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第４回協和地域協議会 会議録 

・日 時 平成１９年１１月８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、加藤久孝、加藤祐子、佐々木栄一、進藤専一、鈴木貞一、武藤隆男、 

茂木隆、茂木美竹、柳原忠幸（１０名） 

 

・ 欠席委員：加藤弘栄、加藤幸子、加藤主税、進藤鐘一、進藤衛、今野庄蔵、今野弘子、柳原榮子 

（８名） 

 

・ 大仙市関係者 

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、 

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項の規定によりも茂木美竹委員、茂木隆委員を指名 

 

４． 議     題 

 

（１）小学校廃校施設の利活用について 

   ①廃校小学校利活用計画二次原案について 

   ②廃校グラウンド運用計画（案）について 

   ③廃校備品再利用計画（案）について 

教委協和分室長： 【 資料により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ご説明いただきましたが、質疑応答を行います。ただいまのご説明についてご質問及

びご意見等がある方はご発言をお願いします。大分煮詰まってきたような感じがするの

ですが、地域の皆様としては果たしてこれで良いのかどうかいろいろとお話もあるように

伺っておりますし、分からない点がございましたらこの機会にお聞きください。 

 

武藤隆男委員： 今ご案内のように法人化するなど集落営農といった農業の大規模化が先行しているわ

けです。それで既に発足している地区があるわけで、淀川小学校と小種小学校の問題

でありますが、小種地区の方では去年から法人化にして大々的に 200 町歩以上の規模

でやっているわけです。もっと早く話すべきでしたが、いろいろある機械の置き場所とし
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て私の方の淀川振興会では借りる人が直接支所の方に行っていろいろ条件を聞きなが

ら話をした方が良いということで説明しておりました。ところが振興会を通さなければ具合

が悪いということで、この間支所長さんの方へ振興会の方ではこのように使いたいという

要望書を出しました。その中で例えば淀川小学校の場合は食堂ですかそういったもの、

小種小学校の方は倉庫及び物置というものを法人に使わせてくれるということですが、

例えば使うためにはこうしなければいけないといったような詳しい説明はこの後になるも

のですか。ということはなるべく安くという話で大変ありがたいわけですが、やはり法人も

機械等の購入なんかでお金の面で難儀をしております。それがどのくらいの金額を支払

って維持管理費を出すのかというところがきっちりしないとただ貸して欲しい、安く貸すと

いう話では問題が残ると思います。そんなに掛かるのであれば借りないということになれ

ば市でこのように配慮してくれたものに対して大変ご迷惑を掛けることなので、その辺を

もっと詰めていくようなお考えを持っていただきたいと思います。借りる場合はこうだとい

うお答えをいただけるようであれば私の方から帰ってからそちらへそれぐらいの話はした

いと思いますので、そうでないと何回やったって進んでいかないですよ。その点につい

てのお考えを教えていただきたいと思います。 

 

教委協和分室長： いずれ今のご質問は使用の手続きについてどのようにすれば良いのかという内容だと

思います。このことについては先ほど説明しましたように、教育財産から普通財産に所管

替えするということで考えているところでございます。その手続き方法ついても財務規則

等の様式に則って使用貸借するわけですけれども、農事組合法人さんと市側とできるだ

け簡便な手法によってできるような方法は考えていきたいと思います。 

また、こういった堂々巡りの話し合いをしていてもまとまらないという点ですが、現時点

で二次原案というものを示させていただきました。これを地域協議会にご了解をいただき

まして12月には大仙市の議員の方々にも報告するという段取りになっております。そうい

った中でこれが決定ということではなくて、とりあえず協和の６つの小学校の利活用という

ことで捉えていただきながらまた違った妙案があれば別の利用方法も模索して参りたい

と思いますのでどうかご理解をいただきたいと思います。 

 

支 所 長： 今は教育委員会の段階で利活用について検討されてこのような案ができたわけです  

けども、このあと普通財産として総合支所に移管なりましてその時点で小種もありますし、

淀川・船岡もありますので一つ一つやるわけにはいかないと思いますから一緒に検討し

ながら貸す方と借りる方と協議して決めていきたいと思います。まず、使用料については

条例規則にありますが、市長も安くやりなさいという指示のようですのでその点も踏まえて

協議しながらこのあと進めるということになります。 

 

武藤隆男委員： そうすればいつ頃の協議になりますか。 

 

支 所 長： まず今年度いっぱいは学校として使用しているので４月以降になります。 

 

茂木美竹委員： 備品の再利用計画について何点かお伺いします。資料３の４番にある来年の８月の夏
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休み中に各市内の小学校、幼稚園、保育園への転用というところがありますが、８番の残

った廃校備品のオークションについて市長さんの方から来年の夏休みに前倒しというよ

うな話になったという説明をいただきましたが、そうすると４番の作業と８番の作業がほと

んど同時進行という形になるのでしょうか。 

 

教委協和分室長： はい。 

 

茂木美竹委員： そうすれば学校の方が優先順位としては高いと思うのですが、それが同時進行される

ことで何か不都合なことなどが出てこないかなと思ってしまいますがどうでしょうか。 

 

