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■日  時： 平成３０年１１月２０日（火）午後６時 

 

■会  場：大仙市役所３階 大会議室 

 

■出席委員：１０名 

熊 谷   公、 佐々木   浩、 佐 藤 久美子、 柴 田 裕 子、  
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本 間 和 也、 丸 谷 勇 幸 

 

■欠席委員：６名 

打 川 和 子、 齋 藤 健太郎、 佐々木 良 悦、 遠 田 博 士、 

成 田 麗 子、 山 崎 雄 一   

 

■出席職員：５名 

五十嵐 秀美 （企画部長）       田口 美和子（まちづくり課長） 

高山 知洋（まちづくり課副主幹）     村上 範子（まちづくり課主席主査）  

川原 潤哉（まちづくり課主事）   

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 会長あいさつ 

   ３ 部長あいさつ 

   ４ 議  題 

（１）会議録署名委員の指名 

（２）地域枠予算の申請について 

（３）地域公共交通の再構築について 

５ そ の 他 

６ 閉  会 
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○事務局(高山副主幹) 

  本日はお忙しいところ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、ただ今から平成３０年度第４回大曲地域協議会を始めさせいただきます。

はじめに、藤井会長よりごあいさつをお願いします。 

 

○藤井会長 

  【会長あいさつ】 

 

○事務局（高山副主幹） 

  続きまして、五十嵐企画部長からあいさつ申し上げます。 

 

○五十嵐企画部長 

  【企画部長あいさつ】 

 

○事務局（高山副主幹） 

  会議に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

① 次第 

② 委員名簿 

③ 資料№１：地域枠予算申請一覧 

④ 資料№２：地域公共交通の再構築について 

以上でございます。 

 

なお、正確な議事録作成のため、ご発言の際はマイクを使用くださいますようお願

いします。このあとの進行については、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、藤井会長にお願いします。 

 

○藤井会長 

  それでは、会議を始めます。 

 本日、打川委員、齋藤委員、佐々木良悦委員、遠田委員、成田委員、山崎委員、から

欠席の届けが出されております。 

また、高畑委員、本間委員からは遅れる旨の連絡を受けております。 

委員の２分の１以上の方が出席されておりますので、会議は成立していることをご

報告させていただきます。 
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次に議題に入ります。 

会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は、佐々木浩委員と、丸谷委員

にお願いいたします。 

 

○藤井会長 

  続きまして、議題の２に移ります。 

地域枠予算の申請についてでありますが、今回、市民主導型の事業１件の申請があ

り、委員の皆様には事前に資料を郵送させていただいております。なお、この１件は

新規申請のため、申請団体より説明をいただきます。 

 

 【大曲綱引委員会 入室】 

 

それでは応募番号１番の大曲綱引委員会よりご説明いただきます。委員の皆様は

「資料№１」と「資料№１－１」をご覧になりながらお聞きください。 

それでは「大曲綱引委員会」の大曲大綱引き事業について、ご説明をお願いいたしま

す。 

 

○大曲綱引委員会（藤田委員長、事務局高橋さん） 

 

【大曲綱引委員会 説明】 

 

○藤井会長 

ただいま説明をいただきましたが内容についてご質問ありませんか。 

 

○佐々木浩委員 

お昼はどんと焼きや鳥子舞とかも継続するのですか。 

 

○大曲綱引委員会 

はい。 

 

○佐々木浩委員 

私も結構長くかかわってきたので、よくわかりました。ぜひ継続してもらいたいと

思います。 
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○大曲綱引委員会 

はい。 

○藤井会長 

ほかにございませんか。 

 

○本間委員 

これまでは１５０万円の寄付金でやっていたと思うのですが、今回３０万円という 

補助金を加えることによって、主にどういったことに３０万円が利用されるのかお聞

きしたいです。 

 

○大曲綱引委員会 

はい。補助金３０万円の内訳としては、申請した予算の中にございますが、子供関

係の綱引を新たに行いたいということで、そちらにかかわる材料費ですとか、製作費

ですとか、子供に対する記念品代という風な消耗品費等に３０万円を振り分けて、入

れたというところでございます。材料関係費、制作するにあたっての委託料、報償費、

消耗品費等にその３０万円を振り分けさせていただきました。 

 

○藤井会長 

よろしいですか。 

 

○本間委員 

はい。 

 

○藤井会長 

ほかにございませんか。 

大曲の綱引は続いてきていることなので、ある程度お分かりになられる方はわかって

いらっしゃるということだと思いますので、質問がないようですので 

ありがとうございました。 

 

【大曲綱引委員会 退出】 

 

○藤井会長 

以上、新規事業１件の説明をいただきました。ただいまより協議してまいりたいと

思います。応募番号１番、「大曲綱引委員会」からの申請事業については、いかがで

しょうか。ないようですので、承認の可否を問いたいと思います。承認の方は挙手を

お願いいたします。 



－5－ 

 

（全員挙手） 

全員ということで承認といたします。 

○藤井会長 

以上で、地域枠予算の申請事業に関する協議を終了します。 

続きまして、議題の３にうつります。地域公共交通の再構築について、事務局から説

明をお願いします。 

 

○事務局（田口課長・川原主任） 

【資料№２・３に基づき地域公共交通の再構築について説明】 

 

○事務局（田口課長） 

循環バスの意見・要望のところに、最終便の時間を遅らせてほしいというようなご

要望が上がっております。バスターミナル発、つつどんルートについては３時５０分、

はなちゃんルートが４時４０分になっておりますが、遅らせた方が利用者が増えると

思いますか。 

 

○佐藤委員 

高校生が乗りたいと言うのですよ。今は自転車ですが大曲駅を利用している高校生

が冬になるとみんな歩きますでしょう。その時にバスがあったら本当は乗りたい。で

も、高校生はみんな７時～７時半に駅に着く電車に乗ってくるので、朝は１時間以上

時間が合わない。帰りももうちょっと遅いと乗るんでしょうけど、大勢のお客さんが

乗りそうな時間帯には動いていない。 

 

