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●公共交通に関する市民アンケート調査● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５．聞 き 取 り 調 査 結 果  

 

 

 

 



99 
 

聞き取り調査結果報告 

 

＜調査方法について＞ 

●調査目的 

横手市の公共交通計画を作成するに当たり、 

（１）高齢者の移動行動の実態を調査すること 

（２）高齢者の公共交通に対する意識および移動に関する困りごとを把握すること 

（３）特に生の声、本音を聞き出すこと 

 

●調査対象 

対象者選定にあたっては、「性別」「年齢」「居住地域の交通の便」「家族支援の有無」を考慮し、次

の条件に該当する市民を選んだ。 

（１）性別：男／女 

（２）年齢条件：６５～７５歳／７６歳以上 

（３）世帯条件：高齢者のみの世帯／２世代以上の世帯 

（４）地域特性：旧町村単位から２か所（中心部１か所、周辺部１か所）、旧横手市４か所（市街

地２か所、周辺部２か所）計１８か所の候補地を選定し、各地域局の協力を得ながら参加者（聞取

り協力者）と会場を決定した。 

（５）属性バランス 

上記（１）～（３）の属性バランスに配慮しながら４～５名の人選を行った。但し、全ての属性バ

ランスを満たすよう設定することには限界が有り偏りや例外がある。 

 高齢者のみ世帯 2 世代以上世帯 

65～75 歳 男   

女   

76 歳以上 男   

女   

 
●調査項目（聞き取り調査集計表を参照） 
（１）郵送アンケートの一部 
（２）移動実態（郵送アンケートに準じる） 
（３）公共交通（バス等）に関する意見 
（４）新しい仕組み（デマンド、コミュニティバス）の利用意向 
（５）移動に関する困りごとの詳しい聞取り 
 
●その他調査方法 
（１）聞き取り調査員：２名 
（２）聞き取り方法 
・地域の公共施設や集会所に集まってもらい、茶菓子を囲みながら雑談から入り、調査目的と個人

情報保護の説明をした後、調査項目に沿って聞き取りを行った。 
・調査員１名が、２～３名に対し同じ質問を同時に行い個別に聞き取る方法で記録した。 
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・新しい公共交通の仕組み（デマンド交通とコミュニティバス）の説明にあたっては、模造紙に簡

略化したシステム絵図を描き入れたものを全員に見せながら仕組みや特徴、それぞれのメリットデ

メリット、利用料金（200～500 円）について説明した。理解不足や不明な点については随時質問

に受けながら、できるだけ共通理解が得られるよう工夫した。 
（３）聞き取り所要時間 約９０分 
 
●調査時期 
平成２２年９月１４日～９月３０日までの期間に実施。詳細は下記の通りである。 

＜公共交通聞き取り調査 実施集計表＞ 

実施日 時間 地域名 地区名 会場 
聞取 

人数 
備考 

9 月 14 日 10:00 大雄 阿気 乗阿気構造改善センター 5   

  14:00 大雄 田根森 上田村多目的集会所 5   

9 月 16 日 10:00 雄物川 二井山 二井山多目的センター 5   

  14:00 雄物川 沼館 雄物川庁舎 特別会議室 5   

9 月 17 日 9:00 大森 坂部 金井神集会所 5   

  15:00 大森 大森 リゾートハウスふれあい 5   

9 月 21 日 10:00 十文字 十文字 十文字庁舎 １階 応接室 5   

  14:00 十文字 睦合 西地区館 １階 農事相談室 4   

6 月 22 日 10:00 増田 増田 増田庁舎 ２階 庁議室 4   

  14:00 増田 狙半内 狙半内地域センター 5   

9 月 24 日 10:00 山内 相野々 山内公民館 5   

  13:30 山内 三又 三又コミュニティセンター 4   

9 月 27 日 10:00 横手 前郷 横手地域局 ３階 応接室 5   

  14:00 横手 朝倉 あさくら館 4 ※当日１名欠席 

9 月 29 日 10:00 横手 境町 ふるさと館（境町公民館） 5   

  14:00 横手 旭 旭ふれあい館（旭公民館） 3 ※当日１名欠席 

9 月 30 日 10:00 平鹿 浅舞 平鹿庁舎 4 ※当日１名欠席 

  14:00 平鹿 醍醐 醍醐公民館 5   

  合計 18 か所 83 名より聞き取り 

 

 

※用語説明 

当聞き取り調査では、「自分で運転できる車を保有していない人」、「免許の有無によらず自分で

運転していない人」の両方の条件を満たす人を「移動制約者」とみなし、解説の中で使用する場合

がある。また、普段、自分が運転する自家用車で移動している人を「マイカー移動者」、家族の運

転による自動車で移動している人を「家族運転移動者」として使用する場合がある。 
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●地区名 大雄・阿気 
調査日 平成２２年９月１４日（火）午前１０時～ 
会 場 乗阿気機構改善センター 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 73 歳／男 66 歳／女 75 歳／女 73 歳／女 72 歳／女 

居住地区 乗阿気 乗阿気 乗阿気 乗阿気 乗阿気 

自家用車 自分運転用 自分運転用 家族運転用 車なし 車なし 

運転免許 自動車免許有

運転 

自動車免許有

運転 

免許返納 免許なし 免許なし 

同居家族 二世代同居 高齢者のみ 二世代同居 高齢者のみ 高齢者のみ 

【参加者の構成】 
マイカー移動者が２人、家族運転移動者が１人、車も免許も持たない人が２人。 
家族運転移動者のＣさん（７５歳、女性）は、元々原付免許をもっていたが、対向車に煽られる

のが怖くなり６５歳の時、免許を返納した。 
【移動事情】 
買物では、マイカー移動者の３人は横手方面へ、車で移動できない２人は自転車で大森方面へ出

かける。通院では、３人が横手方面へ、１人が大森方面へ通う。いずれも「特に不便は無い」と回

答。車も免許も持たないＤさん（７３歳、女性）は、月に一回バスに乗って横手まで行くが「不便

だが我慢できる」。家族運転移動者のＣさん（７５歳、女性）は、農作業で必要な買物を人に頼む

ことがある。近所の人に乗せてもらって買物に行くこともある。 
【バスについて】 

参加者全員が居住する阿気上丁地区は、元々は歩いて２～３分の所に造山線のバス停があったが、

２年前廃止となり、現在は２０分以上かかる「阿気」が も近いバス停となった。造山線があった

当時は、午前２本、午後２本の運行だったが、学生が中心で乗客は少なかったという。 
 バスに対する感想は、マイカー移動者の２人は「まあまあ便利だ」と思っているのに対して、移

動制約者の３人は、「やや不便だ」と思っている。この３人は、「近くにバス停が無い」「希望先へ

行けない」「本数が少ない」という不便理由に対して３人とも「そう思う」か「ややそう思う」と

答えているが、「歩くのが大変」「運賃が高い」「乗り降りが大変」に対しては、５人全員が「そう

は思わない」と回答していることから、歩く大変さよりバスの機動性に不便を感じていることが窺

える。 
【デマンド交通について】 

５人全員が「利用すると思う」と回答。料金についても５人が「ちょうど良い」か「安い」と回

答。電話予約の面倒と遠回りになることに対して、５人とも「かまわない」と思っている。 
「この金額で利用できるのであれば良い」「赤の他人との乗り合いも抵抗はない。あっても慣れ

なければならない」とほぼ全員が一致して期待度は高い。マイカー移動者の２人も「車が運転でき

なくなればデマンド交通を利用したい」（７７歳、男性）、「天候が悪い時は利用してみたい」（６６

歳、女性）。一方、「体調が悪い時は急に利用できるのだろうか」「この料金で間に合うのだろうか」

といった心配点も聞かれた。 
【コミュニティバスについて】 
 利用意向については、５人全員が「利用すると思う」。料金についても５人全員が「ちょうどい
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い」で一致。「このようにシステムがあると助かる」「バスの運行時刻に合わせて出かけられる」と

の意見でほぼ一致、デマンド交通同様に期待度は高い。 
【その他全体を通して】 

どちらも期待度は高いが、コミュニティバスよりデマンド交通の方の関心が高いようだ。「期待

したい」「病院へ行くのでありがたい」など。 
 但し、デマンド交通に対しては、「薬局での待ち時間が長く、他の人が終わるまで待たなければ

ならないのか」といった心配意見も聞かれた。 
 その他、関連して、「携帯電話の普及により公衆電話が減って不便している。」「病院が終わって

から娘に電話しているが、公衆電話が少なくなって大変不便をしている」といった公衆電話に関す

る心配意見も複数聞かれた。 
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●地区名 大雄・田根森 
調査日 平成２２年９月１４日（火）午後２時～ 
会 場 上田村多目的集会所 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り    調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 71 歳／男 75 歳/男 80 歳/男 74 歳/男 80 歳/男性 

