道路案内伊藤参事 （ NO
標識サイン改修事業 説明

標識の訂正、案内板の撤去という説明でありました。これについて佐藤会長

ご意見のあるかたいらっしゃいますか。

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】資料２ ．１８ 本郷集落内安全対伊藤参事 （ NO
策事業 説明

今回この関係で出席しております。この神社の杉は市の有形文化財熊谷文化財保護課長
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となっております。当初文化財保護課のほうに相談に来ました。文化

財としての補助金の対応は出来るという話をして納得してもらいまし

た。ただ詳しい話を聞いてみるとイバラトミヨ絶滅危惧種ですがあそ

こに隣接している神社です。見学者が来た場合はあの神社の敷地を使

って駐車しています。また道路に隣接しているのでもし枝が落ちた場

合は車にも影響を及ぼしますし、また子供達もそこで遊んで落下した

ときは危険性があるということも考えたうえで、早急の手当が必要だ

ろうということで、地域枠予算の対応でどうかという話をしまして今

回提出させていただいたという経緯であります。どうかよろしくお願

いいたします。

古木なので枝が折れやすい状況がありましたので、普段集まりがあ原委員

るときに危険だということで話しておりました。その中でこれが出て

きたので、これが実現されれば地元の住人は助かるなと考えておりま

す。

他にご意見がなければ、これもご同意いただけるでしょうか。佐藤会長

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】資料２ ．１９ 仙北中学校敷地伊藤参事 （ NO
内農業用水路事業 説明

教育委員会、横堀土地改良区、個人とからんだ事例です。いずれ役佐藤会長

所の方でも何か方法がないかということで地域協議会に出されたと思

います。これについてご意見があるかたは。

見積もりを見て何故蓋がないのかと思いましたが、教育委員会で蓋佐々木（忠）委員

を用意するという確約があるということですので、問題ないと思いま

す。

このことで、中学校長ともいろいろ協議させていただきました。現佐々木支所長

場は子供達の自転車置き場と非常に近い距離で、学校でも絶対蓋は必

要だということでした。こちらのほうで教育委員会と協議いたしまし

て、地域枠予算で実施するもの、蓋は教育委員会にお願いしたという

ことであります。布設にあたっては横堀土地改良区さんと協議しなけ

ればならないことがありますので、その節にはよろしくお願いいたし

ます。

伊藤参事が話した通りであります。この下流に３町歩ほど田圃があ佐々木（勝）委員



- 11 -

ります。受益者２人となっています。毎年のように市の方で掃除して

いただいて水を持っていったという経緯があります。田圃に水をかけ

るのに土地改良区だとか教育委員会だとか言っていると前に進みませ

んので、このような良い制度があると子供達も安全に渡れて、目で水

の流れが見えるようになればありがたいです。なんとかご理解願いた

いと思います。

この案件は私が引き継ぎしていった仕事ですので、一言付け加えさ熊谷文化財保護課長

せていただきます。この水路の工事は書類等残っておりませんので、

内容等聞いて見ますと、給食センターを建てたときに水路そのものが

学校のほうの自転車置き場で通路になっておると言うことで、当時町

のほうで埋めさせていただきたいといった経緯があるようです。横堀

土地改良区のほうでは市で実施することであればいいということで現

在の形になったようです。後の責任は市の方で負いますからというこ

とを地権者のほうには説明しておるようです。今回いつまでもゴミが

詰まったような状態ではうまくないと言うことで話が出てきたもので

す。そうだとすれば横堀土地改良区に責任を負わせるわけにもいかな

いし、教育委員会ということでもないし、当時の市としての考え方と

して最終的にはうちの方で責任をもって実施しますということでした

ので、今回の場合は対応しますが、水路に関するもの全てを地域枠予

算で直せるものではありませんので、そこのところをよろしくお願い

いたします。

他にございませんか。なければこのまま認めてもよろしいですか。佐藤会長

【全員一致で異議なしの声有り】

【 ２）地域枠予算について】資料２ 平成２２年度地域枠予算伊藤参事 （

採択事業の進捗状況一覧 説明

佐藤会長 一覧表を見るとⅠ型とⅡ型が多くⅢ型が見受けられません。なるべ

くⅡ型・Ⅲ型が多くなれば理想の形になるのかなと思いますので、是

非どしどし申請していただきたいと思います。それでは議事を閉じて

よろしいですか。

【全員一致で異議なしの声有り】

佐藤会長 それでは議事を閉じます。

伊藤参事 【その他】
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千葉委員より地域協議会にお話があるそうです。

