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第２回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成１９年７月２日 午後１時３０分 

・場 所 大仙市役所協和総合支所 ４階大会議室 

 

・ 出席委員：五十嵐陽子、加藤主税、加藤久孝、今野弘子、進藤鐘一、進藤専一、進藤衛、鈴木貞一、 

茂木隆、茂木美竹、柳原榮子、柳原忠幸（１２名） 

 

・ 欠席委員：加藤弘栄、加藤幸子、加藤祐子、今野庄蔵、佐々木栄一、武藤隆男（６名） 

 

・ 大仙市関係者 

教 育 委 員 会：相馬教育次長、服部教育総務課長、佐々木施設管理課長、藤原学校教育課長、 

高橋教育研究所長、伊藤嘉春教育総務課副主幹 

市 民 生 活 部：元吉市民生活部長、伊藤環境課副主幹、柴田環境課主事 

関 連 団 体：大仙美郷環境事業組合大仙美郷クリーンセンター石川事務局長 

協和総合支所：今総合支所長、加藤地域振興課長、加藤地域振興課参事、佐藤市民課長、 

安田農林振興課長、豊嶋建設課長、菅原教育委員会協和分室長、 

五十嵐峰山荘施設長、佐川地域振興課副主幹、佐々木地域振興課主任 

 

１． 開     会 

開会と委員の２分の１以上の出席があり会議は成立する旨を報告 

 

２． 会長あいさつ 

 

３． 会議録署名委員の指名 

地域協議会運営規定第７条第２項の規定により加藤久孝委員、進藤鐘一委員を指名 

 

４． 議     題 

 

（１）「新しい時代の学校教育だいせんビジョン」について 

教 育 次 長： 【 あいさつ 】 

 

教育研究所長： 【 資料により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ご説明いただきましたが、委員に皆さんから今の事についてご質問等がございました

らせっかくの機会でございますのでご発言をいただきたいと思います。 

 

進 藤 衛 委 員： 協和小学校の統合の会に関わっておりまして、過去にも同じような質問をしてあまり明

確な答えをいただけなかったので改めてお伺いしたいのですが、今学校の規模を適正

化するということでいろいろお話をいただいたわけで、背景目的を考えると必要なことと

思いますが、小規模校や大規模校において学習状況調査の結果でどれくらいの差があ
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ったものか、もしそのようなことが分かるのであれば是非お伺いしたいと思います。 

           また、教職員の配置基準という話がありましたが、例えば小規模であっても単純にはい

かないとは思いますが、中学校であれば免許持ちの職員を必ず全教科配置するとかと

いうことを考えていけば学習面での心配はなくなるのではないかと思いますが、建物の

耐用年数も考慮しなければいけないという話もこの中に出てくるとあくまで建てることが

できる基準になって、どちらかというと教育に子供を送り出す側の立場ではなくて、どうし

ても行政として動かす立場だけを考えたような中身に聞こえかねないというような感じが

します。ですから是非その辺をもう少し我々教育の現場に子供を送り出す者が分かるよ

うに説得していただくような資料であってもいいのではないかという印象を覚えました。 

 

学校教育課長： 市では子供の学習状況調査を必要最低限の学力と捉えて、基本的にはこれだけは身

に付けてもらいたいということで各学校に努力していただいております。その結果、大幅

な差はございません。小規模校であろうと大規模校であろうと大分良く頑張ってくれてい

て非常に県内でも良い成績を収めたというところでございます。 

 

加藤久孝委員： 大仙市のこの基本構想を何年間でできあがりにするとか、この基本構想を検証する時

期というものはあるのですか。例えば５年後に今と比べて子供達がいわゆる基本構想に

近く達成されてきていると検証するというようなものがあるものですか。ただ掲げて教育し

ていくということなのでしょうか。 

 

教 育 次 長： 基本構想というものは 10 年もので、その下に基本計画というものがありまして、これは５

年で前期・後期みたいな感じでございます。そしてそれを具体的に行っていくために更

に下に３年ごとの実施計画というものがありまして、これには具体的な事業名等も入って

くるわけですが、できたものは除いて前倒しにするような事業はまた入れてというようにし

て、毎年ローリングしながらの計画になっているという仕組みになっているところです。 

 

加藤久孝委員： 例えば子供たちの考え方はこの掲げられている基本理念について、現時点において

だいたい何点ぐらいの点数で、それを実践していくうちに５年後には今の考え方から例

えば 50 点のものから 30 点良くなり 80 点に達し、また５年後には更に 20 点足されて 100

点になった、いわゆる理想の教育ができたというような検証がなければ何も意味がないと

思いますので、教育というのは点数にするのは難しいと思うのですがそのあたりについ

て教えていただきたいです。 

 

教 育 次 長： 大変難しいことで点数は付けにくいのですが、基本構想があり、基本計画があり、実施

計画があって組み立てられているわけですが、一つ一つ地道にその進んでいく度合に

よって背景、社会状況も変わってくると思います。そこでまた見直しを掛けながら更に方

向性を考えていくということでそれが検証ということになるかと思います。そういうことを加

えながら、まず市の構想に向かってみんなと力を合わせて進んでいくということしか言え

ないと思います。点数では今どこあたりかということについては難しいところでありますし、

それが５年後に 30％上がって 80％にする、更に５年後に 20％上がって 100％にすると
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いうお話のように 10 年後にはできるだけ 100％に近づけるように努力したいということし

