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第２回 西仙北地域協議会会議録

１．日 時 平成１７年１０月６日（木）午後６時～８時１０分

２．場 所 西仙北総合支所 ３階会議室

３．出席者 別紙のとおり

４．会議内容

○開 会

堀江地域振興課長 ただいまより、第２回西仙北地域協議会を開催いたします。

会長よりご挨拶をお願いいたします。

○会長あいさつ

工藤会長 皆様方には大変お疲れのところ、お集まりいただき誠にありがと

うございました。

先般行われました第１回目で、当協議会が発足いたしました。

いよいよ今日から本格的な協議に入る訳でありますが、協議を進

めていく協議事項について、皆さんからご意見をいただきたいと思

います。

皆様方に大仙市のまちづくり計画が配付されていると思います。

「おおきなせなかに夢を乗せ、未来に羽ばたく元気なまち」を将来

像として計画が示されております。皆さんからいろいろな意見を出

していただき、ご協議をしていただきたいと存じますのでよろしく

お願いします。

○議 題

堀江地域振興課長 早速でありますが、議事に入らせていただきます。

大仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第４項の規定によ

り、会議の進行は工藤会長にお願いします。

工藤会長 出席委員は１８名中１４名で、過半数を超えておりますので、条

例第９条第３項の規定により会議は成立します。

会議に入ります前に、西仙北地域協議会運営規定７条第２項の規

定により会議録署名委員を私の方から指名させていただきます。

赤川委員と伊藤委員にお願いいたします。

それでは、議題１の協議事項についてを議題といたします。事務

局より内容について説明をお願いします。

堀江地域振興課長 協議事項についてでありますが、第１回目の協議会の際、地域協

議会の役割については縷々ご説明申し上げているところであります
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ので、今回はこれを踏まえまして、日頃皆様がそれぞれの立場で行

政に対してのご意見、ご要望等があるかと存じますので、それをこ

の場で出していただき、集約したものを西仙北地域協議会の協議テ

、 。ーマとしたらどうかと考えておりますので よろしくお願いします

工藤会長 事務局から説明がありましたが、まったく白紙状態からの出発で

ありますので、ご意見ご要望がありましたらお願いします。

五十嵐五郎委員 西仙北地域の将来を考えると是非やってもらいたいこととして、

、 。一つは医療機関の問題で 比較的刈和野にはお医者さんがおります

歯科、内科、産婦人科、小児科などがあります。私が商工会にいた

とき、この町にいかに人を集めるか、便利になれば人が集まる。集

まれば商店も栄えていく。そのためにお医者さんを招くことを考え

ようと言うことでした。

眼科のお医者さんがおらないわけで、高齢化に伴う白内障、緑内

障などが増えてくる。現在は、わざわざ大曲まで出かけて数分で治

療が終わる状態である。ぜひとも眼科医を誘致していただきたい。

二つ目ですが、刈和野地区は堤防が完成し洪水の心配はほとんど

無くなりましたが、沼田地区は雄物川の水位が高くなると、水門が

閉められ、東側から流れて来る水がたまってしまう。有竜さんから

鉄道との間が通行止めになったことがある。三枚橋にポンプアップ

できる施設を是非建設してほしい。

前に、建設省に町内会から要望したことがある。家屋、人命に関

わることであれば対応するが、農地についての被害は管轄外である

という見解であり、取り上げてもらうことができなかった。

以上の二つを課題として取り上げていただきたいと思います。

阿部一雄委員 先ほど会長さんのあいさつの中に、わが大仙市の将来像は「おお

きなせなかに夢を乗せ、明日の羽ばたく元気なまち」とあったわけ

であります。

今日、渡されましたまちづくり計画の中にもありますように、大

人から子供まで安心して健やかに暮らせるまちづくりの内容や、内

閣府の国民生活調査によりますと女性が生き甲斐を求めて出産後も

子育てと仕事を両立することが問題になっている。大きく言えば少

子化対策ということにもなろうかと思いますが、この地域では子育

て支援に対する施策がどうだろうかなということです。旧町村に行

きますと子育て支援センターというものがあり、あるいは仕事と子

育てを両立させるため子供をあずける施設などがある。

旧西仙北町では、刈和野小学校の体育館の更衣室を借りてサポー

ト西仙という任意団体が行っている。避けて通れない少子化対策、
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子供を生み、育てやすいと言う環境をどう作っていくかを協議事項

