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■日  時： 平成３１年１月１７日（木）午後３時３０分 

 

■会  場：フォーシーズン  

 

■出席委員：９名 

佐々木   浩、 佐々木 良 悦、 佐 藤 久美子、 柴 田 裕 子、 

高 橋 文 雄、 遠 田 博 士、 成 田 麗 子、 藤 井 隆 夫、 

山 崎 雄 一 

 

■欠席委員：７名 

打 川 和 子、 熊 谷   公、 齋 藤 健太郎、 高 畑 祐 太、 

戸 嶋 真紀子、 本 間 和 也、 丸 谷 勇 幸 

 

■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 （まちづくり課主任） 

  

 

■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）ヒカリオまるしぇ（行政主導型事業）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、ただいまから平成３０年度第５回大曲地域協議会を始めさせていただきます。

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） 

ありがとうございました。それでは、のちほど地域公共交通再構築の案件の前に、 

市長が入室しますので、その際に市長よりあいさつをいただきます。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：ヒカリオまるしぇについて 

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。 

お手元にない場合はお知らせください。 

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、熊谷委員、齋藤委員、高畑委員、戸嶋委員、本間委員、丸谷委員

から欠席の届けが出されております。 

また、山崎委員からは少し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。 

 

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、山崎委員と、成田委員にお願

いいたします。 
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○藤井会長 

  続きまして、議題の２に移ります。 

今年度、行政主導型で大曲地域協議会と市とで実施した「ヒカリオまるしぇ」につ

いて事務局より説明お願いします。 

 

○事務局（村上主席主査） 

【資料№１に基づきヒカリオまるしぇについて説明】 

 

○藤井会長 

ただいま事務局より説明がありました。皆様より、ご質問・ご意見等ありましたら

ご発言お願いします。 

前回、浴衣の方で頑張っていただいた成田さんからなにかございませんか。 

 

○成田委員 

行政から市民に移るということは若者を取り込んで、皆さん一生懸命やっていただ

きたいと思います。私たちは藤井会長から基礎をやっていただいたので、これからは

皆さん若い人たちに移していってもっと盛り上げてもらいたいと思います。大変いい

ことではないでしょうか。 

 

○藤井会長 

ありがとうございます。ほかにご意見ありましたらお願いします。 

佐藤副会長、ございませんか。 

 

○佐藤委員 

はい。新しい体制になるとき今までまちづくり課が、「打ち合わせ会をこの日から

やりますよ」と言ってもう４月からやっていて月１回、月２回のペースで打ち合わせ

を重ねていって、やっと大勢お客様がいらっしゃるようなまるしぇになったと思うの

です。どこかまちづくり課から連絡をもらったから行かなければ、みたいな感じだっ

たところを実行委員会が主体で文章が出ても今までのように集まれるか不安なので

すが、スタートの時期は決めてあるのですか。 

 

○事務局（村上主席主査） 

委員の名簿の中にわかじぇファーマーズさん、こちらの事務局が県の振興局なので

すが、担当の方がその団体の方にお話をしてくれて、どなたかを推薦していただくと

いう流れになっております。そこが決まりましたら、こちらといたしましては、２月

の１０日頃までに第１回目を行いたいと。早いうちに第１回目をおこなって、顔合わ 
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せをしたうえで今後の流れを皆さんから意見をいただきながら形作っていきたいと

思っているところです。 

 

○佐藤委員 

ではスタートが早くなるということですね。 

 

○事務局（村上主席主査） 

そうですね。去年よりは早めにスタートして、去年は１か月に２回ペースだったの

ですが、１か月に１回か２回かのペースで行った方が、あまり負担がないのかなと 

思っています。ただ民間主導となることで、回数が増えるかもしれないということも

想定はしておきながら、集まるのは早い時期に行いたいと考えております。 

 

○佐藤委員 

開催の季節は、去年は７月だったのですが。 

 

○事務局（村上主席主査） 

こちらの案としては、去年と同じ７月の最終週というのは案としてあると思います。

ただそれも実行委員会に諮ったうえで決めていきたいと思います。 

 

○佐藤委員  

わかりました。高校生たちに前回参加してもらったのですが、学校は早めにアプ 

ローチしていかないとうまくいかなかったので、そういうことも含めて早めに動き出

すというのはいいことだと思います。 

 

○事務局（村上主席主査） 

ありがとうございます。 

 

○藤井会長 

ほかにご意見ございませんか。 

わかじぇファーマーズは去年４回やったのですよね。だいぶいろいろな所へ手を回

して PRはしていたのですが、実際に出店店舗は３つくらいといった所でしたので、

それを４回続けたということは続けるということに意味を感じている人たちだと思

うので、あの人たちにも参加していただくことで、長く続いていくものになるのでは

ないかと。確かヒカリオまるしぇに出店した人も中には入っているのですよね。あの

アスパラを育てている・・・。 
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○事務局（村上主席主査） 

まちやマルシェの小須田さんですね。 

 

○藤井会長 

まあ、農家といってもだんだん自分でやろうといる人たちは販売の方も考えている

方が多いので、多分商工会議所にもヒカリオまるしぇに関わっていただいたし、農業

関係の人も関わっていた。やはり農業と商業関係と分けるのではなく、両方の力を結

集して続けていけばいけるんじゃないか、という印象は前回もちました。まず、今年

スムーズに実行委員会形式に移行していくために、今年は難儀しなければならないと

思うのだけれど、スムーズに移行できればこれから続いていく可能性が高くなると思

います。 

 