か申し上げられないところであります。 

 

加藤久孝委員： ただ、いつもテレビや新聞等のマスコミの話題になるのは今の子供たちの犯罪の低年

化になってきているという状況がある中で何の歯止めもなくそういう犯罪が報道されてい

るということを危惧しているわけです。そういうことから考えてみれば、大仙市も間違いな

く世の中の流れとしてそういう方向になっていくのかなということを危惧しております。そ

ういうものに対して歯止めをかけるために今の基本構想というのは素晴らしい構想で悪

いところは一つもございませんが、でも現実はそれと相反するような世の中の犯罪とか

が報道されておるわけですから、そういうことのないような大仙市の教育をしていただき

たいものだということが一番の要望です。だから検証をするものかなと、あるいはモデル

校でも作ってそういうものをアンケート調査等できちんと検証したらいいのではないかと、

ただ算数や国語試験は数字に現れてきますけども心の問題というのは現れないと思う

からこそ大変な教育だなと思うわけです。 

 

進 藤 衛 委 員： 資料にある平成 24 年までの学校の生徒数データを見ますとその後もたぶん日本全体

がそういう状況なわけですから更に人数が減ってくるとなったときに旧市町村の中に学

校が一つもなくなるというようなところまで踏み込んでも適正規模化をしていくのか、旧市

町村に一つずつぐらいは学校を残すのかということについてお聞きしたいと思います。 

また、先ほど言いました子どもをこのまま減らし続けるのかということについて大仙市と

してどのように考えているのかということについて教えていただきたいと思います。私のと

きのデータは載っていなかったですけども峰吉川小学校時代は１学年 21 人、協和中学

校時代は 146 人でしたが、協和中学校時代の同窓生は 22 人しか協和地域に残ってな

いですし、小学校に至っては３人しか残っていません。秋田県内に仕事場がないわけで

す。それで減っているわけですが、それに対して教育委員会ではないかもしれないです

けどもこのまま減らし続けるつもりなのかという２点について聞いておきたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： 減らすつもりはないでしょうけども流れとしてあるわけで、大変行政の方でも心配してい

ることだろうと思うわけですがどうでしょうか。 

 

教 育 次 長： 資料の数値は去年生まれた子供達が小学校に入る平成 24 年で全市で 1,270 減ると

いうことではっきりしております。その子供達が中学校に上がる平成 32 年も減であろうと

統計上そのように考えられます。適正規模化の学校を確保していくためにお手元資料の

事例集に具体例がありますが、ここでは旧市町村が８つあるわけですけども数の点で申

し上げますと、小学校について神岡と南外が平成 32 年以降はどうも一つにならないと適

正規模は確保できないし、中学校についても南外中と平和中は一緒にならなければな

らないのではないかという話もあります。しかし数の上での話でありますので、やはり学

校が地域と一緒に今まで核となってコミュニケーションを取り、皆さんに支えられながら

ずっときたという地域と学校の関わりを考えますとそのような数だけの論理ではないだろ

うと思います。したがって、南外地域にも神岡地域にも小学校は残したいものだなと考え
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ます。ただ、中学校となるとやはり部活動もありますので双方話がまとまれば一つにでき

ればしたいものですが、小学校は地域に残すということで考えていかなければいけない

と考えております。ただ、地域は旧市町村を越えての計画にはなっておりますが南外、

神岡の辺りはそのようなことが予想されております。 

           それから子供が減り続けることに対してですが、会長さんがお話のとおりそれは望ん

ではおらないわけですが、やはりここに小中高までいても残らないという現実は大きな

テーマでもある教育というよりも他の方の部署でも一生懸命考えてもらうべきものかもし

れないですけども、教育の面から申しますと大仙市は教育に対して非常に力は入れて

おります。小中学校の生活支援や学習支援、外国語支援、いろいろな市単独にそういう

講師の先生方に来ていただいたり、施設の面についてもやらなければならないことは一

生懸命やっているつもりでございます。願わくはそういった環境で育った方々がここに

残って、そして活躍できる場というものをみんなで考えていかなければならないと思って

おります。全県的な問題でありますのでこの程度で勘弁していただきたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： 教育は国の一つの体系だと思いますので、最近特に教育再生会議だとかいろいろ模

索しているようですが一般の国民と現場の先生方とは大分考え方には乖離があるような

気がするのですが、それが将来地方の教育に対して影響を与えるものではないかと危

惧をもっているわけです。もちろん県、市町村とおりてくるだろうと思うわけですけどもそ

の点についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

学校教育課長： 教育３法が通過しましたので、現場の私どもも大分厳しい感じを持っていないわけでは

ございません。ただ、法律で決められた以上は私どもはその基でしっかり歩みを進めて

いかなければいけないと思いますが、その中で一番大事なのは子供達の視点を当てる

ということを取り除いてはいけないことだと思っております。再生会議のあり方もそうあっ

て欲しいと願っております。 

 

