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■日  時： 平成 30年 12月 12日（水）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：13名 

 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   豊巻一男委員     藤林笑委員    武藤義治委員   

 吉田範子委員 

 

■欠席委員：4名 

 池田裕毅委員   嵯峨幸恵委員    田口  繁委員   堀江公子委員   

 

 

■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)平成 30年度地域枠予算の要望について 

      (2)地域公共交通再構築に向けた市長との意見交換 

   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 6 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。） 

  今年もあとわずかで終わろうとしておりますが、最近ようやく雪が降り始め冬らしい季節

となってきました。今日は年末のお忙しい中第6回の地域協議会にお集まりいただきまして

ありがとうございます。本日は、地域枠予算の審議4件の他、市長との地域公共交通再構築

に向けた意見交換会もございますので、皆さんの忌憚の無いご意見をよろしくお願いいたし

まして、あいさつとさせていただきます。 

 

○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 6 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。 

 ようやく、冬らしさがと思ったところ、一気に冬将軍到来となりました。 

 さて、11 月は、地域枠予算を活用した事業が多く展開され、西仙秋の音事業、強首、土川

地区の交流事業に多くの住民が参加されました。このように、企画された事業に多くの住民が

顔をだし地域が盛り上がっていることを、大変喜ばしく感じています。また、11月 24日には

第 23 回首都圏にしせんぼく会が東京市ヶ谷で開かれ、盛り上げ隊として今年度退職する地元

職員 7人も駆け付け、パフォーマンスを披露したり、総勢 123人となる参加者がそれぞれの中

学校校歌を歌ったり、交友を深めてきました。このようなふるさと会応援隊は各地域でも見ら

れ、仙北、太田地域などで結成されて多くの地域住民が東京での開催に足を運んでいるようで

す。全てのふるさと会に出席されました市長からも、応援隊結成に努めていただきたいと声が

かかっていますので、今後要項等を整備するなど検討していきたいと思っています。 

 また、皆さんもう目にした方もいると思いますが、秋田朝日放送主催、秋田銀行共催の「あ

きたふるさと手作りＣＭ大賞」という企画があり、30 秒で各市町村をＰＲする動画を西仙未

来塾が手がけ、大仙市から刈和野大綱引きをテーマにした作品が、見事最優秀賞に輝きました。

すでに 12 月 8 日から放送がされ 365 回のコマーシャルが流れる予定です。放送時間は朝の 5

時 25 分がほとんどで、土曜、日曜は今年度予定されていません。ちなみに明日からの放送時

間といいますと、木曜金曜は朝 5 時 25 分から、来週も月曜から金曜まで朝 5 時 25 分からと

19 日水曜日は 10 時 25 分から、木曜日は 15 時 50 分から流れます。タイミングが合いました

らＡＡＢをご覧いただきたいと思います。 

 さて、本日の協議会案件は、はじめに地域枠予算の審議４件、審議終了後、 

これまでご協議いただいております地域公共交通について、改めて市長と、この地域の公共交

通についての意見交換を行うこととしています。また、終了後には、市長との懇親会も予定し

ておりますので、よろしくお願い申し上げまして挨拶といたします。 

 本日はよろしくお願いします。 
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○館長 

ありがとうございました。 

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、名簿順に豊巻一男委員、藤林笑委員にお願いします。 

なお、今日の出席委員は、17名中 13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）平成30年度地域枠予算の要望について、一括して4件の説明を事務局よりお願いしま

す。 

○事務局 

  【配付資料に基づき説明】 

 

行政主導型 

㉚刈和野寄騎館支障木伐採事業 

  事業の目的：県道 10 号線（刈和野寄騎館地内）沿いにあるアカシヤの樹木により、観光

看板が見えにくくまた、交通の妨げになっていることから、支障木を伐採し

道路利用者の利便性の向上を図る 

  事業の概要: アカシヤの木約 200本の伐採 

  申 請 額：319,680円 

 