○遠田委員 

実行委員会名簿にまちづくり課さんの名前がないのですが、事務局的にサポートし

てくださるということで自動的に実行委員の中に携わるということなのでしょうけ

れど、あえてここは実行委員会のなかにまちづくり課さんを入れてしまった方がいい

のではないのかな、という気がしてならないのですよね。いやらしい言い方をします

が、役所の手を離れたら、あとまちづくり課はあまり携わらなくていいのではないか

と言うような人たちじゃないではないと思いますが、そう言われると困りますので、

これは役所あるいは商工会議所の人たちがやっているうちは運営できるのですが、手

が離れると尻すぼみになって、なくなってしまうというのが１番もったいない話なの

で、ここはしばらく手を携えていただくためにも実行委員会のなかにまちづくり課の

名前を残していただいて、立場的には事務局的な役割をするということでいいのでし

ょうが、そういうふうにしていただいた方がいいと思います。 

 

○藤井会長 

今の遠田委員の意見に対してどうでしょうか。 

 

○事務局（村上主席主査） 

ありがとうございます。私たちまちづくり課といたしましても、今年度組織づくり

を始めるにあたって、急に事務側だけだ、というつもりは全くなく、ただ今回のこの

市民協働型事業というのは労務は住民、財政的サポートが市という役割分担があるの

で、この実行委員会名簿にはこういう形で載せさせていただきました。一緒にやって

いくつもりでいますので、よろしくお願いします。 
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○藤井会長 

ほかにございませんか。 

それでは来年度のヒカリオまるしぇについてそういう形で進めていくということ

でよろしいでしょうか。 

 

○藤井会長 

それでは会議を再開いたします。ここで、老松市長よりあいさつをお願いします。 

 

○老松市長 

あらためまして皆様、あけましておめでとうございます。よろしくお願いします。

本日はお忙しいところ、通常の協議に加えまして、地域公共交通に関する意見交換の

時間をいただきまして、誠にありがとうございます。委員の皆様には日ごろから市民

と行政との共同のまちづくりを推進する中心的な役割を果たしていただくとともに、

市民と行政の関係をより身近な関係にするということで特段のご協力をいただいて

いるところでございます。本当にありがとうございます。さて、地域公共交通に関し

ましては、大仙市における重要な施策の１つであります。これまでも市の公共交通計

画のもと、基幹路線であります路線バスを維持しながら、その支線となりますコミュ

ニティバスや乗り合いタクシーなどを運行させまして、なんとか地域の実情に沿った

市民の足の確保に努めてきたところでございます。しかしながら少子高齢化や人口減

少の進行、路線バスのダイヤの縮小・廃止、さらには運転免許証の自主返納によりま

す、交通弱者の皆様の増派など様々な問題が顕在化してきているところでございます。

これまでの交通システムを続けていくのでは対応が大変困難であるという認識を持

っております。また毎年行われている市民による市政評価の中でも、公共交通は要望

度が大変高い施策のひとつとなっております。さらなる充実が求められているものと

いう認識をいたしております。市ではこうした現状を踏まえまして、改めて市民の皆

様が利用しやすい、また、暮らしに役立つ、そんなより良い地域公共交通の実現を目

指しまして、２０２０年度をめどに、地域公共交通システム全体を再構築したいとい

うふうに考えております。今年度は再構築向けました調査の年、と位置づけまして、

市の広報誌を活用したアンケート調査を実施したところでございますし、本日のよう

に各地域協議会と意見交換をさせていただきまして、市民の皆様から多くのご意見や

ご提議をいただくところでございます。本日も皆様からいろいろなご意見を頂戴した

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。ここ大曲地域は皆様ご存知の

通り、大曲駅や大曲バスターミナルといった主要な交通結節点を擁しておりまして、

市内では最も多くの交通システムが行きかう交通の要所という風になっております。

大曲バスターミナルを中心として羽後交通が運航する路線バスが１１路線、市が実施

するものといたしましては、大曲と他地域を結ぶコミュニティバス３路線、中心市街
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地をめぐる循環バス２路線、中心市街地と郊外の地区を結ぶ乗合タクシー６路線を運

行いたしております。しかしながら大曲駅東地区や昼川地区などに於きまして、１部

には交通が不便な地域も発生いたしております。各地区の自治庁に合わせて、大曲地

域内の移動をどのように支援していくかが大きな課題だと考えております。今後どの

ように改善していくか、地域協議会の皆様からの意見を参考にしながらしっかりと考

えてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。結びになりますが、本日の地域

協議会が有意義な機会となりますことを心からご期待申し上げまして、あいさつとさ

せていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○藤井会長 

ありがとうございました。それでは議題の３地域公共交通再構築について協議した

いと思います。事務局よりお願いします。 

 

○事務局（川原主任） 

【資料№２に基づき地域公共交通の再構築について説明】 

 

○藤井会長 

それでは、委員の皆様からご意見をお聞きしたいと思います。それではこちらから、

佐々木浩委員の方からお願いいたします。 

 