居住地区 上田村 上田村 上田村 上田村 上田村 

自家用車 自分運転用 自分運転用 自分運転用 自分運転用 自分運転用 

運転免許 免許所有 免許所有 免許所有 免許所有 免許所有 

同居家族 三世代同居 二世代同居 二世代同居 二世代同居 二世代同居 

【参加者の構成】 
５名全員がマイカー移動者の男性。農機具を運転するために免許は必須で、８０代の男性２人を

含め全員が、「まだ免許を手離すつもりはない」と言う。 
【移動事情】 
 出かける先は、買物、通院ともに横手方面がほとんどで、月に一回程度、買物や食事のために大

仙市（１人）や平鹿町（１人）へ出かける人もいた。５人とも自分の車で移動できるため現在のと

ころ特に不便は感じていない。バスを利用することは、ほとんど無い。加齢に伴い「歩くことが大

変になってきた」という人もおり、自動車に比べバスは益々不便であり、敬遠されている。 
しかし、いずれは運転できなくなることへの不安は全員が共通して持っており、その場合は公共

交通に頼らなければならないという意味で、新しい交通システムへの関心は高かった。 
【バスについて】 

全員が「やや不満だ」と感じている。不便理由の「近くにバス停が無い」「歩くのが大変」「本数

が足りない」「乗り降りが大変」に対しては、全員が「そう思わない」か「あまりそう思わない」

と答えているが、「希望先へ行けない」には、４人が「そう思う」と答え、「運賃が高い」には全員

が「そう思う」か「ややそう思う」と答えている。これらの意見は、マイカー移動との比較から感

じていることのようだ。 
【デマンド交通について】 

５人全員が、利用意向について「利用すると思う」、料金について「ちょうどいい」か「安い」、

電話予約の面倒と遠回りとなることについて「かまわない」で一致、期待度は高い。「以前、テレ

ビで、他県で実験運行しているのを見たことがある」等、関心が多かった。但し、「予約が重なっ

てしまい、希望する時間に来れないということは無いのか」という心配や「やるなら継続してほし

い」「採算に合うのか気になるが、今でも足の無い人は上田村にいるのでデマンドは使う人がいる

と思う」と期待する意見が多かった。 
【コミュニティバスについて】 
利用意向については、「利用すると思う」と答えた人は１人で、「利用しないと思う」は２人、「わ

からない」が２人だった。料金については、全員が「安い」か「ちょうどよい」と答えた。特に、

病院へ時間通りに行かなければならない時の利用について不安を感じており、通院はデマンド、そ

れ以外はコミュニティバスといったように、利用目的によってどちらが良いか変わってくるといっ

た意見も多かった。 
【その他全体を通して】 
子ども達が高校生になると、ほぼ全員が送迎しなければならない現状があり、また、年齢的に冬
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季間は運転に不安を感じており、いずれ自分が運転できなくなると新しい交通システムが必要にな

るという認識では一致した。 
とは言え、「何といっても免許を大事に保持しておきたい」「そのためにも安全運転をしなければ」

（８０歳、男性）との思いも現実の中の本音と思われる。 
共通意見として「コミュニティバスよりデマンド交通の方を採用してほしい」「１１月から２月

まで路面が凍って運転が厳しいため、このシステムが採用されれば利用してみたい」等があり、「聞

き取り調査を、この大雄地区で開催してもらってよかった」等、公共交通に対する関心の高さは窺

えた。 
その他、「さくらタクシーの営業所廃止によって他の病院に転院した人もいる」。精兵村に住む男

性からは「上り線と下り線でバス停の位置が数百メートル離れている所があり、料金が異なること

が不満だ」という意見も。 
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●地区名 雄物川・二井山 
調査日 平成２２年９月１６日（木）午前１０時～ 
会 場 二井山多目的センター 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／大友 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 78 歳／男 73 歳／女 84 歳／女 82 歳／男 70 歳／女 

居住地区 ニ井山 ニ井山 ニ井山 ニ井山 ニ井山 

自家用車 自分運転用 家族運転用 車無し 家族運転用 自分運転用 

運転免許 自動車免許有 
運転 

原付二輪免許有 

運転 

免許無し 原付二輪免許有 

運転 

自動車免許有 

運転 

同居家族 高齢のみ 二世代同居 一人暮らし 三世代同居 二世代同居 

【参加者の構成】 
マイカー移動者が２人、原付で移動する人２人、免許を持たない人１人。 

【移動事情】 
出かける先の頻度が高い所として多いのは、買い物では雄物川町内にあるスーパーマーケットか

ホームセンター（４人）、次に通院で旧横手市内の病院（３人）、雄物川町内の病院（２人）と続く。

マイカー移動者は不便を感じていないが、他人運転移動者やバス移動者は不便を感じている。 
【バスについて】 

バス停までの距離は、５分～２０分と住む場所によって異なるが、負担なく歩ける時間に関して

は、７０代の２人は１０分くらいまで、８０代の２人は３分くらいまでと答えている。 
バスに関する感想は、「とても不便だ」「やや不便だ」を合わせると５人全員が不便を感じている。

不便理由としての「歩くのが大変」「本数が少ない」は、全員が感じている。「運賃が高い」「乗り

降りが大変だ」に関しては、全員が「そう思わない」と回答。具体的には、時間帯に関しての不満、

不具合を訴える声が多く、「７時台では早い」「９時台がほしい」「朝一番に遅れると１１時半発と

なり沼館の病院であっても午前中の診察に間に合わなくなる」。帰りに関しても、希望に合う時間

帯に乗る（それでも２時間ごと）ためには、いったんバスターミナルまで行かなければならず、横

手までの通院は一日がかりの仕事となっている。 
【デマンド交通について】 
 ５人中４人が「利用すると思う」、１人が「わからない」と回答。料金については５人全員が「安

い」か「ちょうどいい」と答え、電話予約の面倒については「かまわない」（３人）、「わからない」

（１人）、「面倒だ」（１人）。遠回りとなることについては「かまわない」（３人）、「わからない」（１

人）、「困る」（１人）。関連意見として、他の人と同乗することについては「むしろ楽しい」（２人）、

「なんともない」（１人）といった好意的な意見が。 
【コミュニティバスについて】 
５人全員が「利用すると思う」と答え、料金についても全員が「安い」か「ちょうどいい」と好

意的。その理由としては、集落ごとに寄ってもらえることに魅力を感じており、予約無しでも来て

くれる方が気が楽で使いやすい、という意見が４人からあった。 
また、「どちらでもあればいい」といった意見や「横手へ行くために乗り換えするのは面倒」と

いった少数だが本質をついた意見も。 
【その他全体を通して】 

旧横手市内へ行くのと大仙市や由利本荘市へ行くのとで、５分と変わらない地理的位置にある。
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また、買物、通院も含め二井山地区から大森町まで行くケースも少なくなく、その間にバスが走っ

ていないことも不便の要因になっている。 
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●地区名 雄物川・沼館 
調査日 平成２２年９月１６日（木）午後２時～ 
会 場 雄物川庁舎特別会議室 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／大友 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 ６９歳／女 ６９歳／女 75 歳／女 75 歳／女 75 歳／女 

居住地区 今宿 今宿 今宿 今宿 今宿 

自家用車 家族運転用 家族運転用 家族運転用 家族運転用 家族運転用 

運転免許 免許無し 免許無し 免許無し 免許無し 免許無し 

同居家族 三世代同居 高齢者のみ 三世代同居 二世代同居 三世代同居 

【参加者の構成】 
５人全員が女性で、免許を持たず夫や家族が車を持っているといった共通点がある。 

【移動事情】 
主に出かける先は、買物では、地元雄物川町のスーパー（２人）、旧横手市内のスーパー（２人）、

大仙市（１人）。通院では、平鹿総合病院へ５人全員が通っており、内１人は大森病院へも通う。    
バス停まで３～５分という地域に住んでいるが歩くことには比較的馴れており、全員が１０～２

０分くらいは歩けると答えている。実際は、家族運転による車での移動が多く、バスの利用が少な

いことに対して、「申し訳ない」という気持ちや心配する声が聞かれた。 
【バスについて】 
 全員が「やや不便だ」と答えている。不便理由としての「バス停が近くにない」「歩くのが大変」