市民主導型 

㉛冬花火～刈和野の大綱引き 2019～事業 

  事業の目的：毎年 2月 10日に開催される「刈和野の大綱引き」に合わせ、冬花火･屋台等

のイベントを開催することで、従来の「刈和野の大綱引き」の盛り上げ並び

に、観光客と地域住民が交流することでの地域と「刈和野の大綱引き」の活

性化を図る 

  事業の概要：【開催日時】平成 31年 2月 10日（日） 

        【場  所】佐々木興業（株）敷地内 

        【内  容】大仙市の提供による花火の打ち上げ（約 10分間） 

              屋台、抽選券配布による抽選会、もちつき、ステージショー 

  申 請 額 ：239,328円 
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市民協働型 

㉜刈和野駅前イルミネーション交流事業 

  事業の目的：地域の話題となるようなスポットの創出と、地域の子ども達のイベント参加

協力による地域の活性化を図る 

  事業の概要：●イルミネーション設置 

【期間】平成 30年 12月 18日から平成 31年 2月 10日 

【場所】刈和野駅前大綱展示場 

●イルミネーション点灯式 

【日時】平成 30年 12月 18日 午後 4時 30分 

【場所】刈和野駅前大綱展示場前 

  申 請 団 体：刈和野駅関連施設管理運営組合 

  申 請 額：108,000円 

 

 

市民主導型 

㉝刈和野大綱引きどんと焼き事業 

  事業の目的： 2月 10日に開催する刈和野の大綱引き行事の前夜祭として「どんと焼き」

を開催し、地域住民が交流することにより地域の活性化を図る 

  事業の概要：「にしせん納涼まつり」 

日時 平成 30年 8月 15日（水）   

会場 西仙北支所駐車場 

内容 ステージイベント、出店 等 

  申 請 団 体：刈和野どんと焼き実行委員会 

  申 請 額：220,000円 

 

○会長 

  ただいま説明がありましたが、何かご質問等ございませんか。 

 

○武藤義治委員 

  刈和野のどんと焼きですが、予算説明書を見ると消耗品費が 195,000円と非常に高くなっ

ていますが内訳を教えてください。 

 

○事務局 

  宝探しの景品代ですとか、振る舞いもち代、またその他の消耗品費です。 

 

○武藤義治委員 

  景品代なら景品代と分かるように標記してもらった方が分かりやすいと思います。スペー

スもありますので、今度からそのように書いてもらいたいと思います。また、冬花火の事業
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は、花火の打ち上げの経費が書かれておりませんが、どこでどれくらいいの額を支出するの

ですか。 

 

○事務局 

  花火の打ち上げ手数料は、本庁の商工観光課で予算措置をしておりまして、約 130万円で

す。その花火以外のイベントの部分についての予算を、地域枠予算の方にお願いしていると

ころです。 

 

○武藤義治委員 

  同じ事業で予算の出所が違うのはおかしくないですか。 

 

○支所長 

  本来でありますと、同じ課で予算措置をすればいいところですが、この事業の最初の時に、 

 花火の打ち上げは本庁、そしてそれに付随するイベントは支所で対応するよう取り決めを行

っておりますので、何卒ご理解をお願いします。 

 

○会長 

  他にありませんか。無いようですので、申請のありました 4 件を承認したいと思います。

それでは次に、地域公共交通再構築に向けた老松市長をお招きしての意見交換を行いたい 

と思います。協議の前に、本日ご臨席いただきました老松市長からごあいさつをいただき

たいと思います。 

【老松市長あいさつ】 
 

○会長 

 ありがとうございました。それでは、市長との意見交換を行いたいと思います。始めに 

当協議会での意見をまとめた内容について、説明をお願いします。 

 

【市民サービス課長説明】 

 

○会長 

  ただいま課長から説明がありましたけれども、当協議会でまとめた意見について市長より

ご意見をいただければと思います。 

 