○佐々木浩委員 

今事務局の方からお話がありましたけれども、この前協議会の中で話し合われまし

た課題につきまして、すべてクリアするのは不可能であると考えますと、私在住は西

根ですがあまりピンと来ないのです。ということは、利用したこともないし、地域の

方からもあまりそのような話は出ないので、やはり少子高齢化の流れの中で、利用し

たいけれどなかなか利用できないという方も多いかと思います。そういう課題の中で

例えばいろんな消費を考えますと、大型カーでなくてもワンボックスカー、あるいは

ワゴン車などを活用するのも一つの手ではないかと思いますし、また、医療等お医者

さんに行く方、そういう方はタクシーを利用する場合やはり、待っているのは苦痛だ

と思いますので、出来れば近くまで送迎してもらい、割増料金は必要ですよというよ

うなことも含めまして、実施されてはいかがかと思います。西根にはありませんが、

蛭川地区も西根地域でございますけれど、蛭川地区の方は橋を渡るとすぐ大曲市内に

入っていきますが、子供さんは西中学校ですから、距離的には非常に遠いのですよ。

子供さんが小学校中学校ということを考えますと、そういうことも含めますと、蛭川

地区の皆さんにつきましては、これからそのことが懸念されるのではないかと思って

います。課題につきましては色々な意見がありますので、これに集約されていますの
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で、私の方からはこれくらいにしておきたいと思います。 

 

○老松市長 

今、佐々木さんからご指摘いただきましたが、ありがとうございました。車の大き

さの関係は検討させていただきたいと思います。特に共助による運送、いわゆる自家

用車を活用した有償運送となれば、乗用車タイプやワンボックスタイプとか１０人乗

りとかになってくるのだろうなと思っておりますので、いずれどれくらいお客さんが

乗るのか想定しながら車の大きさを決めるようになってくると思いますが、ただ新し

い車をたくさん買わなければならないとなると厳しい部分もありますので。それから、

乗合タクシーは自宅まで、ドアツードアが理想で、要望がたくさんありますが、特に

足の不自由な高齢者の方からはそのような要望が強いのかなと。ただ、停留所まで歩

ける比較的健常な方は、バス停まで歩いていくのかなと思いますので、その辺も見極

めながら、すべてドアツードアでやるというのは、割増料金をいただいても、なかな

か財政的には厳しい状況になるのかなと思っておりますので、最高のサービスになる

というのはわかっていますが、難しいというのが正直なところかなと思います。まず

はいろいろな話をお聞きするということで、最初から駄目だと言ってしまえば話がで

きなくなってしまいますので、そういう考えではいます。まあ羽後交通の路線バスが

残念ながら廃止になって、その路線を今まで利用していた人をどうするかという考え

方で今までいろいろなことを考えていましたが、それはそれで路線バスはまだありま

すので、路線バスがなくなったからどうするということではなくて、地域の皆さんが

利用しやすい交通システムはどのようなものがいいのかなと。費用対効果はもちろん

ありますが、そういう観点で考え始めたところなのでいろいろ今日出していただけれ

ば、と思います。ありがとうございました。 

 

○藤井会長 

それでは続きまして、四ツ屋の佐々木良悦委員からお願いいたします。 

 

○佐々木良悦委員 

佐々木です。わたしも隣の佐々木さんがおっしゃったように、資料の現状と課題を

全てできれば最高なのでしょうけれども、地域公共交通の認識をできていませんでし

た。ただ、今資料を見るにつけて、いろいろ悩ましい問題なのではないかと思ってお

ります。というのは、限られた予算、確か１億６０００万円弱だったと記憶しており

ますが、それが今後増える可能性はないと想像しております。その中でどうやりくり

していくかとなれば、高齢者は増え、ますます交通機関が重要になってくるとなれば、

どこをどう運営するのかという問題になってくると思いますが、現状を考えれば私は

特別な不満が聞こえてこないので、このままでもいいのかと思いますが、これから構
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築していく段階でこのようなことは申し上げる意見ではないと思いますけれども、た

だ、やはり１番経費がかさんでくるのはデマンド型の交通手段、乗合タクシーの方が、

高齢者が増えてくればおそらく、経費が増してくる、すると、どこをどうするのかと

いうような考えに至ってくるわけです。その点では、市役所の皆さんはいろいろ情報

を使っていらっしゃるので、いろいろ考えてくださるとは思いますが、もしあれなら

ば、突飛な考えですが、タクシー会社５社がここに名を連ねているのですけれども、

タクシーの暇な時間がありますよね。駅でタクシーの前に行ってもタクシーが止まっ

ています。その時間帯、８時から２時までとか、その間７５歳以上の高齢者は  １

０％引きとか、ということをタクシー会社と協議していただければ、お互いが経済的

観念ですり合わせていけば、確かに利用者は増えますけれども、タクシーの赤字も出

ない、行きたいところに行ってこられる。私は利用者に対してどこまでも支援するの

ではなく、ある程度自分のことに対する対価というものも責任を持たせるべきだとは

思います。以上です。 

 