○事務局（田口課長） 

そうですね、佐藤委員は再生協議会にも入っているのでご存知だと思いますが、結

局、循環バスは文字通り、循環するじゃないですか。駅からもし通うとすると、循環

バスではなくて路線バスがあります。駅からきて、グランマートを通って須和町の方

に抜けたり、大農の方に抜けたりするバスがあって、以前再生協議会の方でも話をし

たときに、ぐるりと回るので、直ではないので、どうなんだろうかという話になって

いて、できれば路線バスとあまり競合しないような感じがいいということでこの時間

に設定しているんですけど、もし本当に高校生が循環バスを利用しやすい時間に設定

するとすれば、それは高校の方に直接お伺いするとかして聞いてみて、せっかく時間

を変更しても乗ってくれないと。今のところは路線バスと競合しないようにというこ

とでこんな感じにしております。でも、検討はした方がいいですよね。 

何か循環バスについてご意見があれば皆さんからお伺いしたいと思います。 

沿線上なので丸谷さんとか。 
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○丸谷委員 

実際、公共交通をあまり利用していないので、アンケートを見ているのですが、そ

もそも循環バスというのは高校生のためでもない、お年寄りで交通手段がない人のた

めに作ったと思うのですが、利用者数が１３,０００人とありますが、ほぼお年寄り

の方々なのですかね。 

 

○事務局（田口課長） 

見ていると、時間が合わないからでしょうけれど、高校生よりかは介護に行くだと

か病院に行くだとかで、少し年齢が高い人が多いですかね。 

 

○丸谷委員 

アンケートを見ると、こうしてほしいというのはありますけれども、概ねだいたい

皆さんいい感じでやっているのかな、というそんな大きな不満はなさそうですね。た

だ収入も欲しいと思いますので、逆に減らすと経費が減るのであれば、その辺の現状

が見えないのですが。 

 

○事務局（田口課長） 

路線バスは、だいたい１便に１５人乗ると大体とんとんになります。だから１０便

あるので、すべてに１５人乗ってくれるとすべての経費はだいたい。例えば朝の便に

３０人くらい乗ってくれて、どこかで１０人で帳尻が合えば。 

 

○丸谷委員 

そういう意味では高校生を乗せた方がよいのでは。 

 

○事務局（高山副主幹） 

高校生って意外と送り迎えされているイメージもあって、ただ駅からきている方は

使うかなという感じがあります。 

 

○佐藤委員 

朝、駅で JR の乗客にキャンペーンをすることが年に数回あるのですが、すごい人

数が乗り降りするのですよ。その人数で時間が合えば、今日は寒いからとか、荷物が

多いからとかってバスに乗ることができれば、１５人は埋まると思うんですよ。 

 

○事務局（田口課長） 
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その１５人が路線バスに乗ってくれればいいんですけれどね。 

 

○佐藤委員 

そうですね。ただ路線バスは高いのかと。どうなんですかね。 

 

○事務局（高山副主幹） 

大曲高校とか大農とかサンロードの通りに降りますよね。そうすると、たぶん百い

くらで、循環バスより安いですね。でも乗っていない、というのはまたなにか別の理

由があるのかなというのも考えてはいたのですが。 

 

○事務局（田口課長） 

高校生って冬乗り合いでタクシーで行くイメージがあったのですが。循環バスにつ

いては高校とかに聞く機会を設けて、時間帯の要望があればそれを反映できればいい

かなと思います。 

経路はこのような形で定着しているのかと思いますが、もう１路線増やしてみては

というご要望やご意見があるのですが、そういった場合に考えられる方法って、駅東

ですかね、どうなんでしょうか。もしかして該当するのは久美子さんだと思うんです

が。 

 

○佐藤委員 

駅東は公共交通に縁がないです。路線バスもないし。皆さんほとんど自分たちで歩

いたり。駅前に出ていかなくても、駅裏でお医者様はだいぶ増えてきたのですが。ど

うなんでしょうかね。 

 

○事務局（田口課長） 

今年は議会で各地域回るじゃないですか。あのときに出されたのが、幸町はぴねす

でやった回で、駅東に循環バスを走らせてほしいと町内の方から言われたのですよ。

今おっしゃったように、駅東には公共交通がないので、一つ案ではあると思いますが、

ただそうしたときに、今のような１５人乗っていただければというのがどれだけの人

が実際利用したいと思っているのかなというところがわからなかったりして。 

 

○佐藤委員 

そうですね。 

もしかしたらぐるりと循環するルートが作りづらいかもしれないですね。 

 

○事務局（田口課長） 
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多分始発はバスターミナルだと思うのですよ。バスターミナルから再生住宅を通っ

て。 

○佐藤委員 

再生住宅を通って、駅裏にきてアンパスを抜けて朝日町から帰っていくというパ 

ターンですか。 

 

○事務局（田口課長） 

それって目的地がどこなんだろうという。ただぐるりとまわるだけで、回っただけ

では明確な目的地がないのかなという。駅東の人たちがどこに行きたいのか。 

 

○佐藤委員 

もしかしたら、駅前方面の人たちが、駅東のなにかを利用しにお医者さんだったり

はぴねすだったり回るかもしれません。 

 

○事務局（田口課長） 

そこは感覚としては、駅の中を通った方が早いかなというのもあったりして。 

 

○佐藤委員 

歩ける人はね。 

 

○佐々木浩委員 

試験運行でもしないと乗客の方だってわからないじゃないですか。 

 

○佐藤委員 

要望出たのって幸町からですか。 

 

○事務局（田口課長） 

はい。 

 

○佐藤委員 

でも幸町って高齢者あまりいないですよ。 

 

○事務局（田口課長） 

そう思っていたのですが出たので。大曲地域の要望として循環バスについてあげる

ときに、駅東にも循環バスを走らせてほしいという要望もあげるべきなのかどうなの

かというのはどうですか。 
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○佐藤委員 

でも、はぴねすを利用しているお年寄りはとても元気なので、マイカーで乗り 

あったりして来ているので利用しないかな。利用者にはならないかもしれないですね。 

 

○事務局（高山副主幹） 

例えばそういう場合って、この人数が乗らなかったらやめると決める場合、住民の

方々の反応がすごく心配な部分ではあると思うのですが。 

 

○佐々木浩委員 

試験運行だったら、了解してくれるんじゃないですかね。 

 

