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（１７時００分 開会） 

○髙橋地域活性化推進室副主幹（以下「地域活性化推進室副主幹」と表記） 

  皆様、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。 

 ただいまから、「平成３０年度第３回南外地域協議会」を開会いたします。はじめに、伊藤

会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○伊藤直人南外地域協議会会長（以下「会長」と表記） 

  皆さんこんばんは。大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。だいぶ寒

くなって日暮れも早くなりました。農繁期も過ぎまして、稔りの秋も深まってきた気がし

ますが、今週末には市の大きなイベントである「秋の稔りフェア」もございます。そして

次の週にはこの地域の「おらだの秋フェス」がありますので、来週再来週と市内で行事が

多数開かれる予定となっております。 

  本日は、皆さまお忙しい中、いつもよりも早い時間の開催ということでご出席いただき

ありがとうございます。６時から市長も同席してもらい、地域公共交通についての意見交

換会があります。この地域のことを市長にたくさん知ってもらいたいと思います。地域枠

予算の審議についてはだいたい６時前には終わらせて、地域公共交通についての意見交換

は、６時から開催する予定となっておりますので、どうかよろしくお願いします。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  ありがとうございました。それでは議事に入らせていただきます。本日の出席委員数は、

１０名で、過半数に達しておりますので、本会議は成立することをご報告いたします。本

日は、議題としてその他を含めて３件であります。その内「地域枠予算対象事業の承認案

件」は２件ありますので、よろしくご審議願います。日程につきまして、初めに地域枠予

算の審議を実施し、午後６時から地域公共交通の再構築に向けた市長との意見交換会を予

定しておりますので、よろしくお願いいたします。なお、会議録作成のため録音させてい

ただくことを、あらかじめおことわり申し上げます。また、ご発言の際は、挙手の上会長

の指名を受けてからお願いいたします。それでは、伊藤会長よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

  それでは、協議会を始めます。議題に入る前に、本日の議事録署名委員を指名します。

佐藤正行委員と髙橋惠子委員にお願いいたします。それでは、議事を進めてまいります。 

１）の「３０年度地域枠予算対象事業の承認について」を審議します。始めに、「①楢岡城

址案内看板設置事業」について事務局から説明願います。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  【資料説明】 

 

○会長 
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ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  ちょっと質問ですが、資料にある既存看板の設置場所というのは現在設置している場所

でしょうか。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  はい、そのとおりです。 

 

○会長 

他にご質問はありませんでしょうか。この事業については継続事業と先ほどお伝えしま

したが、地域協議会としましても南外地域に特化した事業ということで推進しております

ので皆さまからも後押ししていただきたいと思います。ないようですので、審議の結果「①

楢岡城址案内看板設置事業」については、これを承認することに決します。続きまして、

「②第３回クリスマスパーティ in 南外開催事業」について事務局から説明願います。 

 

○三浦地域活性化推進室主席主査（以下「地域活性化推進室主席主査」と表記） 

  【資料説明】 

 

○会長 

ただ今の説明について、ご質問・意見等ありましたらご発言願います。事務局の方から

これまでの参加人数の推移など教えてもらえればと思います。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  平成２８年度にこのクリスマスパーティが新規事業として始まりました。第１回は約１

２０人の来場者数でした。昨年行われた第２回のクリスマスパーティですが、中学校ＰＴ

Ａと日程が重なってしまった事から約８０人と減少してしまいました。そのため、今回は

日程をＰＴＡの日程に合わない日取りを決定するとともに、告知については、今までのよ

うに地域内だけのチラシ配布だけでなく、実行委員長がＦＭはなびの番組にも出演してい

る事から、ラジオを通じて地域内外に呼びかけるという試みを行うと聞いております。ま

た中学校の方へお願いをして、よさこいとして生徒の出演をお願いし、集客の増員を目指

していることも聞いております。 

 

○会長 

他にご質問・意見等ありませんでしょうか。 

 

○佐藤和香委員 

  このイベントの開催時間は何時から何時までですか 
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○地域活性化推進室主席主査 

  現在、実行委員会の方で話し合いをしているようですが、昨年は２時から８時まで行い

ましたが、イベントそのものが間延びするということで時間を短縮すると聞いております。 

 