にしてほしいと思っています。

子供がより健全にサポートしていくにはどんなことを行政サイド

としてあるいは民間としてやっていくべきかと言うことを協議事項

にしていただきたい。

加藤幸子委員 刈和野上町で店をやっておりますが、毎日のように道を尋ねる方

が来る。たとえば東中学校はどこですか。刈和野小学校はどこです

か。土川の半道寺はどこですかなど、道が複雑になっているので説

明しづらい、案内表示板の整備をしてほしい。

堀江忠男委員 何年か前から大沢郷地区の水道整備について要望しているところ

でありますが、西仙北地域の事業として一日も早い実現を要望して

ほしいと思います。

小笠原博委員 会議の性格上、適正であるかわかりませんが、議員の方々と違っ

て地元のことしかわかりませんので、身近なことを要望させていた

。 、 、だきます 毎年 要望をしております県道の拡幅改良でありますが

大型のダンプカーが列をなして通行しているので、人身事故の発生

のおそれなど非常に危険であります。

半道寺、今泉地区は下水道の整備が進んでいるが、小杉山、心像

地区の浄化槽の整備を進めてほしい。

また、土川の半分以上が携帯電話が使えない地域ですので、携帯

電話の鉄塔整備を進めてほしい。

以上の３点ですが、この会議の性格上で取り上げることができる

かどうかわかりませんが、協議事項として取り上げることができる

のであれば、是非促進方をお願いします。

佐々木智子副会長 西仙北町はかつて福祉の進んだ町として、他の市町村から注目を

されてきた町なんですけれども、ここ数年他の市町村も福祉に力を

入れてきており、現在では、旧西仙北町が福祉の面では特に進んで

。 、いるとは言えなくなっている これまでの福祉の町西仙北を専門的

総合的な面で充実させていくために、集合させた福祉エリアの整備

が必要であると思います。旧西仙北町には福祉施設が点在している

し、最近では特養が２カ所開所しており、なかなか集合させると言

うことは難しいと思いますが、今後計画を立てるとしたらできるだ

け集合させ、あまり移動しないでも用事が足せるような計画を立て

ていただければと思います。

、 。また 医療と福祉の方がもっと連携をとる必要があると思います

最近、結構認知症の方も増えてきており、認知症の方は一般的な高
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齢のために施設を利用する方に比べまして、行き先に惑うと言うの

が現状のようであります。その点も解決できるように、たとえば既

存の施設で認知症に対しての間口を広げていただくとか、そういう

。働きを行政サイドでしていただければ良いのではないかと思います

そのような点をこの会で協議していただければと思います。

、 、伊藤智子委員 子育て環境の中にはいると思うんですが 子育てをしている中で

学校の通学路の問題がよく聞く話でした。強首地区の高校生になる

と通学のために親が車で送迎しなければならない。送迎バスなどは

できないものかという話を聞いたことがあります。

子供が学校で勉強しやすい、親の方も子育てしやすい環境の充実

の中にぜひ通学路の整備を入れてほしいと思います。

私の生活自体が子育て中でありますので、世界が狭いですが、生

活してまして商業の面、農業の面などで西仙北地区で何か問題は無

いだろうかといつも思っておりますが、なかなか話し合う機会があ

。 、 、 、 、りません 全体をとおして旧西仙北町の商業 農業 子育て 医療

福祉等の中で問題というのが何であるかを知りたいと思っておりま

す。

、 、今まで○○委員会 □□協議会などいろいろな会合がありますが

目標を持っていろいろな取り組みをしております。この協議会が、

どのレベルまでの意見を集約して市に持って行けるかわからない。

この地域の生活がよりよくなるために、ネットワークづくりが必

要ではないかと思いまして、たとえば子育て関係では行政、学校、

保育園、幼稚園、医療関係もそれにつながりますし、ネットワーク

づくりの骨組みだけでも作れたらと思います。

佐藤好攻委員 中央公民館にエレベーターを付けてほしいと思います。最近では

老齢化が進み３階まで上り下りするのは大変なことです。私も寿楽

大学の講座を一つ持ってまして、それが３階で毎回行われるもので

すから 「上り下りで疲れるから受講したいけれど体育館で行われ、

る民謡講座に行く」という人がいる。私自身も体力がないもんです

、 。から ３階に上がった時点で息が切れて話ができなくなってしまう

他の人たちも要望してきたという話も聞きましたが、一日も早く実

現させてほしいと思います。

二つ目は道路の関する要望であります。杉山田から乙越までの道

路ですが杉山田には出羽グリーンロード、乙越には県道があり、こ

の間を結ぶバイパスを作ってもらえないかと言うことです。杉山田

から出羽グリーンロードまでは何のために作ったかわからない一部

２００ｍくらいの広い道路がある。その先はとぎれております。こ

れを延長して金山沢、笹山、大場崎、乙越までの道路があれば、曲
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がりくねった道路を通行しなくて良くなる。強首集落会長会からも