教委協和分室長： いずれ手法的には４番の他の学校へというのが一番最初になります。そして５番、６番

の市内施設への転用選考というように今後進めていきたいところでございますが、おそら

く時期的に重なってくる部分があろうかと思います。しかし、そこら辺については若干整

理をしながら極力重ならないような形にして最終的にオークションに掛けていきたいとい

うように考えております。 

 

茂木美竹委員： あともう一つ、備品の再利用というところから少しはずれるのですが、ちょっと疑問に思

っているのが新しい小学校の机・椅子というのはすべて新しいものになると聞いていま

すが、それを小学校の先生達には知らされていないのですか。 

 

教委協和分室長： いずれ新しい備品の調達については本庁の施設管理課で所管しております。この新

しい備品の調査についてはそれぞれの開校に関連した校長さん方が担当していると思

うので十分承知のことかと思います。 

 

茂木美竹委員： うちの娘の通っている小学校の先生のお話では全部新しい机・椅子になるわけないよ、

全部の学校備品があるのだからそれを使のではというお話でして、私がここで伺ってい

たことと先生達現場での情報が違うということを知りました。だとすれば早めに先生達も

備品がこのぐらい出ると分かっていれば計画を学校としても立てられるのかなと思ったの

でお話ししました。 

 

柳原忠幸委員： 備品ということではないのですが、小学校には非常に素晴らしい植木がございます。

そちらの方の対応を考えておりますか。実は船岡小学校のことなのですが、あそこに校

舎ができたときに校舎下の今の共学館がある場所から植木を移動しました。当時植木

は小さかったですが最近では非常に高級な植木になりました。ＰＴＡでもついでにその

方々から一人一本の植木を寄付するということで学校の平の方に植え付けをしたんで

す。そういった経緯もありまして特に船岡小学校のところの植木は非常に素晴らしいの

で何とか利用できるような形を考えていただきたいと思います。それで私の考えとしては

共学館の方に戻してもらいたいという要望なのですができないものでしょうか。 

 

教委協和分室長： 実際、船岡小学校の植栽については私も何回か行って素晴らしいなと思っております。
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私がこの場ではい、分かりましたということになればいいかもしれませんけれども、本庁

の方と相談をしまして植栽というものを共学館の方へ戻すといったことは提案していきた

いと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： 稲沢小学校の体育館について当面は地域で利用できるようでありますけども、例えば

峰吉川小学校は協和の第２体育館として利用するということのようですが、建設されてか

らの経過年数からいくと稲沢小学校の方がまだ新しい体育館でありますし、確かに借地

であるということが一つのネックになっているのか分かりませんけれども２つの体育館は

規模もだいたい同じであります。第２体育館として使う具体的な計画というものが稲沢小

学校の体育館とどう違うのかその辺をお尋ねしたいと思います。 

 

教委協和分室長： いずれどちらも 46 号線と 13 号線という国道に面したところにありますが、峰吉川小学

校については大曲の市内の方からも近く、大仙市全体で市民の方々が使えるといった

地の利に恵まれている場所に設置されている体育館だということで協和第２体育館とし

て残したいというのが一つの考えとしてあります。また、稲沢小学校についても27年度解

体というのはあくまでも補助金の一定の期間が過ぎるのが平成27年度以降でございまし

て、資料の※印のところを見ていただければ分かるとおり地域の方々の体育館の利活

用状況を見ながら 27 年というのが短くも長くもなるだろうと考えておりますのでどうかそこ

ら辺のところも酌んでいただきたいと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： いろんな面で地の利とか利便性はあると思いますが、確かに利用頻度も維持費が掛

かるわけですから当然見ていかなければならないと思いますけども、ただ利用頻度だけ

でなくて地域全体を見て施設の乏しいところにそのような施設を存続配置しておくという

考え方もあってしかるべきでないかと思います。ちなみに借地料はだいたい年間どれく

らいで体育館の維持管理費はどのくらい掛かるのか教えていただきたいと思います。 

 

教委協和分室長： 維持管理費に関する詳細な資料はここにありませんが、前にだいたいの数字で 2,800

万円ぐらいは体育館と校舎を含めてお金が掛かっているといった答弁をさせていただい

たと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： それはすべて校舎・体育館の維持管理費ですので、例えば稲沢小学校の体育館一

つを見た場合年間の維持費はどのくらい掛かるのですか。 

 

教委協和分室長： 分室に戻れば分かりますが、今日はそれについての資料を持ってきておりません。 

 

茂 木 隆 委 員： いずれにしても今は車の時代でありますし、仮に大曲近郊の学校等で使いたいとして

も峰吉川と稲沢とでは今は北部農道もありますし、そんなに時間的には大差はないと思

いますので、その辺もう少し地域全体に配慮した形の計画を出してもらわなければ片方

は第２体育館としてずっと存続していくような形であるし、片方は一番新しい体育館なの

に解体されるというのでは不満です。それと人口が少ないところは利用頻度からみれば
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当然少なくなるのは当たり前でありますし、その辺やはりもっと合併した後はそういうところ

に配慮した施策というのが私は必要だと思います。私は納得できません。 

 