○事務局（田口課長） 

まあでも意見は分かれるでしょうね。 

 

○佐藤委員 

でも、例えばそういうことをしちゃったらですよ。ここを回っているルートだって

１日１５人乗っていないということになるから大変だと思います。 

 

○事務局（田口課長） 

  なので、試験をしてしまえば、実施する方向になると思うんです。 

駅東の件について、地域協議会として意見を出すときに、皆さん、どうですかね。

ものすごく意見的には大きいかなと。 

 

○佐藤委員 

駅東を走らせるよりなら、高校生を対象にアンケートをとってみて、早い時間に 

１本出した方が具体的かもしれない。 

 

○事務局（高山副主幹） 

高校生の帰りは７時くらいでしょうか。 

 

○佐藤委員 

今の、ここへ来る時もぞろぞろ歩いていましたよね。 

 

○事務局（高山副主幹） 
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意見の中で高校生や仕事帰りの方への５時半ころからというのがあるのですが、そ

ういったのも使われると思いますか。 

 

○藤井会長 

駅東だったら朝の通学の時間帯と夕方の５時半くらいの奴とそれだけあちこち回

らない、１本目と最終便は駅直行みたいな形で学校を回るという。ルートって申請で

認められるんでしたっけ。 

 

○事務局（田口課長） 

申請は一定期間ですね。ただ、そうなると系統が変わって全く別物として捉えた方

がいいのかなというふうに思います。まあそれはやりかたもいろいろあるので。 

 

○藤井会長 

大曲中学校とかも四ツ屋のあたりは田沢湖線から大曲中に来てる人もいる。 

 

○佐藤委員 

花館小も大戸のあたりはタクシーで来ている。 

 

○藤井会長 

四ツ屋中学校が大曲中学校に統合になった時に、一番最初に通ったのは私たちの年

代です。その時は北大曲駅が新設になって、冬の間は北大曲駅から電車で通っていま

した。 

 

○佐藤委員 

四ツ屋は広いので駅まで来るのは大変ですよね。 

 

○事務局（田口課長） 

そうすればまず循環バスについては、現状のルートを時間の見直しを図り、駅東の

方は幸町から出た意見もあるので、そこはもう１回町内に実情を聞いて大曲地域とし

てあげるのかそれとも純粋に市の方針としていくのかわかりませんが、両方の形で検

討していきたいと思います。 

 

○藤井会長 

幸町あたりって比較的平均年齢が若い、大仙市で１番若いような平均年齢ですよね。 

 

○佐藤委員 
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  子どもがすごく多い。 

 

○藤井委員 

  だとすると、若い人が多い。あまり、循環バスが通らない地域なのかな。 

 

○事務局（田口課長） 

あともう一つ駅東で考えたのが、仮に花館小学校とか大曲中学校とかで回すってい

う方法があるのではないかなと。例えばすべての子供さんが送迎できるわけではない

し、集団登校もしているのだけれども、天候が悪いとか色々なこともあるので、幸町

から出た一つの理由としては、学校の関係もあったのかなという思いもあるので、そ

こは直接聞いてみたいと思います。 

 

○佐藤委員 

その方がいいかもしれないですね。 

 

○事務局（田口課長） 

そうすれば、次は乗合タクシーの方に進みたいと思います。 

 

○事務局（川原主任） 

【乗合タクシーについて説明】 

 

○柴田委員 

先ほど言いました通り乗っていますけれども、すぐ近くが角間川なので角間川のお

医者さんに行く、と。そうすれば、乗合タクシーは大曲方面だけなので、すぐとなり

に乗り合い場所はあるのだけれども、利用はできない、と。それで、医師会なんかも

なんでも大曲厚生医療センターにきてくださいでなくて、かかりつけ医に一応相談し

て、というお話があるので、結局近くの、となれば角間川のお医者さんに行っている

人が結構いるのですよ、藤木の場合は。そうすると、利用したいのだが行けないとい

うのと、乗り合いの場所に路線バスのバス停はあるのだけれども、そこから次のバス

停の方が近いのかなという感じで、ちょうど中間点でどっちに行くにも２０分くらい

かかります。それで、うちの集落は樋渡というところなのですが、乗合タクシーが利

用できるのですが、そこは近い人だと５分くらいでバス停までいける場所なのです。

すぐ隣部落なのになぜ私たちの方は利用できなくて、そっちが近くて利用できるのか

という指摘がありまして、路線バスのバス停はあるけれども、乗合タクシーの乗降場

所がない、その路線に入ってないので、路線バスはあるけれども、バス停までが遠い

ということです。 
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○事務局（田口課長） 

乗合タクシーを入れるときに自治会の方に説明に行った際に藤木でも言ったんで

すが、路線バスが走っていれば、そこから何百メートル離れたところでないと、設置

できないという大仙市内のルールがあって、要は競合を避けるためにそういうルール

がバスの事業者さんとの間にあるのですよね。 

 

○柴田委員 

その石堂部落というところはすぐ目の前がバス停なので、数メートルしか離れてい

ないところにバス停があるわけですよ。でも、同じ集落の中でも石堂部落という一く

くりの中にずっと遠いところもあって、それで説明会の時に実は地域の集まりがあっ

て、たまたま石堂と樋渡の部落の人達が集まって交流会を開くことになっていて、こ

の乗合タクシーの説明を時間的に早くしていただいて、そのあとに交流会だったはず

なのですが、皆さん早く来ていただき、この乗合タクシーの説明を石堂の方も聞いた

のですよ。じゃあ、私たちはなぜできないのか要望を出そうという話があったのです

が、結局バス停があるため該当ならずで不便だという話がありましたので、まずそう

いう場所もあるよ、ということでお知らせの意味で載せました。ただ、集落そのもの

が同じなになに集落といっても点在しておるものですから、固まって一か所にあれば

いいのですが、あちこちにあるとなれば、やはり車で１０分くらいかかるだとかとい

う場所が出てしまうので、なかなかひとくくりにはできない状態です。 

 