今年中には要望書を出したいと思っておりますが、この会でも取り

上げていただければと思います。

若松謙三委員 先ほど会長さん、また、事務局の方から地域協議会の方向付けを

するような意見を出して下さいと言うことで、ちょっととまどいま

したが、この地域協議会は地域住民の要望を市側に出す会なのか。

向かっている方向が若干違っているのではないのかと解釈した。

工藤会長 まずは、いろいろなご意見を出していただいて、それを集約して

これから協議していく事項を検討していくということです。

若松謙三委員 会長さんの言う信義がわからなくて、何を言ったらいいかとまど

っている。皆さんの発言を聞いてきた訳ですが、協議会で検討する

事項を決めるということでしたので、この地域協議会というのは私

なりに解釈しているのは、今までは行政側に対して地域住民が要望

するという関係でした。ところが、合併と同時に自治区ができまし

たのでお互いに地域住民も行政側に入って協力体制でまちおこしを

していきましょうという考えでこの地域協議会があると思います。

そこでこの協議会の目指す方向は、委員皆さんの考え、現在の立

場もあると思いますが、まず、基本的には行政側から出したたたき

台がなければいけないと思います。地域住民の方々が合併したこと

によって、行政側の考え方も違ってくるんだと言うこと、今までと

同じではない、と言うことを地域住民が理解してもらわないと一緒

にまちおこしはできない。この地域協議会というものを市民の方々

にどのように理解してもらえるかが最も大切なことでないか。

地域協議会を作るという条例はできているが、この地域協議会を

どのように運営していくか問題であり、市民の方々にも行政に協力

してもらう、行政の一員となってもらう、という条例が必要でない

かと思います。

西仙北地域に我々と一緒にまちづくりに携わるという規約、約束

事が必要でないかと思っております。もう一つは皆さんのお話を聞

いて自ら自治地区を治めながら行政に反映していくとなれば、旧西

仙北町には町内会、部落会がたくさんあると思います。他に納税組

合や関連団体があると思いますが、基本的には自治団体は部落会と

か町内会だと思います。行政でも数年前からボランティア育成等で

自治会に補助金を助成していた。今後はこの自治体がいろんなこと

やっていく受け皿となるわけでありまして、そういうことを考えま

すと、ただ補助金を出して行くのではなくて、この協議会が何らか

の形で係わっていくとなれば、自治会と一緒に行政に携わっていく
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という組織づくりが必要となってくる。

この協議会の委員になった以上は、行政側に言ったことを自ら実

践していかなければならないのではないかと思います。

阿部一雄委員 ８市町村が合併し大仙市になったことによって、市の一体化の促

進というものがあるわけです。今回の市役所職員の異動のなかにも

旧神岡、旧協和の課長さんもおりますように一体化されていると思

います。現在は西仙北自治区もやがては１０年なるか、２０年にな

るかわかりませんが、西仙北地域というものが薄れてきて、近隣の

自治区と連携を取りながらスポーツレクリエーション活動、福祉活

動など広域的に考えることが必要ではないかと思います。産業の振

興などは地区にこだわらないで将来的に考えていく必要があると思

います。

小笠原浩之委員 先ほどから少子化対策の意見があったようですが、これとセット

で高齢化社会の問題を考えていく必要があると思います。特に高齢

者の雇用の確保といった面についても大切ではないかと思います。

また、将来にわたって住みやすいまちづくりを考えると、避けて通

れないと思います。景気が悪い状況ですので、市内の事業所では高

、齢者の雇用の確保まではなかなか手が回らない状況だと思いますが

行政や商工団体が中心になって民間の事業所に対して、高齢者の雇

用についてのノウハウを指導することが必要だと思います。

少子高齢化という問題は人間の手で短期間に修正するということ

はできない訳なんですが、このような社会になった以上それに対す

る対策を考えることが必要だと思います。

工藤会長 今、生涯現役と言う言葉もありますが、高齢者の雇用の問題やシ

ルバー人材という形で活躍している方もたくさんいます。現在の状

況ではなかなか厳しいものがあると思いますが、重要な問題と思い

ます。

そのほかにございませんか。

もし、無ければ市の側からいろいろ問題を抱えていると思います

ので、発表していただきたいと思います。

小野地総務課長 総務課で抱えている課題について２点ほどお話しさせていただき

たいと思います。

まず第１点目は、３階議場、議員控え室が合併と同時に必要がな

くなりましたので利用されていない状況です。特に議場につきまし

ては現状のままでは利活用するのは難しい状況です。ご存じと通り

段差がありますのでフラットにして会議室に使用するとなれば多額
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な経費がかかります。公用施設と言うことですので、現在の空き室