支 所 長： 要するに稲沢の体育館も峰吉川の体育館も継続して使えるということには変わりはな

いわけです。ただ、名前が稲沢体育館と協和第２体育館になっているのだけれども使用

する目的は同じですよ。ただ、説明にあったように立地条件が若干違うということで今の

段階の案としてはこのようになっているのだと思います。解体の時期も説明にあったよう

に補助金の関係で 27 年度以降でないと解体されないということでございまして、必ずしも

27 年度に解体するということではないと思います。したがって地域の状況や事情、利用

状況もあると思いますので、その状況を相対的に勘案しながら更に延びるかも分からな

いと思います。ですから地域の要望を聞きながらそれまでの状況で取り扱いを決めてい

くものだと今のところはそういうことだと認識しております。 

 

茂 木 隆 委 員： それは希望的な支所長のお考えだと思います。ですが行政というのは案外、所管が変

わったり、担当者が変わったり、あるいは年月が経てばそういうような思いやりというもの

が薄れるということが今まで私が見てきて経験してきております。私はただ峰吉川につい

て第２体育館という名前を付けただけではないと思います。なぜならば稲沢小学校の体

育館は 27 年度解体するとここに謳っております。確かに利用状況を見てその後それを

延ばしていくということも当然今の段階ではそうかもしれませんけどもはっきりしたことで

はありませんし、峰吉川小学校の体育館の解体はこの資料に謳っておりませんのでそこ

が大きな違いではないでしょうか。 

 

支 所 長： 支所長としてだけの答えしかできないので先ほど言ったとおりなのですが、今の段階

では今の説明のとおりだということをひとつご理解いただきまして、まず要望は要望とし

てこれからそれにできるだけ沿うような形で我々も頑張っていかなければならないと思っ

ておりますのでその点ご理解いただきたいと思います。 

 

武藤隆男委員： グラウンドの計画について今までどおり不便なく使用できるようですが、ご案内のように

どこの地区についてもですが老人クラブ等頻繁にグラウンドを使っています。この資料

にあるとおり使わせてくれるということですよね。 

 

教委協和分室長： はい。 

 

佐々木栄一委員： 廃校備品の利用についてどの部分を参考にすればいいのか分からなくてですが、市

民が個人で廃校になった備品を欲しい場合は１から 10 のどの項目を参考にすればいい

のでしょうか。８番の 20 年中の順次オークションということでいいのですか。 

 

教委協和分室長： はい。 

 

佐々木栄一委員： わかりました。それは広報か何かに出ますか。 
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教委協和分室長： はい、お知らせします。 

 

加藤久孝委員： この資料の備品資料館のところの意味についてですが、備品と資料とは分けて考える

のですか。備品というものは例えば椅子だとか机のことなのですか。学校の備品資料と

いうのはどういうもののことですか。 

 

教委協和分室長： 当初は備品資料館ということで考えていましたけれども、先ほど説明しましたとおりに市

長の方から資料館はおかしいだろうから保存館の方がいいだろうということで名称を変え

させていただきたいと思います。 

 

加藤久孝委員： それはわかりましたが、備品というのは何々を指しているのですか。 

 

教委協和分室長： まず大きいものであれば机・椅子・ロッカーとか理科教材備品等たくさんあります。それ

に付随して、先般、加藤祐子委員の方からもご質問ありましたがトロフィーとかそういった

ものについても一時保管したいと考えております。 

 

加藤久孝委員： 例えば書籍とかいろんな歴史的な学校を物語るものがたくさんあると思います。そうい

うものはどうするのですか。 

 

教委協和分室長： 今後検討させていただきたいと思います。 

 

加藤久孝委員： それこそこれが一番大事なのではないですか。机や椅子よりもこれが一番大切で、う

ちの方の船岡で要望しましたが閉校してもその今までの船岡小学校の歴史的な書籍等

について展示していただいてそこを見たいという地域住民の熱望があります。そういう資

料をどこに保管するかということをいっているわけです。あるいは新しい学校に全部持っ

ていくのかということです。６校のそういったものを持ち込むとなると莫大なものですよね。

そこを説明してください。 

 

教委協和分室長： いずれ協和地域の校長会という組織がございますのでそこに確認したいと思います。 

 

柳原忠幸委員： それについて船岡小学校の校長先生から聞きましたが、そういった資料のアルバムと

か写真とか過去のものは稲沢小学校に行くと聞いております。 

 

加藤久孝委員： ということはそういったものも備品扱いということか。 

 

佐々木栄一委員： 稲沢小学校に荒川を除けば５校分のそういったものは入らないと思います。というのは

稲沢小学校の校長先生が稲沢だけの分だと思うのですが、学校の下にある稲沢自治公

民館の一室に置かせてくださいという要望がきてますので他の５校分は入りきれません。 

 

教委協和分室長： いずれ様々な情報が飛び交えば大変ですので校長会の方に確認させていただきた
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いと思います。 

 

加藤久孝委員： 先般、うちの方の船岡の文化祭があったときに、昔のそういった資料がたくさん展示し

てあったわけです。それであのようなものを見れば昔の何十年の話が書いてあったりし

て非常に目立つわけですね。それを合併するからといって廃棄するようなことがあれば

大変だなと感じましたので言ったところでした。 

 

武藤隆男委員： そういう立派なものなら廃棄したりしないでくださいよ。 

 

鈴木貞一会長： やはり同じところに６校のものをまとめておいてみんなが見られるようにしておけば一

番良いと思いますがね。 

 

