
１．日　　　時　　　　平成２４年１月１１日（水）　　　午前１０時００分～

２．場　　　所　　　　西仙北支所　　３階　第１～３会議室

３．欠 席 者　　　　　伊藤智子　　小笠原慶子　　小笠原浩之　　若松昭広　　　　　　  　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 若松謙三

４．会議内容　　　（１）会議録署名委員の指名について

　　　　（２）地域枠予算の要望について

・緑地運動公園グラウンド・ゴルフ場用具整備事業

・大巻自治会館駐車場舗装事業

・若者定住と少子高齢化対策事業

・東日本震災地支援事業

　　　　（３）平成２４年度患者輸送バスの廃止に伴う新たな乗合バス事業に

ついて

　　　　（４）閉校に伴う学校施設の利活用についての提言について

開会

○伊藤市民サービス課長 　本日は、お忙しいなかご出席いただきましてありがとうございます。

　定刻になりましたので、平成２３年度第６回西仙北地域協議会を開催いたし

ます。

　それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。

○工藤会長 　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

　第６回地域協議会を開催いたしましたところ、お忙しいなかご出席いただきましてあり

がとうございます。

　本日は、「地域枠予算の要望」４件及び「平成２４年度患者輸送バスの廃止に伴う学

校施設の利活用についての提言について」ご協議お願いします。

○伊藤市民サービス課長 　この後の進行については、「大仙市地域自治区の設置等に関する条例」第８条第４

項の規定により、会長が議長を務めることとなっておりますので、宜しくお願いします。

○工藤会長 　それでは会議をはじめます。

　今日の出席委員は１７名中　１２名で、2分の１以上出席されておりますので、会議は

成立していることをご報告いたします。

　それでは、議題（１）会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員には、佐々木京子委員、佐々木智子委員にお願いいたします。

　続きまして、議題（２）「地域枠予算の要望について」⑳緑地運動公園グラウンド・ゴル

フ場用具整備事業について、事務局から説明願います。
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○事務局説明 ⑳緑地運動公園グラウンド・ゴルフ場用具整備事業について説明

○工藤会長 　ただ今の説明について、何かご意見、ご質問ありませんか。

ないようですので、申請のとおり事業採択といたします。

　次に21「大巻自治会館駐車場舗装事業」について説明願います。

○事務局説明 21　「大巻自治会館駐車場舗装事業」について説明

○工藤会長 　ただ今の説明について、何かご意見、ご質問ありませんか。

ないようですので、申請のとおり事業採択といたします。

　次に22「若者定住と少子高齢化対策事業」について説明願います。

○事務局説明 22「若者定住と少子高齢化対策事業」について説明

○工藤会長 　ただ今の説明について、何かご意見、ご質問ありませんか。

○小木田委員 　地域にとって意義のある大事なことであると思う。活動状況と会員について伺います。

○事務局説明 　組織的な事業の経過はありませんが、これから１月中旬、２月、３月に事業展開します。

○小木田委員 　主体は西仙北地区の会員が主体か。

○事務局説明 　刈和野中心となっております。

○五十嵐委員 　商工会の青年部と関係があるのか。

○事務局説明 　関係ないです。

○五十嵐委員 　一般にも参加できるようにしてほしい。

○事務局説明 　誰でも参加できるようにしている。

○工藤会長 　他になければ、22「若者定住と少子高齢化対策事業」は申請のとおり事業採択といた

します。

　次に23東日本震災地支援事業について事務局から説明願います。

○事務局説明 23「東日本震災地支援事業」について説明

○工藤会長 　ただ今の件についてご質問、ご意見ございませんか。

○俵谷委員 　福島県から生徒が２０名来てどこに泊まるのか。

○館長　三浦 　ユメリアが満室なために、嶽の湯に宿泊します。

○俵谷委員 　できれば、ユメリアに宿泊してほしかった。



○五十嵐委員 　綱と結びつく横断幕にしてほしい。

○俵谷委員 　せっかく来てくれるのだから、なにかお土産をやったらいいのではないか。

○館長　三浦 　その辺を含めて教育委員会に聞いてみます。

　また、これには副題がついておりまして「ギバちゃんのふるさとへ」というものもあります

ので柳葉敏郎さんと写真を撮ってそれをお土産にとも考えておりますが、あくまでもこち

らの考えですので、よく柳葉敏郎さんとも話し合いをもちまして　検討いたします。

○斎藤委員 　大仙市としての計画だとすれば、市としてやるかやらないは判断するでしょう.