○会長 

他にご質問・意見等ありませんでしょうか。 

 

○髙橋市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記） 

  昨年私は会場へ足を運びましたが、確かに集客が少なく寂しいものがありました。会場

の飾りつけももっと増やした方がクリスマスらしくていいのではないかと思いました。た

だ、スタッフが少ない中で、若い実行委員の人たちが声をかけあったようで、お手伝いに

も来ておりました。また、飲食ブースも様々な出店がありとても楽しませるような構成が

されていたのですが、もうすこし人が来てくれたらいいなと思いました。 

 

○高見文子委員 

  予算の方で自己負担部分があるのですが、その部分はどのように捻出したのでしょうか。

例えば運動会のように協賛金を募るなどしたのでしょうか。 

 

○地域活性化推進室主席主査 

  会場内で飲み物や食べ物を売ったりしてその売り上げを充てたいと聞いております。実

行委員会の委員長もその自己資金の確保について悩んでいるところがあるらしく、今年は

募金箱を置いて毎年このイベントを開催できるように協力を募る事を予定しているようで

す。この部分については再度実行委員会で話し合いたいとも聞いております。 

 

○会長 

他にご質問・意見等ありませんでしょうか。ないようですので、審議の結果「②第３回

クリスマスパーティ in 南外開催事業」については、これを承認することに決します。以上

で本日の地域枠予算の審議案件は終了となります。事務局の方から何かその他としてあり

ますでしょうか。 

 

○地域活性化推進室副主幹 

  【第３回ひとづくり・ものづくり応援事業審査会の顛末について情報提供】 

 

○会長 

  他に何かこの機会に話したい委員の方はいらっしゃるでしょうか。ないようですので、

一時休憩といたします。再開は午後６時からとなりますので、よろしくお願いいたします。 

～【一時休憩】～ 
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○会長 

  それでは６時となりましたので２）の地域公共交通の再構築にむけた市長との意見交換

に入ります。老松市長がお見えになっておりますので、早速ですが挨拶をお願いいたしま

す。 

 

○老松博行市長（以下「市長」と表記） 

  本日は、大変お忙しいところ、通常の地域協議会のご審議に加え、「地域公共交通」に関

する意見交換のお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、

日頃から、市民と行政との協働によるまちづくりを推進する中心的役割として、地域課題

の解決に向けた地域枠予算の活用をはじめ、各種計画や施策への提言など、特段のご理解

とご協力をいただいております。改めて厚く御礼を申し上げます。 

さて、本日、皆様と意見交換をさせていただきます「地域公共交通」につきましては、

大仙市における重要施策のひとつとして位置づける分野であり、これまでも市の公共交通

計画のもと、基幹路線である路線バスを維持しながら、その支線となるコミュニティバス

や乗合タクシーを運行させ、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

であります。 

しかしながら、少子高齢化や人口減少の進行、路線バスのダイヤ縮小・廃止、運転免許

証の自主返納による交通弱者の増加など、様々な問題が顕在化してきており、これまでど

おりの交通システムでは対応が困難になってきているところであります。また、毎年行っ

ている市政評価におきましても、公共交通は「要望度」が高い施策のひとつとなっており、

さらなる充実が求められているところであります。 

大仙市では、こうした現状を踏まえ、改めて市民の皆様の「利用のしやすさ」や「暮ら

しやすさ」に着目した「より良い地域公共交通」の実現を目指すこととし、２０２０年度

を目途に、交通システム全体を再構築したいと考えているところであります。 

今年度は、その再構築に向けた「調査の年」と位置づけ、広報紙を活用したアンケート

調査を実施するとともに、各地域協議会にて本日のように意見交換をさせていただき、市

民の皆様から広くご意見やご提言をいただくこととしたところであります。本日も皆様か

ら様々なご意見を頂戴したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

ここ南外地域における公共交通につきましては、現在、南外地域と大曲地域をつなぐコ

ミュニティバス南外線を幹線とし、その支線として、南楢岡地区では乗合タクシー２系統

５路線、外小友地区では市民バス４路線を予約制で運行しております。ここ数年の利用状

況につきまして、全体的な利用者の減少に加え、路線ごとの利用者数に大きな差が生じて

おり、南外地域の交通システムの全体的な見直しが必要となっております。また、南外地

域は外小友地区のスーパー閉店に伴い、買い物空白域となっております。市としましては、

移動販売事業の実施により買い物支援を行っているものの、交通システムの見直しの際に

はこの点も考慮しなければなりません。 

本市では、こうした公共交通の状況や地域課題を踏まえ、どのような交通システムが適
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しているのか、あるいは限られた財源の中で 市民の皆様から納得していただける交通シ