教 育 次 長： 付け加えますが教育再生会議とかで答申されているようですが、検討されている内容

を見ますと家庭教育に非常に力点をおいているようでございます。それから子供は社

会全体で守り育てていくという考え方の２つに力点がおかれているようです。今までは

ややそこら辺が弱いところだったと思いますが教育再生会議の中身としてはそういうよう

なところを大きく捉えているようでございます。 

 

進藤鐘一委員： 私は疑念を感じるのですが、この教育によってどんな人間像を求めているのかなという

ことについてあまり具体的に触れていないのではないかなと思います。最近の国の動き

なんかを見ても学校教育を変えるということは確かに必要でしょうし、もちろん今大仙市

が掲げていることは当然なことであります。最近の教育は親や学校の先生を友達と思うよ

うになり、学校の先生も友達と思うようになって子供の目線で教育をするということですが、

私達年寄りから見ると全く違った人間像ができあがってしまうと思います。その教育によ

って親や学校の先生を尊敬することを教わらないことは問題です。また、学校の先生や

お父さんお母さんの悪口を子供の前で言う親が今非常に増えていて、そういうことが一
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番子供達に悪い影響を与えているのではないかと思います。現に都会では子供に先生

が何か言うと親が出てくるということで先生を全くないがしろにしてしまうという話も聞きま

す。こういう社会現象が子供をどんどん悪い方に導いているのではないかと思います。

やはり子供の前では先生は尊敬しなければいけないし、親の尊厳を持つということが大

事だと思います。どんな子供を育てるのかという理念を大切にしながら検討していただき

たいということですが、大仙市の方からはこんな人間像を求めるという一つの目標みたい

なものを具体的に分かりやすい文言で示してもらった方が専門的な言葉を並べられても

分からないので、地域の方が誰でも分かるような言葉を入れて進めてもらえればありが

たいと思います。 

 

学校教育課長： 貴重なご意見ありがとうございました。今進藤委員がおっしゃったようなこと全てを私達

はこのビジョンの中に含めているつもりでございましたがその意見を大事にしてこの後

取り組みたいと思います。それでこの中には書かれておりませんが、子供達のそういうよ

うなものを鍛えるために学校の先生方も勉強するためのいろいろな事業に取り組んでお

りますので、今後具体的に紹介していけたらと思っております。どうかご理解いただきた

いと思います。 

 

今野弘子委員： 先ほどの説明でいろいろすごく考えられた新しい時代の教育体制で素晴らしいと思い

ます。委員の方々があらゆる角度から話し合われたということで、やはりこういうような形

に合わせるということはそれなりにいろいろな研究をなさってできたものと思います。今

問題になっていていろいろ質問が出たりしていることは、あとは各地域、学校によってそ

れをいかに具体化していくかということで活かされていく問題だと思いますので、ここで

これだという答えは当然出てこないと思います。これからその学校によってそういう結果

が分かるような指示をしていくということが一番大事だと思います。昨日新聞にも出てま

したが、教育再生会議で例えば子供の立場から土曜日も授業あるのかとか授業時間が

増えるのかというような素朴な質問がありました。前には５日制になるには段階を踏んで

完全５日制になるまでがありまして、それで良しとして５日制になったわけですが、教育

というものが盛んに言われてきて今度は学力低下だから土曜日の授業もありだとかそう

いうような国の施策が不満であって、やはりそういうことに現場の先生方はあまり惑わさ

れないで自分の考えはこうだ、自分はこの学級の子供達をこう育てたいんだということを

きちんと持っていれば、少しぐらい親から何か言われたってそれによって一喜一憂する

必要はないというように私は周りの人達にも言っています。それから地域と学校、家庭、

地域で子供を育てるというその地域の教育力ということについて私達が一番考えなけれ

ばいけないと思います。立派にこれが地域力だという形はないですから本当に小さいあ

りきたりのことだと思います。隣の子供にも自分の孫でも悪いことをしていたら昔と同じよ

うにそうしてはいけないよと声を掛けるとか、あなたのお母さんすごいな、よく頑張ってい

るなとかというような声掛けを子供にするというようなことが地域の大きな教育力になって

いくと思います。そのような形のない地域力が一番大事だと思います。先生方に一言言

いたいのは今クラブ活動ではなくて地域の方たちが指導してくださっているわけですが、

そうすれば先生はもうあまりタッチしなくてもいいというような学校が多いわけです。どの
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学校についても自分の学級の子供が部活のことで悩んでいるのかなとか、たまには練

習をしているところにちょっと顔を出して子供の様子を見るという先生方の心遣いは大事

でないかなと思います。それは子供を知る大事な手がかりだと思います。そういうような

ことに悩んでいれば学力も低下します。私が言わなくても現場の先生が一番知っている

と思いますが、そういう学校や家庭の繋がりをあまり大々的に物々しく考えないでありき

たりな基本的なところで考えて進めていったらこのビジョンが活きてくるのではないかな

と思います。 

 