○老松市長 

佐々木さんありがとうございました。健常者や自家用車で歩いている方はもしかす

るとあまり地域公共交通に関して情報や知識がないと思っています。残念ながら PR

不足だといわれてしまう分野ですが、もう少ししっかり PRして、知らないので利用

しないという人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、しっかり PRしてい

きたいと思っています。それから、１億６０００万円、平成２９年度の実績として、

市が負担してこのコミュニティバスやら乗合タクシーやら、循環バスを運行している

ということですが、この額が多いか少ないか、たくさんの方が利用されているとすれ

ば、負担したかいがあるというところですが、残念ながら、ただ大曲地域は比較的コ

ミュニティバスは３路線、西仙北、杉山田からくるもの、南外からくるもの、それか

ら、太田からくるもの、のいずれも３０年度は利用者が増えているということ、加え

て大曲の市街地を回っている循環バスも利用者が少し増えている、と。乗合タクシー

の関係だけが６路線のうち、中山線と藤木線は増えているけれども、ほかの内小友、

松倉、高関上郷、四ツ屋線は残念ながら少し減っているということであります。もっ

ともっと利用しやすい制度にしていかなければいけないということです。それから地

元のタクシー会社５社が名を連ねていますが、決して市がやることによってタクシー

会社やバス会社に迷惑かけるような競合するようなやり方はできないと思っており

ますので、乗合タクシーはそれぞれのタクシー会社にお願いしてやっているというと

ころであります。こうした形で一緒になってやるということ、循環バスは羽後交通に

委託してやっているというところであります。 

既存のバス・タクシー会社とは一緒になってやっていくという考え方はこの後も変

わらないつもりです。ただ、すべてに今の形でいいかという検証はやっていくつもり



 －10－ 

 

で、最近増えてきているのが共助による運送、高齢者の皆さんを地域の人が手助けす

る、そういったやり方があちこちで出てきています。これを強制するわけにはいかな

いので、いろいろ PRしてやっていただける地域・地区、そういったものが出てくる

のであればそうした共助による自家用車を使ったシステムもしっかり市の方で支援

してまいりたい。おそらくボランティアではなく有償の共助のシステムになると思っ

ています。まあ、今大事なご指摘がありましたが、タクシー会社さんとは連携を取り

ながらやっているということは間違いないので、今、佐々木さんから７５歳以上は１

０％割引という提案がありましたので、そうした補助制度、実際に運送するのではな

くて、補助制度も交えるという提案でしたので、参考にさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

○藤井会長 

続きまして、佐藤委員。 

 

○佐藤委員 

佐藤でございます。私、住まいが大曲駅東大花町なので公共交通というと駅から新

幹線に乗ったりする程度なのであまり普段循環バスもコミュニティバスを利用する

ことがなくて、バスに乗っている人を見て、今日は乗っているとか乗っていないとか

という程度しか情報がなくて、今日の委員の皆さんもそうなのですけれども、本当に

高齢者でそれを利用している人の声を直接聞くことがなかなかできないので、そうい

う意見を聞く機会があってもいいかなと思います。ご本人の話を聞いてそんなに大変

なのだ、とかここがよかったと思っているのだということが実際感じられるような機

会があってもいいかなと思いました。今お話がありましたが、共助による運送は県内

にも先駆けて行われている市町村がありますので、ぜひ参考にしながら進めていけれ

ばいいと思います。あと、高校生たちとか、前の協議会の時もお話したのですが、循

環バスの利用者をもう少し開拓してもらって、時間とかに幅を持たせていただければ

利用する人は増えていくのではないかと思います。以上です。 

 

○老松市長 

佐藤さん、ありがとうございました。実際に利用される頻度が高い高齢者の皆さん

からはご意見を伺うつもりでそういった機会を設けるつもりでございます。まあアン

ケートもやりましたが、健常者の方からお答えいただくことも多々あったみたいなの

で、再度一番利用される可能性の高い高齢者の皆さんの意見を聞きながら、やってい

かなければいけないと思います。加えて今日少し関係したことを申し上げましたが、

大仙市では除雪の関係を共助によるものということで、自力で屋根の雪よせができな

い高齢者の方の雪下ろしを地域の皆さんが一緒になってやるということを進めてい
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ますが、今年も３０団体、自治会や集落が多いと思いますが、そうした形で横手では

取りざたされていますが、実際大仙市の方が進んでいるというか多くなっていますけ

れども、そうした形の公共交通基盤といいますか、買い物に行く、病院に行く、温泉

に行く、それらのことを有償で、そうした場合市の応援の仕方というのはもしかする

と車がない場合は市の方で用意したりするかもしれません、そういった例もあるみた

いなので。１００％ボランティアというのは大変なので、一部ボランティア、一部有

償でという形でやっていただければ市としては別の応援の仕方になりますが、それも

応援していきたいと。もしかするとそういったものも主流になっていく可能性もある

と思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。循環バスはおっしゃる通り

で、逆回りはあまり乗っていないというご指摘がありました。どうしたらあの循環バ

スのお客さんを増やすことができるか、これも研究してまいりたいと思います。あり

がとうございました。 

 

○藤井会長 

続きまして、柴田さんお願いします。 

 