ステムはどうあるべきかを、皆様からのご意見のもと、しっかりと考えてまいりたいと思

っておりますので、特段のご協力をよろしくお願いいたします。 

結びになりますが、本日の意見交換会が実りあるものとなり、より良い地域公共交通シ

ステムの実現に向けた有意義な機会となりますことをご期待申し上げまして、一言ご挨拶

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。 

 

○会長 

  ありがとうございました。それでは前回委員の皆さんから提出していただいた内容につ

きまして、市民サービス課長の髙橋課長から説明をお願いします。 

 

○市民サービス課長 

  【地域協議会委員から提出された内容説明】 

 

○会長 

  ありがとうございました。今市民サービス課長から説明がありましたが、老松市長から

お気づきになった事や委員の皆さんに聞きたい等ありましたらお願いいたします。 

 

○市長 

  先ほど話しましたが、３年計画で地域公共交通の再構築を行うつもりでおりますが、南

外地域であれば、どういうルートで、どういう時間帯に、どの程度のサイズの車両を使う

のか、どこへ連絡すれば誰が運転して利用者がサービスを利用できるか、そういった方針

が決まってもこの新たな地域公共交通をスタートするには時間がかかると思います。アン

ケートの件数も９００件程度と関心がないせいか回答数も少ない状況です。ただ、利用し

ている人から意見を出してもらって、なるべく多くの人から利用してもらえるようなもの

にしていきたいと思います。そういったことから、既存の地域公共交通網にとらわれず、

一度白紙にして考えてもらってもいいのかなと考えています。既存の地域公共交通は廃線

になったところを継ぎ足してできたものであったと思います。例えば羽後交通さんにお願

いしたり、タクシー会社さんへお願いしたりと、これまではそういったやり方をしていた

わけですが、そうではなく地域の方が主体となったＮＰＯ法人を立ち上げて地域公共交通

を担ってもらうなど、利用者の負担も少なく済むようなやり方というのがあるのではない

でしょうか。今年になってから皆さまからご意見をいただいているところですが、来年度

は地元の地理を知っている人たちからなるプロジェクトチームを作って具体的な意見を出

し合ってもらいたいなと考えているところです。いずれ決めなければいけないことはたく

さんあります。３年は長いようで短い期間だと思います。その間にもマイナーチェンジを

繰り返して３年後にはフルモデルチェンジといった形にもっていきたいと考えています。

いずれまた地域協議会の皆さまへ変更になった部分はお示ししたいです。 

  現在利用数が伸び悩んでいる原因を解消し、より利用され、より利便性が高まったシス
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テムになればと思います。 

 

○会長 

今、市長からお考えを聞いたところで、委員の皆さまからせっかくの機会ですのでお話

してもらいたいと思います。それでは高見文子委員からご意見をお願いいたします。 

 

○高見文子委員 

  先ほど市民サービス課長からの説明を聞いて、私は以前視察に行った上小阿仁村のこと

を思い出しました。あれは平成２１年でそれから時間がとても経ったように思えます。当

時は上小阿仁方式というデマンド方式の地域公共交通システムが、南外地域にも合ってい

るように思えました。実際に視察でバスに乗ったりもして、乗ってみて初めてこんなに困

っている人がいるのだなと思い、当時は急いでやらないといけないなと考えましたが、地

域性もあってなかなか前に進まなかったのが現状です。 

  地域公共交通という大きなテーマで地域全部をカバーするということよりも、例えば自

主防災組織のような小さい単位で自主的に運行を行う方が、頼む方も頼みやすいのではな

いかと思います。現在の地域公共交通のように曜日や時間が決まっているルートが何通り

かある形ではなく、声を掛け合って小さな単位で自由に移動できるようなシステムが利用

しやすく、頼みやすいものではないでしょうか。自主防災組織単位や、活性化支援協議会

が主体になって行うというのが住民の事をよく知っているのでうまくいくのではないかと

思いました。 

 