には５人全員が「そうは思わない」と答えているが、「本数が少ない」には５人全員が「そう思う」

か「ややそう思う」と答えている。「希望先へ行けない」ことに対しては２人が「ややそう思う」、

３人が「そう思わない」か「あまりそう思わない」と答えた。 
 平鹿総合病院への通院では、帰りの本数が少なく時間帯が合わないことへの不満が聞かれた。 
【デマンド交通について】 
 全員が、雄物川町の中心部、沼館今宿地区に住んでおり、バス停が比較的近い所にあることなど

から、「利用すると思う」と答えた人は１人で、「利用しないと思う」が２人、「わからない」が２

人だった。現状のバスに対する不便は感じているものの、それほど切実では無く、新しい仕組みの

デマンド交通をイメージできないこともあり、否定的な意見もあった。 
【コミュニティバスについて】 
５人全員が「利用しないと思う」と答えている。町の中心部に住んでいる人にとって、地域内で

の利用は少ないと思っているのが理由のようだ。但し、料金については全員が「ちょうどいい」と

答えている。 
【その他全体を通して】 
 風邪や軽い病気は地元の病院へ、専門的なことは平鹿総合病院へと使い分けている。大森病院が

「夕暮れ診療」と言って１９時まで診察を行っており、使いやすいとの評判も。通院関連では、「平

鹿総合病院から１１時頃に出るバスがほしい」「午後１時台と３時台の間の時間が無くなり不便だ。

２時台がほしい」との声が聞かれた。 
 今宿地区の人は、バスに対する不便は感じているものの、それほど切実では無く、あえて新しい

交通システムを要望する声は強くないが、「周辺部ではこうした新しい仕組みを必要としているの

でないか」との意見が多かったことも特筆しておきたい。 
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 「横手バスターミナルから乗り換える際の道路横断がとても怖い」も共通意見として聞かれた。 
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●地区名 大森・坂部 
調査日 平成２２年９月１７日（金）午前９時～ 
会 場 金井神集会所 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 88 歳／男 72 歳／男 81 歳／女 70 歳／女 68 歳／女 

居住地区 金井神 金井神 金井神 金井神 上坂部 

自家用車 家族運転用 自分運転用 家族運転用 家族運転用 家族運転用 

運転免許 自動車免許有運転 自動車免許有運転 免許はない 免許有るが 

運転せず 

免許はない 

同居家族 二世帯同居 高齢者のみ 二世帯同居 二世帯同居 二世帯同居 

【参加者の構成】 
マイカー移動者は７２歳の男性１人で、もう一人の男性（８８歳）は、自動車免許は持っている

が近場は原付で移動し、遠方へ行く際には家族の運転に頼る。女性３人は、免許が無いか返上して

おり、家族の運転に頼る。 
【移動事情】 
横手市以外に由利本荘市の大内や東由利に対しても同じ距離感があり、買物先の選択肢に入って

いる。買物は、大森町のスーパーへ行く人が４人、旧横手市内のスーパーが１人、大仙市のスーパ

ーが１人。５人全員が月１回程度、大森病院に通院しており、内１人は別の診療のため横手病院へ

も通う。大森病院へ通う５人中２人は、病院の送迎車で通院している。 
自分か家族の運転による自家用車移動が中心のためか、地理的に相当不利な条件下に置かれてい

るにも関わらず、現状の移動に対して５人全員が「特に不便が無い」か「不便だが我慢できる」と

答えている。 
【バスについて】 
路線バスについては、自分では運転しない３人が「とても不便だ」と感じており、不便理由とし

ては「希望先へ行けない」「本数が少ない」など。「近くにバス停が無い」「歩くのが大変」に対し

ては３人とも「そう思わない」と答えている。「運賃が高い」に対しては２人が「ややそう思う」

と答え、「乗り降りが大変」には３人が「そう思う」「ややそう思う」と回答した。 
【デマンド交通について】 

普段、子供の運転を頼りにしている２人はデマンドを「利用すると思う」と答えているが、夫の

運転で移動している２人は「利用しないと思う」と回答しているのが対照的。「わからない」が１

人。 
料金については５人全員が「ちょうどいい」と思っているが、電話予約については４人が「面倒

だ」と答えているのは、現在運行中の乗合タクシーの運行イメージと重なっているためか。遠回り

となることには全員が「かまわない」と回答。 
【コミュニティバスについて】 
 全員が利用意向については「利用すると思う」、料金については「ちょうどいい」と回答。 
以前運行していた路線バスも集落ごとに停まっていたため、同じようなイメージで捉えているの

が理由のようだが、「コミュニティバスも同じような感じで運行してくれるのだろうか」（７２歳、

男性）といった意見が。 
【その他全体を通して】 
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 大森病院では、次の診察予約の際に送迎車の予約もしてくれる。「診察は２～３分で終わるが、

帰りは皆の診察が終わるのを待たなければならず長くかかる。坂部に到着するのは午後２時頃」。

夫の運転で移動している２人は、「夫婦なので気兼ねしないが、診察中待ってもらうのは申し訳な

い」「今は不便を感じていないが、将来については不安がある」。 
「病院の帰り、乗り換え便が無くて前田から２時間かけて歩いたことがある」（７０歳、女性）の

ように、ひとつ予定が狂うと大変な思いをする状況が隣り合わせにある。前田地区の美容院では、

交通手段の無い人を送迎するなど、地域の事業所が自らできる方法で移動の援助をしている。 
現在運行している乗合タクシーは「予約しなければならず、あることは知っているが見たことも

使ったことも無い」（６８歳、女性）と否定的な意見が多く「現在利用しているのは“１人くらい”

ではないか」といった声も。「予約も面倒だが乗り換えはさらに面倒」（７０歳、女性）。 
「定期的に走ってもらった方がその時間に合わせて出かけられる」という意見が大勢。どこの集

落からでもバス停まで３～５分と近いこともある。５人中４人が「１０～２０分程度歩くことは苦

ではない」と答えていることから、バス停まで歩くことにはあまり抵抗が無いようだ。 
近くの由利本荘市大内（羽広地区）では、スクールバスに子供も大人も一緒に乗っていくのを知

っており「坂部でも一緒に乗っていければ、バスも存続できたのでは」といった意見も。 
あまり不便を感じていないのか、それとも元からあった交通の不便を受け入れ、地域で助け合い

ながら生活をしてきたためなのか、真意を測ることは難しいが、「１日２～３本の定期便があれば

文句ない。それ以上欲は言えない」という 低限の要望は、ほぼ一致していた。 
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●地区名 大森・大森 
調査日 平成２２年９月１７日（金）午後３時～ 
会 場 リゾートハウスふれあい 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 74 歳／男 77 歳／男 79 歳／男 70 歳／男 73 歳／男 

居住地区 五日町 五日町 五日町 八日町 八日町 

自家用車 自分運転用 自分運転用 自分運転用 自分運転用 自分運転用 

運転免許 自動車運転免許有 自動車運転免許有 自動車運転免許有 自動車運転免許有 自動車運転免許有

同居家族 三世代同居 三世代同居 三世代同居 高齢者のみ 高齢者のみ 

【参加者の構成】 
５人全員がマイカー移動者の男性である。内、妻が免許を持っていないか免許を返上した人が３

人。 
【移動事情】 
出かける用件の第一は買物で、５人中４人が旧横手市内のスーパーや大型店へ行く。通院は、大

森病院（３人）、平鹿総合病院（２人）、旧横手市内の病院（1 人）。 
普段は、自家用車で移動するため全員が「特に不便はない」と感じているようだが、内２人は、

「横手市内で飲み会がある時にバスを利用する」という。 
【バスについて】 

バスにはあまり乗らないが、５人全員が「まあまあ便利だ」と回答。 
「近くにバス停が無い」「歩くのが大変」「希望先に行けない」「本数が少ない」「運賃が高い」「乗

り降りが大変」という不便理由に対してはいずれもほぼ全員が「そう思わない」と答えている。 
【デマンド交通について】 

５人中４人は「利用すると思う」と回答。また、全員が料金について「ちょうどいい」、電話予

約の面倒について「かまわない」、遠回りする事について「かまわない」と思っている。但し「あ

まり極端に遠回りされると困るし、何時に目的地に到着するか分からないのも困る」といった意見

も。 
【コミュニティバスについて】 
 ５人中３人が「利用すると思う」、２人は「利用しないと思う」と意見が分かれた。それでも料

金については「ちょうどいい」と感じている。実際の運行では、どのようなルートを通るか分から

ないことから、「隣の集落へ行くのにかえって遠回りになるとうまくない」「循環する場合は、逆回

りもあるといいのでは」といった意見も。「コミュニティバスを新しくできる統合中学校で利用す

るのもいいのでは」といったアイデアも。 
【その他全体を通して】 

現在は、運転できているものの運転能力の低下を心配する声は多かった。 
「ブレーキの効きが遅くなったような気がする」（７７歳、男性）、「突然の飛び出しにちゃんと

停まれるか不安になってきた」（７３歳、男性）、「夜や雨降りの日の運転はもうできない」（７９歳、

男性）、「夜は早めのライト点灯をするように気をつけている」「バックする時の感覚などに自信が

なくなってきた」（７４歳、男性）、「視野の幅が狭くなったような気がする」（７０歳、男性）など。 
このような事情を抱える中、「車の維持費を考えると新しいシステムも魅力的だ」「新しい仕組み