武藤隆男委員： そうすれば会長の案でいけば資料を分けないで予算を付けても新しい小学校に一室

設けてもらえればそこに行ってみんなが見られるということですよね。悪いですが船岡の

学校には統合してしまえばあとは行かないですよ。淀川の学校にも行くことはないでしょ

うし、優勝旗とか盾とかカップとか加藤委員が言ったように昔の書籍等いろいろ相当ある

と思います。本当は私もそれは一番大切だと思います。やはりきちんとした場所として本

当は今の新しい学校にでも移してもらって一室にして展示してもらえれば良いことだし、

予算についてはいろいろ大変だろうけども要望したいと思います。 

 

教委協和分室長： 新しい校舎についてはこういった古い学校の備品については収納しきれないということ

でこの資料のような利活用を考えてございます。 

 

武藤隆男委員： おかしい理屈ですが学校がなくなれば旧校舎には誰も行かないですよ。グラウンドは

老人クラブ等盛んなので使うと思いますが学校に頻繁に行く人はいないですよ。新しい

小学校であれば子供がいるので父兄達でも学校に行ったときに我々の昔の学校はこう

いう歴史があって頑張っていたものだなと感じられるもので、そこにでもまとめなかったら

意味がないと思います。やはり何十年も経って雨でも降ってくれば極端な話腐ってしま

いますよ。その辺まずこういう意見があったということを伝えてください。 

 

教委協和分室長： いずれ備品保存館についても 25 年から 27 年といった間では解体という方向で進めて

いきたいと思ってますので、ずっとがらくたを収納する保存館とは考えておりません。 

 

鈴木貞一会長： それは何も考えてはないですが、どこか一箇所にまとめて本当に最小限に必要なもの

だけ長い何百年もの歴史と伝統を築いてきたものを後世に残していきたいと思います。 

 

武藤隆男委員： まず机や椅子というようなものでなく、学校の歴史の優勝旗だとか盾とか書籍とかの話

ですよ。 

 

鈴木貞一会長： 支所の中ではそういったものを展示する場所はないものですか。 
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支 所 長： あるとすれば議場が空いています。 

 

鈴木貞一会長： そういう場所をうまく活用して誰でも見てくださいと開放していただければ大変良いの

ですがね。 

 

加藤久孝委員： なくしてしまえば終わりだから、まずどこかに保存しておかなければならないですよ。 

 

支 所 長： それは常識的に考えて保存すると思いますよ。いずれ検討することだけども５校の分

だから永久的に残るかは別にして備品がどのくらいあるかもまだ入れてみないと分からな

いし、そういう状況も含めてやはりまとめて保管しておくべきだし、早急にやることだろうし、

校長先生達が一番分かっているところでないでしょうか。そういうことを話し合っていると

思いますよ。 

 

教委協和分室長： いずれこの資料は教育委員会の方で考えているものの備品の再利用計画でありまし

て、今武藤委員とかがお話をしている歴史を感じる大事な資料についてはそれぞれの

校長先生が検討しておりますので確認して報告する機会があれば報告していきたいと

思います。 

 

鈴木貞一会長： ということで加藤委員が言ったとおりそういう歴史的な資料については保存に気を使っ

ていただいて早く地域住民に公開できるような場所を作っていただければ非常にありが

たいと思います。どうか市長さんの方にもご提言申し上げていただきたいと思いますの

でよろしくお願いします。他にございませんか。なければこの議題については大分煮詰

まってきたと思いますが、やはりそれぞれの地域によってはまだまだこうしていただきた

いという要望があるようでございますのでそれは委員会の方でも考えていって欲しいと

思います。 

 

（２）通学バスについて 

教委協和分室長： 【 資料により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ご説明いただきましたが、バス通学については非常にそれぞれの地域の皆さん方の

関心が強いわけでただいまの説明で大分理解できたわけですが、ご質問等ありましたら

ご発言いただきたいと思います。 

 

加藤祐子委員： この質問事項の資料は保護者からの質問でできた資料でしょうか。 

 

教委協和分室長： 最初は校長会の方へどういった羽後交通のバスの利用をすれば良いかということで教

育委員会から打診させていただきました。しかるにそういったものを学校側で保護者会

の方へも打診したと思います。 

 

武藤隆男委員： 中小種地区の集落移転に伴うバス停の件ですが木形台の方へ移るわけです。それに
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は乗り入れない計画ですが状況によっては柔軟に対応したいとの意向をバス会社から

伺っているということは全然絶対ないという考えではない、いくらか希望があるということ

でいいのですね。 

 

教委協和分室長： はい。 

 

武藤隆男委員： やはりあの坂からずっと下まで行くといえば低学年の子供達はかなり難儀ですものね。

それから登校時中学校も小学校も一緒に乗るのですよね。そうすれば学校の終点はど

こに止まるのですか。 

 

教委協和分室長： 今考えている停留所については新しい体育館を建てておりますけども、そこに隣接し

た場所に３箇所設けたいということで計画しているところでございます。１回に４台が上が

れるようなロータリー方式になっておりまして、ただその屋根の付いた部分については３

台が停留所になるという計画でございます。 

 

武藤隆男委員： バス停の待合室がないところには会社なり市の方の予算で建ててくれるということはな

いということですよね。 

 