○会長 

  高見委員からは大きな組織ではなく、小さな組織で地域公共交通を動かした方が効率よ

く利用しやすいのではというご意見をいただきました。このご意見に対して市長、どうで

しょうか。 

   

○市長 

  横手の山内の方では、自治会の共助組織というものができており、お年寄りを病院や買

物に連れて行ってあげるなど、あれは自主防災組織よりもさらに小さい組織ではあります

が、一つの例として実際に行っておるようです。これも検討材料の一つにしてもいいと思

います。 

 

○会長 

  それでは髙橋惠子委員はどうでしょうか。 

 

○髙橋惠子委員 

  今高見委員が言われたことに近いのですが、私が住んでいる場所はコミニティバスの沿

線に住んでおりまして、自治会の方々にも聞きましたが、このコミニティバスはなくさな
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いで欲しいという声が多かったです。５年後や１０年後を考えた時、免許の返納などで車

を運転できなくなると、コミニティバスがなくなると大曲に行く方法がなく、この南外地

域が一気に寂れるような気がします。デマンド型がいい形だとは思いますが、予算も限り

があるでしょうし、そのバランスが難しいと思います。 

 

○市長 

  今の段階で結論めいた事は言えませんが、今の利用率を考慮に入れて今後の運行を考え

ていく事だと思います。ドア to ドアが一番いい形なのは重々承知しておりますが、限りあ

る予算を考えると、検討しなければいけないかと思います。 

 

○会長 

  続いて相馬静華委員はどうでしょうか。 

 

○相馬静華委員 

  世代的に自分はまだ車を運転できるので、バスやタクシーに乗る機会というのが少なく 

て、ピンと来ない部分はあります。ただ、自分が運転できなくなった時のことを考えると、

全く交通手段がなくなれば買物に行く事も不便を感じるので、予算というお話もあるとは

思いますが、利用者のニーズにあったシステムを構築し、継続して欲しいと思います。 

 

○会長 

  それでは佐藤和香委員はどうでしょうか。 

 

○佐藤和香委員 

  私も同じく不自由していないので、実際にバスにも乗っていないし、利用した事もない

し、どうですかと言われても思いつかないというのが正直なところです。ただ、ニーズに

合ったものを作ってもらうことが大事かと思います。 

 

○会長 

  次に佐藤喜八郎委員はどうでしょうか。 

 

○佐藤喜八郎委員 

  私は通常バスを利用する事はほとんどないのですが、先日大曲の方で会合があり、乗っ

てみる機会がありました。その時に乗っていたお客は２～３人程度だったと思います。だ

とすればマイクロバスではなくジャンボタクシー程度で間に合うなと思いました。そうい

ったことから、路線バスではなくサイズをもっと小さくしたものでいいのではないでしょ

うか。 

また先ほど市民サービス課長からの説明の中に、なぜ地域公共交通を使わないかという

質問の答えで「みんなで乗りあって買い物などに行くから利用しない」という回答があり
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ました。私も実際近所の高齢者の方々が乗りあって外へ出かける様子を何度か見ておりま

す。これらのことから、先ほど高見委員がおっしゃられた小さな単位の組織を作るという

のがこの地域に合っているのではないかと考えました。あまり地域公共交通を利用してい

ないのでこの程度の意見しか言えませんがよろしくお願いします。 

 

○市長 

  確かに何人乗せるのか、マイクロバスなのかジャンボタクシーなのか、ただのタクシー

なのかそういった車両のサイズも新たな地域公共交通を始めるにあたって決めなければい

けないことだと思います。今までみたいにバスだけしかないからバスを走らせるようなこ

とではなく柔軟性を持たせた地域公共交通を行いたいと思っています。先ほどから出てい

る乗り合いタクシーというのも一つの形だと思います。共助という形であれば一番経費が

かからないのかもしれません。ただ、乗せていってくれる人の善意が必要だと思うのでや

り方としては難しいかもしれません。今は様々な可能性を検討しているところです。 

 