学校教育課長： 今の形のない地域の教育力について貴重なお言葉ありがとうございました。それから

スポ小に関してはやはり学校の先生方には必ず関わりを持ってください、連絡調整だけ

でなく、例えばどこかに出かけたときには応援しにいくとか放課後の活動している様子を

見に行くとかそういう指導を今後も続けて参りたいと思いますが、やはりどこに行っても

学校の子供は学校の子供ですので温かく育んでいかなければいけないということだと

思います。貴重な提言ありがとうございました。 

 

鈴木貞一会長： 教育というのはどんどんいつも動いていかなければいけないと思うわけですが、是非

ビジョンを完成とはいかないでしょうがその他皆さん方あるいは現場の先生方それぞれ

ビジョンに近づいていくようなご努力をなさっていただければ我々一般の住民としては

非常にありがたいと思います。他になければこの説明に関しては閉じたいと思います。

ありがとうございました。 

 

（２）小学校廃校施設の利活用について 

鈴木貞一会長： 先般の会議において皆さんからご意見をいただきましたが、それぞれ一旦地域に帰っ

て地域住民の皆様方からどういう考えを持っているのか確認した方がいいのではないか

というお話でした。それについてご発言をいただきたいと思います。 

 

加藤久孝委員： 船岡についてですが、先般地域振興会の役員会がございましてその席上で皆さんか

らいろいろご意見をいただきました。これからは老人が多くなってきますので今いろんな

老人の施設というのがあちこちにあります。協和地域には峰山荘もありますし、協和病院

のすぐそばにある施設や豊島先生も自分の所にそのような施設を作っていることですし、

そのような老人の施設にしたらどうだろうかという意見が大半でございました。それから体

育館については船岡地域の体育振興のために解体しないで、船岡地域の方々の体育

施設として使わせていただきたいというような話でございました。 

 

鈴木貞一会長： 老人施設については民間でやるということですか。 

 

加藤久孝委員： 民間でやろうがどこでやろうがそれはこれからの話し合いでしょうし、これから老人が多

くなるものだからそういう施設に使うようなことを考えたらいいのではないかという話です。

具体的に誰がやるとか、法人を作ってやるとかはまた別問題として、いずれわざわざ建

ててまでやるところがたくさんあるのでやるというところはあるのではないでしょうか。 
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鈴木貞一会長： そのまま学校そのものがそのような施設になるというわけにいかないですよ。 

 

加藤久孝委員： それは中を少し改装すればできることですよ。 

 

鈴木貞一会長： 考えとしてそういうことのようですが峰吉川の方でも何かありましたか。 

 

進藤鐘一委員： 小学校の体育館を協和と西仙北の給食センターに使いたいということで先月の地域協

議会の資料でもその案がありますという説明でしたが、先日学校報が出まして内容として

は地域協議会にそれが提案されましたということで学校に地域の方々からいろいろ電話

がいったらしいです。私にも２，３電話をもらいました。と申しますのはもちろん違うと思い

ますが、峰吉川には古い小学校の体育館がスポーツ会館として残っております。これも

今春の３月いっぱいで使用禁止ということでちょっと混乱しました。先月は市長さんも来

ておったので市長さんに直にその話をしたところ分かっていただいて今月には使っても

いいということになりましたが、途端に峰小の体育館がこういう事に使われるということで、

いずれ今年いっぱいでスポーツ会館は使われなくなるのだなと考えておるところでした。

また、スポーツ会館は夜間使われなくて、それぞれの団体の若い人たちやいろいろなグ

ループがあるわけですが、夜間は是非とも峰吉川小学校の体育館を使ってくださいとい

うことでこれまでやってきておりました。ところが峰小の体育館は地域協議会に提案決定

されたという記事が出たものだから、そうすれば峰吉川地域では屋体は一つも使えなく

なる、地域体育は全滅だという不安が急浮上したわけです。教育委員会の方で許可した

から公開したのだということを校長先生が言ったらしいのですが、提案という言葉を使わ

れればやはり議事として出されたものだから決定されただろうなと一般的に考えればそう

だったのかなと私はこういう案があるよということで地域協議会で説明を受けましたが決

まったということではなかったように思います。いずれまだ決まってないとは伝えましたが

そういう文書が出てしまえばやはり地域の人はそれなりに心配するのでそういう記事を出

すとき、案を出すときは基本的なことは押さえておいてもらわないと各地区の一箇所の屋

体は残すんだと、どの地区もそうだと思いますが一つだけは必ず残すからという基本的

なものを決定して地域の人に納得してもらって、そして不要な建物は利活用する、ある

いは解体するという方法をとってもらわないと一つ一つの情報にみんなが右往左往する

という結果になるわけです。もうちょっとそこら辺はうまくやってもらいたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

鈴木貞一会長： これにつきましては先般のこの会議でも決定されたものでもないし、ただ案として出さ

れたもので皆さんから一回地元の人の話を聞きたいということで持ち帰っただけの話で、

決定されたとかということは全くないわけですがそれは委員の皆さんもご承知のとおりと

思います。それで、もし希望がありましたら希望として出していただければ採択されるか

どうかは別の問題だろうと思いますが、特に今日次長さんもお見えになっておりますけど

もこの件についてご答弁いただくわけにはいかないでしょうか。 
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施設管理課長： 今峰吉川小学校の体育館の件でお話ありましたが、私ども委員会の案としてこういう形