○柴田委員 

柴田です。ここにも書かれていますが、乗合タクシーの説明会の時に、集落に来て

いただいて説明を受けたのですが、その時実は隣の石堂部落も一緒に交流会を開き、

一緒に集まっていた時に乗合タクシーの説明を受けたので、その時に私が住んでいる

樋渡は該当になったけれども、すぐ隣の石堂部落は該当にならなかった。その時説明

を受けた方がなぜそうなのか聞いたところ、バス停があるからだ、と言われたのです

が、バス停は確かにあるのですが、逆に乗合タクシーを利用する集落よりもバス停が

遠い人がいたのですよ。その人が説明会に来ておりまして、うちの方はなぜボイコッ

トされたのか、という話がありましたので、ケースバイケースで地域によっては利用

できないところと、すぐ近くなのだけれど利用できるという場所がありました。それ

については説明のしようがなかったといいますか、なんでもただだとか安くというも

のではないけれど、やはりそういう制度があるということは、等しく利用したいとい

う意見がありましたのでそのこともお伝えしようかなと思いました。それから医療機

関に行く場合なのですが、今は厚生医療センターに行く場合とか、中通とかあるので

すが、いずれ私が住んでいる藤木は角間川の方へ行く人も結構おります。そうだとす

れば乗合タクシーは利用できないということですし、歯医者さんに行っても自分で行

かなければいけないと。若い人と同居している場合は朝送ってもらうとかあるのです

が、一人暮らしの人だと、バスもないし、やはり個人でタクシーを頼むしかない、そ

ういう状況がありますので医療機関に限って言えばいくらかの補助があってもいい

のではないかと。乗合タクシーを必ずそこで出しなさいというわけではないのですが、
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先ほど７５歳以上だと１０％引きとか、という感じで入浴券とか針灸マッサージ券と

か出しているところとかあるので、例えば毎回利用する都度でなくて、５回でもいい

ですし、何か補助券みたいなのが年間１０枚とか５枚とかという形で少しでも軽減で

きるようなのがあればいいかなと思います。 

 

○老松市長 

柴田さん、ありがとうございました。まず乗合タクシーでおっしゃる通り路線バス

のバス停がある地域では乗合タクシーは利用できず、路線バスを利用してくださいと

いう理屈なのですが実際にはバス停までずっと離れているよというようなご指摘で、

樋渡は乗合タクシーなんだけれども石堂というバス停がある石堂地域は乗合タクシ

ーが使えないということで不公平じゃないかということなのですが、バス停に近い人

はそれでいいのでしょうけれど、バス停に遠い人もいるのだというご指摘でしたけれ

ども、検討させていただきます。それから２つ目の医療機関、大曲の方向だけに行く

ような乗合タクシーになっていますけれども、ほかの地域でもやはり大曲に行かない

で角間川のお医者さんに行く場合は当然あると思いますしほかの地域でも、極端な話、

大曲の病院には行かず秋田の病院に行くというところも協和の方にはありましたが、

柔軟に利用できないかというところも検討していきたいと思います。割引券の関係も

先ほども申し上げましたが、乗合タクシーを運行するのじゃなくて普通のタクシーを

使った場合に補助するようなシステムも合わせて検討させていただきます。ありがと

うございました。 

 

○藤井会長 

続きまして、高橋委員からお願いいたします。 

 

○高橋委員 

日の出町の高橋です。よろしくお願いいたします。私のところは循環バスが通って

います。この循環バスを見ますと、利用者が少ないと思っています。乗客を増やすよ

うな取り組みをしていただきたいと思っています。見ていますと、ゼロの時もありま

すし、５人くらいが多い時のような感じで見ています。まず今現在料金が２００円と

なっていますが、ある程度乗客を増やすために料金を下げて１００円とか、そして 

７０歳以上は無料バスのようなものを設けて、乗客を増やすような工夫をした方がい

いのではないかと思っています。停留所ですが、雨が降ると屋根が付いた停留所がな

いということで、みんな傘をさしてバスが来るのを待っている状態でございます。そ

ういうところもある程度お金がかかると思いますが、そういう工夫をして乗客を増や

すような形をとっていただければと思います。羽後交通のバスですが、結構満車にな

っているようなバスもあります。それは大曲のバスターミナルから日の出町を通って
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イーストモールを通ってイオンモールへ行くバスは大体９時から１０時ころの路線

だと、土曜日曜だと満席に近いような乗客がありますので、循環バスも空気を運ぶの

じゃなくて、お客さんを取り込むような工夫をしていかなければならないと私は思い

ます。まず私の地域は循環バスということで、これで終わらせていただきます。よろ

しくお願いします。 

 

○老松市長 

高橋さんありがとうございました。循環バスの利用者を増やす、大曲の中心市街地

といいますかね、町部を通っているバスなので、多くの皆さんに利用していただくこ

と、昔、羽後交通でも私が小さい頃にはあったので、それをカバーするような形です

が、おっしゃる通り、なかなか利用者が増えないということで、花火大会の時は比較

的多くの方が乗っているということでしたが、いずれ１００円を２００円にした経緯

もありますし、バス停を動かしたり、逆回りを増やしたり、お客さんの要望に応えら

れるようにということでやってきたつもりですが、ご指摘の通り、なかなか急激に利

用者が増えているというわけではありません。停留所の関係はおっしゃる通りで、羽

後交通の停留所を使うわけにもいかないでしょうし、検討の材料ですかね、停留所に

雨に濡れないようなものをできないかというご指摘でしたが、検討事項にさせていた

だきたいと思います。１番利用者が多いのではないかという大曲地域循環バスですの

で、もっと PRしながら増やす作戦を考えていきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

○藤井会長 

続きまして、遠田委員からお願いします。 

 