○事務局（田口課長） 

あとは四ツ屋地域ですかね。乗合タクシーがあるっていうのは。 

まず、先ほど川原が説明したとおり、地域からまず大曲駅前周辺に病院とか買い物と

かのために活用してもらうという、別に年齢も制限はなく、住民登録している方であ

ればどなたでも使えるという、極端に言うと、子供さんの通学にも使えるし、という

ような形にはなっています。なぜこの時間帯が２本しかないかというと、まずこれが

スタンダードな時間帯なのですね。朝８時・帰りは４便あるのですが、あまり時間を

細かくしますと、名前の通り乗合タクシーなので、乗り合っていただきたいために料

金を５００円にしているので、あまり便を増やすと、乗り合っていただけない普通の

タクシーに、ただ普通のタクシーと違うのは乗降場所が決まっているということと、

こういったある程度制約を設けて料金を安くしているような形になっているのです

が、やはり高齢化が進んでくると決まった場所にも行けないという方がこれからどん

どん出るんだろうなと思います。そういったときに、現在５００円で乗合タクシーを

運行していますが、その５００円がより高いけれども、玄関まで行くという制度がい
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いのか、５００円は５００円という形になると、そこら辺は皆さんはどう思うかと思

った面があったので、浩さんどうですか。 

 

○佐々木浩委員 

やはり高齢者の方々には玄関先まできてもらいたいと。当然ですよね。今、空白地

域の蛭川地域、微妙な距離ですよね。まず車を利用している人が多いと思うのですが、

玄関先まで来てくれればいいな、という話は聞いた。お年寄りの方が結構多いので、

やはり玄関先へ、という話はありました。 

 

○事務局（田口課長） 

今は５００円なんですが、市の方でその路線によってなのですが、１５００～２５

００円の負担をしているのです。お客さんは５００円ですが、行政では１便につき２

５００円の負担があるんですね。仮に玄関から目的地までとなったときに、大した距

離ではない人もいるでしょうし、１０分～２０分そこから離れているってなれば、し

ばらく遠いでしょうから、そこの料金をまず、１,０００円だと高いので、高齢者の

方々がタクシーで行けば３,０００円もするのだけれども、乗合タクシーで片道１,０

００円だとすれば乗ってくれるものでしょうか。 

 

○本間委員 

冬道になれば、特に高齢者は歩くのも容易でないので、お金出しても家まで来ても

らえるというのはいいですよね。 

 

○事務局（田口課長） 

せっかくいま５００円である程度、それこそ藤木線なんて利用者が多いのですよ。

中山線とかは月３００台とか走っているのです。１,０００円になった時に一時は少

し減るのかなという気もしたりして、このまま乗合タクシーを入れればですが。 

 

○柴田委員 

よく考えれば、例えば家から駅の方に来るとすれば、通常は２,０００円以上かかる

と思っているので、まず５００円は安いと思うのですが、１,０００円くらいなら負担

してもいいかな、と。２,０００円以上かかるので、半分以下なので１,０００円ぐらい

でも結構負担するのではないか。バスだって、来るとすれば結構かかるので。 

 

○事務局（田口課長） 

その分はどこまで入っていけるかわからないですけれど、とりあえず玄関先までと

いう要望は多いのですよね、高齢化が進んでいるので。 
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○事務局（高山副主幹） 

タクシーの料金が３,０００円かかるところを、市の交通では割安で使えるという

ことで、どのくらいだったら、例えば３割程度で１,０００円だとか、そういう感覚

的な感じなんですが。 

 

○事務局（田口課長） 

例えば、柴田さんのところが片道２,０００円だったりして、往復４,０００円だけ

れど、往復２,０００円でいけるというところもあるし、久美子さんのところのように

初乗りでいけるようなところが１,０００円ってなれば・・・。 

 

○佐藤委員 

家から厚生医療センターまで７００円以上かかりますもん。大花町から。だからタ

クシーは高いんだという意識があるので、５００円は桁外れな気が・・・。 

 

○事務局（田口課長） 

乗合タクシーって、どれだけ認知されているのだろうかというのが時々思ったりし

ますが。 

 

○佐藤委員 

満車になっていますよ、２人以上乗って・・・ 

 

○事務局（田口課長） 

でも、１人でも走らせているのです。乗り合いなのでまれなのですが。中山線は乗

り合い率が高い。利用率もダントツで高い。 

 

○事務局（川原主任） 

大仙市全体で乗り合い率が１．５。 

市でタクシー会社さんの方に３,０００円お支払いします。５００円を利用者さん

からいただくという時に、最大４人まで乗り合いできるタクシー車両なので、４人の

方から５００円支払っていただけば２,０００円もらえるので４人 MAX で乗り合い

していただければ、市の持ち出しが１,０００円で済む、という制度なんです。そこ

でなるべく乗り合っていただきたいということで乗り合い割引で乗りあっていただ

いた場合は４００円になるという制度もやっております。ただなかなか乗り合いが伸

びていかないのが現状なんですが、そこで、乗りあうよりタクシーなら一人で乗りた
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いという方も意見があって、皆さんの中に乗りあうことへの抵抗感があるのでしょう

か。 

○事務局（田口課長） 

知らない人と乗る可能性もあるから、たとえば藤木線で８時に予約したらよく知ら

ない人と乗り合う、というのは意外と窮屈なのかなと。 

 

○柴田委員 

わたしが聞いた話ですと、男性が乗ってきたと。乗った人は女性なのですが、その

時、自分としては初対面だと思っていたけれども、お話したら実はどこそこの誰それ

でしたというのがあって、どこの病院に行くのよだとかコミュニケーションをとれて

隣近所のお話もして、帰りは別だったがその後２・３回一緒になってすごく良かった

という人もいました。お医者さんに行くとき、だれとも話をせず黙って乗っているよ

りは良かったという話もありますし、人によって嫌な人も中にはいるかと思いますけ

れども。ただ、大花町から５００円だとそれでも安いけれど、藤木の方だと、超安い

ので、藤木・角間川から１,０００円出して乗ってもまだ安いという間隔なんですが、

大花町あたりだと、逆に変わりないんじゃないかとなってしまう 

 

○佐藤委員 

でも大花町では乗合タクシーないですからね。降りれる場所ではあるけれど乗れる

場所がないですもんね。 

 

○事務局（川原主任） 

例えば、藤木の停留所に行きたいので、大花町から乗っていくというのは可能なの

ですが・・・ 

 