支 所 長： それはやはり従来から特別な場合を除いて集落単位で自治会で建てていただいたの

で、今統合だからといってそれだけ公費で建てるわけにはいかないですから何とか自治

会で対応していただきたいと思います。 

 

武藤隆男委員： やはり小さい子供は冬なんかは困るものだからそうすれば部落の予算で小さいもので

も建てるように対応していきたいと思います。 

 

鈴木貞一会長： バス停について地域で建てた方がいいのではないかという場所はどのくらいあるかだ

いたい分かりますか。市では把握してないですか。淀川では２つあるということですが他

ではないですか。 

 

武藤隆男委員： 淀川では結構遅く道路ができたものだからうち方ぐらいでないですか。 

 

鈴木貞一会長： 他の方ではないということですね。 

 

茂木美竹委員： 学校の方からもどこのバス停から乗りますかとアンケートが来たのですが、何かおかし

いなと思ったのが今まで歩いて通っている子供が何でバス通学しないといけないのかと

いうことです。あまりにも親切すぎるような気がします。子供が歩いて学校に行くことは苦

ではなくてむしろ楽しいのですがバスに乗らなければいけないと言ってて、でもそのアン

ケートの下の方に意見を書くところがなかったのですが、私は今まで歩いていた子供ま

でどうしてバスに乗せるのかなと正直思っています。でもやはり歩きたい人は歩いてくだ

さいというと安全面でも心配になるし、みんなバスに乗っているのに自分達だけ歩くとい
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うのもなんだから結局はバスに乗って楽になるのでしょうけども私は大袋ですが、その辺

はなんか嫌な感じを持っています。冬とかやはり安全面で大変な季節となればいいので

すがあまりにも親切すぎると思います。遠いところから来る子供は本当に気の毒だなと思

いますが学校に行くまでのいろんな景色を見たり、お友達とはしゃぎながら学校に行け

るというそういう小学校のときの楽しみがなくなるような感じがして、私は歩いて行かせた

いな思ってしまいます。言ってもしょうがないのでしょうけども。 

 

教委協和分室長： いずれ親切すぎるという非常にありがたいお言葉をいただきましたが、現在中学生が

バス通学している状況で仮に小学校が歩きとなった場合に何で小学校は歩きなのです

かと必ず質問があると思います。だとすれば中学校が乗っているから小学校も乗るよと

いった取り決めにさせていただきました。しかしそれも中学校がいつまでもというわけで

はなくて向こう３年では６㎞未満の方は歩きだよ、小学生は４㎞未満の方は歩きだよとい

う形で整理をさせていただきたいなと思っております。 

 

茂 木 隆 委 員： 今統合小学校のバス通学とはちょっと直接関連はしておりませんけども、資料には中

学生がいつまでもではなくて３年かけて大仙市のバランスを考えて解消したい方向でい

るということは、ここの合貝の大袋に限定したわけでなくて今協和中学校に来ている全域

のバス通学の補助を廃止するという方向なのですか。具体的にどの程度までこの話が

進んでいるのかお聞きしたいと思います。 

 

教委協和分室長： いずれこの考えというのは大仙市教育委員会の考えでありまして、現在中学生につい

ては６㎞未満であってもバス通学しているような状況でございます。しかしながら大仙市

全体のバス通学のバランスを考えればこの協和地域というところが結構運用が優れてお

りまして、それを３年かけて大仙市全部が中学生が６㎞以上、小学生が４㎞以上に統一

したいという基本的な考えでございます。 

 

鈴木貞一会長： 自転車で通学するということは絶対許されないということになっているのですか。 

 

教委協和分室長： 現在も歩きの人もいれば自転車で来ている子もいるということでした。ただ、回数乗車

券についてはルールどおりお配りをしていると、その中でも自転車で行く子もいれば歩

いて行く子もいるようでございます。バスに必ずしも乗れとは制約できませんので。 

 

佐々木栄一委員： 小学生もそれは認めるのですか。例えば１年生で自転車で行く子はいないでしょうけ

ども、もし行くという元気な子供がいれば自転車で行ってもいいのですか。 

 

教委協和分室長： いずれ小学生の自転車通学について基本的なことについては校長会の方から聞いて

おりませんので情報が分かり次第お知らせしたいと思います。 

 

（３）公共施設見直し計画について 

支 所 長：  【 資料により説明 】 
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鈴木貞一会長： ただいま説明いただきましたが、作られた当時は必要であって地域の住民の皆さんに

は非常に利用されたものだろうと思うのですが、時代が変わっていずれ見直しが迫られ

ている状況でございます。今の説明についてご質問あるいはご意見等ございましたらご

発言をいただきたいと思います。 

 

武藤隆男委員： 保育園のことですが、法人化になれば今までとどのように変わりますか。極端に言えば

保育料が上がるとかですか。 

 

支 所 長： 法人化になりますと職員の雇用関係について今は市の職員が貼り付けになっておりま

すが、今度は法人の職員となるわけです。ただし、サービスについては下がらないと言っ

てますし、今と変わらないと思います。保育料につきましてはまだ８地域がまちまちになっ

ていますが、合併協議でも話があったのですがやはり統一していかなければならないと

いうことでこれから出てくると思います。ですから同じ市で統一がとれていないのはうまく

ないし、合わせられると思います。だからその合わせる額がどの辺になるのか、最高に合

わせるのか、途中段階に合わせるのか分からないけどもそれも一回にはやらないと思い

ます。私は詳しくは聞いていないのでこれからの話ですが、やはり段階的に安いところは

引き上げていくだろうと思います。ですから民営化になったから保育料が高くなるというこ

とでもなく、当然公立であってもそういうことをやっていかなければならないわけでありま

す。必ずしも民営化だからということではなく、いずれ保育料はこれから近々検討されると

思います。 

 