○遠田委員 

遠田です。同じく循環バスの話になるのですが、このシステム自体はすごくいいな

と思っているのですね。前にまちづくり課のどなたかに話したことなのですが、ロサ

ンゼルスのダウンタウンにダッシュという循環バスがありまして、これがちょうどこ

ういう形に回っているのです。外回り内回りがあるのですね。あとはロサンゼルスと

金沢も全然人口規模が違うのですが、金沢も循環バスがありまして、そこの町部も２

路線、同じように回っているのですが、十時に重なるような感じでバスが動いていま

して、そういったところで停留所の設置の仕方やら何やらを大曲の循環バスに参考に

なるのではないかという思いがございます。また、ここによくよく見ると順まわり逆

回りという記載がありまして、僕は知らなかったのですが、これは何に対して順であ

って、順に対する逆なのでしょうけれど、これは逆回りという響きがあまり面白くな

くて、できれば東回りだとか西回りだとかというふうに替えてちょっとずつイメージ
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を変えることによって乗客数を増やすことはできないか、とか、あるいは１周１時間

４０分なので、ルートを再検討していただいて１時間ルートのものを２路線に分ける

とか、コストのかかる話ですが、ルートの再検討もひっくるめたところで１周１時間

くらいだと、あるいはお客さんが使いやすいところに入るのではないのかな、という

思いもあります。時間帯を見ると２時間に１本ずつというふうになっていますが、時

間帯で分けて、例えば８時から１１時くらいまで１時間、日中は減らして夜は１時間

に増やす、というようなことはありそうで、何を言いたいかというとぜひ頑張ってこ

の循環バスは続けていただきたいなという思いがありますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

 

○老松市長 

遠田さんありがとうございました。ロサンゼルスが出てくるとは思いませんでした

が、乗ったことがないのであれですが、循環バスの順回り逆回りは確かに時計回りが

順まわりかと思ったら違うみたいです。イメージアップも大事だというご指摘でした

ので、考えていきたいと思います。実は車両が１台しかないのですよね。ですから２

路線やるとするとどうしても１時間ずれて、１周約４０分でそれぞれなっていますが、

台数を増やせるかというのも大事な検討の要素にはなるかと思いますけれども、利用

者の皆さんの色々なご意見を聞きながら。常にこれについては見直しでなくなること

はないと思うので、この循環バスについては。ただ、もっと利用してもらうにはどう

したらよいのかという観点で検討させていただきたいと思います。 

 

○藤井会長 

ありがとうございました。続きまして、成田委員の方からお願いいたします。 

 

○成田委員 

成田です。私も循環バスに乗ってみました。最初から最後まで私１人でした。勤め

ている時は、年次もらった時とかは利用させていただきました。特に、私が利用して

よかったのが冬です。やはりいつも車に乗っていますが、冬は嫌な時もありますので、

その時は利用させていただいて本当に良かったと思っております。ですから循環バス

はぜひこのまま続けていってほしいと思います。ですが先ほど待合室の話も出ました

が、屋根のある待合室もあります。私、この前、近くの人に聞いてみました。お年を

召した方が冬になると除雪車が来て、道幅が狭くなって待っている場所がないという

ことです。そして屋根があるところは全部ふさがれてしまって待合室には入っていけ

ないということでしたので、写真を撮ってきました。写真を撮ったら、屋根つきの半

分くらいまで除雪で雪が押されて、なかなか私でも入っていけない状態でした。停留

所のマークのあるところは掘っていくださるそうですが、待合室のあるところは、吹
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雪の時とても寒い思いをするということを言っていました。循環バスは、本当にあり

がたいです。私たちみたいに年を取ると外出、買い物も１週間に１回とかだけれども、

街の中に出て人と話をして、循環バスに乗っていくのが楽しみだという人もいました

ので、これを利用させていただいていますということでした。それから乗合ですが、

みんなと一緒にまちの中心部までは来るそうですがそこから医者に行くまでの間で

タクシーを利用するそうですけれども、それをここに書いていますように、医者まで

連れて行ってほしいということも言っていました。それから高校に部活で行っていま

すけれども、高校生の話を聞けば、今は自家用車で送り迎えしてもらっているが、電

車で来た時、ぎりぎりに登校しなければいけないので先ほど話していましたように学

校までの循環バスがあればいいな、という話もしていましたので、できたら検討して

いただきたいです。それから、市長さんから話がありましたが、これからは福祉有償

型の運送サービスというのも考えていかなければならないのかなと思っています。以

上です。 

 