○会長 

  それでは佐藤正行委員はどうでしょうか。 

 

○佐藤正行委員 

  私もまだ自分で運転できるので、バスを利用した事はないのですが、頭をまっさらにし

て考えた時に、バスは採算が取れなくても、自治体としては走らせなければいけないのか

なと考えます。時々バスが走っているのを見ますが、中にお客がいないことが多いような

気がします。例えば利用させる側がいくら周知しても利用する側は自分の行きたいところ

や時間が違う限り、乗る事はないと思います。ではどうすれば利用する側の人を増やせる

かといえば、やはり利用する側の人の意向を１件１件聞いて、利用したい時間や行き先な

どの統計をとってそのニーズに近いものを作り上げないと利用者が増えることはないので

しょうか。ただ、それを具体的にどうすればいいかとなると私には思いつかないのですが、

ある程度意向調査というのは必要だと思います。費用対効果を考えれば利用者数の見込み

を出す事で車両のサイズも決まるのではないでしょうか。 

 

○市長 

  今、佐藤委員から非常に大事な意見をいただきました。このバスを利用するか聞いたと

きに利用する人というのはいると思います。その利用する人がどこに行きたいのか、何時

に行きたいのかというのを聞くことで必要なバスの時間と本数が決まるのではないでしょ

うか。希望者全員の希望は聞くことは難しいですが、その中でも大多数を占める意見を取

り入れることで利用者数は増えてくると考えています。行き先も病院や買い物や温泉や

様々な行き先があると思いますが、そういう希望を取りまとめる事で決定できるのではな

いかと思っています。 
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○会長 

それでは伊藤君夫委員、お願いします。 

 

○伊藤君夫委員 

  私の住んでいる場所というのは、沢の方になるのですが、今の地域公共交通の仕組みと

いうのは昔に比べて遥かに便利なものになっています。昔は家から５キロ歩いて岩倉温泉

まで出なければ、羽後交通のバスには乗れなかった時代です。それから路線バスが沢の奥

まで来てくれるようになってそれが衰退し、市の地域公共交通が後を引き継いで今に至っ

ています。現在は一家に何台か車がある時代で、そういった中で免許を返納する人という

のは子どもがおり、その子どもたちがいるから返納できるという人が多いと思います。 

 では、それ以外で免許を返納し、交通弱者とよばれる人はどういった人がいるのかなと考

えると、一人暮らしや二人暮らしで日々の生活自体がおぼつかなくなってきた人ではない

かなと個人的には思います。そう考えた時に、はっきり言ってこういった地域公共交通は

いらないのではないかなと考えます。体の具合が悪い時は救急車を頼めばいいと思うし、

元気な高齢者は自分で運転して行けばいいと思います。先ほど高見委員がおっしゃった、

近所の人にお願いして病院や買物に行くというのは非常にいい案だと思います。近所のコ

ミュニケーションと言えば聞こえはいいですが、家族で乗せていけない時は近所の人にお

願いするというのが現実ではないでしょうか。もしそういう人がいなくなったらどうする

かということですが、その時には集落そのものがなくなっているのではないでしょうか。

これらの事を考えると、地域公共交通という無駄な経費をかけずに、交通インフラだけは

しっかりして欲しいと思います。救急車が来られないとか除雪ができないという最低限の

ことだけはやって欲しいと個人的には思います。また、大曲にもコミニティバスがありま

すが、南外地域をなくしたとしても私は大曲だけ手厚くしてずるいとは思いません。なぜ

なら大曲地域では一定以上の需要があり、住宅も密集しているし、サービスを受けたい人

が多いことからそれは行政としてはやるべきことであり、南外地域は空バスしか走らない

のであればそれはやめてしまっても仕方ないことだと考えます。 

 