をどのように利活用するのか様々な方面からご意見を伺い検討して

いかなければならないと考えております。

たとえば公共的に利用するためにコミュニティ関係の映写室、資

料館、多目的ステージ、トレーニングルームなどいろいろなことが

考えられます。多くの地域市民が利用できるよう検討していただけ

ればと思います。

第２点目ですが管内の公共施設の統廃合ですが、管内の公共施設

につきましては老朽化が進み、利用状況も良くない施設が多々あり

ます。これらを検証しまして統廃合が必要と考えております。これ

らの古い公共施設につきましても、維持管理費がかかっております

し、大仙市として指定管理者制度の導入が検討されております。導

入されますと市の施設であると言うだけで、維持費の支出が困難な

状況となることも想定されております。こうしたことから地域の理

解を得られるよう検討、協議いたしまして公共施設のあり方を皆様

方に検討していただければと思います。ただいま申し上げました老

朽化が進んでいる施設として「大沢郷老人憩いの家 「旧多目的研」、

修センター 「青少年自然の家」などを協議会の委員の皆さんに検」、

討していただきたいと考えております。

総務課からは以上でございます。

佐藤市民課長 先の協議会の際に重点事項として説明いたしました統合保育園に

、 、 、 、 、ついてでありますが 強首 大沢郷 寺館保育園 認可保育園一つ

へき地保育園二つあります。現在、入所者が３保育園併せて７０人

ほどとなっておりますが、これらについて老朽化が進んでおります

し、へき地保育園と言うことで、子育て支援の関係から一時保育、

乳幼児保育ができない状況となっております。３つの保育園を統合

して認可保育園を建設したいということで、国、県と協議しており

ましたが１７年度事業としては不採択となっております。引き続き

１８年度の採択に向けて協議している訳ですが、全国的な需要もあ

ってなかなか採択になるのが難しい状況であります。このような施

、 、設については刈和野で９０人定員の認可保育園 それと土川保育園

強首、大沢郷、寺館保育園は認可保育園もありますが、子育て支援

を行っておりませんし、今後の保育サービスの充実を考えていきま

すと、このまま国、県と協議し、採択まで待つというよりは大仙市

単独で建設していただければと思っておりますし、本庁の担当課と

も協議しておりますが、ぜひこの協議会でも認可保育園の統合、建

設の早期実現について、協議の一つに加えていただければと思い、

皆様にお示ししたところでございますので、ご協議をよろしくお願

いします。
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堀江企画振興課長 地域振興課から報告と言うことになろうかと思います。

