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■日  時： 平成 30年 11月 12日（月）15時 00分から 

 

■会  場：大仙市役所西仙北庁舎 3階第 1会議室 

 

■出席委員：12名 

 池田裕毅委員       加藤真委員       金  啓一委員    今田秀俊委員   

佐々木孝太郎委員   佐々木好美委員  佐藤主憲委員      佐藤陽一委員 

信田  徹委員     俵谷武雄委員    堀江公子委員    武藤義治委員   

  

 

■欠席委員：5名 

 嵯峨幸恵委員  田口  繁委員  豊巻一男委員 藤林  笑委員  吉田範子委員 

 

 

■出席職員：6名 

佐々木繁隆（西仙北支所長）         鈴木 吉信（市民サービス課長）         

小山田幸哉（西仙北中央公民館長）      田村 一彦（農林建設課長）       

遠藤 隆伸（地域活性化推進室副主幹）    佐藤  剛（地域活性化推進室主査） 

 

■次  第： 

   1 開  会 

   2 会長あいさつ 

   3 支所長あいさつ 

   4 会議録署名委員の指名 

   5 協  議 

     （1）地域公共交通の再構築に関する意見書ついて 

   6 そ の 他 

7 閉  会 

 

（15時 00分 開会） 

 

○小山田館長（以下「館長」と表記する。） 

  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。定刻前ではございま

すけれども、皆様出席されているようですので、ただ今から平成 30 年度第 5 回西仙北地域

協議会を開会いたします。 

はじめに佐々木会長がごあいさつ申し上げます。 
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○佐々木西仙北地域協議会会長（以下「会長」と表記する。） 

  今年もあと2ヶ月足らずで終わろうとしておりますが、昨年は確か11月12日に初雪が降り

まして、結構積もっていたと記憶しております。今年は北海道の平地でまだ初雪が無いとい

うことで統計上大変珍しいということです。冬は遅く来て速く過ぎ去ってほしいと思いま 

す。さて本日の協議会はご案内にありました通り、先の協議会に引き続きまして地域公共交

通再構築に関する意見を皆さんから出していただいて、意見書という形でまとめていきたい

と思いますので、忌憚の無いご意見をいただきたいと思いますのでどうかよろしくお願いし

ます。 

 

○館長 

  ありがとうございました。 

続きまして、佐々木支所長がごあいさつ申し上げます。 

 

○佐々木支所長（以下「支所長」と表記する。） 

  本日はお忙しいところ、「第 5 回西仙北地域協議会」にご出席いただきまして、ありがと

うございます。 

 立冬が過ぎ、寒さに加え物寂しさを感じる季節となりましたが、地域内では中央公民館、旧

消防本部解体により刈和野町内も様変わりをみせ、一層のさみしさを感じます。2つの施設は

まもなくほとんどが解体されることになります。近隣には騒音等ご迷惑をおかけしております

がもう少しの間よろしくお願いします。 

10月は、うれしいニュースが 2つ入ってきました。一つには 11回目となる大仙農業元気賞

に当地域から農事組合法人アグリヘリ西仙所属の大友寿さんと、強首ファーム所属の田村智宏

さんが受賞されました。若手の農林水産従事者の先進的取り組みに今後も期待されます。また、

14 回目となる大仙市技能功労者に電気工事部門で秋田電気工事株式会社の佐々木甚一さんが

表彰されました。優秀な技能と後進の指導等、本市の産業発展に尽力されました。また、先般、

秋田電気工事様からは、地域貢献の一助にと高所作業車を活用し、支所周りの桜の木のテング

ス病や枯れ枝の除去をしていただきました。本当にありがとうございました。 

 さて、先月の第 4回協議会で懸案となっておりました、地域公共交通について、地域の交通

状況、利用者等のデータを元に、改めてご説明させていただき、また、将来どうあるべきかを

探るためのご意見を地域としての案をまとめることとして、本日お集まりいただきました。 

 いろいろな角度からご検討いただき、将来このような条件だったら、また、このような料金

だったら利用者が増える、長く継続できるなど、建設的なご意見をいただければと思います。 

 なお、来月には、委員皆様のお考えを市長へお伝えする機会がありますので、公共交通を利

用している、利用していないにかかわらず、将来を見据えたあり方について協議をしていただ

ければと思いますので、よろしくお願いい申し上げましてあいさつといたします。 

 

○館長 

ありがとうございました。 
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このあとは、「大仙市地域自治区の設置等に関する条例」第8条第4項の規定によりまし

て、佐々木会長が議長を務めることになっておりますので、議事進行をよろしくお願いい

たします。 

 