武藤隆男委員： そうすれば例えば小学校のように今の荒川保育園にバスで集めてもあまりにも人数が

不足しているという関係で法人化されるのですか。法人化しても一つにされるのですか。 

 

支 所 長： 法人化しても今のままです。今の計画でいけば船岡は21年、淀川は22年に法人化す

るということですので、その時点ではまだそれらの保育所があることです。そのあとは分か

らないけどもまず法人化するまではそこにあるということです。今大曲地域は法人化され

てます。ですから統一性を図って市全体を法人化にもっていこうという考え方ですね。 

 

武藤隆男委員： 私の分からないところは法人化するということは保育する児童が不足になって、例えば

50 人いたものが 20 人になったから市ではあまりにも経費が掛かって大変で法人化する

のか、例えば学校のように市で統合をしてやれないものかということです。その辺りの理

由がどこにあるものでしょうか。 

 

支 所 長： 今でもバスで通っているので別に荒川と統合しても同じようなものだけども、やはり距

離的に遠くになることもあるので就学前の子供となると厳しいと思います。そういうことも

含めて保育所の場合は数があれば経費は掛かるとは思いますが現状でもっていこうとい

う考えでないでしょうか。 

 

進藤専一委員： 職員の扱いですが一回退職という扱いなものですか。 
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支 所 長： 今は全部市の職員ですので民営化になればどうも派遣という形になるようです。もし法

人の職員になりたいとすれば法人の職員になってもらうだろうし、徐々に市の職員を減ら

して法人の職員を増やしていくということのようです。ただ、待遇面は市の職員と比べると

法人の場合低いと思いますよ。そういうことで財政を削減しながら健全化を図っていくとい

うことのようですね。 

 

加藤久孝委員： この 20 年度の取り組みを実施したところで市の財政はどのくらいプラスになりますか。 

 

支 所 長： 額的には申し訳ないですが一切分かりません。向こうからは今お配りした資料しかきて

いないのでこれによって経費削減がいくらなるということは細かく計算すれば出てくるとは

思いますが、そこまでは資料としてもきてないし、計算もしていません。 

 

加藤久孝委員： 当然財政では廃止・譲渡等するということによって予算の削除するところ削除してやっ

ているでしょ。 

 

支 所 長： たぶん財政というか担当課ではこれをやることによってどのくらいの削減になるかという

ことは全部計算していると思います。 

 

加藤久孝委員： このような資料を出した場合そのくらいのことだったらすぐ答えられないと駄目ですよ。 

 

鈴木貞一会長： やはり問題はこれを見直すことによってどういう理屈か分からないけれども財政の健全

化、経営の合理化なんかを進めるためにやることだと思います。もう少し詳しく資料を出

していただければとは思いますね。 

 

武藤隆男委員： そこまで説明していただければ説得力がありますよ。例えば 1,000 万円のものが 500

万円とかそうことでやっているのでしょうから。 

 

支 所 長： ただ、そうは言うけども本庁で出していればそれを参考にして出せますがこの額を出

すということはここではできません。 

 

加藤久孝委員： 私が言いたいのは、だから本庁に聞いておいて欲しいということですよ。こういった資

料を出すなら本庁にどのくらい削減されるのか聞いて一緒に出しておかないと駄目です

よ。私達が納得いくように出して欲しいわけです。 

 

支 所 長： いずれこれは 12 月あたりに議員に対しては説明して了解を得るものだと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： 保育所の話がありましたが、この資料の中に載っておりませんけども稲沢へき地保育

所は来年度存続ということですか。 

 

支 所 長： すみません。20 年度に載ってないということですが、稲沢のへき地保育所は大変申し
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訳ないけども 19 年度末で廃止ということで 19 年度実施になると聞いております。荒川に

統廃合ということになります。 

 

茂 木 隆 委 員： わかりました。それから廃止する施設で内解体１と書かれてありますが、他の施設もい

ずれ解体するという計画はまだ分かりませんか。 

 

支 所 長： 他の施設についてもいちお計画書は来ております。ただ、それについては検討段階と

いうことで今回は出さなかったですが、今後資料を出しますがさしあたって 20 年度は予

算編成に絡みます。それは間もなくやっていかなければならないということでこれだけ出

させていただきました。 

 

茂 木 隆 委 員： 先ほどの統合小学校の廃校になる学校利活用の中で倉庫だとかそういうものを地元の

要望があれば例えば農業法人に貸付するというようなことになっておりますけども、この

廃止施設の中にもやはりそういう農業法人に限らず解体するよりもぜひ使わせていただ

きたいというような申し出もはっきりした計画が出て住民周知すれば当然そういう希望者

も出てくるのではないかと考えておりますけども、そういう貸付けする計画も出てくるので

しょうか。 

 