が本当に便利になるのであれば免許を返上してもよい」（７３歳、男性）といった新しい交通シス
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テムに期待する意見もあった。 
「できれば早く免許を返納したいが不便なためできない」というのが一致した意見だった。 

 そのほか、スクールバスに大人も乗せるか、大人も子供も一緒に利用できるような一体的な運行

を望む意見が、５人中３人からあった。 
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●地区名 十文字・十文字 
調査日 平成２２年９月２１日（火）午前１０時～ 
会 場 十文字庁舎 １階応接室 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 大友／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 69 歳／男 75 歳／男 78 歳／男 65 歳／女 79 歳／男 

居住地区 西原 梨の木 西原 曙町 中央町 

自家用車 自分運転用 自分運転用 自分運転用 車なし 自分運転用 

運転免許 自動車免許有運転 自動車免許有運転 自動車免許有運転 免許はない 自動車免許有運転

同居家族 二世代同居 高齢者のみ 高齢者のみ 一人ぐらし 三世代同居 

【参加者の構成】 
 マイカー移動者の男性が４人、免許を持たない女性が１人。 
【移動事情】 
 日常の買い物は、十文字町内のスーパーや大型店へ行っている。通院に関しては、十文字町内

にも一定程度の病院群があるため、診療科目によって十文字か横手の病院を使い分けている。また、

温泉や行楽では、町内に温泉が無く横手市をはじめ市外へも出かける。 
バス停までの距離は比較的近いものの、運転できる人はマイカー移動を優先するため、バス利用

は飲酒時のみ利用しているといったケースが多い。 
免許を持たないＤさん（６５歳、女性）は、「生活道路の舗装が悪くてバス停まで歩くのは大変」

「高齢になれば歩くのは５分でも辛い」「足腰の痛い人は１０分が限界だと思う」と代弁する。 
【バスについて】 

全員が「まあまあ便利だ」「とても便利だ」と感じており、「近くにバス停が無い」「歩くのが大

変」と答えた人はいないが、免許を持たないＤさんは、「希望先へ行けない」「本数が少ない」と思

っている。「運賃が高い」と思っている人は１人もいないが、「乗り降りが大変」とは５人中３人が

「ややそう思う」と答えている。 
「車を運転している人も、バスが無ければ困る時がある」「路線バスが廃止になれば不便だ」と

いった存続を望む意見のほかに、「乗降ステップと路面の段差が高く乗り降りが大変」「大型より

中・小型のバスの方が良いのでは」といった改善意見も。 
【デマンド交通について】 
 ５人全員が、「利用すると思う」と答え、料金についても「ちょうどいい」か「安い」、電話予約

の面倒や遠回りとなることについても、いずれも「かまわない」と思っており、総じて好意的な受

け止め方をしている。「将来のことを考えるとデマンド交通は魅力的だ」（７５歳、男性）、「登録す

ると覚悟ができてよい」（６９歳、男性）といった歓迎する意見が多い。また、「予約時間が限られ

ると大変なので前日からできると良い」（６９歳、男性）といった要望も。 
一方、「この料金で続けていけるのか心配」「羽後交通の路線バスも無くならないよう存続してほ

しい」「バス路線が無くなると寂れた感じがする」など心配する意見も。 
【コミュニティバスについて】 
 ５人中「利用しないと思う」が２人、「わからない」に３人が回答している。料金ついては全員

が「ちょうどいい」と思っている。 
 「デマンド交通があればコミュニティバスはいらない」「日常的には使わないだろう」（６９歳、

男性）といった否定的意見のほか、「イメージが浮かばない」（７８歳、男性）、「今はピンとこない」



114 
 

（６９歳、男性）など総じて「わからない」という意見が多かった。 
【その他全体を通して】 
 全体的には、コミュニティバスよりデマンド交通に対する期待度が高い。 
 免許を持たないＤさん（６５歳、女性）からは「電車などとの乗り換えがあるとドキドキしてし

まい大変だ」「日々の買い物は近場でいいが、大きな買い物はショッピングセンターになるので不

便だ」「新システムは気軽に利用できるといい」「チラシはお年寄りにも見やすく作ってほしい」「利

用する人の口コミも大事だ」といった意見があった。 
 その他、市外へのアクセスについて、「ＪＲ線の特急が廃止になり不便になった」（６５歳、女性）、

「十文字・新庄間が、各駅停車のため不便だ」（７９歳、男性）のほか、共通意見として「仙台へ

行く際は十文字から高速バスの乗降ができるので新幹線より気楽に行ける」「山形新幹線が延伸に

なると東京まで行くのが便利になる」など遠距離移動に対する意見や要望も。 
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●地区名 十文字・睦合 
調査日 平成２２年９月２１日（火）午後２時～ 
会 場 西地区館１階農事相談室 

参加者（聞取り協力者） ４名 下記の通り   調査員 大友／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 79 歳／男 75 歳／女 90 歳／男 75 歳／男  

居住地区 太郎四郎 太郎四郎 太郎四郎 八幡前  

自家用車 自分運転用 家族運転用 自分運転用 自分運転用  

運転免許 自動車免許有運転 免許なし 自動車免許有運転 自動車免許有運転  

同居家族 二世代同居 三世代同居 高齢者のみ 高齢者のみ  

【参加者の構成】 
 マイカー移動者の男性が３人、免許を持たない女性が１人。男性の中には、以前はバスで移動し

ていたが定年退職してから免許を取得したという９０歳の男性がいる。この男性の「免許取得後は

バスを利用したことが無い」という言葉は、この地域ではバスに比べクルマでの移動がいかに便利

でまた必須であるかを物語っている。この男性はこうも言っている「子供が戻ってきたら免許返納

するかも」と。 
【移動事情】 
 よく出かける先としては、買物も通院も十文字町中心部へ出かける人と、羽後町西馬音内へ買物

へ行く人が、それぞれ２人ずついた。また、通院に関しては、旧横手市の総合病院（２人）や眼科

（１人）、湯沢市内の医院（１人）へも。 
 免許を持たないＢさん（７５歳、女性）は、通院はバスで、ボランティア活動は知人の車に相乗

りして移動しており、どの目的にも「不便で困っている」という。「月・水・金の１日３往復しか

運行していないので不便」。さらにこの女性は、「屋根の無いバス停は雨の日や冬場が大変」「除雪

車が来るとバス停が埋まってしまい戸が開かないことがある」「足で雪を掻いて入ったりするので

除雪道具があるとよい」など、バス利用者でなければわからない辛さを吐露する。 
【バスについて】 
 免許を持たないＢさんは、「本数が少ない」ことと「希望先に行けない」ことに不便を感じてお

り、特に平鹿総合病院に行く際の乗り換えが大変だ。「病院が駅前にあった時は電車でも行けたが

今は行けなくなった」「乗り換え時間がはっきりわからない」と言う。 
 マイカー移動者の７５歳と９０歳の男性は、共にバス停まで３分程度だが、「近くにバス停が無

い」ことに不便を感じ、そのことが自動車運転をがんばって続けている理由にもなっている。免許

を手離すことは通院上の大きなハンディを覚悟する事でもある。いつも妻を車に乗せて移動してい

る７９歳の男性は、「１日３本のバスでは、用事を済ませて戻ってくるのが困難。１本遅れたら戻

って来れなくなり迎えに行ったりしている。」 
 その他、「乗合バスは乗降口が狭く大きな荷物があると大変」「乗車券の箱がもう少し奥にあると

良いのに」といった意見も、実際にバスを利用している高齢者のリアルな体験から出てくる頷ける

声である。 
【デマンド交通について】 
 「利用すると思う」が３人、「わからない」が１人。料金については全員が「ちょうといい」と

答え、電話予約の面倒と遠回りとなることについても全員が「かまわない」と回答した。 
 「予約は慣れてくれば大丈夫だと思う」「１人暮らしの人には良いシステムだ」「乗り合わせによ