バス路線以外からの通院バス等の運行要望というのがあります。

現在、国の指定を受けた地域、バス停から４ｋｍ以上離れた地区、

大場台、坂繋方面、それから下戸川、秋通り方面でございますがこ

れはそれぞれ週１回患者輸送という形で行っております。

以前から他の地域から通院バスの運行、またはバス路線の延長に

ついて要望がありましたが、実現はしておりません。市といたしま

しては今後ますます高齢化、過疎化が進むものと思われます。それ

に対応した施策の中で当然、通院バス等の運行は必要となってくる

と思われますので、このことについては、現在、本庁総合政策課と

鋭意検討中でありますので、なにか動きがありましたら随時ご報告

させていただきますので、よろしくお願いします。

工藤会長 市の方からは、総務課から議場、議員控え室等の利活用と公共施

設の統廃合について、また、市民課からは統合保育園の早期建設、

地域振興課からは通院バスについての課題がありました。

委員の皆さんからいろいろなご意見を出していただいたわけです

が、これを集約しまして次回の協議会に出しましてご協議していた

だくことにしたいと思います。

佐藤好攻委員 先ほどよく道を尋ねられると言うことでしたが、私の家にもよく

道を聞きによる人がいる。あんまり頻繁に来るものですから、手作

りのマップを作りまして渡しているので説明する手間がいらない。

看板を作ることは大変な金がかかるし一カ所ならいいですが何カ所

もたてるとなるとかなりの経費がかかる。マップですと強首地区、

土川地区、刈和野地区など分割して作るのであれば経費はそれほど

かからないし、行政でも乗ってくる話ではないかと思います。自分

で持っているパソコンでもできますので、私はそのように対応して

います。

工藤会長 結局、入口と出口が多ければ迷うことが多くなります。

中央公民館などはどこから入ればよいかよく聞かれます。

看板を整備することは多額の経費がかかるし、すぐにはできない

と思う。他に無ければ先ほども申し上げましたが、委員の皆さんか

らのご意見を出していただいたわけですが、これを集約しまして次

回の協議会に出しましてご協議していただくことにしたいと思いま

す。とりまとめは事務局にお願いしたいと思います。

佐藤好攻委員 広い大仙市の中には、いろいろなサークル、クラブ、趣味の会な

どかなりの数があると思います。これを調べまして連合体みたいな
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ものに統一していく、これを誰がやるのかというとやはり行政がや

ってくれる他はないと思う。教育委員会で２、０００人の方にアン

ケートをとって教育行政に対しての要望を取りまとめているみたい

ですが、その中に私も希望を出しておきましたが、いろいろな会を

纏める方向にできないか。たとえば各地区に郷土史研究会があるが

その連合体みたいなものがあれば、もっと研究が進んでいく。その

ような効果があると思います。気の長い話かもしれませんが取り組

んでいただきたいと思います。

若松謙三委員 この地域協議会は我々西仙北地域の身近な課題を取り上げて、そ

れについて議論するものだと解釈しております。大仙市全体の施策

についての協議というのは、議会というものもありますので全体の

ことについては、この会議の議題ではなくて、その他の項目で大い

に皆さんが意見を言うのは差し支えないと思いますが、身近な問題

を協議会の議題として、取り上げて、議題そのものについては具体

的なものを一つ一つ論議していくという形式にしてもらいたい。

あまりにも漠然とした問題ですと、いろいろな意見が出てきまして

つかみ所が無くなりますので、そのようにお願いします。

工藤会長 ここで暫時休憩いたします。

（ 休 憩 ）

工藤会長 会議を再開いたします。

議題２の方に入ります、今後のスケジュールについて事務局の方

から説明願います。

堀江企画振興課長 第１回目でございますが、８月３日に行われました。第２回目が

今日でございます。第３回目でございますが、今日、ご意見ご要望

が出された訳でございますが、視察場所があったかと思います。そ

れで、降雪期前に現場視察をしなければなりませんので、１０月の

下旬か１１月上旬を予定しております。第４回目は、１２月中旬と

いうことで、本庁総合政策課から実施計画の素案を説明にくる予定

となっております。あくまでも予定ですが備考欄に懇談会と書いて

あります。ご希望があればと言うことですので後ほど相談していた

。 。 、だきたいと思います 第５回目が１月下旬 第６回目が２月の中旬

実施計画の最終案を本庁総合政策課の職員が来て説明する予定とな

っております。平成１７年度の地域協議会の予定と言うことで皆さ

んにお知らせいたしました。以上でございます。
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工藤会長 今、ご説明ありましたが次回の協議会は先ほど行政側から説明あ