○会長 

  それでは、次第にそって進めてまいりたいと思います。 

  議題に入る前に、次第の 4にあります会議録署名委員を指名について、会議録署名委員に

は、名簿順に信田徹委員、堀江公子委員にお願いします。 

なお、今日の出席委員は、17名中 12名おりますので、2分の 1以上出席しておりますの

で、会議は成立していることをご報告申し上げます。 

  それでは報告に入らせていただきます。 

（１）地域公共交通の再構築に関する意見について、市民サービス課より説明をお願いい

たします。 

 

○鈴木市民サービス課長（以下「市民サービス課長」と表記する。） 

  【配付資料に基づき説明】 

 

○会長 

ありがとうございました。先程支所長さんからもありましたが、将来を見据えた建設的な 

 ご意見をいただけたらと思います。 

ただいまの説明に関し、皆様からご意見、ご質問ございましたら、お願いいたします。 

 

○佐々木好美委員 

この地域公共交通の見直しの意図は何なのかよくわかりません。そして見直しを行った場 

合大事になってくるのは、利便性とコストのバランスだと思います。そういうことからする

と経費がかかり過ぎているということで、バランスが取れていないということになります。

だから、全体的な見直しが必要であると感じておりましたが、今の説明では部分的な見直し

だけでいいという感じも受けました。協議会では単純に案は出せますが、具体的にどうする

といったものまで出すとなるとなかなか厳しいのではないかと思います。先程の案では、地

域の方達との協議や、各関係機関との連携も必要になってくると思います。 

 

○市民サービス課長 

  先程佐々木委員さんがおっしゃった各関係機関との連携や交渉は協議会の皆さんにお願

いする訳ではないので、全体的なものが決まれば当局で交渉等を行って参りますので、どの

ような姿が望ましいのかという意見を出していただきたいということです。具体的にここが

こうだというような意見ではなく、地域でこのような公共交通が望ましいというざっくりと

した意見で結構でございますのでよろしくお願いします。 
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○俵谷委員 

私は毎月 1回峰吉川へ薬をもらいに行っておりますが、そこで高齢の女性の方とお話しし

たときに、西仙北から峰吉川までバスが出てないのでタクシーを利用できれば非常に助かる

ということを話していました。特にお年寄りはバス停までの移動も大変だと思うので、乗合

タクシーを全線に導入すれば良いと思いました。 

 

○会長 

  乗合タクシーを全線でというご意見でした。そして、その乗合タクシーは地域内だけでは

なく、地域を越えて例えば西仙北から協和のような地域を越えても利用できるような形にな

ればということでした。他にありませんか。 

 

○俵谷委員 

  これは西仙北地域に限ってという考えの方がいいんですか。 

 

○会長 

  そういうことにとらわれなくてもいいと思います。 

 

○俵谷委員 

  私もそう思います。例えば協和の方が刈和野のお医者さんに来るという場合もありますか

ら。あと先程課長さんの説明でコストのことはあまり考えなくていいというお話でしたが、 

 一日一人しか乗らないようなバスに年間何千万もかけるとなると、市民の方も納得しないと

思いますので、そのようなことも考えていかなければいけないと思います。 

 

○会長 

  先程市民課長さんからも説明がありましたが、コミュニティバスは相当経費がかかってい

るということでしたが、やはりこのコストの問題は考えていかなければいけないことだと思

います。俵谷委員からは乗合タクシーでの運行という意見が出されています。 

 

○佐藤陽一委員 

  私は案の 1 でいいような気がします。全地域乗合タクシーだと利用しやすいと思います。

この案は誰が作ってくれたのですか。 

 

○支所長 

  これは、実際地域公共交通を利用している方からのアンケートや、地域協議会の皆さんの

意見を集約して事務局で作成したものです。 

 

○佐藤主憲委員 

  今回地域公共交通再構築ということで、本庁の担当課はおそらく総合政策課になると思い
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ますが、今まで色々な議論を重ねて検証して今の形になったと思います。大沢郷はコミュニ

ティバス、土川強首は乗合タクシー、そしてこの辺は市民バスという形で。それをまた我々

に見直せということは、もう 1回それぞれの交通体系を廃止だとか、継続とかを判断してく

ださいということですか。 

 

○支所長 

  そこまでは求めていません。市で策定した地域公共交通計画というものがあります。それ

をもう一度見直して市民がより利用しやすい地域公共交通にしていきたいということで、今

回皆さんに意見をいただいているということです。 

 

○佐藤主憲委員 

  わかりました。それからドア TOドア方式とは何ですか。 

 

○市民サービス課長 

  例えば家から病院までほとんど移動せずに行けるということです。自宅から目的地まで直

接行けるタクシーがそれに該当すると思います。現在の乗合タクシーは停留所があって、そ

こから送っていくという形になっております。 

 

○佐藤主憲委員 

  全て乗合タクシーにするとなると、タクシー会社では相当な車の台数が必要になるかと思

います。 

 