116 
 

って仲間ができ、その仲間でどこかへ行こうという話になったりして生き甲斐になる」（７９歳、

男性）と期待度は高い。一方、１人だけ「利用するかどうかわからない」と答えた９０歳男性は、

「電話予約でどれくらい待つのか」といった不明な点を不安視している。 
【コミュニティバスについて】 
 ４人のうち半数が「利用すると思う」（２人）、もう半数が「わからない」と回答。わからない理

由としては、「細かく停まるのはいいが、十文字中心部まで行くのに時間がかかるのではないか？」

「集落ごとに停まると言ってもどの範囲で巡回するのか」（７９歳、男性）、「中心部まで行くのに

１０数か所回ることになるのでないか」「集落が離れているから到着まで相当の時間がかかるので

は」（７５歳、女性）といったルートや所要時間が不明な点にあるようだ。また、「コミュニティバ

スは毎日運行しないと意味が無い」「運行時間は、電車や他の公共交通とのアクセス時間に合わせ

て時間設定してほしい」といった要望に加え、「気軽に乗れるとすれば便利」（以上、同女性）や「利

用本数によってはコミュニティバスの方が便利だと思う」（９０歳、男性）など、期待する意見も

見受けられた。 
【その他全体を通して】 
 「十文字中心部周辺、旧横手市周辺だけ公共交通が回っている。そちらは発展するが、睦合など

は取り残されてしまう」「利益が出るところは走っているが、出ないところの路線は減らされてい

る現実を見直すべきだ」（７９歳、男性）といった現状の公共交通に対する不満と問題提起があっ

た。 
その上で「現在は車を運転できるが、将来免許を返納したらこの様な新システムは必要だと思う」

（７５歳、男性）、「まわりを見ているとわざわざ子供を呼んで送迎してもらっているので大変だと

思う」（７５歳、女性）、「現行のバスに代わる公共交通が必要となる」「地方交付金の利用で新シス

テムが運行できるようにしてほしい」（９０歳、男性）といった新交通に対する期待は高かった。 
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●地区名 増田・増田 
調査日 平成２２年９月２２日（水）午前１０時～ 
会 場 増田庁舎 ２階庁議室 

参加者（聞取り協力者） ４名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん  

年齢／性別 77 歳／男 75 歳／男 73 歳／男 79 歳／女  

居住地区 本町 土肥館 新町 上町  

自家用車 自分運転用 自分運転用 自分運転用 車なし  

運転免許 自動車免許有運転 自動車免許有運転 自動車免許有運転 免許なし  

同居家族 二世代同居 高齢者のみ 三世代同居 一人暮らし  

【参加者の構成】 
男性３人はマイカー移動者で内２人は妻が免許を持っていない。女性１人は、免許を持たず羽後

交通のフリー定期券を利用しているバスのヘビーユーザーである。 
【移動事情】 
 参加者の出かける先は、通院、買物共に十文字町と旧横手市が半々といったところ。 
【バスについて】 

マイカー移動者の３人は、今の移動方法に特に不便を感じていないが、バスに関しては全員が「や

や不便だ」か「とても不便だ」と感じている。バス停までの距離は３分以内と近いが、冠婚葬祭や

飲み会がある時などたまにしかバスを使わない。Ｃさん（７３歳、男性）は、「自分の運転はかな

り心配になってきた」「８０歳前には返納しなければ」と思っており「バスに頼るようになれば不

便を感じるかもしれない」と語る。 
免許と車を持たないＤさん（７９歳、女性）は、十文字町の病院へ週３回通っているが、羽後交

通のフリー定期券（６カ月で 36,000 円）を購入し、通院のついでに横手市や湯沢市にも足を伸ば

す。「不便だが我慢できる」と思っており、バスで「希望先へ行けない」とは「あまり思ってない」

が、「乗り降りが大変」とは感じている。 
バスを主な交通手段にしているＤさんは、バスの「本数が少ない」と思っている。自宅から近い

所に違う路線の２つのバス停があり、近くて便数の少ない岩井川線と遠いが便数の多い稲川線を、

荷物の重さによって使い分ける。また、「秋田市へ行った帰りなどは荷物が多い場合は、十文字駅

からタクシーを使って帰る（運賃は 1380～1500 円）」とも言う。さらに、「朝９時台が無くなった

のは困る」「８時を過ぎると１１時まで無い」と毎日使う便に対しての時間帯の不具合を感じてい

る。 
【デマンド交通について】 
 全員が「利用すると思う」と答えており、料金についても全員が「ちょうどいい」と回答。電話

予約の面倒と遠回りとなることについても全員が「かまわない」と答えている。「大変良いシステ

ムだ」「遠回りになったとしてもバスに比べれば良い」（７３歳、男性）、「多少遠回りして時間がか

かってもその分を加味して予約すればいいので問題ない」（７９歳、女性）と好意的な意見のほか、

「寄り道の範囲によってどのくらい遠回りになるのか」（７３歳、男性）、「増田から横手まで本当

に５００円で乗れるのか」（７９歳、女性）といった不明な点に対する不安意見も。 
【コミュニティバスについて】 
 「利用すると思う」と答えた人はゼロで、「利用しないと思う」が２人、「わからない」が２人だ

った。料金については全員が「ちょうどいい」と回答。 
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 総体的には「コミュニティバスよりはデマンドの方がよい」といった意見が多かった。そのほか

「街中に住んでいるのでコミュニティバスはあまり使わないと思うが、周辺部の人たちにとっては

良いと思う」（７９歳、女性）、「路線バスよりは使い勝手はよさそう」「周辺部の人たちにとっては

魅力的かも」（７５歳、男性）といった周辺部に配慮した意見も少なくなかった。 
【その他全体を通して】 

今は自分で運転している人たちも、「いずれ歳をとってくれば子供たちに送迎の迷惑をかけられ

ないので新しいシステムが必要になってくる」（７３歳、男性）と感じていることは間違いない。 
その他、「バスの運転手の横柄な人に当たると不愉快になる」「アナウンスが早かったり遅かった

りしてボタンを押すタイミングが難しく、それで運転手に文句を言われたりする」（７９歳、女性）

といった運転手に対する不満も聞かれた。 
「増田のラウンジは、バスを待つのに大変良い」との評判が多かったこともバスを待つ大変さの

裏返しとして特筆しておきたい。 
 
 

 



119 
 

●地区名 増田・狙半内 
調査日 平成２２年９月２２日（水）午後２時～ 
会 場 狙半内地域センター 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 69 歳／女 79 歳／女 90 歳／男 72 歳／男 69 歳／男 

居住地区 滝ノ下 滝ノ下 滝ノ下 城の下 滝ノ下 

自家用車 車なし 車なし 車なし 車なし 自分運転用 

運転免許 免許なし 免許なし 免許なし 免許なし 自動車免許有運転

同居家族 高齢者のみ 一人暮らし 一人暮らし 高齢者のみ 四世代同居 

【参加者の構成】 
車も免許も持たない移動制約者が４人（男性２人、女性２人）とマイカー移動者の男性が１人。 

５人中４人が、滝ノ下地区からの参加である。 
【移動事情】 
 主に出かける先としては通院目的がほとんどで、増田町内や十文字町内の医院、そして旧横手市

内の総合病院、眼科と続く。今回４名が参加した滝の下地区は、上畑線ゆーらく前のバス停から奥

地へ歩いて３０～４０分の所にあり、９０歳の男性の足では冬季間は１時間以上かかる場合もある

と言い、バスに関しては大変な不便を強いられている。「休み休みしながら歩いと行くと厚着のた

め汗をかいて風邪をひくこともある。途中休む所も無いので高台の石などに腰をかけて休むが、歩

くにも足元が滑るので怖い」と訴えた。 
【バスについて】 
 滝の下地区の４人に関しては、全員が「とても不便だ」で一致しており、不便理由の「近くにバ

ス停が無い」「歩くのが大変」「希望先へ行けない」「本数が少ない」に全員が「そう思う」と回答

している点は見逃せない。それでも、横手市内までの片道１２１０円かかるバス運賃については「高

いと思わない」という回答でこれも一致。むしろ、「運賃が高くてもバスの本数を増やしてほしい」

（６９歳、女性）、「今より百円２百円高くてもバスの利便性を高めてほしい」（７９歳、女性）と

いうのが、共通の願いのようだ。「バスの本数が増えたら増田の街中で買い物したい」（６９歳、女

性）、「帰りの 終バスは１５時台にしてほしい」（９０歳、男性）といった具体的な要望も。 
滝の下地区までバスが延伸できない理由として、道路幅の問題があると言われているようだが、