○市長 

もちろん、今後考えているシステムは誰も乗らないバスは走らせません。これまでは羽

後交通が廃止したものを引き継いでいたことから、空バスでも走らせていたという経緯は

ありました。ただ次の見直しではそういうものではなく、皆さんから使いやすく、暮らし

の一助となるように見直しをかけますので、自動的に誰も乗らないということはなくなる

と考えています。冷たい言い方ではなく、利用者がいなければそうなるのですが、利用し

てもらえるような運行を構築し、また利用者数の少ない地域は共助組織などでカバーして

いくような様々な形を組み合わせられればいいなと思います。これと似たような形が横手

市山内の共助組織だと思います。伊藤君夫委員からは様々な貴重な意見をいただき、道路

をしっかりしなきゃいけないというのももちろんですし、行政としても頑張っていきたい

と思います。 
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○会長 

  伊藤君夫委員は自治会の会長も務めたこともあり、災害時には先になって避難誘導や避

難場所の運営に携わり、共助の形が確立している自治会でした。そういったことからこの

ようなご意見となったかと思います。 

  続いて、木村ふみ子委員お願いします。 

 

○木村ふみ子委員 

私が知っている人でコミニティバスを利用している方がおりますが、毎年このコミニテ

ィバスがなくなってしまうじゃないかと不安に思っているようです。買物に行くにしても

病院に行くにしてもバスがなければ何もできず、このバスがなくなるとすれば、代わりの

方法がないと生活できないとのお話でした。やっぱり自分に例えてみても、ご近所の人と

うまくやっていける人ならいいでしょうが、そうでない人もいて、そういう人のためにバ

スは必要です。みんながみんな、同じ状況ではないと思いますので、どんな方法でも買い

物にも病院にも行けるようにしてもらいたいなと思います。 

 

○市長 

  もちろん利用者の希望時間、希望場所というのを聞いて地域公共交通を再構築するので

一方的に廃止するということは考えていません。ただ、平日８往復、休日５往復行ってい

ますが、病院の時間は人それぞれというのもあってなかなか集約すると言うのは難しいで

す。ただ、バスがないと生活できない人を最優先にして利用できるような仕組みを作りた

いと思います。 

 

○会長 

  それでは佐々木久委員、お願いします。 

 

○佐々木久委員 

  市民バスは将来必要だと考えております。なぜなら自分が免許を返納するまで１５～２

０年かかりますが、家族の中で免許を持っている人がいればいいですが、１５年先にそう

いう人がいないかもしれません。私は外小友地域に住んでいるのですが、コンビニは来な

いし、移動販売も品数が少ないなど利用しづらい状況です。病院に行くにしても車がない

と行けません。私は厚生医療センターへ週に１度通っていますが、例えば医療センターで

南外地域の人たちに対して週に１日まとまって診療や薬を受け取る時間というのを設定で

きれば、みんなで一斉に行って病院を済ませられるということもできると思います。 

  ３年後新しく構築しスタートするようですが、すぐに利用者は増えないとは思います。

しかしそれで終わりにするのではなく１０年先、２０年先を見据えて今から準備して欲し

いと思います。 
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○市長 

  南外地域はコミニティバスを主路線にする所と、共助の組織でカバーしたほうがいい所 

とそれぞれ分かれるような気がします。共助の組織といっても全く無償のボランティアと

いうことではなく、市も応援して有償ボランティアや委託料を支払うようなやり方になる

かもしれません。南外地域は様々なやり方でカバーする形になるのではないかなと感じま

した。大仙市は８地域がありそれぞれの状況は違っていると思います。それぞれの地域に

あったやり方というのを模索して一番効率のいいやり方を選択できればいいのではないか

と思います。 

 

○田口まちづくり課長 

  今日は地域協議会の皆さまからいただいたご意見を参考にさせていただきたいとおもい

ます。南外地域は現在コミニティバス・乗り合いタクシー・市民バスと３パターンの運行

で地域公共交通を行っております。この仕組みをまっさらなものとして、地域協議会の委

員の皆さまからは案を出していただいたこと、また地域の住民からアンケートの自由記載

欄に書いていただいたこと、これらを盛り込んでいけたらなと考えております。料金につ

いては一律にしたいところはありますが、今後ご意見を伺いながら検討していきたいと思

います。 

 