○市長 

  今後新たな地域公共交通ができた場合には、周知 PR をしっかりして市民の方に利用しや

すい制度にしていきたいと考えております。また、新制度構築には今年を入れて 3年ほどか

かりますので、その過程もしっかり PR をしていきたいと考えております。また、新制度で
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はなく今現在ある交通システムのマイナーチェンジもあり得ることなので、この辺もしっか

りと検討してまいりたいと思います。また、先程の説明で他の地域への延伸というお話もあ

りましたが、現在の交通システムは生活圏をカバーするというのが前提であります。ただ、

西仙北地域に在住でも生活圏が隣の協和や中仙という方もいらっしゃいますので、その辺も

今後考慮していかなければならないと考えております。 

  また、ワンストップでドア TO ドア方式というのは特に高齢者の方、または停留所まで歩

くのが困難な方などはこのような要望が強いと思います。ただ、停留所まで歩いて行ける方

もいらっしゃいますので、乗合タクシーとバスとの使い分けというものも必要ではないかと

思います。 

  運賃や運行回数については、今後当然再検討していくことだと思います。無料券や回数券

等の導入も含めて検討していきたいと考えております。 

  最後ですが、新たな担い手の育成ということで大変すばらしいご指摘をいただいたと思い

ます。現在の公共交通は市や羽後交通さんで実施していますが、共助ということで同じ集落

内でやるということも可能だと思います。実際横手の山内地域では共助組織を設立してやっ

ていますので、そのような声が地域から出た場合は市としてもそれを尊重していきたいと考

えております。いずれ人口減少、集落の減少が進んでいけばこのようなことも考えられます

ので、大型バスではなくワゴン車での対応などそのようなシステムができていけばよろしい

のではないかと思います。きめ細やかに地域を網羅できれば良いのですが、財政的な部分の

費用対効果というものも考えていかなければいけませんので、その点も考慮しながら検討を

重ねていきたいと考えています。今回地域公共交通の見直しを図ったのは、以前だと羽後交

通のバス路線が廃止されたところを中心に検討されてきましたが、今回の見直しで、住民の

方が利用しやすい、利用できる制度にしていきたいと思います。委員の皆さんは普段あまり

利用されていないと思いますが、今後実際利用されている方の意見も聞いて参考にしていき

たいと思いますし、今後新制度のたたき台ができましたらまた改めて地域協議会の皆さんに

説明し、意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○会長 

  ありがとうございました。市長から今お話がありましたが、折角の機会ですので委員の皆

さんからご意見をいただきたいと思います。まずは私の方から意見を述べさせていただいき

たいと思います。やはり旧町村の地域の垣根を越えた地域公共交通の運営が必要だと思いま

す。また、先程の市長さんのお話にもありましたが、共助組織や NPO法人が運営する独自の

有償のシステムというのも今後必要になってくるかと思います。ですから、そのような団体

が参入しやすい環境づくりと言いますか、それを市にお願いしたいと思います。 

 

○市長 

  ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。やはり生活圏を考えれば西仙北

から他の地域へということが十分考えられます。協和地域協議会に行ったら、生活圏は秋田

なので秋田市までというお話もありましたが、できる範囲でということで検討していきたい



－7－ 

 

と思います。また、地域を跨がる場合は主要道路をバス、そしてそれを枝分かれして乗合タ

クシーというような様々なパターンも考えられますので、その辺も考えていきたいと思いま

す。また、共助組織の設立に関しては、例えば保険をどうするかとか色々考えていかなけれ

ばいけないことがたくさんあると思いますので、その辺も市として支援をしていきたいと思

います。 

 

○佐々木好美委員 

  地域公共交通の再構築のロードマップというものがあります。その中で平成 30 年度に検

討、そして平成 31年度に予算化してやっていくというスケジュールになっています。また、

協議が整った地域から新制度を開始していくとなっています。やはり今後地域公共交通を運

営していく中で、一番に考えていかなければいけないことは利便性とコストのバランスだと

思います。それを検討していくにはプロセスと手続きが大事になってくるわけで、それには

地域の意見を聞くというというのが大事だと思います。また、共助組織の設立には地元の理

解も必要になるのでそういった話し合いの場を持つべきだと思います。また、市から協議会

委員に意見を求められていますが、コストを考慮した意見を出していかなければいけないと

思います。 

 