「スクールバスは滝の下まで来ているので、運行中の乗合バスも同じくらいの大きさなので延ばし

てほしい」（９０歳、男性）。村の長老として延伸を熱望している。 
城の下地区の７２歳男性は、「増田平和角が終点だが、十文字の営業所まで回送する位なら十文

字まで運行してほしい」「十文字には病院が多く、利用したいが待ってから乗り換えしなければな

らないため通院を諦めている。」こちらも切実な声だ。 
【デマンド交通について】 
 「利用すると思う」が４人、「わからない」が１人。料金ついては全員が「ちょうどいい」か「安

い」と答え、電話予約の面倒と遠回りとなることについては全員が「かまわない」と回答。利用意

向について１人「わからない」と答えた７９歳の女性も「空のバスが走るよりいい」と言う。７２

歳の男性は、「近所で話し合って予定を合わせて利用するようにする」といった前向きな意見の一

方で「経営的に間に合わなくなるのが心配」といった慎重意見も。「乗りたい人が集中した場合、

ちゃんと迎えに来てくれるのか」（６９歳、男性）といった実際の運行を想定した心配もあながち
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的外れな意見とは言えない。 
【コミュニティバスについて】 
 デマンド交通同様「利用すると思う」が４人、「わからない」が１人。料金についても５人全員

が「ちょうどいい」と回答。「わからない」と答えた７９歳の女性も、新しい仕組みがイメージで

きないためであり、「どこへでも乗せていってくれるのであれば良い」とも。 
デマンド交通との比較では、「電話しなくても時間が決まっていれば、コミュニティバスより利

用しやすい」（９０歳、男性）、「今のバスより本数が増えるのであれば、コミュニティバスの方が

良い」（７２歳、男性）、「コミュニティバスの方が気楽に乗れる」（６９歳、男性）など、コミュニ

ティバスに魅力を感じている人が多いが、どちらが採用されるにしても、滝の下会館前まで来てく

れることは共通の願いだ。 
【その他全体を通して】 
 滝の下地区は、高齢者が多いのにバスが走っておらず、陸の孤島化しつつあり、生命線である食

料に関しては、移動販売車が定期的に来るのを待ち、それで済ませている部分もある。十文字から

滝ノ下までのタクシー運賃は約６０００円かかるという。移動販売車に関しては「値段が高くても

来てくれるだけありがたい」「無い物は次回に持ってきてくれることもある」（６９歳、女性）。 
「新しい交通システムがどちらになったとしても滝の下まで来てほしい。それが一番の願いです」。

「上畑上流部は、道幅５メートル。ゆーらく館から滝の下までの道幅も５メートルと同じあり、小

型のバスであれば通れるのではないか。同じサイズのスクールバスは、滝の下まで来ているのだか

ら」（９０歳、男性）といった説得力のある意見も。 
 スクールバスについては、「一般の人も乗ることができるようになればいいのに」「いろんな規制

があるのも分かるが小学校と中学校のバスが別々に来る」「小学校のバスは４ＷＤのため滝の下か

らゆーらく館まで小・中一緒に乗って行き、ゆーらく館から２台に分かれていく。無駄な感じがす

る。」（６９歳、男性）など、将来的には分野を越えた取り組みが必要ではないかとの提案も。 
他にも、運行日や運行時間に関する意見として「病院等に出掛けると乗り継ぎの関係で昼飯抜き

で帰ってくる事になる」（共通意見）、「現在乗合バスの運行は火・木・土となっているが、土曜日

はあまり使う事はない」（９０歳、男性）、同様意見で「病院の担当医の出勤日によって診察日をバ

スの運行日でない日にされる事もある」（６９歳、男性）。「 終バスまで用事が間に合わない時は、

予め近所の人や親せきの携帯電話の番号を聞いておいて、帰りに拾ってもらう時もある」「この土

地に生まれたのは宿命かもしれない」（７２歳、男性）とも。 

 いずれにしても、この地区の人の不便は深刻であるだけに、新しい交通システムへの期待度は他

と比べ物にならないほど高い。 
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●地区名 山内・相野々 
調査日 平成２２年９月２４日（金）午前１０時～ 
会 場 山内公民館 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 71 歳／男 72 歳／男 85 歳／男 72 歳／女 71 歳／女 

居住地区 平野沢字南相野々 平野沢字平野沢 平野沢字南相野々 平野沢字南相野々 平野沢字南相野々

自家用車 自分運転用 自分運転用 自分運転用 自分運転用 自分運転用 

運転免許 自動車免許有運転 自動車免許有運転 自動車免許有運転 自動車免許有運転 原付二輪免許有 

運転 

同居家族 高齢者のみ 三世代同居 二世代同居 四世代同居 三世代同居 

【参加者の構成】 
 マイカー移動者は男性３人、女性１人。あと１人は、原付を持っているが街へ出る際には娘の車

に乗せて行ってもらうという女性。 
【移動事情】 
 出かける先で多いのは、圧倒的に旧横手市。買物、通院いずれの場合も出かけたついでに複数の

用件を済ませて帰ることが多い。自分か家族の車で出かけられる人は、大仙市や湯田、北上方面に

も出かけている。 
【バスについて】 

バス停までは比較的近いが、車で移動している人が多いためバスは不便であまり使わないという。 
不便理由としての「近くにバス停が無い」「歩くのが大変」「運賃が高い」に対しては全員が「そ

うは思わない」か「あまりそう思わない」と回答しているが、「希望先に行けない」には３人が「そ

う思う」、「乗り降りが大変」にも３人が「ややそう思う」と回答。「本数が少ない」には、全員が

「そう思わない」か「あまりそう思わない」と答えている。 
「横手まではバスの方が電車より本数が多い。」という。 
「自家用車の人も横手市内で飲み会がある時にバスを利用するが、 終バスの時間がわからない

ので利用しにくい」（７２歳、男性）、「自分の周りの運転できない人はお互い乗合して出かけてい

る。個人的に歩く人はバスを利用しているみたいだ」「車の運転ができなくなればバスのお世話に

なるでしょうから本数が少ないことは不便と感じる」（７２歳、女性）、「バスはあてにしていない

のではないか。ただ、まるっきり（バスが）無くなれば他のお年寄りは大変だと思う」（８５歳、

男性） 
【デマンド交通について】 
 １人を除いて、利用意向について「利用すると思う」、料金について「ちょうどいい」か「安い」、

電話予約の面倒について「かまわない」と概ね好意的な捉え方をしているが、唯一８０代の男性は、

利用意向について「わからない」、電話予約について「面倒だ」と答えている。遠回りすることに

ついては３人が「かまわない」、２人が「わからない」。 
「行く時は構わないが、病院からの帰りの待ち時間に不安」（７１歳、男性）この人は、公衆電

話が少ないこと事に対しても不安を感じている。 

待機する場所に関して、家庭や施設だけではなく「駅での待機もあった方がいいかも」（７２歳、

男性）といった興味深い提案があった。そのほうが気が楽で、待つのも楽しいということか。 

「便利だし若い人たちにいちいち頼まなくても良いので使いでがある」（７２歳、女性）と概ね
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好意的な意見が多かった。８５歳の男性は、「車の維持費を考えるといいかも」と肯定しつつ「運

行業者が経営的に間に合うか心配」とも。「バス料金より安く利便性があってほしい」との意見も

１人からあった。 

【コミュニティバスについて】 
 ５人中３人が「利用すると思う」、２人が「わからない」と回答。料金については全員が「ちょ

うどよい」か「安い」と感じている。「電話をかけなくても時間に合わせて来て乗れるので、これ

もいい」「山内地区はデマンド交通よりコミュニティバスの方が良いかも」といった意見がある一

方で、「中心部に居るので不便を感じていないので分らない」「街中から周辺部へ出掛ける人は少な

いので、果たしてどれくらい利用するのか」といった意見も。 
【その他全体を通して】 

「シルバー人材センターの人材を、移動サービスに活用する方法もあるのでは」「バスやタクシ

ーなどの業者も一緒に知恵を絞って一体化した取り組みを考えないといけないのではないか」とい

った提案があった。 
また、参加者の皆さんから次のような地域事情も教わった。「山内は、上○○○と付く地区は不

便だ」。「平野沢・相野々地区は利便が良いが、上平野沢地区はバス路線から外れており、週２回ほ

ど市のマイクロバスが運行している」「上平野沢地区の人は電車の発車時間の 1 時間前には家を出

ている」「Ｒ１０７沿いはバスが走ってないため相野々より不便だ」など。「周辺部の地域の人ほど

まとまっている」といった見方も。 
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●地区名 山内・三又 
調査日 平成２２年９月２４日（金）午後１時３０分～ 
会 場 三又コミュニティセンター 