で使ったらどうかというものを提示したとおりです。これの考え方については一つは廃校

後の校舎、屋体の利活用をどうしようかということと、もう一つは給食センターを西仙北の

給食センターも大分老朽化してますので、それの建設についても合併時の計画に具体

的に名前は挙がってませんでしたがその計画が一部入ってましたので、それをなんとか

屋体を使って位置的にも非常に便利な場所でありますので給食センターとしての利活

用ができないか検討したいということで案を申し上げたもので決定事項ではございませ

ん。ですから先ほど会長がおっしゃったとおり、こういう活用をしたいということであれば

案として提示していただければ私どもとしては非常にありがたいという考え方でありま

す。 

 

進藤鐘一委員： 案ということはわかりました。とにかく一箇所屋体を残してくれればそれでいいのです。

両方使われないということが急に出てきたので騒がれたのであって、どちらかが使えれ

ばそれでいいのです。 

 

鈴木貞一会長： それから稲沢小学校の場合ですが分室の方で前の会議で提出されました大盛資料館、

荒川鉱山収蔵庫、防災資材格納庫ということで概ね地域の皆さん方からはご了解いた

だけたと私は理解しているわけですが、ただ問題はその資料をただ保管しておくのか、

それをみんなに開放して見てもらうような体制をとられないかということがありました。せっ

かくの資料ですがただ保管しておいても誰も見なければ資料にはならないでしょうから、

いずれそういう意見が出ました。それを一つご検討いただければ地域の方々も当局で

示された案には賛成したいということでございます。 

 

加藤主税委員： 淀川の役員会を開きましてその中で小種小学校の体育館については前回の資料の計

画にあるように地域体育館として残してもらいたいということです。それからここに構築物

のことは書いてあるけどもグラウンドとかの利用についてはどうなるのですか。グラウンド

も唯一の地域の人が集まる施設なので、それもそのまま残してもらいたいです。ただ、い

ろいろ管理のことで費用も大分かさむことと思うので、そのことについては我々地域の人

でできる範囲内のことは清掃や環境整備というようなものはやりたいと思います。でも建

物となるといろんな補修等も出てくると思うのでそういうものについては市でやってもらい

たいという要望でした。 

 

鈴木貞一会長： 当局からもありましたが建物の維持管理となれば非常にお金が掛かるわけですよ。だ

からそれまでやって地域に貸していただけるものかどうかという問題なわけですよ。 

 

加藤主税委員： それからプールについては非常に残してもらいところですが、管理上大変だろうからし

ょうがないと、ということは今小種小学校の生徒達はプールを利用する時期になれば秋

田市の雄和の有料のプールに行っているようです。そういうこともあってわがままを言っ

てもしょうがないけどもあればいいなと、でも管理は大変だろうから市では残すとは言わ

ないだろうができれば淀川に一つでもあれば最高にいいなという話でした。 
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鈴木貞一会長： 校舎の利活用について概ね地域の考え方としてはまとまったということですので、あと

は当局がどのように捉えて、どのように引き受けてくれるかですのでそういうことでまた何

か機会があったら地域に説明していただければと思います。 

 

総 合 支 所 長： そうすれば今いろいろな意見要望が出ましたが期間もそんなにないので、まずこの協

議会で出されたものについてまとめて市長に出して要望するものは要望するようにしま

す。 

 

鈴木貞一会長： あとは支所の方でまとめて出すということですので、できるだけ早くよろしくお願いしま

す。他の団体から何かございましたか。なければこの案件については終わりたいと思い

ます。 

 

～ 暫時休憩 ～ 

 

（３）家庭ごみの有料化について 

市民生活部長： 【 概要を説明 】 

 

柴 田 主 事： 【 資料により説明 】 

 

石川事務局長： 【 大仙美郷クリーンセンターについて説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま説明いただきましたが、何かご質問があれば伺いたいと思います。 

 

進 藤 衛 委 員： 私は秋田市の方に勤務しておりましていよいよこちらもかという感じで話を聞いており

ましたが、より今の時代にあった制度というか今当たり前のようになっていることですが、

より理解を深めるために何点か教えていただきたいのですが、ごみが人口に比例しない

というデータですが何が増えていてこのような結果になっているのかということです。た

ぶん制度や販売業者の方はごみを減らす為に一生懸命いろいろ工夫をしていると思う

のですが、なぜ消費者がこんなにごみを増やし続けているのか何か知見があれば教え

ていただきたいと思います。 

あとはごみの有料化が必要と考えた理由だけを少し教えていただきたい、例えば逆に

ごみを減らした人は税的な優遇をする仕組みを考えた方がいいのでないかというような

ことも思うですが、実際今 14 億円掛かっておりまして経費として６億円ということですから

それを減らさなければいけないということで今回本来であれば増税をしなければいけな

いところなのでしょうが、そうしないでごみを出す量にしたがって市民からお金をもらいま

しょうという考え方でこういう仕組みを考えているのだと思いますのでその辺をはっきり謳

った方がいいのではないかと思います。 

逆に今回これをやることで２億円経費が浮くと単純計算で考えると平成 24 年度までの

目標を達成すると更にそこから 20％ぐらい経費が浮くということが考えられるのですがこ



 10 

れをどういうことに利用していくのかということも含めてもし考えがあればお聞きしたいの

とそれもＰＲしていけばより特性の高いものになるのかなと考えますのでぜひ教えていた

だきたいと思います。 

 