○老松市長 

成田さん、ありがとうございます。循環バスは大曲地域協議会の中で皆さんから言

われていますけれども、やはりこれを見ると冬の時期が夏場に比べて利用者が少し増

える傾向にあるようなので、今言った雪の関係、除雪の関係、停留所、それからエリ

アなど。それはシルバーに委託しているのだけれども、毎日きちっとやっていただい

ているかどうかというのは今の話を聞くとなかなか大変かなという感じがします。屋

根のある停留所はなかなか大変ですが、検討してなるべく多くの都合いいところに屋

根のある建物が、それも待っている人が入れるようなところあればいいのですが、な

かなか厳しい感じはします。循環バスの関係で高校生の話が今ありましたが、高校生

の帰るとき、大曲地域の高校の場所は決まっているのでそれを意識した順路ができる

かどうか検討させていただきます。それから乗合タクシーの降りる場所は大曲地域中

心市街地ではどこでも降りられるということになっているはずなので、乗合タクシー

だと大農から１３号線まで町部どこでも降りられることになっているので、お医者さ

んの前でも降りられるはず。まあそのエリアから外れると別のお医者さんだといわれ

るとちょっとあれなのですけれども、そういった配慮はしています。もう少し中心市

街地で乗り降り可能な区域を増やさないといけないということであれば検討させて

いただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

○藤井会長 

それでは山崎委員、お願いします。 
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○山崎委員 

山崎です。いろいろご意見出ている中で、根本的なことをやはり見直さないといけ

ないのじゃないかという感じはします。どういうことなのかというと、地域の人たち

というのは、金のかかるものは市役所にやらせろ、そのための市役所でしょう、とい

う発想があるのですよ。これを言うと皆さんに怒られるかもわかりませんが、循環バ

スやめたらどうなるのですか。今はもうやらない、と。市で受け入れるのが財政的に

大変だからやめます、と言われたらどうしますかね。考え方が。別にぜひやめてくだ

さいというわけではありませんよ、そういう考え方なのですよ。一番心配しているの

は、自分の年代が７５歳になった時に大変な人数になるのですよ。本当に任せっぱな

しで、市の財政がどうであれ、できないほどの人数になってくるはずなのですよ。正

直言って自分も脳梗塞やったのですが、脳梗塞って必ず１か月に１回そのあと薬をも

らいに行ったり先生に診察してもらったりするのですけれども、自分の同じ年代、同

じ学年、大曲中学校、昔の中学校そのメンバーで同じ学年の人が２３人並んだのです

よ、待合室に、脳梗塞で。車いすを使っていないのは僕だけなのですよ。３～４人は

話せないのですよ。そういう年代といえる人がものすごく多い時ですから、そのメン

バーが一斉に７５歳になってきますからね。３～４年で自分たちの学年が大変な人数

になるのですよ。じゃあ、その人たちは今何をやっているかといえば、遊んでいるの

ですよ。その人たちを黙って遊ばせておくことはないだろうと。それぞれの経験をし

ているし、勉強してきたし、そういうふうな形の人を有効に使うべきじゃないかと思

います。２月１日にコミュニティの役員会があるのですが、僕は福祉の方に各町内全

部にサポーターを設けさせようと思っているのですよ。あと災害の体制を今一度見直

さなければいけないだろうということで、そういう風な形で、自分はあまり任せっぱ

なしじゃなくて、自分たちが使うのですから、どうする、って。この費用はどうする

のよ、って。循環バスがなくなったらどうなるの、どういう問題が出るのだろう、っ

て。そしてその問題をどうやって解決すべきなのか。どうでしょうかって役所サイド

の意見を聞きながら作っているのではないかと思うのですね。大変な額だと思うので

すよ。それで集落の話が先ほど出ましたが、小学校中学校に行く人たちはほとんど親

御さん、それぞれ組みながら子供さんたちを学校まで運んでいるのですよ。帰りも順

番を決めて運ぶとか、そういう形もあるのです。それをそのまま継続させるという一

方的な話じゃなくて、そういう人たちをどうするかという意見を出し合って、自分た

ちのことですから、そういう風な方向に皆さんと一緒に検討すべきじゃないのかなと

思うのですね。共助的なやつは白タクの兼ね合いがあって非常に難しいですが、そこ

らへんはやり方次第だと思うのですね。だから逆に言うと、現状の利用されている状

況、費用もいくらかかっているかというところまで理解して、ある方法で利用したら

どうなるのだろうとか、そういう風なことも含めて、自分は循環バスをやめたらどう

なるのだろうか、継続するためにはどういう風にしたらいいのかということをやはり
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論ずる場というのは必要だと思うのですよ。役所の人が何もやっていないということ

ではなくて、わからないはずなのですよ。自分も福祉のサポーターになったのですが、

各家庭に回って色々意見を聞くと感じるのは、テーブルの下とこたつの下に山ほど薬

があるのですよ。勿論本人も払っているし役所も払っています、市も払っているので

すよ。そこらへんも実際に家庭訪問すると、とにかく薬の山。どれを何個飲めばいい

かということまでわからなくなっているのですよ。そういう事例もありますので、大

曲は６０町内に増えていますので、そこらへんも対応しながらいろいろな面で進めて

いきたい。だからこの問題についてもちょっと話を聞きながら、そうなればどうなる

のよと語りかければ先輩の人たちはなんでもしゃべってくれる。そういう形で進めて

いった方が良いのじゃないかと思うのです。プロジェクトを作ってもいいでしょうし、

これは絶対に市の方に任せっぱなしじゃ駄目なのです。利用する側の方で考えを作っ

てそれを調整して実行すべきじゃないかと思います。以上です。 

 