参加者（聞取り協力者） ４名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

年齢／性別 76 歳／女 77 歳／男 81 歳／男 77 歳／男 

居住地区 三又字上野 三又字下タ村 三又字貝沢台 三又字本田 

自家用車 家族運転用 自分運転用 家族運転用 自分運転用 

運転免許 免許なし 自動車免許有運転 免許なし 自動車免許有運転 

同居家族 二世帯同居 二世帯同居 二世帯同居 高齢者のみ 

【参加者の構成】 
マイカー移動者の男性２人、移動制約者が２人（男性１人、女性１人）。内、８１歳の男性は、

以前は自転車で移動していたが今は自転車にも乗らなくなった。 
【移動事情】 
 主に出かける先としては、買物、通院目的で旧横手市内まで行く人が４人中４人と多いが、通院

に関しては地元の山内診療所のみ通う人が１人、横手の病院と山内診療所を掛け持ちしている人が

１人いた。 
【バスについて】 
 バスを利用することのある２人は、「不便だが我慢して」利用しているが、家族や知り合いの車

に乗せてもらっている１人は、「不便で困っている」ことを強く感じている。どの交通手段であっ

ても、横手まで出て来たついでに複数の用事を済ませる人が多い。 
 平野沢から三又温泉まではフリーパスのためどこからでも乗降可能だが、バス路線まで出るのに

時間がかかり、特に坂の上り下りは大変で、冬は除雪車通過後の雪道で滑ったり、膝に負担がかか

ったりといった辛い思いをしている。 
バスの不便については、バス停まで１５分以上の人は「歩くのが大変」と感じているが、３分程

度の人は「まあまあ便利だ」と感じている。「本数が少ない」と感じている人は２人いるものの「希

望先へ行けない」とは全員が「あまりそう思わない」と答えており、限られた地理的条件の中であ

る程度不便を受け入れながら生活してきたことが窺える。 
「運賃が高い」には全員が「思う」か「ややそう思う」と感じている。「若い人に頼むと謝礼など

余計なお金がかかって負担だ」（７６歳、女性）、「バス代は高いと思うが乗客が少ないところを見

るとこの値段になってしまうのは仕方ない」（８１歳、男性）「バス代は高いと思うが、バス路線が

あることだけでも良いので何も言えない」と消極的ながら受け入れざるを得ない心情が読み取れる。 
マイカー移動者の１人は「相野々で飲み会がある時は、バスで行ってバスで帰ってくるので便利」

（７７歳、男性）と言う。 

「便利だと思うしかない」「不便だが、それでも今のバスも廃止になればさらに大変」（８１歳、

男性）、「不便というより限られたバスに合わせて乗って行くので仕方ない」と言う７７歳の男性は、

「横手から帰ってくる時、昼頃まで帰りたいが時間の合うバスがなく午後になってしまう」とも。 

【デマンド交通について】 
 全員が「利用すると思う」と答え、料金についても全員が「ちょうどいい」か「安い」と回答し

ている。電話予約の面倒については３人が「かまわない」と答えたが、８１歳の男性は「面倒だ」

と回答。遠回りとなることについては全員が「かまわない」と回答。 
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 概ね好意的に捉えているが、「時間が心配な時は早めに電話をかければいいのか。バスだと平鹿

病院まで 1 時間はかかる」「タクシーと同価格かどうか気になる」といった予約と料金について心

配する意見もあった。 

【コミュニティバスについて】 
 全員が一致して「利用すると思う」、料金についても「ちょうどいい」と感じており、「コミュニ

ティバスの方がデマンド交通より良いかも知れない」といった意見が多く、出発と到着の時間が確

実で温泉などに行く時は便利との意見が大半であった。 
 Ｃさん（８１歳、男性）は、「ゆーらく館へ行く福祉バスは、集落まで来てくれるので大変良い」

とコミュニティバスとの共通点を評価しつつ「但し、毎日の運行となればバスに乗る人は少ないか

もしれない」との危惧も指摘。 
 Ａさん（７６歳、女性）は、「家族の都合に合わせて（車で）出かけるのは大変」「現在より小回

りのきく小さい車両のコミュニティバスは良いのでは」と言いつつ「公共交通の利用だとよそ行き

の服に着替えなければと思ってしまうので面倒だ」とも。 

【その他全体を通して】 
 鉄道はあまり使わないが「新幹線を利用する際は北上まで行って東北新幹線を利用する」。 

「山内線は今後も今の本数を維持できるのか」「羽後交通の運転手は良い人が多い」といった共通

意見も聞かれた。 
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●地区名 横手・前郷 
調査日 平成２２年９月２７日（月）午前１０時～ 
会 場 横手地域局３階応接室 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 75 歳／男 75 歳／男 74 歳／男 74 歳／女 75 歳／女 

居住地区 前郷 田中町 田中町 田中町 田中町 

自家用車 自分運転 自分運転 家族運転 家族運転 家族運転 

運転免許 自動車免許有運転 自動車免許有運転 免許返納 免許なし 免許なし 

同居家族 三世帯同居 高齢者のみ 二世帯同居 二世帯同居 高齢者のみ 

【参加者の構成】 
 マイカー移動者の男性が２人、免許を返納した男性が１人、免許を持たない女性が２人。 
【移動事情】 
 横手市の中心市街地であり主に出かける先としては、買物は旧市内のスーパーがほとんど。免許

を持たない人は、自転車か徒歩で近くのスーパーへ、マイカー移動者は郊外の大きなスーパーにも

足を延ばすことができている。通院は、旧市内の総合病院へ行くことが多いが、免許を持たない人

が郊外にある平鹿総合病院へ行くためにはバスを使っており、不便を感じている。 
【バスについて】 
 バス停までは、全員が３分以内と近く、天候の良い日は歩くことは苦では無いが、雨の日や郊外

の病院へ行く際のバス移動に関しては、帰りの便の時間が合わず不便を感じている。 
Ｄさん（７４歳、女性）は、「バスで病院に行く時は丁度よい時間がないので 1 時間くらい早く

出ないと間に合わない」「体育館へ行く時は、往きは丁度よいバス時間があるが、帰りは丁度よい

時間のバスがなくて、途中で買い物して時間を稼いでいる」。市の委員をしているため良く出かけ

るというＤさんは、浅舞や沼館など町村部で会議がある際は、バスでは不便で他の人の車に乗せて

もらうなど「かなり大変だ」と言う。 

 バスに関する感想は、５人中３人が「やや不便だ」と思っている。不便理由について、「近くに

バス停が無い」「歩くのが大変」と思っている人は１人もいないものの、「希望先へ行けない」「本

数が少ない」については移動制約者３人中２人が「そう思う」か「ややそう思う」と答えた。「運

賃が高い」「乗り降りが大変」については、全員が「そう思わない」。 
マイカー移動者の２人も「運転しなくなったらバスの不便を感じるかも」「免許を返納している

人にとっては不便かもしれない」（７５歳、男性）と。 
【デマンド交通について】 
 利用意向については「利用すると思う」、料金については「ちょうどいい」、電話予約の面倒と遠

回りとなることについて「かまわない」と５人全員が一致。但し、実際利用してみないとわからな

いという声も多く、遠回りがどの程度なのか、病院の予約時間に間に合うのかどうかを心配する意

見は多く、その点が解決できるとすれば便利なシステムと捉えている。 
【コミュニティバスについて】 
 移動制約者３人全員が「利用しないと思う」、マイカー移動者は２人とも「わからない」と回答。

料金については全員が「安い」か「ちょうどいい」と答えた。仕組みやルート、運行時間がわから

ない前提ではイメージしにくいものの、中心部から周辺集落へ出かける用事が少ないことから否定

的意見が多いと考えられる。 
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【その他全体を通して】 
 全体的に、移動制約者は、歩くことや自転車移動に馴れており、市街地の中での移動は不便を感