○市長 

  ありがとうございました。コスト面を言ってしまうと意見が狭まれてしまうと思い敢えて

あまりお話をしませんでしたが、佐々木委員のおっしゃるとおり当然考えていかなければい

けないことだと思います。先程ドア TO ドアというお話もありましたが、そういった利便性

とコストのバランスこれは当然検討していきます。ただ単に利便性を追求した制度になると

コストが追いつかないということもありますので、どこで折り合いをつけるか、利用者の方

に納得していただけるかそれを考えて行きたいと思います。また、共助組織の設立に向けて

は当然地域の方々のご理解が必要ですので、全地域に PR してやりたいというところにはま

ちづくり課、支所と協力しながら進めていきたいと思います。また、このロードマップに載

っているスケジュールは非常にタイトになっています。平成 31 年度から新制度スタートさ

せるには非常に厳しいと思います。協議が整った地域からとありますが、他の地域ができて

いるから西仙北だけ取り残されることが無いよう調整して全地域同じ時期に新制度がスタ

ートできるようにしていきたいと考えていますので、その辺はご理解いただきたいと思いま

す。ただ、平成 32 年度中には新制度を開始することになっていますので、それに向けてや

っていきたいと思います。 

○加藤真委員 

  人口減少、高齢化により交通弱者もどんどん増えていくと思います。コストの問題もある

と思いますが、市民の方が利用しやすく暮らしやすり制度にしていただきたいと思います。 

 

○市長 

  ありがとうございます。今より利用しやすい制度、そして特に高齢者に利用しやすい制度



－8－ 

 

にしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○俵谷委員 

  ちょっといいでしょうか。このペースで進めていくと相当時間がかかります。また、この

資料には今まで協議会から出た意見が書かれておりますので、この資料にはない意見がある

方からご意見をいただいた方がいいと思います。 

 

○会長 

  わかりました。それではこれからは挙手をしいただき、ご意見がある方からいただきたい

と思います。 

 

○俵谷委員 

  地域公共交通を利用している人の大半は病院に通っている人だと思います。私も協和の佐

藤クリニックに通っていますが、強首地区から病院に来ている方もいます。ですから、広域

的に地域公共交通を運行してもらいたいと思います。また、佐藤クリニックは毎週水曜日休

診にして稲沢の方に訪問診療をしています。ですから、月に一回でもいいですのでそのよう

な制度も考えてもらいたいと思います。 

 

○市長 

ありがとうございます。やはり地域公共交通の利用者は、病院や温泉に行く人が多いです

ので、地域を越えた地域公共交通の運営を考えていきたいと思います。また、訪問医療につ

いてはまた別の問題だと思いますが、医療機関にそのような協力を得られないか検討をして

いきたいと思います。俵谷委員は、病院に行くのではなく来てもらうというご意見だと思い

ますので。そのような医療機関のサービスはこれからもっと必要になってくるかと思います。 

 

○今田委員 

  私の住んでいる大沢郷地区はコミュニティバスが通っていまして、年間の利用者が延べ人

数で 14,264 人、杉山田から刈和野までの 1 便平均は 1.1 人となっています。普段バスを見

ますとガラガラで非常にもったいないと思っています。こすとがかかっているのは分かりま

すが、この路線は大沢郷地区の基幹路線でありますので、今のようなバスでなくてもいいの

で、この路線は是非残して欲しいと思います。 

 

○市長 

  ありがとうございます。羽後交通のバス路線の廃止に伴ってコミュニティバスと名前を変

えて運行しています。大沢郷地区の非常に重要な路線だと思いますので、もう少し工夫して

経費を抑えたりして見直しをしていきたいと思います。そして路線の廃止は無いと思います

のでよろしくお願いします。 
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○武藤委員 

  横手市の事例でデマンド交通というものがあります。そのような先進事例を参考にしなが 

らやっていくということも考えられます。また西仙北地域の地形は、はひょうたん型になっ 

ていて、刈和野がその中心になっています。ですから、土川から大沢郷、強首を回る循環バ 

スを走らせるというのも一つの手だと思います。 

 