柴 田 主 事： まずは人口減少に伴ってなお増えるごみの要因はということについてですが、こちら

の方は特に家庭から出る燃やせるごみが増えております。これはそれが全てではありま

せんが、一部要因として家庭での焼却というのが実際以前からあったわけですが合併後、

基本的に市の方では焼却をしないでいただきたい、薪等小規模な焼却でもしないでい

ただきたいということで周知した経緯があります。こちらは平成 17 年度に広報等を通じて

呼びかけさせていただいたわけでありますが、かなり反響が大きくて実際家庭で焼却し

ていたという方はおりますし、クリーンセンターへ直接庭木の枝葉類とかそういった敷地

の管理によって出たものを持ってくる方も増えているという状況からも大きな要因になっ

ているのではないかと思っております。また、生ごみが実際燃やせるごみの中で大きな

要因として重量比で水分の含有率が多いものですからあるわけでございますが、そうい

った処理をしないで出される生ごみの量も最近増えてきているのかなと、こちらの方では

はっきり掴んでいるわけではないですけれども検討した段階でそういった要因があるの

かなと考えております。 

二つ目についてですが、公平性を保つことについてもっときっちり説明した方がいい

のではないかというご意見でありましたが、そちらについては是非そのご意見を参考にさ

せていただきまして皆さんに排出量に応じた負担をしていただきたいという部分を強調

して、ごみが少なくなれば少なくなるほど排出量の減による負担減にも繋がりますよとい

うそういったものをご説明させていただきたいと思っております。 

また三つ目ですが、こちらも排出量の減に応じた処理経費の減とそれに伴う浮いた経

費の使用使途等についてということでありますが、実際ごみの方は減量化目標ということ

で約 23％、再資源化については 22％ということで掲げてあります。まず資源化の方であ

りますが、こちらの方はガラスビンを除きましてかなり高値で売却しておるような状況です。

こちらは回収量の増に伴いまして収入が増えるということでありますので単純に比例した

歳入増ということで、そちらの使い道については今後の住民説明会等を開催します中で

もその使用使途についてもできれば今日ご意見を頂戴したいと思います。現在考えて

いるのは資料の最後のページにありますリサイクル推進の受け皿整備ということで例え

ばリサイクル品目の追加ということで考えております。こちらは集めるだけでも処理ができ

るということになっておりまして、集めた後に一回それを処理先に送るための新たな設備

の建設という部分も少なからず発生してくるわけであります。また、それに伴いまして収

集運搬経費という部分も新たに発生するわけでありまして、そういったリサイクルに向け

ての取り組みというものも使途の一部として充てていければということで考えております。 

順番逆になってしまいましたけども家庭から出るごみの燃やせないごみが減った事に

よる施設運営費の減についてであります。実はこちらの方は 24 時間連続稼働焼却施設

ということで稼働しております。何のためかというと基本的にダイオキシン発生させないた

めにどうしても火の温度を下げないようにということで連続稼働しておりまして、実は簡単

に申し上げますとごみの量が例えば半分になれば経費が半分になるとは必ずしもそうい
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った状況ではございません。ただ、ごみの減少に伴いまして収集運搬経費と施設の燃

料費、光熱費が少なからずある程度減額できると思っております。この資料の中に毎年

の点検項目というものが記載されている部分がございます。毎年ごみの量とごみを運ん

だ量、ごみ処理に掛かった経費、年間で一人どのくらいごみを出しているのか、リサイク

ルのごみの量がどの程度増えてどの程度歳入になったかというようなものを細かく点検

しまして、それを市民の皆さんに分かりやすく経費の部分でお伝えしたいと思います。こ

れはこれからの減量化に伴って出て来るであろう新たな経費試算ということで残念なが

ら現段階ではどの程度経費が落ちるかということは分からないわけでありますが、そうい

った形でお伝えしていきたいなというように考えております。 

 