支 所 長： まず廃止するということは今言った財政的な面もありますし、建築年度が大分経過して

いるという面もあります。ですから貸付するとすればそれに伴う貸付するだけの価値がな

いとできないわけで、そういうところからするとまず貸付けて悪いわけではないですが貸

付の目的もありますし、利用度もありますのでその点考えなければならないと思います。

参考までに申し上げますと、このあと何年かで26年度以降も含めてなのでたぶん10年ぐ

らい掛かってですが 46 施設廃止することになってまして、その内 20 年度で 26 施設が廃

止です。ですから半分以上が 20 年度で廃止になりますのでその後廃止する施設はそん

なに多くないということになるかと思います。 

 

茂 木 隆 委 員： 例えば稲沢ふれあいセンターは当然廃止になることは予想できますけども、確かに建

ててからの年数も結構経っておりますがやはり昔の鉄骨の施設なので農業法人とかで

使いたいという話をちょっと耳にしたものでその辺はそういう希望もあれば答えていただ

けるのでしょうか。 

 

支 所 長： これも廃校の利活用の計画で教育委員会管轄で検討したものだと思いますので、現

在の稲沢小学校の体育館があるということからやはり２つもいらないということでこれは廃

止になるということですし、やはりあの施設を見るとかなり老朽化して雨漏りもしているよう

な状況でしたので当然廃止にもっていかなければならないと我々も見た感じでは思って

おりますけども、それを貸付するとなればまたそれなりの問題が生じてくるのではないか

と思います。要するにそういうことを含めてこういう計画になっていると思います。今もし使

う人がいれば使わせるかとなるとここで良いか悪いかも含めて答えを出すことができない

と思います。 
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佐々木栄一委員： 廃止施設の内解体だけはここに明記されておりますが、他の施設は支所長さんが言っ

たとおりこういったものでもいいから借りたいという要望があればご相談にのってくれると

いう施設ですよね。例えば水沢のへき地診療所は外見上はそんなに悪くないのでどうで

すか。 

 

支 所 長： 一つ一つ申し上げますとへき地診療所は利用者が非常に少ないので今現在の利用

者には悪いですが廃止ということです。これはまだ老朽化している施設ではないし、国庫

補助金を受けて建ててますので解体もできないし、診療所をやめた場合は他の目的に転

用しなければならないという条件のようです。当然医療関係に転用するということで今検

討している状況です。 

 

鈴木貞一会長： へき地診療所で民間のお医者さんがやりたいということは差し支えないわけですね。 

 

支 所 長： 民間のお医者さんがいればやることはできます。 

 

加藤祐子委員： 指定管理者でサンスポーツランド協和の４施設が移行しますけども管理者の方は決ま

っているのですか。 

 

支 所 長： 指定管理者に指定するためには市の選定委員会というものが開かれて業者から申し

込みがあった場合、業者に点数が付けられるわけです。一定の点数にならないと指定管

理者になれませんし、例えば３社があれば一番高い点数の業者が問題なければ指定管

理者になります。そういうことで進めておりまして、いちお今選定委員会に掛かっているの

ですが東北ダイケンさんでやるというように伺っております。東北ダイケンさんは今のまほ

ろば唐松もやっております。 

 

加藤久孝委員： 譲渡という部分ですが、法人化してそちらに全部譲渡することでしょうからこれは当然

20 年にやることでしょうが法人の段取りは進んでいるのですか。そして社長さんは誰で

すか。また、これは施設が５箇所ありますが何社でやるのですか。 

 

支 所 長： 先ほど説明したつもりでしたが、介護保険施設は施設がいくらあっても一つの会社で

す。保育所も全部一つの会社です。代表者等については法人化推進チームという専門

の班を作って盛んに今やっております。社長はまだ登記もとってないだろうし、決まって

いないと思います。いずれ段取りは進んできています。 

 

加藤久孝委員： 社長は一般の人から募集してやるのですか。それとも市長とか副市長がやるとかその

辺りはどうなっていますか。行政に携わっている人がやるのですか。 

 

支 所 長： 民営化するということだからたぶん市の特別職は入らないと思いますよ。 

 

加藤久孝委員： 私も入ってもらえばまずいと思って聞いているのですよ。一般人からですよね。 
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鈴木貞一会長： 一般人といってもできる範囲がありますよ。我々誰でもできるわけではないですよ。や

はりこういう仕事に携わってきた人でないとね。 

 

支 所 長： やはり立ち上がるまでは市が主導になって進めると思いますので一般人から募集する

ということはないと思いますよ。それなりの計画を持ってやることなので、ただ県の健康福

祉次長がここの事務局長に来るということは決まっていますね。 

 

加藤久孝委員： この法人には大仙市では出資するものですか。 

 

支 所 長： 出資の話は聞いてないですが、要するに譲渡だから土地建物は無償譲渡になると思

います。 

 

加藤久孝委員： その他に法人を作ることだからその出資金が出てくると思いますが、大仙市もそれに

入っているのかということですよ。結局入って入れば何にもならないし、法人化にしたっ

て何に変わらないですよ。 

 

支 所 長： 出資金は分かりません。ただし、補助金は大分最初は出ると思います。段々減らして

いくということでしょうがすぐに民営化になったからといって何にも関係ないとはやりませ

んよ。 

 