○老松市長 

山崎さん、貴重な意見ありがとうございました。最初にご指摘ありましたが、昔の

時代は市民の皆さんが市役所に要望、苦情を言って市役所職員がそれに比較的速やか

に対応するとしっかりした市役所、最近対応が早くなっていていいなというような時

代、千葉県松本市のすぐやる課という昭和４０年代の前半でしたかね、旧大曲市もす

ぐやる課ではなかったですが、市民生活課というものを真似して作って、すぐやると

いう時代がありました。これは過去の話なのでその通りなのですが、市民の皆さんは

何かあれば市役所に要望・苦情・文句を言ってやってもらうというパターンが多かっ

たわけですが、それでは市役所職員はモチベーションが上がらないですよね。市民の

皆さんから苦情がきて初めてそれに対応するということで。もう一つ、これもお叱り

を受けてしまうかもしれませんが、市役所に文句を言っていれば良いのだと思ってい

る市民の皆さんがたくさんいるとすればこれも大変なことで、そういったことで、両

方にとってあまりいいことではないというようなことと私は思っていますので、最初

のあいさつの中でも言いましたが、市民と行政との協働で一緒にまちづくりをするの

だ、行政もこの通り市役所の職員が減ってきて、なかなかすべて市役所でやるという

のはできない時代になってきてしまいました。それで色んな新たな公共と言われたり

しますが、NPO法人や社会福祉法人などいろんな団体が出て市と一緒になって同じ方

向の仕事をしているという時代になってきました。ですから、市民と行政で、すぐや

る課的な要素も大事ですが、それともう一つ市民の皆さんと一緒になって協働でやる

と、この２本立てで市役所は動いているつもりです。ですから、協働のまちづくりと

いう観点からすると、共助という地域でできることは、地域の皆さんでやってもらえ

ないかという呼びかけを市の方はしっかりしていかなければいけないという風に思

っています。ただ、１００％ボランティアというのは厳しいので、市に代わってやっ
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ていただくとすれば、市はそれを応援する形になると思います。自家用車の有償運送、

市役所が免許を取りますので、白タクなどとは言われずにできますので、それは大丈

夫なのですが、「わかった、私がこの地域の高齢者の皆さんの面倒を、買い物や何か

に行くときに時間があるから面倒を見るよ、やるよ」、と。まあ一人では大変でしょ

うから、「何人かでやるよ」とそういった盛り上がりになるのをある意味要望したい

なという気持ちでやっているところです。大曲地域はある程度交通網ができているの

で、ないかなと。各地域に行くと、これをお願いしないといけないという、何軒かの

集落のところにバスや乗合タクシーを来させてくれと言われてもなかなか大変なの

で、じゃあこの地域でやってくれる人はいませんかということで、そういう形で各地

域の方では話をさせていただいたところです。もしかすると、山崎さんがおっしゃっ

たようにそちらの方が主体になって、市役所はやれることが限られてくるので、それ

以外の部分を共助で、除雪は３０町内で地域の自力で雪下ろしができないお年寄りの

家は私たちがやるのだ、ということで３０団体まで増えてきていますが、それの公共

交通版といいますか、なんとか増やしていければいいことではないかと思いますし、

これから大事な共助の部分ではないかと思っていますので、山崎さんから貴重なご意

見をいただいたと思います。ありがとうございました。 

 

○藤井会長 

ただ今、委員の皆様から貴重なご意見をいただきました。最後になりますが、私も 

ちょうど旧大曲市と旧仙北町の境目におりまして、両側から乗合タクシーの路線が通

り、たまたま年を取った親父がいるものですから、路線を選定するときに登録してく

ださいということを言われて、親父が両方に書いたようでしたね。ただ、路線をそう

いうふうにオープンするときはそういう形で登録者を募っていると思うのですが、何

年も動いていると、ある日、突然自分のうちの足になっている人がなくなっただとか、

隣の人から常に買い物に載せていってもらっていた人の都合が悪くなって、ある日な

んともならなくなったとか、そういう時にどこに言えば良いかわからない、特にお年

寄りなので、そういう人が多いと思うのですよ。それでなかなか利用者数も伸びてこ

なかったり。やはりこういう事態になった場合に、その状況がわかる地域の人、いわ

ゆる自治会、やはりそういう方に次にそういったものの協力をお願いしているような

体制とか。最初に自主防災網、例えば内小友なんかは比較的大きい組織で自主防災会

を作りましたよね。四ツ屋は各自治会中心の自主防災会を作るというのは、やはり民

生委員という組織は確かにあるのですが、大きく何自治会に一人とかってきめ細やか

に見ることはできないのですよ。そういう時、細かい自治会で急に一人暮らしになっ

たりとか、空き家になったりとか、必ず出てくるので、それをタイムリーで行政と協

力しながら対応していくというネットワークの構築が大事なのではないかと。それが

やはり公共交通の地域の足とかの確保にも地域でも行政と相談して考えていく、そう
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いうネットワークを作っていかなければ、行政ですべてをカバーしてそれを吸い上げ

ていくというのはなかなか大変だと思うのです。だから、常日頃、各自治会・町内会

とかのネットワークを何らかの形で強化していく方策を考えていくことが必要じゃ

ないかと、常日頃考えております。以上です。 

 

○老松市長 

ありがとうございました。その通りだなと思って聞いていました。自治会、集落の

中に制度をしっかりわかっている人、利用方法をわかっている人そうした人を要請す

る、そしてそれをネットワーク化する、と。確かにこれも利用者の増加につながるこ

とに、現実的な対応の一つだとつくづく思いました。路線ごとに、集落ごとに、検討

してみたいと思います。ありがとうございました。 

 

○藤井会長 

それでは皆さんから意見を出していただきましたけれども、最後に事務局からお願

いします。 

 

○事務局（川原主任） 

  本日は、貴重なご意見ありがとうございました。ただいま意見交換して頂いた内容

を踏まえまして、今後、大曲地域協議会の意見書ということで取りまとめまして、市

の方へ提出という形にさせていただきます。後日、出来上がりました意見書につきま

しては、郵送で皆様のもとへお送りして内容をご確認いただきたいと思います。引き

続きご協力の方をよろしくお願いします。 

 

○藤井会長 

はい。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番のその他に移ります。事務局からお願いします。 

 

○事務局（村上主席主査） 

【事務局より次回地域協議会の日程について】 

 

○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

御苦労様でした。 

 

 



 －20－ 

 

（午後 ５時 １０分 閉会） 
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