○佐藤委員 

これ、でも午前８時の便があるのだったら、高校生も乗る可能性がありますよね。 

でも利用者が増えると負担が増えるということですよね。 

 

○事務局（田口課長） 

ぶっちゃけそうですね。ただ費用対効果の面で、公共交通は今までは費用対効果と

いうところに観点を置いていましたが、高齢者向けの政策の一つでもあるので、あま

りそこを意識して意見をもらうとあまり発展しない気がするので、費用面はこの際お

いて、こういう制度があればみんなが利用しやすいのではないかというところをお話

ししていただければ。 
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○佐藤委員 

なんかこう、楽しい乗り合いの方法とか提案できるといいですね。 

 

 

○事務局（田口課長） 

今大曲地域にこれだけ乗合タクシーがあったり、循環バスがあったりするのだけれ

ども、これはあまりあるというような想定ではなくて、全く真っ白な状態で考えた結

果、やっぱり循環バスがいいよねとか、やはりここは乗合タクシーがいいよねという

ような考え方をしていただければ、これがありきだとこれ以上話が進まないので、そ

ういう方がいいのかなと思います。角間川地域は路線があまりない感じでとおってい

ますが地域からそういう意見はありますか。 

 

○本間委員 

私自身は聞いたことがありません。 

 

○事務局（田口課長） 

お隣近所で何とかなっているかなという。 

 

○本間委員 

だいたいそうですね。 

 

○柴田委員 

あと町部と違って角間川は農家なので、高齢になっても軽トラを運転する人も結構

いますので、最初から交通機関が近くになかったので自分たちで何とかしようという

感覚があったので、じゃあすぐこっちという感覚ではないかなと思います。で、今ま

た元気で運転できるので、という人もいます。 

 

○事務局（田口課長） 

すると乗合タクシーの路線をどうするかは別としても、玄関からあった方が将来的

にいいのか、料金はこのままでこういう形の方がいいのかってなるとどうですか。 

 

○柴田委員 

逆パターンで、うちから家へいくと１,０００円ですよ、と。乗り合い場所で乗降

する場合は５００円というのもありうるかなと。 

 

○事務局（田口課長） 
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そこまで行ける人は５００円だけれども、玄関からの人はちょっと料金を上げて… 

 

 

○柴田委員 

高いですよ、と。高くても家に来てほしいという人もいるのかなと思います。 

 

○藤井会長 

乗合タクシーで介護とか障がい者手帳を持っているという人は割引というような

制度と今は組み合わせてはいないのですか。 

 

○事務局（田口課長） 

障がい者はそもそもの価格が低く設定されているので、通常のタクシーは割引はあ

るのですが、これはすでに割り引かれている料金なのでそこは対象にはしていないで

すね。 

 

○藤井会長 

一番必要としている人はそういう人だと思うんだよな。やはり玄関まで来てほしい

というのは。 

 

○事務局（田口課長） 

障がい者手帳がある人であれば、福祉の方でチケットがありまして、一般タク 

シーを利用する際に提示していただけますと、割引にはなります。月１回で１２枚の。

まああの今このタイミングで見直しをさせていただいて、５～１０年先まで持ちこた

えうるような制度にしたいかなと思います。 

 

○戸嶋委員 

さっきのお家の前まで迎えに行くとプラスいくらというのは、今道端に乗合タクシ

ーの場所がありますが、例えばご近所さんと買い物を何曜日に一緒に行こうといって

玄関先、屋根の下で３人で待っていられるわけですよ。冬でも。まとまって申込みし

ていただければ、それぞれ１０００円払わなければいけないところを、１台でまとま

ってもらえれば３００円でいいとか。 

 

○佐藤委員 

５００円から引いていくのではなくって、５００円がそもそも安すぎるような気が

するのですが、申し込みの時点で２人以上の場合の特典は。乗り合いを増やし、乗り

合い率を上げていった方が、効果があると思う。 
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○戸嶋委員 

３人で外で待っていて吹雪いていたら行くのをやめるんじゃないですか。でも足の 

不自由な方の家に集まろうってなれば玄関にて３人で待っていられるのかなと。それ

で割引になれば乗る確率も上がるかなと。 

 

○事務局（田口課長） 

あと、大曲地域には循環バスや路線バスしかない中で、大曲地域の中で、循環バス

に乗らない方は家族に載せていってもらうとか、隣近所に載せていってもらうとか、

あとは一般のタクシーを利用する人が多いのですかね。 

 

○佐藤委員 

タクシー呼びます。うちのおばあさんを医者に連れて行くときに、おばあさんと 

ずっとくっついていなければならないときは、駐車場を探していられないので、タク

シーで往復します。 

 

○事務局（田口課長） 

それこそ往復で１０００円以上・・・ 

 

○佐藤委員 

往復で１５００～１６００円以上はかかります。片道７００円以上。 

 

○事務局（田口課長） 

文雄さんのところはいくらかかりますか。 

 

○高橋委員 

夜しか乗らないけれども、１２００円。私ちょっと今考えたけれども、３人で乗れ

ば４００円で済むなと感じています。大変便利な所に住んでいるから考えたことはな

かったけれど、自分たちの親は病院まで車で送り迎えしていました。ただ、一人暮ら

しになってしまうと、大変不便になると思うが、私は、恵まれているということを感

じました。 

 

○事務局（田口課長） 

町内の方で不自由されている方はいますか。 
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○高橋委員 

そこまで見てないけれども、近くに歩いて行ける病院もあるし、厚生医療センター

まで来るとなれば、家族の送り迎えが多いような感じがして。もし医療センターまで

いけない人であれば、徒歩でいける医院を選んでいただければ、なんとか自分で対応

しているような感じです。 

 

○本間委員 

午前８時と９時、この時間帯だとまず行くのは病院ですよね。買い物では早すぎる

ので。病院に行くための乗合タクシーみたいな感じなので、駅前で買い物したい人の

場合は合わないですよね。 

 

○事務局（高山副主幹） 

最初のスタートの時に病院とかが、主な利用だろうという視点で始まった制度で、

病院って、診察してもらって買い物して帰るとすれば昼頃・もしくは２時頃になると

いうのを設定したんですが、だいぶニーズも変わってきているかもしれないというこ

とでそういったのも取り入れていかなければいけないな、と思います。 

 