武藤隆男委員： 道の駅や四季の湯みたいなあの形とは別ですよね。あれは出資してますが。 

 

支 所 長： あれは本当に企業ですし、これは社会福祉法人ですからちょっと違います。 

 

鈴木貞一会長： 他になければこの議題については終わりまして暫時休憩いたいします。 

 

～ 暫時休憩 ～ 

 

（４）平成１９年度地域枠予算申請事業審査について 

    ■下淀川地域グラウンド・ゴルフ普及振興及び健康増進事業（下淀川グラウンド・ゴルフ協会） 

佐 々木 主 任： 【 資料により説明 】 

 

鈴木貞一会長： ただいま事業の説明をいただきましたが、これはグラウンド・ゴルフの普及事業につい

ては前回、前々回もそれぞれ地域枠予算として採択されているわけですが、これについ

て何かご質問等ございませんか。 

 

進藤専一委員： 芝刈機を買うということですが、それの値段というのはどのくらいですか。 

 

佐 々木 主 任： 小型芝刈機自走式のもので 22 万円のものということで申請をいただいております。そ

れに４千円の燃料費ということで全体の予算書が提出されております。 
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茂 木 隆 委 員： 事業費の内訳は分かりましたが全体で 22 万４千円で一般財源２万４千円ということで

すが、これは会員の会費でなくて大仙市の一般財源から出るということでしょうか。 

 

佐々木主任： 会の負担金で団体の一般財源でございます。 

 

茂木隆委員： 事業費の内訳ということでもう少し詳しく資料に出すべきだと思います。この事業に対して

は何も異論はありませんけども事業費の内訳をはっきり一般財源も会員の会費だとかその

辺りもう少し丁寧な資料の出し方をしていただきたいと思います。 

 

支 所 長： これから出す場合そのとおりにいたします。 

 

加藤久孝委員： これは 19 年度の地域枠予算ですよね。それで今までの累計総額でいくらぐらいになり

ますか。まだ 500 万円の枠は超えてないのですか。 

 

佐 川 副 主 幹： 地域枠予算は500万円ですが、すでに申し込み済みのものが389 万７千円となってお

ります。ちなみに概算でいきますと花壇・植栽・環境整備等については申込済み額が 96

万８千円、伝統芸能・文化財伝承関係ということで28万円、各種イベント・お祭り・芸能発

表等の支援については今回の事業が採択になればその 20 万円を含めて 250 万２千円、

支所長枠が50 万円貼り付けられておりまして現在のところそれにつきましては14 万７千

円の執行となっております。 

 

鈴木貞一会長： この次にその具体的な資料をお願いします。そうすればただいまの地域枠予算の事

業について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： 先般、地域協議会の通知と併せて11月17日の土曜日に大仙市の男女共同参画宣言

都市の記念フォーラムというものが行われます。本日も皆様のお手元にパンフレットをお

渡ししておりますけども、会場が中央公民館ということで 500 人ほどの収容定員がござい

ますがまだ若干の余裕があるということでございます。ぜひ地域協議会の委員の皆様か

らも 17 日のご参加をよろしくお願いしたいと思います。また、地域に帰られましても地域

の皆様をお誘いの上ご参加いただきますようお願いいたします。支所からは40人乗りの

福祉バスを用意してございますが、できればバスの利用等も皆様で取りまとめの上、私

の方にご連絡をいただければ当日入場整理券も用意してございましてそれが必要にな

りますので私の方に人数、あるいは参加の有無、バスの利用等お知らせいただきたいと

思います。その期限を 12 日現在で男女共同参画室の方に報告しなければならない状

況ではございますが、それに限らず 13・14 日または来週中の早いうちにできれば人数

等ご連絡いただければと思います。以上です。 
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鈴木貞一会長： 他にありませんか。なければただいま茂木美竹さんが急用で席を立たれておりますけ

どもその他でお話しいただきたいということで私が仰せつかっておりますのでお話します

が、協和小学校の進捗率が 90％以上超えたということですがこの協議会で次回でもい

いですので視察会の機会をもっていただくようにお願いしたいということであります。これ

についてみなさんいかがですか。 

 

      － 全会一致で賛成 － 

 

鈴木貞一会長： 賛成ということですので当局の方でご手配をお願いしたいと思います。それから先般、

荒川小学校の語る会というのがあったのですが、学校が始まる前に一般の人達にも一

般公開というか学校を視察する機会を１日でも与えていただければ非常にいいのでは

ないかという話がありましたが、なかなか一般の人達も学校に行く機会がなくなるのでそ

の前に１日一般公開という形で学校を見学していただくというお考えは当局の方では持

っておられますか。 

 

教委協和分室長： 持っております。 

 

鈴木貞一会長： 次の回をできるだけ早めにやっていただくということでその回にお願いしたいと思いま

す。他にありませんか。ないようですので順調なご審議をいただきまして特に学校関係

の手配についてはこのあとまだまだあるようで、利用についてはこれからもまた皆さんの

地域の話も出てくるだろうと思いますけども大分煮詰まってきて、このあと一回ぐらいで

決まるのでないかと思っております。地域の皆様にもお帰りになりましたらいろいろお話

をしていただければありがたいと思います。長時間にわたってどうもありがとうございまし

た。 

 

 

午後３時３５分終了 