○佐藤陽一委員 

  タクシーが足りないとすると、地元の農業法人で運営してもいいと思います。 

 

○会長 

  コミュニティバスを廃止した場合どうすれば良いかということに対する具体的な意見を

たくさんいただきました。ただ、タクシーの台数とかまではこちらで心配することはないと

思いますので、また他の意見を出していただきたいと思います。 

 

○信田委員 

私も予算のことをあまり考えなくてもいいとすれば乗合タクシーがベストではないかと

思います。これから高齢者もますます増えますので、将来を見据えますとデマンド型の乗合

タクシーがよろしいのではないかと思います。ただ、料金が現在だと 500円、乗合だと 400

円となっていますが、この負担割合が増えるのではないかとかちょっと心配な部分はありま

す。 
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○佐々木好美委員 

  平成 28 年度に大仙市地域公共交通網形成計画というものが策定されていますが、その中

で協議の整った地域から随時新制度を展開するというふうになっております。ですから、あ

る程度地域協議会で具体的なものを出さないといけないと思います。 

 

○支所長 

  現在は大仙市地域公共交通網形成計画の第 3期ということで進んでいるところですが、そ

の間に市長が老松市長に代わり、市長がよくおっしゃるのは地域のすみずみまでということ

をよく口にします。ですから、今の地域公共交通はそこまで行き届いているのか、今のまま

でいいのかということを問うために意見をいただいていると思います。ですから、協議会で

どうしてもこれが必要だからこうしてほしいという 1 本の意見だとすればそれはそれで良

いと思います。 

 

○佐々木好美委員 

  今まで羽後交通とかタクシー会社と連携してやってきたという歴史があると思います。そ

れを全線乗合タクシーにするということは、市とそこの会社との関わりもあると思いますの

で、そう簡単にできないと思います。 

 

○支所長 

  ここではそういうことは気にしなくていいと思います。さっきのお金に糸目はつけないの

と同じ事で、羽後交通が頭にちらついていると考えられなくなってしまいます。 

 

○佐々木好美委員 

羽後交通との長年のつきあいもあると思うので言わせてもらいました。ただ、全線乗合タ

クシーにするとなると、先程あった料金の問題だとか、車輌の問題だとか色々あると思うの

で検討していかなければいけないと思います。ただ、人口減少が進む中で現在このように見

直しを図っているようですが、果たして一部の見直しでいいのかなという疑問があります。

もっと全体を見直さなければいけないと思います。 

 

○支所長 

  それでは全体を見直すとなると佐々木委員はどのような意見をお持ちですか。 

 

○佐々木好美委員 

  私は、土川、大沢郷、強首に事務所を設け人を常駐させ、利用したい方からの電話を受け

てそれを手配するという、地域公共交通の拠点をつくったらいいと思います。ただ、それを

実現するとなると予算的にも厳しいわけで、難しいと思います。案としてはそんなところで

す。 
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○会長 

  佐々木委員がおっしゃったのは案 2の NPO法人などの法人立ち上げによるデマンド交通の 

 運営ということでしょうけど、私も個人的にはこの意見に賛成です。ただ、経費だとか、実

現できるできないは別として、今は委員の方から幅広く多くの意見をいただきたいと思って

おります。 

 

○俵谷委員 

  やはり利用者がより利用しやすいというのは、先程から言っている通り乗合タクシーだと

思います。台数が足りないとかお話がありましたが、その辺は今後市当局で考えていくと思

いますので、西仙北地域協議会の意見としては、全線乗合タクシーにした方がいいというこ

とでいいのではないでしょうか。あくまでも、この場ではこれが望ましいという意見にとど

めておいた方がいいと思います。 

 

○今田委員 

  私は大沢郷地区に住んでいますが、私個人ではコミュニティバスは利用したことがありま

せんし、いつもガラガラのバスが走っているなという印象を持っています。一週間に利用さ

れる方が 2,3人くらいだと思います。しかし、大曲の厚生医療センターに行く人にとっては

貴重な交通手段だと思います。ですから、路線は無くさないでバスからタクシーにするなど 

 して代替運行をしてもらいたいと思います。また、それに伴い運賃も高くなると思いますの

でそれをどうするかが課題です。例えば年齢制限を設けて、ある程度の無料券の配布なども

していけばいいと思いました。 

 

○俵谷委員 

  コミュニティバスに 1,500万円をかけるなら、乗合タクシーにその分を回せると思います。 

 

○市民サービス課長 

  コミュニティバスの利用者ですが、杉山田よりも高城や刈和野駅前の人の利用者が多いよ

うです。 

 

○俵谷委員 

  西仙北から大曲まで行く人は何人いますか。 

 

○市民サービス課長 

  約 4,000人です。ただ、一人で何回も使っている人もいるので 4,000回ということです。 

 