○佐藤委員 

どの便が一番多いんですか。 

 

○事務局（田口課長） 

８時。 

 

○佐藤委員 

帰りは。 

 

○事務局（田口課長） 

お昼か１時かな。 

 

○佐藤委員 

午前中はそんなに帰りはない。 

 

○事務局（田口課長） 

全くじゃないですが、やはりお昼すぎが多いですかね。一応３０分くらい前まで帰

りも予約があって、例えば診察が終わって、お薬をもらうまでどれくらい時間がかか

る、という感じでお昼とか１時とか。まあ８時に行くと大概お昼にはお薬もらって。
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まあ予約制ですし。 

 

○佐藤委員 

でも乗合タクシーのある藤木は恵まれていると思いますよ。この料金で利用できる

のだから。 

 

○事務局（田口課長） 

西根で乗合タクシーの話とかって聞いたことありますか。 

 

○佐々木浩委員 

聞いたことないです。だから一般のタクシーを利用する場合は片道１,８００円か

ら２,０００円かかる。さっき言ったのは、私の中では玄関前まで、冬とか雨が降っ

た場合とか悪天候を考えると、足の悪い人とかは玄関前という話は聞いたことがある

けれど、直接これを利用したという話は聞かないですね。 

 

○事務局（田口課長） 

足りないんですかね、隣あたりの人とか。 

 

○佐々木浩委員 

デイサービスとか利用している方が結構いるのですが、週に２回か３回行くなら送

り迎えしてくれるだろうし、あとは親戚の人とか買い物とか。 

 

○事務局（田口課長） 

そうすれば大曲地域協議会からの乗合タクシー制度は、路線は別としても今までの

スタイルと新しく玄関までに行ったときに分けて料金を設定するのもあるんじゃな

いかという意見です。藤木から角間川に行けるような、必ずしも大曲に来なくても、

内大友から角間川、とかそういうことですかね。料金については差別化で。特段住ま

われているところで新しく乗合タクシーを、という地域はないということで、大曲地

域にもあればいいんでしょうけど。そうすれば進ませていただきます。 

 

○事務局（川原主任） 

【免許返納制度の説明】 

 

○事務局（田口課長） 

割引制度は免許を返納したということで警察の方に行って、経歴証明書をいただき、

来ていただくと、地域公共交通を使う時に、バス関係を利用する場合は、１００円引
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き、乗合タクシーに使う場合は半額、という形になっております。これは高齢者の出

かける機会を創出するというよりかは、今まで自分で運転免許を持って自由に移動し

ていたところをスムーズに公共交通に切り替えていただくという目的で始まったの

で、１００枚１回きりという形にしています。そのほかの免許返納した際のサービス

としては、警察の方で行っている、加盟していただいている商店での買い物の際の割

引が受けられるといったところしかない状態ですね。仮に免許を返納したとしても、

路線バスや乗合タクシーが走っていなければ、恩恵を被ることは少ない形になってお

ります。そもそも運転免許を持っていない方に対してはそういった対策はとられてい

ないのが現状です。これについてまずこの制度をこういった制度があればいいのでは

ないか、というお話があれば、具体的に教えていただければと思っています。さっき

柴田さんがおっしゃっていたように、意外と田んぼをやっている方が免許返納が進ま

ないというのは、家の周りだけ走るとすれば、被害は少ないかもしれないけれど、な

かなか若い人たちが心配しているケースが多いのかなと思ていますし、逆走とかが話

題になっているので、免許がなくても自由に歩ければ１番いいんだろうなとは思うん

ですが。具体的に何かないですかね。どうすれば免許を返納しやすくなるか。 

 

○佐藤委員 

１００枚では足りないのでしょうかね。 

 

○事務局（田口課長） 

皆さん長生きなので。まあ、１００枚使い切ったという人はそんなに窓口にはい 

らっしゃいませんが。 

 

○佐藤委員 

あとから追加で申請できるというシステム、追加５０枚とか駄目でしょうかね。 

 

○事務局（田口課長） 

どうなんでしょうかね。それは別にあってもいいかもしれませんが。 

 

○佐藤委員 

ちゃんと１００枚使い切ったあとでね。 

 

○事務局（田口課長） 

あれ一応１００枚渡しする時に、お名前入りなんですよ。この人がっていう名前を

入れて、金券で簡易書留で送るのですが。 
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○佐藤委員 

安い５００円がさらに２５０円でしょう。そうすると使える回数券ですものね。 

 

○本間委員 

乗合タクシーでないとだめなの。 

 

○事務局（田口課長） 

そうなんです。 

 

○本間委員 

では乗合タクシーではないところは使えない、と。 

 

○事務局（田口課長） 

そこは少し不公平感があるかな、という。あと路線バスが通っているところは路線

バスで使っていただくとか。循環バスのところは循環バスで使ってもらうとか。 

 

○佐藤委員 

全く使えない人たちと、使える人たちがいるわけだからね。 

 

○企画部長 

いずれこの議論は年齢がいっている方の議論で議会でも通常の高齢者の方で例え

ば８０歳とか８５歳の人って免許を返納した場合、高齢者という扱いは別としても、

この制度を普及させるべきではないとか、免許制度じゃなくて、高齢者に割引券を発

行するとか。 

 

○佐藤委員 

返納した人だけじゃなくってことね。 

 

○事務局（田口課長） 

もともとない人も高齢者になれば一緒なので。 

これはあくまでも交通制度という切り口でやったことなのですが、高齢者施策とな

るとやはりすべての高齢者に、免許があってもなくても。 

 

○企画部長 

ものすごくこの部分はむずかしい。 
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○柴田委員 

年齢だけではひとくくりにできないし、同じ８５歳でも元気な方と…。 

 

○丸谷委員 

そういう切り口で行くと、どこかで切るしかない。８０歳なら８０歳。免許証って

国が認めているわけで、なぜかというと、人を殺す道具になることもあるので、国が

終わりだといえば済むことだと思うのですよ。事故が多いから返してほしいというこ

とですよね。 

 

○事務局（田口課長） 

そうですね。事故も多いし、やはり交通手段がないから… 

 