茂木美竹委員： 先ほどご説明いただいた資料の中で経済的な動機付けによる取り組みというところに

県内25市町村のうち、既に11市町村が実施というようにありますが、どういう市町村がだ

いたいくらいの価格でいつごろからという資料を付けていただければ大変ありがたかっ

たなと思うのですが簡単にでもいいのでご説明いただければと思います。 

また、１枚の袋あたり 40 円ということで、私の家ではどうなのか考えてみましたが週に２

回ごみの日が来ますがだいたい週に４袋出ます。単純計算で負担が週で 160 円増えて、

月にだいたい600円から800円の間、年で考えると7,000円以上になります。これはすご

い金額だなと正直思いまして、ちょっと頭の中をかすめたのが自分が幼かった頃にトラッ

クで古新聞、古雑誌を集めて回っていて、そこに出すとトイレットペーパー何巻かをもら

えたんですね。私達みたいな主婦の感覚からいえば、例えば資源ごみを出したら袋をも

らえるとか少し頑張った分何か戻ってくるとより再資源化意識が高まると思います。 

それと前にも気になっていたのですが、大きいショッピングセンターやコンビニにごみ

をすごい持ってくる人が多いんですね。燃えるごみですが私も１回、２回でなくて何回も

見まして、袋にいっぱい缶とかビンとか持ってきてそこで分別を初めているんですよ。車

の中で出るごみなんかはたかがしれていますが、燃えるごみを何袋も持ってくるんです

ね。だからそういう意識の人ばかりではないと思うのですが、年間にこのぐらい金額が掛

かるとなると主婦の感覚としては外に捨ててしまえという人も少なからずいると思います。

それでそういう場所に捨て始めるという意識になってしまうのではないかなということが考

えられると思います。 

あともう一つ最後に生ごみ処理機とかありますが、前にそういうものを買った場合に補

助みたいなものをいただけるということがあったような気がするのですがそこら辺を教え

ていただければと思います。 

 

柴 田 主 事： 家庭ごみ有料化を行っている 11 市町村についてですが、お近くですと横手市、湯沢

市が実施しております。横手市さんの方が平成12年度から実施しておるようで、こちらは

今年度から合併後、旧町村で実施していない部分もありましたが完全実施ということでス

タートしております。湯沢市さんは平成４年度から実施しておる状況であります。また、県

内の他の市ということでは能代市が平成 13年度から、潟上市が平成 17年度からというこ

とで、あとは三種町、八峰町、藤里町、五城目町、八郎潟町、羽後町、大潟村です。また、

参考までに今年の 10 月ですが由利本荘市の方で実施ということで決まっております。県
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内の手数料の金額ですが、一番高いところで申しますと八郎潟町、大潟村で１枚 50 円と

いう設定になっております。あと多くは 30 円台から 40 円台でほとんどの市町村が実施し

ております。一番古いところで申しますと五城目町で昭和 45 年ということで一部でありま

すけども実施している例もありますが、主に平成の４，５年以降にこういった動機付けを

活用した減量化ということで実施している状況です。 

           二つ目の袋のご負担についてですが、こちらの方でごみの量から机上の計算ですけ

ども年間一人あたりどの程度のご負担になるのかということで検討した資料がありますが、

現在１枚当たり 10 円から１2 円の袋の購入費をご負担いただいておりまして、それに対

する負担増ということで計算しましたところ大人もいれば子供いますので単純には当て

はまりませんが年間一人あたり現在と比べて約 1,000 円ほどの負担増ということで検討し

た資料でございます。 

           三番目の生ごみ処理機の補助についてですが、合併後統一して電動式の生ごみ処

理機について補助金の方を交付させていただいております。こちらは購入費の半分で

上限が２万円という内容でございます。年間 30 機程度購入されて補助の方を交付して

いる状況でございます。こちらは単純に電気式で熱を加えて乾燥させて脱水ということ

で重さも八分の一程度になりまして、こちらは家庭用の菜園の肥料にもできるということ

で今後ごみの有料化と併せまして更に普及に努めたいと思っております。 

 

加藤久孝委員： 30％の負担ということで約２億円の経費を市民から負担していただくということですが、

全体の予算の中で２億円というのはごみ意識を改革するためには市民に対してもらった

方がいいのではないかということでもらうのだろうけども全体からすればたいした金額で

はないと思うわけですよ。 

           それと私大変興味を持っているのがクリーンセンターは事業系の一般ごみを自己搬

入ということですが、我々農家の人達が田んぼや畑に使うビニールなんかを搬入してい

けば処理できるのですか。 

それからここに産廃のごみ処理場があるわけですが、協和地域の住民についてはこ

この支所の許可をもらっていけば処理してくれるということになっていたのですよ。ところ

が最近は大曲の保健所から許可をもらっていかないと絶対だめだというわけで、これは

どちらが本当なのでしょうか。支所に聞けばおかしいなという話をするのでここではっきり

と答弁していただきたいと思います。 

 

柴 田 主 事： 市民の負担経費は約２億円ぐらいだろうということついてですが、実際こちらの方で試

算したものがありますが、対象となる経費が家庭ごみということでありますから実際は歳入

の額ということでいいますと若干減ります。６億円の 30％ですと約２億円ほどになるわけ

ですが、こちらは処理の単価を出したものでありまして実際に家庭から出るごみ、例えば

先ほど燃やせるごみ約２万ｔと言いましたけども事業系ごみを処理するための経費という

のも別に掛かることでありまして、こちらの方で見積もった結果、約１億４千万円ほどの歳

入額ということであります。ただ、この金額には袋の製造費、袋を流通するための経費と

いうのも実際掛かるわけでありますからその分も実際は引かれてしまうということで、現状

のごみの量から約１億円ほどの純然たる歳入という内容になるのかなというように思って
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おります。それでこちらの方はこの額を云々ということではなくて、あくまでも市民の皆さ