○会長 

ありがとうございました。この南外地域は利用数としては少ないかもしれませんが、希

望率としては高い地域だと思います。人口が少ない上に高齢者率が高いことからそのよう

に言えると思います。私たち地域協議会でも地域公共交通の先進地視察として上小阿仁村

へ見に行ったことがあり、協議会の中でも注目している施策です。要望書も以前提出しま

したが、要望するレベルが高すぎて南外地域だけ特別扱いできないということで要望が通

らなかった経緯もあります。今回、市長が地域公共交通について新たに見直しをかけてい

ただけるということで、期待をしているところです。ただ、コミニティバスの利用者数に

ついては微増しております。人口減しているにも関わらず微増しているということは根強

いニーズがあるということなので、何とか残して欲しいなというのが私たちの希望です。 

 

○市長 

  地域の皆さまの声を聞いて地域公共交通は再構築するつもりでおりますので、行政が勝

手に廃止するということはありません。ただ、たたき台としてお示しすることはあるかも

しれません。そのたたき台をみなさんからご意見をいただいて変更を重ねながら、柔軟に

よりよい地域公共交通が作られていけばと考えております。 

 

○会長 

  地域の共助組織で上小阿仁のようなＮＰＯ法人を立ち上げてドア toドアのタイムリーな

仕組みをやってもらえないかと言う事で地域の様々なひとに声がけしたものの、なかなか
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やってもらえる人がおらず、立ち消えになったことがありました。やってもいい人を見つ

けるのが非常に難しいです。 

 

○市長 

  誰にやってもらうか、誰がやるのかというのは難しいと思います。利用料金だけで運営

費を賄うというのも現実的ではないと思います。そういった経費的な部分を、市としても

助けていけるような仕組みづくりも必要だと考えています。例えば委託料として支払った

り、車両購入費を補助してあげたり、本来市で行うべき事を地域にやってもらうことから

そういった応援はもちろん行うつもりです。 

 

○会長 

  今日、高見文子委員から意見がありました、小さな単位での共助による地域公共交通と

いう案は私も初めて聞きましたが、非常にいい案だと思いますのでどうか参考にしていた

だきたいと思います。 

 

○市長 

  自主防災組織という単位もありますし、自治会という単位もありますし、どんなサイズ

がこの地域に合って、どういう形で行う事ができるかは検討していくべきことだと思いま

す。県内に同様の事例もあることですし、県外でも様々な例があることですし、どの例が

南外地域に合っているのか検討していく必要があります。 

 

○田口まちづくり課長 

  横手市の狙半内地域で行っている共助組織は今年始まった組織なので一番新しい組織化

と思います。ここは自治会がベースとなっていますので一番近い形かもしれません。もし

この地域で同様の共助組織が立ち上がった際には車両購入費や運営費などのお助けをした

いと考えております。ぜひそういった地域の声を拾っていただければと思います。 

 

○市長 

  市としては無償のボランティアでお願いしますということは絶対に言いませんので、や

ってみたいという方がいたら積極的に応援させてもらいます。 

 

○会長 

  せっかくの機会なので他に何かご意見ないでしょうか。 

 

○高見文子委員 

近所の方の利用について聞いたところ、予約するのが利用するためのハードルを上げて

いると聞きました。市の方へ予約するということに抵抗がある人もいるようです。 
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○会長 

  他に何かご意見ないでしょうか。ないようですので市長のほうからまとめていただきた

いと思います。 

 

○市長 

  今回は私も地域協議会との意見交換の１回目ということもあり、要領がよくなかったか

もしれませんが、今日たくさんの意見を交換させていただき、今後別の地域に行けばまた

違った問題や意見が出るとは思います。今後支所ごとにプロジェクトチームを発足させて

新たな地域公共交通のたたき台を作っていきたいと思います。３年という期間は長いよう

で短いと思うので、様々な意見を反映させる事ができるようにしていきたいと考えていま

す。今後、地域協議会の皆さまからはたたき台に対する意見などをいただく事になると思

いますが、本日は貴重な意見ありがとうございました。 

 

○会長 

  本日は以上で第３回地域協議会を閉会いたします。皆さまお疲れ様でした。 

 

（１９時２０分 閉会） 
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