○丸谷委員 

そこは分けて考えなければいけない。さっきの乗合タクシーを充実するということ

は必要なのだけれども、本人の意思なのですよね。免許は絶対必要ですよ。それに対

して返してと言ったところで難しいところもあるのかな、と。 

 

○事務局（田口課長） 

やはり家族の人が、本人が返さないと言ったとしても、何かあった時に大変なのは

家族なので。もちろん被害があればそっちの方に。やはりいつまで持っているという

本人の意思も尊重したいのだけれども、家族としては日頃見ていてそろそろか、とい

う思いが出てくるわけですよ。うちも返しましたけれども。 

 

○丸谷委員 

  やっぱり線を引くしかない。 

 

○高橋委員 

７５歳になれば認知症の検査が始まり、町内の方々も結構免許を返納し始めていて、

認知症に引っかかって、お医者さんに診断してもらいなさいと言われると、免許を返

納する人が増えてきている状態なので、７０歳まではいいけれど、７１歳になると講

習を受け、７５歳まではいいのだが、７５歳を過ぎると難しくなって、そこで返納者

が出で来る。 

 

○事務局（田口課長） 

結構、何年か前から進んできているので、ある意味強制的にといった形なので、そ

れをより促進するためにうまく移行できるか、あるいはいいことがあれば返しやすい



－24－ 

 

のかなというものがあるのですが。これについては現行の制度を続けてより充実させ

ていくことになるのかな。 

 

○熊谷委員 

この回数券の使用頻度はどのような感じなのでしょうか。 

 

○事務局（田口課長） 

もらった方は全く使っていないということはなくて、月１回の人もいれば、何か月

に１回という人もいるだろうし、結局免許をお返しになっても、家族とか近所とかで

一緒に病院でも買い物でも温泉でもいろんなところに連れて行ってくれる話なので、

１００枚が一気になくなるわけではない。そのため１００枚なくなってしまった方は、

これは平成２４年からスタートしている制度ですが、数えるくらいしかいない感じで

すね。 

 

○熊谷委員 

自分の家のことで恐縮なのですが、やっと９０過ぎのおばあちゃんが去年免許を返

納したのですが、家族で乗り降りしている中でチケットの使用頻度を考えると、商品

券とか、の方が使えるし、促進ができるのではないかと。 

 

○事務局（田口課長） 

これを使って外出する気持ちにもなるし、路線があってもなくても。 

 

○熊谷委員 

うちは交通チケットを使わないエリアなので、そういう方でも使えるというか。 

 

○企画部長 

お店の割引制度とか。 

 

○事務局（田口課長） 

それもなかなか広まっていない感じはします。 

 

○事務局（高山副主幹） 

免許返納して、お金を払って証明書をもらい、それを見せるとお店で１割引や２割

引になる制度はあるらしいのですが。 

 

○佐藤委員 
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本人を証明するもので免許証の代わりになるものがないからっていうので、それに

なったって。 

 

○熊谷委員 

百円で１００枚ということは１万円分と決めてとか。 

 

○事務局（川原主任） 

交通に限らない取り組みということで。 

 

○戸嶋委員 

選べてもいいかもしれないですね。 

 

○熊谷委員ほか 

  そうですね。 

 

○丸谷委員 

  選択肢があってもいいですよね。 

 

○事務局（田口課長） 

同じ１万円だけれども、商品券を選びますか、こちらを選びますか、と。 

 

○柴田委員 

路線がないところはもらっても利用できないので。 

 

○事務局（田口課長） 

結構窓口にいらっしゃるのですよ。住所聞いて、どの路線を使う予定にしています

か、と聞くと、よくよく見るとやはり近くにないという方もいらしたりして、自分の

証明のためにもらったものだからという感じで。それを大曲地域の意見書に入れたい

と思います。 

 

○佐藤委員 

でも回数券が買い物券のような使い方になるとすると、さっき部長がおっしゃった

ように、免許をそもそも持っていない高齢者とまたもめるのじゃないかと。 

 

○五十嵐企画部長 

たとえば商品券になった方が、今まで免許を持っているからそれでいいよという回
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数券の、例えば先ほどあったように１００枚使ったから次の交付の時に５０枚といっ

た方がなかなか通りづらいな、と。１回で免許を返納したから、商品券とか我々より

も警察の方が先に制度を実行してきたと思うのですよ。市がそれではあまり促進にな

らないので、市が循環バスや乗合タクシーに加わっていった形なので、皆さんは高齢

者という切り口から議会でも他の地域でも考えてくださり、商品券１回で済ませた方

が、割り切りやすいのかなという。 

 

○事務局（高山副主幹） 

目的があくまでも免許返納を促進するということでいけば、この制度で区別できる

のかな、と。 

 

○柴田委員 

逆に返納した人が選べるというのも良いと思いますけれど。 

 

○事務局（田口課長） 

そもそもなかったひとが気にはなるのですよね。 

 

○丸谷委員 

まあ、それはここでは線を引いて、協議しないということで。でないと終わらない。 

 

○事務局（田口課長） 

  いいんでしょうか。 

 

○柴田委員 

元々免許のある方は車を買ったり、免許を取るために投資しているので。 

 

○五十嵐部長 

  まあ、この場ではそこは議論しないということにしないと、終わらないですね。 

 

○事務局（田口課長） 

それでは、次に財政状況と少子高齢化というところは飛ばさせていただいて、共助

による運送についてというところを説明させていただきます。 

 