んに対しては使用負担の意識を持っていただいてそれを意識していただくことでごみを

減らしたいという考えを基に考えております。 

農業用のビニールについては、堅い話をすると基本的に農業という事業から出たとい

うことで産業廃棄物という扱いになります。ですから先ほど説明した大仙美郷クリーンセ

ンターの方では処理の方はできないということになります。次の説明と大分近くなってくる

わけありますが、県の保全センターは産業廃棄物の処分場ということになっておりますの

で農業用のビニールを持ち込む際は保健所の方に一度お届けをいただいて、そこで通

行許可をいただいて、搬入していただくというのが今の現状としてはなっております。 

それで保全センターに直接なのか保健所に行ってからなのかということについてです

が、現在協和の保全センターへ家庭から出る一般廃棄物を搬入していただかないように

ということでお願いしております。これは従前保全センターができた当初から協和地域の

皆さんは搬入が許されていたようなケースもあったということでありましたけども、県の方

からも実際家庭から出る一般廃棄物を産業廃棄物の処理場に持ち込みをなるべくしな

いでいただきたいという申し出がありまして、そちらは合併後に基本的に一般廃棄物は

こちらの施設に処理していただくということでお願いしているという状況であります。 

 

加藤久孝委員： そうすれば産業廃棄物ということで農業の場合は産業とみなすということですか。 

 

柴 田 主 事： 私の方も法律の方ではっきり言えるわけではないのですが、保健所に前その件で照

会した事例があります。保健所の指導としては基本的に農業も生産活動を伴うというもの

でありますからその事業から出た廃棄物は産業廃棄物でないかというご指摘は受けてお

ります。ただ、農業用の廃ビニールの処理については、確か農協さんが主体で集団的な

農業用廃ビニール回収というのを実施していたと思います。これは協和地域でもやって

いると思いますが、そちらの方にお願いして処理の方をしていただくということでもいい

のかなと思っております。 

 

加藤久孝委員： 例えば家を改修する場合に古材が出ますが、これは個人で捨てるとなると業者でも何

でもないのだから当然産業廃棄物にもならないから家庭ごみの粗大ごみみたいな感じ

なるかと思いますけども、そういう形ではクリーンセンターで受け入れるという形になりま

すか。 

 

石川事務局長： 一般家庭の方が自分で持ってくるものがこちらの方で処理できる部分であれば運んで

きていただいてよろしいです。ただ、大きさや長さについてある程度１ｍぐらいにしてい

ただきたいという条件はありますが、今言われた形で一般家庭の方が持ち込んでいただ

いてもこちらの方では焼却できます。 

 

鈴木貞一会長： いずれ私は今日初めてこのことについて関心を持ったわけで、ご承知の皆さん方は関

心があると思いますが意識を改革しなければならないということだと思います。できるだ

け地域の皆さんには説明していただく機会がこれからあると思うのですが、是非徹底し
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て意識改革をしないと他に捨てられたりすればこれも大変なことなので、やはりごみにつ

いてはいろいろな問題を抱えていると思うのですが、これは時代が時代ですので当局で

考えているような目標が達成できれば非常に喜ばしいことだと思っておるわけです。他

にないようですのでこの件についてはこれで終わりたいと思います。 

 

 （２）平成 19 年度地域枠予算申請事業審査について 

     ■荒川地区グラウンド・ゴルフ普及振興事業（協和グラウンド・ゴルフ協会荒川地区） 

佐 々木 主 任： 【 資料により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま説明をいただきましたが、これについて何かご質問はありますか。なければこ

れを承認してもよろしいですか。 

 

－ 全会一致で承認 － 

 

５． その他 

 

佐 川 副 主 幹： 実は昨年度も地域協議会委員活動支援事業ということで各地域に 20 万円の予算が付

きまして、西部４地域の地域協議会委員の皆様合同でユメリアを会場としまして研修会

をやっております。そのことで継続して同じ先生をお呼びしましてやったらどうかと前の

地域政策考査員会議で話があったということでございましたが、今日神岡の担当の方か

ら電話がありまして今年は別の形でやったらということで、案としましては岩城の厚生年

金センターに出向きまして、亀田地区のコミュニティ組織の会長さん、前に活動事例発

表ということで阿部一雄さんという方が研修会の際に見えられましたが、その方からその

施設の方でお話を聞いて、昨年同様これも４地域の合同でそこでやりたというような形で

お話をもらいました。今日たまたま地域協議会があるということでその旨をまず皆様にお

知らせしまして、このあと各地域の事務担当者とも協議をしまして、皆様にもご相談しな

がら、この様な形で 20 万円を活用して研修会を実施していくということを検討させていた

だきたいと思いますのでその節はよろしくお願いしたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： ただいまご説明あったように当局の方に一任して日程を調整して、できれば４地域で

やれればいいと思うのですがよろしいですね。 

 

－ 異 議 な し － 

 

鈴木貞一会長： 大変長時間にわたってご審議いただきましてありがとうございました。今日の会議はこ

れで終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 

午後４時３０分終了 