千葉委員 この場でお願いするつもりではありませんが、阪神淡路大震災が起

きて、老人クラブで義援金を募って兵庫県西宮市の被災地を訪問しま

した。それが縁となって西宮市と姉妹老人クラブの提携が調印されま

した。その後西宮市の老人クラブより「西宮権現平桜」が旧仙北町に

３本寄贈されました。草彅幸太郎さんの家で育てておりましたが、１

本しか育ちませんでした。それを柵の湯に移設しておりますが、根本

より柳のように枝がでております。これを切断してもよろしいかどう

か桜守プロジェクトを活用できないかという話です。私自身が処理し

ても良いですが、それを切って本体が死んでしまえば困るので相談し

たいなという話でした。

佐々木支所長 千葉委員さんから電話をいただいた時点で現場を見てみました。

状態としては弱っているように見えました。造園業者からみてもらう

かということで話はしてきましたが、専門家の方が良いという話なの

でみていただくようにしたいと思います。

進藤（豊）委員 元角館の役場を退職したかたで黒坂さんがおります。八乙女公園の

方もやっているそうですので、相談してみてください。

佐藤（曻）委員 桜のほとんどが接ぎ木で育っている。上の木が弱ってくると下の木

が勢いづいてくる。絶対カットしないとだめになってしまう。

佐々木支所長 今の権現平桜の隣にしだれ桜もありまして、それも状態が悪いので

見てもらいたいと思います。

千葉委員 現地を早速みにいっていただきありがとうございます。私どもでは

手のかけようがわかりませんのでご相談でした。

伊藤参事 「市職員のマナーアンケートへの実施について」説明。

池田（佐）委員 先ほど地域枠予算の中で、Ⅰ型・Ⅱ型が多くⅢ型が少ないという話

、 「 」 。でありましたが 払田柵案内ボランティア ほたるの会 があります

要望により売店の隣に事務室を作っていただきました。その事務室は

冷暖房完備ですが、クーラーの電気料金が思ったより高くつき、補助

金も減っているのにどうしたら良いのかと思っております。

熊谷 うちの方に相談に来ました。工事をするとかなりの額になりますの文化財保護課長

で、必要な時にコードを利用してガイダンスの電気を使う分について
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は致し方がないと思っております。ただ工事して一体とするというこ

とは出来ないと思っております。

池田（佐）委員 それからもう一つあります。要望ですがほたるの会で研修を実施す

る予定です。県南の史跡があるところですが、市のバスが利用できな

いかということです。市の方では市が主催するものでなければ貸さな

いということですが、個人的なものは無理でしょうが、そうでないボ

ランティアとか全体的な組織で活動しているものに対してはバスの貸

し出しを出来るような形をとっていただきたいということを要望しま

す。

熊谷副会長 私ども婦人会でも４年も５年も抵抗してきましたが、結局はだめと

いうことで引き下がってきました。絶対だめな理由を分かり易く説明

願います。

、 。高橋地域振興課長 バスの管理は大曲は管財課で 他は各地域振興課で行っております

市全体でバスの運行を規定で定めております。その中で何でも自由に

使われると大変なことになるということで、基準は作っております。

市の行事、市の共催行事は市役所の職員が添乗して利用していただく

ということになっております。また市の行事以外、原則的に土・日曜

日の利用はご遠慮いただくということです。

また、２７人乗りと小型ですので、学校等で使う場合に人数の関係

で中仙支所や太田支所にお願いしております。このように支所間でも

連携して使用の是非を決めております。

熊谷副会長 因みに市の所有するバスは何台ありますか。

高橋地域振興課長 大曲は２台ですが、他のほうはスクールバスもありますので、はっ

きりした数字はわかりません。また民間の業者さんから白タク行為に

あたるということで指摘されることもあります。

佐藤会長 ただ今の場合はボランティアということで、市のために実施してい

る事業です。行政からみた住民サービスというとあまりにも型にはま

っているので、なんとすれば住民サービスができるか考えれば法を破

ってもやっていいと思いますが。

佐々木支所長 会長がおっしゃるとおり市長もそういう考え方です。基準を定めま

したが、現在見直しを掛けている状況です。ただ今は足並みが揃いま

せんので、この形態で実施することとなると思います。今後市の方で

も考えておりますのでご理解いただきたいと思います。
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池田（佐）委員 もうちょっと融通がきく運行をお願い出来ないかということです。

佐々木支所長 ボランティアとか行政関連事業を行っている団体については、断る

ことが心苦しいところがありますが、今の運行形態がそうなっており

ます。相談していただければ改善の余地もあると思います。

池田（佐）委員 相談に行っているけれどもだめだと言われた。内容を検討して受け

入れてもらいたいものだと思います。

佐藤会長 だめだということは誰でも言えるので、なんとすれば出来るか考え

てほしい。

千葉委員 池田（佐）委員のおっしゃることもわかりますが、私は地域振興局

から地域公共交通についての会議の委員に任命されております。その

会議の中に陸運局がいて、あれもだめこれもだめ白タクだという会議

なんです。その後ろにはご承知のように独占の会社がおります。です

から事務局のみなさんは非常にきびしい状態に置かれている訳です

が、池田（佐）委員のおっしゃることをご理解いただいてお願いしま

す。

佐藤会長 それでは以上で第４回仙北地域協議会を閉じます。ありがとうござ

いました。
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