○事務局（川原主任） 

【共助による運送について説明】 
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○事務局（田口課長） 

最近、新聞で狙半内の自治会でそういう部分を担ってくださっているという新聞記

事を見ますし、かつては上小阿仁村の方で NPO 法人を立ち上げて地域の交通を担っ

ているというような報道もあったかと思います。地域の交通を担うとなるとバス会社

さんですとかタクシー会社さんというのが大きいところになると思いますが、皆さん

ご存知の通りバスは羽後交通さんですし、タクシーは大曲地域を中心に６～７社ある

のですが、各地域にくまなくカバーするというのが難しい面もあるのかなと思います。

まず仮に時間が午前２便とか帰りが何便という感じで予約制なのである程度工面し

てやっていただいているところもあるのかなと思います。実際今現状のまま１・２路

線増やすとなると、現状のタクシー会社さんでは難しい、これ以上自分の会社では難

しいというところです。そういった時に、そうすれば自分の地域は町内会で担うよと

か自主防災組織で担うとかというような地域があると、その地域はその地域の人がカ

バーできるのかなと思いました。まあ今各地域の協議会でこういった話をさせていた

だくのですが、やはり大曲地域よりもほかの地域が沢沿いとか山間であるところがあ

ったりして、そういったところは自分たちの地域は自分たちで、みたいな声もありま

す。大曲地域の中にもまだまだ交通が行き届いていない地域もありますので、自治会

の方で率先して取り組んでいただければ、例えば車両ですとか、いろんな支援はやっ

ていきたいので、そういった思いで公共交通の再構築を進めているところです。 

 

○高橋委員 

これはたいへん便利なことだが道路交通法から行くと白タク行為ということで、そ

ういうところに許可を与えていただければ、大変ありがたいことだし、保険等をちゃ

んとかけて、人の車を運転して事故を起こした場合、他車事故特約ってあって、人の

車を運転しても保険が下りる保険制度もありますので、そういう保険をしっかりかけ、

安心して乗っていく。そのような方向に持っていければ大変良いと思います。 

 

○事務局（田口課長） 

今おっしゃられたように、人の車を運転しますし、自分の車でやってお金をもらう

とそういう行為にあたりますが、今狙半内とかでやっているのは、行政が許可をもら

うのだけれども、例えば日の出町さんが町内会の運転する方が講習を受けていただく。

講習を受けていただき、市がこの車で運行をお願いします、という形で研修を受けた

人が予約制なのか、何日に１回なのかは決め方でしょうけれども、そういった形です

ると。そうすると、知らない人でもないですし、より細やかな活動ができるのかな、

と。まあ、料金設定とか色々あるのですが、自分たちの地域で、やってくれそうな、

２種免許とかは必要ないので、あとは行政の方で申請をして許可を取るという形にな

っています。それがまず今狙半内の方で出ている制度になります。そういった制度も
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ありますので、皆様の地域については、ある程度交通はあるかもしれませんが、皆さ

んの地域でそういう声があれば、町内会で取り組むことも可能ですので、その時は一

声お声掛けしていただければ、と思います。 

 

○事務局（高山副主幹） 

やはりこのシステムには地域性もあると思うので。 

 

○事務局（田口課長） 

今はお互い様でやっているから、当面はこれでいいよというところもあるのです。

全部の地域協議会を回ると。まあそれをやったことによって、地域の輪が乱れてしま

うので、お互い様でやっているから今は大丈夫だという地域もあります。 

 

○柴田委員 

危惧するといいますか、最初は雪よせでも善意でやってあげた、というのがあった

のですが、毎年毎年やってもらっているうちに、遅かったね、とか当たり前のように

なってしまっていて、車も最初はよかったという思いがあるのですが、それが、だん

だん愛想が悪いとか、そういう不満が出てきて、コミュニティを壊すようなことがあ

るので心配なところがあります。 

 

○事務局（高山副主幹） 

自家用車を使って、有償で許可を取ってやるというのは、そういう背景があったか

らだと思うのです。あとは事故を起こした時の保証などを考えると、そういう制度も

使っていただいた方が良いということでできた制度だと思います。 

 

○事務局（田口課長） 

やはりそこの地域の昔からの地域のつながりもあるでしょうから、一概にこれを 

使ってよ、ということにはならないのですが、そういう制度もあるので、ぜひそうい

う話があれば、業者が多いわけではないし台数が多いわけでもないですので。 

今の共助のところは説明させていただいたところにとどめますが、この後今日いた

だいた意見をベースに審議で意見書を出す案のものをお送りさせていただきます。そ

れを見ていただき、また考え付いたことがあればその時にお返事いただければ、と思

います。 

ほかにありませんか。 

 

○戸嶋委員 

ちょっと戻るのですけれど、循環バスを駅東に、ということで、一戸建てを持って
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いる核家族の方が多いし子供さんが多いですよね。そうすると、もしかしたらバスを

運行することで、パートで働いていたお母さんがフルタイムで働けるかもしれないと

すれば、子どもさんも多いし、そうすると結果的にバスを運行することで社会福祉の

待遇も良くなるし、稼げる額も増えるし、きっとおうちのローンも抱えているだろう

し、結果的に稼げれば税収も上がることだし、もしかしてそういう働きかけができれ

ばすごく良いことかと思いました。 

 

○事務局（田口課長） 

高齢者がいらっしゃらないなら使う人も・・・と申し上げましたが、もしかしたら

そういう効果もあるかもしれませんね。 

 

○事務局（高山副主幹） 

  それは子供が使うということですか。 

 

○戸嶋委員 

子供の送迎のために、お母さんとしてはもしかしたらありがたいかもしれない。 

実際歩いて通っていたとしても、結構迎えに行くじゃないですか。それが「今日バス

で帰ってきて。残業だから」とか言えれば、いいこともたくさんあるのかなと思いま

す。 

 

○事務局（田口課長） 

ほかにありませんか。髙畑さん何かありませんか。 

 

○高畑委員 

普段お客さんを見ていたりすると、病院に寄って来たのだとか高齢そうなご夫婦で

も車で来たりするので、車に頼っている部分も多いのだろうな、という所を感じてい

て、病院におばあちゃんを連れてきたという話も聞いたりするので、高齢者の方でも

車に頼っているというのは感じている部分であります。 

 

○事務局（田口課長） 

ほかに特になければ、再構築の件はここで終わります。 

 

○藤井会長 

ご協議いただきありがとうございました。 

本日の議題については以上であります。続きまして、次第の５番のその他にうつりま

す。事務局からお願いします。 
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○事務局（村上主席主査） 

【次回地域協議会日程について】 

 

○事務局（高山副主幹） 

【１２月２３日の研修について】 

 

○事務局（田口課長） 

【ふるさと納税について】 

 

○藤井会長 

ほかに委員の皆さんから何かありませんか。 

なければ、これをもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。長時間にわた

りご苦労様でした。 

 

（午後 ８時 １２分 閉会） 
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