○俵谷委員 　他のほうでやるとすれば、この予算に追加してだしてほしい。

○今野支所長 　教育委員会としては考えていません。

○工藤会長 　おみやげのことは、よく検討してください。

　23「東日本震災地支援事業」については事業採択といたします。

　次に議題（３）「平成２４年度患者輸送バスの廃止に伴う新たな乗合バス事業」につい

て事務局から説明願います。

　

○事務局説明 　「平成２４年度患者輸送バスの廃止に伴う新たな乗合バス事業」について説明

○工藤会長 　ただ今の説明について、何かご意見、ご質問ありませんか。

○小木田委員 　市の事業計画の中で進めると思うが、料金をいただくとなると運送法等で公共が料金

をいただくことになれば許可されない

公共の料金いただくことになれば

許可されない、違法性があると数年にわたって繰り返され来たがどうなるのか。

○事務局 市が直接営業する場合は、　白タク営業が可能になる。

○後藤委員 　市の事業としてやるのか。また、地域枠との関係しているか。回数も非常に多くなると

いうし、土川は今乗合タクシーであるが、さっぱり利用率が悪いとのことであるが、利用

率があるか。ﾊﾞｽ利用するとなれば利用率ももっとあがると思うが、そのことの考えはあ

るのか。

○事務局   市民の足の確保ということになっている。土川・心像線、強首線が乗合タクシーの利

用されている地域となっており、西仙北地域は他の方と比べましても乗合率が多く、

22年度の実績しかありませんが、タクシー１台に何人乗るかということで、1.48人が土

川線、強首線につきましても1.33人の乗合運行しておりました。

今回乗合タクシーも西仙北地域のバス運行計画といたしまして見直しもかけておりま

す。

有償運送については、医療圏の関係で藤本医院まででしたが、今度ユメリアまでの要

望があり、有償運送バスと乗合タクシーもユメリアまでの計画を検討しております。

○後藤委員 　こちらは有償バス２００円、乗合タクシーは５００円でることは平等でない。



○事務局 　大曲の巡回バスも２００円ということになっております。

　乗合タクシーの５００円は崩せない。

○小山田委員 　バスとタクシーも今も現行通り運行するということですか。

　強首地区の第１地区とはどこをさすのか。

○事務局 　乗合タクシーについては、ユメリアまでの延長を考えております。

　第１地区とは木売沢、江原田、金山沢、笹山、九升田です。

○小山田委員 　全域にできないか、大沢郷と同じくしてほしい。

　停車場所が示されておりますが、強首から来る本村にも運行していただければ

○事務局 　羽後交通がやめないと次の段階に進めないので営業権があるものですから。、

　営業権があるところには市は入っていけない。

○小山田委員 　今のタクシー輸送をやっているのは、市で西仙北地区に委託してやっているのでは

ないか。

○事務局 　羽後交通が赤字でやめますと言わない限り、なかなか自由に路線をくめない。

○小木田委員 　市民と地域協議会に説明した乗合タクシーの利用率が悪くなってきていることから、

バス利用について地域協議会の要望事項として検討してほしい。

○後藤委員 　バス２００円、タクシー４００円の負担は片方だけが多いのでおかしい。

平等の金額にしてほしい。

○俵谷委員 　停車する場所について金融機関、病院等の止まる場所について無理のないように

きめてほしい。要望として利害関係のなようきめてほしい。

○小山田委員 　要望として乗合タクシーはやめてすべてバス輸送にしてほしい。

○工藤会長 　要望として出てきているので、地域協議会から出たことを、市の方に箇条書きにして

報告してほしい。善処してほしい。

○後藤委員 　同じような取扱い方法にしてほしい。

○俵谷委員 　乗合タクシーは自分の目的地まで行けるし、タクシーはなくしてほしくない。

　