りました施設の視察をしたらどうでしょうか。たとえば大場台の青

少年自然の家、強首の多目的研修センターなどを管内の施設を視察

することに決めてもいいですか。

堀江企画振興課長 次回は現場視察と言うことで考えておりますが、バスの手配と言

、 。うこともありますので 平日の午後を予定したいと思っております

ご意見ご要望も次回まで纏めたいと思いますし、視察と併せて時間

がかかると思いますのでよろしくお願いします。

、 、 、バスの都合もありますが １０月であれば２８日 １１月は７日

９日、１０日ということになります。皆さんで決めていただければ

と思っております。

工藤会長 今後のスケジュールについてなにか質問ございませんか。

なければ、次のその他に入らせていただきます。

堀江地域振興課長 私の方から一つ目としまして、協議会委員の会議室利用について

であります。皆様が西仙北地域協議会委員として委嘱されたことは

広報等により市民の皆様に周知されているところでございますが、

今後皆様が市民から様々な相談等をお受けになることがあると思い

ますので、その際には庁舎内の会議室をご利用して下さいというこ

とです。専用の会議室はございませんが地域振興課に連絡していた

だければいつでも対応します。

それから、地域協議会の開催日時のアンケートですが、今後の協

議会開催の参考にするものでありますので、記入を終えましたらそ

の場に伏せておいて下さい。後ほど回収いたします。私の方からは

以上です。

若松謙三委員 前回の協議会の終了間際に栗林市長がここに見えまして、他の地

域では地域協議会の部屋を用意して協議会委員が自由に出入りして

話し合いをしたり、地域住民の人たちと相談したりできるような要

望もあったと言うことで、そういうことも検討していると言うこと

でした。その点についてどうなっているのか質問しようと思ってい

ました。そうしたところ課長さんの説明がありました。特別、ここ

が協議会委員の部屋だと言うことにはなっていないんですね。この

地域協議会の委員の中で、地域住民の方々と話し合いをしたいとい

。った場合は日時を決めてお願いすれば利用できると言うことですね

次に、日程にところで総合計画の話がありましたが、総合計画策

定はどの程度進んでいるのかおわかりの方がおりましたら、お知ら

せいただきたいと思います。
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堀江地域振興課長 各課から５年間の案を本庁に報告済です。まだ市長査定は行って

おりません。

若松謙三委員 １２月に素案の説明とありますが、これは我々に対する素案の説

明ですか。

堀江地域振興課長 そうです。

若松謙三委員 そうすれば審議会に議案としてかかるわけですか。

堀江地域振興課長 そうです。

若松謙三委員 このことに対して我々意見を述べていいと言うことですね。それ

を組み入れてくれる要素もあるということですね。それで最終的に

は２月に実施計画案が示されると言うことですね。そうすれば私た

ちも素案について考えてきてもいいと言うことですね。

もう一つですが、先ほど総務課長さんから指定管理者制度という

ことが出まして、今日、わたしも質問したいと思っておりました。

この制度は２００３年ですか、自治法の改正によってできた制度で

して、先ほどの課長さんの話ですと、大仙市でもこれを導入するよ

うな方向だというようなことでしたけれども、これは国で自治法で

定められたのだから、導入するとかしないとかでなくてこの制度を

利用してもいいのではないか。まだそこまでいってないとすれば、

大仙市としてはどこいらへんまで考えているのか。この制度の利用

をどのように考えているのか。またこの制度を利用して実際に施設

を民間とか、ＮＰＯとかで運営しているところがこの大仙市である

、 。のかどうか わかる範囲でいいですけれどもお答えをお願いします

小野地総務課長 今のご質問にお答えしたいと思います。この管理者制度でござい

ますが、自治法の改正の施行が１５年９月２日になっております。

、 、平成１８年９月１日まで 施行日から３年間を経過するまでの間は

従来の管理委託制度これが適用されるということになっております

ので、１８年の９月までが現在のまま進むと言うことになると思い

ます。

管理委託制度と指定管理者制度との違いは、自治体の出資法人に

限定していたものが、たとえば第３セクター関係などに現在管理委

託制度という形で進められてきております。指定管理者制度は法人

その他の団体であれば法人格は必要でないが、個人では指定できな

いという区切りがございます。指定管理者制度の指定は契約ではな

く、協定の締結でよろしいという解釈をされております。大仙市で
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も今後これを検討したいというようなことで、たとえば、いろんな

施設があるわけでありますが、それを民間事業者、ＮＰＯ、地域の

団体等のノウハウを活用してサービスの提供、施設の維持管理費用

の縮減を図ると言うことで検討を進めていこうではないかというこ

とで話は進んでおります。そうすればどのような施設が該当するの

かといいますと市の住宅、民間でやっているアパート経営と同じよ

うなものですので、民間に委託すると言うことも考えられると思い

ます。これを管理者制度に乗せるかどうかは今後検討が必要である

という状況です。

若松謙三委員 制度そのものは１８年の１０月からですね。この制度を利用して

外部委託になりますと、町内会で町営のアパートを運営するという

ことでもオーケーと言うことになります。

総合支所の所長さんには交際費がありますか。

佐藤総合支所長 ありません。

若松謙三委員 そうすれば交際費があるのは市長だけですか。

佐藤総合支所長 市長、議長、教育長です。

若松謙三委員 この会で総合支所長に交際費を出してくれと提案したいと思いま

す。絶対交際費は必要だと思います。

阿部一雄委員 総合支所の正面の丁字路のカーブミラーはよほど前からミラーが

ない。今日も直したか確認のため通ってきたが直っていない。

もう一つは、堤防の下にツツジを植えているが町が管理している

という看板があるが現在は管理していないようなのではずした方が

よい。

工藤会長 今日は皆様方から大変活発な意見をいただきました。これで協議

会を終了することといたします。ご協力ありがとうございました。