○市長 

  ありがとうございます。今デマンド交通のお話がありましたが、現在秋田県内の全ての地

域公共交通をチェックしています。そして、大仙市に合っているものは当然参考にしていき

たいと思っています。それぞれのメリット、デメリットを検証しながら取り入れるものは取

り入れていきたいと思っています。また、循環バスの件ですが刈和野には JR の駅がありま

すので、それを意識していきたいと思います。 

 

○信田委員 

  同じ刈和野の中でも富士見町や高屋敷など駅から遠い所もありますので、そこの地区の方

も利用できるようになればと思います。 

 

○吉田委員 

  私も刈和野在住ですが、お年寄りの話を聞くとバス停が少なくなったのか、便が減ったの

か分かりませんが、不便になったというお話をよく耳にします。 

 

○金委員 

  コミュニティバスとか、乗合タクシー等の年間人数が出てますが、その利用目的があれば

もっと検討の余地があると思います。ですから、今後アンケートを取る際は地域公共交通の

利用目的も一緒に調べていただけるといいと思います。現在私は車を運転できて好きなとこ

ろに行けるからいいのですが、いざ自分が地域公共交通を利用するとなった場合非常に難し

い問題だと思います。やはり、町内会の中でコミュニケーションを取りながら、共助でやっ

ていくということも必要だと思います。 

 

○市長 

  ありがとうございます。アンケート調査については、その利用目的も一緒に調査してお示

ししたいと思います。また、共助についですが理想はできればよろしいのですが、その集落

の実情等もありますのでそれができるような環境づくりをしていきたいと思います。 

 

○佐々木好美委員 

  ちょっと質問ですが、県から助成金をもらっていますか。 

 

○田口まちづくり課長 
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  お答えさせていただきます。県の方からコミュニティバスに出ています。それは杉山田線

ではなく、太田の長信田線に出ています。また、乗合タクシーには西仙北地域では杉沢中仙

線と大曲地域の藤木線に出ています。 

 

○今田委員 

  これから新制度が始まる場合は、早めに市民の情報の公開をお願いしたいと思います。 

 

○市長 

  ご指摘の通りだと思います。早めに市民の皆さんに周知をして、またどういった目的でこ

のような制度になったか等も含めて、周知をしていきたいと考えております。 

 

○佐藤主憲委員 

  私は土川在住ですが、近所に乗合タクシーを利用しているおばあさんがいます。その方に

話を聞いたところ、その方は刈和野駅から電車に乗って大曲までよく行くそうですが、階段

が急で何回も休みながら階段を上り下りしているということでした。ですから、エスカレー

ターやエレベーターを付けるというのは難しいと思いますので、そういったお年寄りの為に、

刈和野駅から大曲駅までバスを運行してもらえればと思います。 

 

○支所長 

  コミュニティバスの杉山田線は、刈和野駅から大曲まで運行されています。我々の PR 不

足かもしれませんが、そのような路線がありますので、時刻表を確認しながら是非ご利用し

ていただきたいと思います。 

 

○佐藤主憲委員 

  乗合タクシーを利用した場合刈和野から大曲までのバス料金を少し補助するとか、そのよ

うなことも検討してもらいたいと思います。 

 

○市長 

  料金や乗合タクシーとバスとの連動性も今後しっかりと検討してまいりたいと思います。

特に料金の関係は全体的に調整していきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

○会長 

  他にありませんか。無いようですので、事務局にお返ししたいと思います。 

 

○館長 

  これをもちまして、平成 30年度第 6回西仙北地域協議会を閉じさせていただきます。 

本日は、長時間にわたりご審議ありがとうございました。 
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（17時 00分 閉会） 
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