○小木田委員 　市の事業で取り組んでいただけるとすれば、アンケートを取って住民の意思をくみ取

ることをしてほしい。

○佐藤委員 平成２２年度のスクールバスを使用するようですが、高齢者、子供が乗る場合に配慮し

ているのか。



○事務局 　オプションを考えたが、新車でないとできないとのことで、工夫してよく検討してみま

す。

○小木田委員 　今このバス運行されているところは、乗合タクシーは利用できないと区分されている

のか。

○事務局 　路線によってタクシーなのか路線バスなのか、市有償バスなのかというこことがありま

して、今回はじめて西仙北、南外路線が廃止になるということで、その代替運送を有償

バスでやるということになってます。路線によって微妙に営業権のからみがあり、入って

いけないようです。廃止によって何にするかという時にタクシーなのかなということです。

○篠原委員 　患者輸送バスの入っている大沢郷、強首地区は乗合タクシーは利用できないのか。

○事務局 　できません。

○佐々木智子委員 　乗合タクシーの料金について、ふたり以上１００円割引で４００円、人数が増えた場合

割引率が高くなるというようにはいかないのか。

　また、逆の発想でいっぱい乗れば安くなると乗り合わせる人が多くなるという考えがで

てくるのかなと思ったものですから。

○事務局 　来年度からの案として乗合率が１．４人ですので、2人乗っていただければ乗合率も

上がって行くのかなと考えております。

今後も安く快適に運行できるようと考えてまいります。

○五十嵐委員 　ひとつは利用者の通勤時間が９時は問題あるのではないか。

運行時刻のことで９時に出発して、帰りは１時と３時になっているが、休憩所をふれあい

センターも入れるべきではないか。

巡回バスの考え方だとすれば、刈和野からユメリアまでも可能かどうか、３点について

伺います。

○事務局 　スタートのときですので、出発は９時にして要望を聞きながら検討してまいります。

　待合場所ですが、駅、ユメリア、ふれあいセンター、大綱交流サロンを考えており、

休める場所を通過して行くという考えでおります。

○工藤会長 　この案について、地域協議会の意見を聞いてまとめて報告してほしい。

○斎藤委員 　免許返納者の半額はいつからか。

○事務局 　まだ、詳細は決めていないが、全校的な流れから免許返納者については、高齢者

があぶないことと、バスを利用していただきたいということもありますが、免許の履歴が

半年分位しかなく、証明書なしになるとどうするかを今詰めているところです。

　返納者の半額については、２００円券を１００枚１回に渡して利用していただくことを

検討しています。

○工藤会長 　それではこの案で進めてほしいことと、意見については市に報告してもらうこと。

　閉校に伴う学校施設の利活用について事務局から説明願います。



○事務局 　事務局説明

○工藤会長 　質問ありませんか。

○後藤委員 　土川小学校は備品保管庫となるのか。

○事務局 　校舎は備品保管庫となります。体育館はまだ未定です。

○後藤委員 　物置にされるような感じがする。体育館の床を外し土間にして冬でも使えるようにし

てほしい。

○今野支所長 　この話は聞いております。具体的に出された案でいけるのか、上の方には話して

おりません。耐震の診断はしましたが、体育館の床を外した場合、果たして建物が

耐えれるかどうか、いろいろ問題もあり調査しないといけません。上の方には上げま

す。木造校舎ですので、そこのところはチェックして検討します。

○後藤委員 　協和、神宮寺に子どもたちを野球の練習にいっているので、父兄の送り迎えも

ありますので、校舎が余っているのであれば、是非考えていただきたい。

○今野支所長 　この件に関しましては、２３日に市長協議がありますので、出された案については

集約」して出したい。

○小木田委員 　この前に閉校に伴う校舎の利活用について、委員に出されましたが、地域協議会

から要望して市長に出すとなれば、社会体育施設として利活用したいという団体か

らの資料は地域協議会に出されないものか。

○今野支所長 　この前に協議会委員から出していただいた提案書につきましては、この協議会で

もむということではなかったです。この意見を検討することは考えておりませんでした。

○小木田委員 　社会体育施設の活用についてどこから要望が出ているのか、地域からあがってきて

いるのか。

○俵谷委員 　スポ少とか社会体育から出ているのかと思う。

○今野支所長 　聞いた話として要望ではないが、スポ少が増えてきているが、統合しても体育館が

一つしかない。順番とか時間制限が出て不合理が出てくるので、体育館は残したい。

残った体育館を学校も含めた社会体育施設として残してもらいたいという要望が多く

のところから聞こえてきましたので、事務局サイドとしてこれをということでした。

○俵谷委員 　グラウンドの社会体育施設の維持管理は、市としてやっていくのか、地域でやるのか。

維持管理は市でやってほしい。

○今野支所長  原則として、今は市で管理していかなければいけないことですが、



　土小は借地であるため、グラウンドを借地してまでやって行くのか、市の方針もつめ

ていないので、委託とか運営のやり方も漠然としているので、市としてこれから検討し

て行く。