○会長 

  コミュニティバスをいきなり廃止とかそういうことではなくて、費用対効果も考えて再考 

 する必要があるとか、そのような表現にした方がいいと思います。ここですぐ結論を出すの
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は難しいと思いますので。 

 

○支所長 

  先程今田委員がおっしゃったように、路線は廃止しないでドア TO ドアによる運行を考え

るというように、路線廃止ではなくその手法を考える、このような感じで具体的ではなくて

もそのような意見をいただきたいです。また、料金でも一方は 200円で、一方は 500円で不

公平であるとか、こういう路線を増やしてほしいとかそのような意見でもよろしいですので

よろしくお願いします。 

 

○会長 

  既存の路線は残しつつも、その手段を考えるそういう感じでもいいということでした。今 

 皆さんから出された意見を事務局の方で集約して出す予定ですのでよろしくお願いします。 

 

○支所長 

  まだご発言いただいていない委員の方からも意見をいただきたいと思います。 

 

○金委員 

  平成 29 年度の実績を見ますと、市民バスは 1.75 人、コミュニティバスは 11.5 人、数字

だけ見ればコミュニティバスの利用者はそれなりにいると思います。ですから、廃止という 

 ことではなく、その手法を考えて行けばいいと思います。 

 

○武藤委員 

  私はコミュニティバスは残すべきだと思います。電車と同じように定時運行されているの

で、乗る方はいると思いますし、今は使わないかもしれませんが、いつ我々も使う立場にな

るか分からないので残してほしいと思います。今人が乗っていないからではなく、将来的に

使う人もいるので残してほしいです。 

 

○堀江委員 

  私も大沢郷ですが、確かに乗っている人が少ないですが、毎日必ず杉山田から宿の間から

乗る人がいます。その人のことを考えれば、無くなると大変ですので残して欲しいと思いま

す。ただ、バスは一人二人乗るには大きすぎると思いますので、車輌を小型化して路線を残

すという形にしていただければと思います。 

 

○加藤委員 

  私は刈和野ですが、近所で利用されている方がいますので、コミュニティバスは存続して

欲しいです。大曲の病院にタクシーで行くとなると相当な費用負担をしないといけないです

し、刈和野から大曲までの貴重な足ですので残してほしいと思います。乗合タクシーも決め

られた路線しか走りませんので、地域を越えた運行をしていただきたいと思います。 
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○武藤委員 

  乗合タクシーは大曲まで行くんですか。 

 

○支所長 

  乗合タクシーは決められた路線しか走りません。ですから、先程から地域を越えた乗合タ

クシーが運行できないかどうかというのを、協議会の意見として出すかどうかを話し合って

いただいているところです。 

 

○市民サービス課長 

  現在刈和野の方は乗合タクシーの路線が無いので利用できませんが、乗合タクシーを利用

できるようにしてほしいと、そのような意見でも結構だと思います。それも一つの提案です

ので。 

 

○池田委員 

コミュニティバスですが、総額を利用者人数で割ると一人あたり 1,000円くらいになりま

す。それに対し乗合タクシーは 1 回当たり 1,400 円から 1,800 円くらいかかっております。

全線乗合タクシーにするとなると、燃料代の高騰もあって市の持ち出しが増えるのではない

かと思います。先程お金のことはあまり気にしなくていいということでしたが、ある程度コ

スト面も考えて行かなければいけないと思います。また、先程刈和野にも乗合タクシーとい

うお話がありましたが、私も必要だと思います。刈和野地区の方でも私の店に歩いて来れな

いという方が結構いて、バスに乗ってきて帰りの足が無く帰り送っていくっていうこともあ

りました。ですから是非刈和野地区にも乗合タクシーをお願いしたいと思います。 

あと、ある商店では自分たちでバスを用意して買い物に利用してもらうという取り組みを

しているところがあります。我々商工会関係者も自分たちの努力でそのようなことも考えて

いかなければいけないと思いました。 

 

○会長 

やはり、今の時代の交通体系に合った地域公共交通の再構築というものが必要になってく

ると思います。皆さんから貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。今皆さ

んからいただいた意見を事務局でまとめたようなので読み上げていただきたいと思います。 

 

【 事務局説明 】 

 

○会長 

  ありがとうございました。これで本日予定しておりました案件は全て終了しました。お疲

れ様でした。 
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○館長 

  それでは最後にその他ということで事務局より連絡があります。 

 

○事務局遠藤 

  次回の協議会ですが、12月 12日に市長をお招きしての意見交換会を開催しますので是非

ご参加をよろしくお願いします。また、同日懇親会も行いますので併せて参加をよろしくお

願いします。以上です。 

 

本日は、長時間にわたりご審議ありがとうございました。 

（16時 40分 閉会） 
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