○佐々木（京）委員 　競売にかけたらいいのではないか。

○今野支所長 教育委員会も考えていると思いますが、　（案）もありましたことを市長に提出いたしま

す。

○工藤会長 　おおむねあげられていることで、市に出してよろしいということですね。

○事務局 　学校ごとに施設名称を入れた形で提案したいと考えております。詳しくお示しいただ

ければと思います。

○斎藤委員 　維持管理はどうなるのか。建物すべて市で管理してくれるのか、地元の人たちは、

どうしてもこれはできる、これはできないと天秤にかけてしまう。地域に残してほしいが、

負担があれば、どうしてもできないと思う。

○佐々木（智）委員 　協和はどうなっているのか。

○三浦館長 　野球場に関しては、教育財産から普通財産になってから利用する方に維持管理は

お願いしている。体育館に関しては、峰吉川は社会体育施設として条例化し、使用料

をいただいて貸出している。野球場は小種、稲沢、船岡が残っており貸出している。

維持管理については、草刈り賃金はある程度もってやっているようです。

　これは、野球場と体育館だけですので、これからは校舎の問題もでてくると思います。

○佐々木（智）委員 　であれば、そういった情報を集めていただいて、こちらではどうするかという判断材料

にはなると思うので、もっと具体的な情報を出してほしい。

○俵谷委員 　維持管理をしていくために、ここまでは市でもちますよということを、きっちりと示して

いただかなけばいけない。勝手にこちらで体育施設として使用したいとなった時に、

維持管理はしてくださいとなっても大変なことになる。

○今野支所長 　社会体育施設となれば利用料がかかってくると思うし、そうなってきますと果たして

利用者がでてくるのかなという問題もでてきます。結局そのことも含めて検討して行か

なければならないと思います。

　社会体育施設として本協議会でやってもらいたいという要望であれば、その方向で

行くわけですが、付属する使用料の問題、土小のグラウンドのように借地料を払って

使用料を取るのかなど矛盾した問題点もあるので、それをつめていかなければなら

ないなど、全部の小中学校の体育館、グラウンドを社会体育施設として、西仙北地域

協議会では要望したいとことであれば、その形で提案してもいいと思います。

○後藤委員 　社会体育施設になれば、使用料取られるとはどういうことか。

○三浦館長 　体育館条例があり、使用料が全部明記されており、１時間、１日いくらというように、

暖房料金はいくらとかなってきます。



○今野支所長 　緑地運動広場、スポ少、グラウンドゴルフ場も使用料を取っております。

○三浦館長 　協和の場合の体育館は、小種、稲沢、峰吉川、船岡は条例で、使用した場合は料

金をいただいており、野球場については、教育財産から普通財産にもどすので、条

例化はなっていない。使用する人が原則維持管理していただき、１日当たりの草刈り

賃金はもっているようです。スポ少は全部別に行く、使用する人は５００歳野球、もしく

は、体協が利用する位で使用する頻度が少ないということで、社会体育施設にしなか

ったと思う。そういう風なやり方を協和はしたようです。

○工藤会長 　いかがですか。

○俵谷委員 　地域の人が維持管理していくとしたら使用料はとらないですね。体育館の場合、

これは社会体育施設だから料金を取ることは矛盾する面があると思う。

スポ少などで使用したい場合がでてくると思う。

○三浦館長 　その場合は免除規定があり取らないことになっております。

○後藤委員 　合併すれば相当生徒数も多くなり、クラブ数も多くなると思うので、体育館ひとつで

まかなうことは大変なことだと思う。

○工藤会長 　社会体育施設にした場合は市で管理する、やり方については、委託などありうると

いうことですね。

○今野支所長 　スポーツ大会等は免除となると思う。クラブチームなど同好会的な場合は使用料を

取ります。

○小木田委員 　学校統合になった学校そのものについて、東中の場合、統合以降の方針はないも

のか。

○三浦館長 　中学校の場合はクラブがひとつ増えるということになっています。

○小木田委員 　西仙北地域でスポーツのやれる施設はスポーツセンター位のものですね。学校で

その体育館でなにをやりたいか。統合になった場合の方針はないものか。

われわれが要望してもいいけれども、学校側の要望はないものか。

○今野支所長 　今のところ、学校の方針がでてきていないものですから、協議会でどういう考えなの

かということをお伺いしている訳です。学校から示されていれば協議しなくてもいいの

ですが、それが示されていないものですから、統合になって新しい小・中学校ができ

てくると、いろいろでては来ると思います。

○後藤委員 　自治会には何ら説明会はない。ＰＴＡだけでなく地域の意見を求めるべきだないか。

○工藤会長 　体育館、運動場、野球場は残してほしいことと、具体的なことはこれからということ

で付議として書いて提出してほしい。



○今野支所長 　提案した文言については、会長さんに見ていただいてから出すことでよろしいで

しょうか。

○工藤会長 　長時間にわたりましてご協議いただきありがとうござました。

　今日の会議はこれで終了いたします。

議事録署名委員 佐々木　京　子

議事録署名委員 佐々木　智　子