じていないが、郊外や市外へ出かける際の移動手段には不便を感じている。 
 その他、以下のような意見があった。 

Ａさん（７５歳、男性）は、「タクシーの運転手は運転の仕方が乱暴で横暴だ」「さらに女性ドラ

イバーの方が、咥えタバコや電話をしながらの運転をして周囲を見てない為、運転が乱暴だ」。普

段はマイカーで移動するＡさんだが「街中であれば健康のため歩いて用事を済ませる」。 

Ｂさん（７５歳、男性）は、「いずれにしても新しいシステムは利用してみないと分からない」「横

文字やカタカナ表記を出来るだけ少なくして皆さんに分かりやすい用語を使ってほしい」。Ｂさん

もマイカー移動者だが「女性ドライバーの運転は荒い」とも。 

Ｃさん（７４歳、男性）は、「今のバスの車内に掲示してある料金表に関しては分かりにくい」「利

用者にとっては到着先の場所が分からない時など、運転手に聞いても教えてくれない事が多い」。

免許を返納しているＣさんだが「末広タクシーは良く使っているが、乗っていて安心だ」。 

「自転車も使うが、夜の運転は怖くなってきた」というＤさん（７４歳、女性）は、「夫は持病

があるので歩いて出掛けるのがとても心配」とも。バスについては、「バスが頻繁に走ってくれる

のが一番だけど、大きいバスに自分一人だけだったりすると申し訳ないと思う」。「バスの運転手の

次の停車案内がいつあるのかドキドキしながら待っている。もっと早めに案内してもらうといい」

といった注文も。タクシーについては「良く使うタクシーの運転手さんは親切だ」。 

 「十文字や湯沢に行く時は、夫の車か電車を使う」というＥさん（７５歳、女性）、「旧市内なら

歩きでも、自転車でも大丈夫」と言う。「わざわざ運動のために散歩しなくても充分動いているの

で大丈夫」とも。 
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●地区名 横手・朝倉 
調査日 平成２２年９月２８日（水）午後２時～ 
会 場 あさくら館 

参加者（聞取り協力者） ４名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

年齢／性別 78 歳／男 81 歳／男 76 歳／男 67 歳／女 

居住地区 朝倉町 朝倉町 朝倉町 朝倉町 

自家用車 家族運転用 自分運転用 自分運転用 自分運転用 

運転免許 免許返納 自動車免許有運転 自動車免許有運転 自動車免許有運転 

同居家族 三世帯同居 高齢者のみ 高齢者のみ 三世帯同居 

【参加者の構成】 
 ５年前に免許返納したという移動制約者の男性が１人、マイカー移動者が３人（男性２人、女性

１人）。 
【移動事情】 
 市中心部からは少し離れた市街地であり、バス停までの距離は１～５分で、負担なく歩ける５～

１０分の範囲内の方である。よく出かける先は、買物も通院も旧市内。マイカー移動者は、特に不

便は感じていないが、移動制約者のＡさん（７８歳、男性）は「不便で困っている」。また、「碇バ

ス停付近は、道路が狭くて移動するのに怖くて大変だ」とも。 
【バスについて】 

バスに対して「とても不便だ」と答えた３人の内２人はマイカー移動者であり、その不便理由は

「希望先へ行けない」「本数が少ない」であり、それがマイカー運転を止めない遠因となっている

と考えられる。その内の１人は、「運賃が高い」とも思っている。 
 大曲線（横手高校方面行き）と角間川線が運行しているが、「定時通りに来ないことも多々ある」

という。普段はマイカー移動者のＣさん（７６歳、男性）は、「お酒を飲んだ時は便利だが、本数

が少ないので待つのが大変。何時に来るのか時間も分からない」。運行時間がわからない理由とし

て「時刻表改定のお知らせが来ても殆ど見る事はない。全地域を一枚にまとめるのではなく、関係

する地域だけ文字を大きくしてくれると見るかも」。 
Ｄさん（６７歳、女性）は、「夫を病院に連れていくが、バスを見るとガラ空き。もっと効率の

良い運行方法はないのか？と思ってしまう」。「バスを利用しているのは高校生くらい。孫をよく送

って行くので、朝の便をもっと多くしてくれると送って行かなくても済む」とも。このＤさんは、 

「小学生の孫を自立させるためにピアノ教室までバスで行かせようとするが、バス停を降りてから

教室まで行くのがかえって危ない」と感じたと言う。「自分が免許を返納した場合の事を考えると、

もっと市内の小型バスやタクシーなどにお金を使えば良いと思う」 

【デマンド交通について】 
４人中３人が「利用すると思う」と答えたが、マイカー移動者の１人は「わからない」と答えて

いる。４人全員が料金については「ちょうどいい」、電話予約の面倒については「かまわない」と

回答。ところが、遠回りとなることについては、マイカー移動者３人が「わからない」と答えてい

るのに対して、移動制約者の男性は「かまわない」と答えていることから、現状の移動方法よりは

便利になると考えていることが窺える。 

「距離によって料金がどうなるかは不安」（８１歳、男性）、「あまり遠回りになってしまうよう

では困る」（７６歳、男性）、「電話予約については自分は構わないが、近所のお年寄りにすれば面
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倒だと思う」「横手市だけがお金を出すのではなく、病院とタイアップしてお金を出させる方法も

あるのでは」（６７歳、女性）といった意見も。 

【コミュニティバスについて】 
 ４人全員が利用意向については「利用すると思う」、料金については「ちょうどいい」と好意的

である。但し、詳しく聞いてみると、自分たちにとってではなく、周辺部の人たちにとって好まし

いのでは、といった意味合いが強く、実際に利用するかどうは、ルートや本数、運行時間によるも

のと思われる。 
【その他全体を通して】 

Ａさん（７８歳、男性）は、「高齢者が免許を手放さないのは、病院と温泉と買い物に行くのに

不可欠だから」「以前みたいに、駅前で気軽に買い物が出来たら良いのだが」「駅前の案内所がない

ので、観光客にとって不安だと思う」とも。 

Ｂさん（８１歳、男性）は、「旧市内では循環バスのようなルートが可能と思う。循環バスがで

きるとすれば一回り小さいバスを希望する」「公共交通は旧横手市内をベースに考えてしまう」 

「しばらくは自分で運転していたい」と言うＣさん（７６歳、男性）は、「新しいシステムは良

い。先ずスタートさせること。動きながら変えていけばよい」「市内に住んでいるのでデマンドの

方が良いと思う。」「黒川・境町の方々はコミュニティバスの方が良いのかもしれない」「コミュニ

ティバスも上手くコースを作ってくれれば暇つぶしになる。半日観光コースになったりするかも。

車の運転を止めても乗りたくなるような公共交通を考えてほしい」公共交通の理想の姿を考える上

で興味深い言葉である。 

 Ｄさん（６７歳、女性）は、「今は運転している元気な高齢者もいずれ運転出来なくなる。そう

なるとこのような新しい仕組みが必要。お年寄りが若い人に遠慮する必要が無くなり家庭も円満に

なるのでは」「スクールバスは、子供だけでなくお年寄りも乗れるようにすればコミュニケーショ

ンにも良い」。 
Ｄさんからはさらにこんな提案もあった。 

「以前山形に行った際、100 円バスがあった。床とステップが低くどこで降りても１００円だった。

食事をする場所を観光案内所で教えてくれて連携していた。１０分おきにバスが走っていた。あれ

が横手市にあると良い。と皆で話した。１億円をバスに使うなら、小回りの効く車に出した方がよ

い」「要所要所に交通ボランティアと観光ボランティアがいればよい。もっと観光協会に頑張って

貰って公共交通と連携してほしい」 
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●地区名 横手・境町 
調査日 平成２２年９月２９日（水）午前１０時～ 
会 場 ふるさと館（境公民館） 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 66 歳／女 69 歳／女 77 歳／女 76 歳／男 73 歳／男 

居住地区 上八丁字村東 上境字谷地中 上境字登津羅町 上境字登津羅町 上境字谷地中 

自家用車 家族運転 自分運転 家族運転 自分運転 自分運転 

運転免許 免許はない 自動車免許有運転 免許はない 自動車免許有運転 自動車免許有運転

同居家族 三世帯同居 三世帯同居 高齢者のみ 高齢者のみ 三世帯同居 

【参加者の構成】 
 免許を持たない女性２人とマイカー移動者が３人（男性２名、女性１名）。 
【移動事情】 
 夏季間は、免許を持たない２人にとって公民館や病院、横手市中心部への買物までもが自転車が

主な移動手段である。主に出かける先として、買物や通院は、国道１３号線バイパスより西側が多

く、スーパーであればビッグフレック、よねやハッピータウン、コメリなど。通院は、平鹿総合病

院、ツインクリニックなど、また温泉としては、湯とぴあが近い。免許を持たない人は、自転車か

家族の運転による車で移動しており、とりあえず不便は感じていない。 
 バス停までの距離が２０分以上の人が３人おり、マイカー移動者はバスを使っていない。免許を

持たない２人は夏場は自転車を利用する。 
【バスについて】 
 バスに対しては、「とても不便だ」と「やや不便だ」と合わせると４人が、不便を感じている。 
バス停まで１分以内のところに住む２人は、「近くにバス停が無い」「歩くのが大変」「本数が少

ない」とは思っていないが、バス停から２０分以上のところに住む３人は、全員が「そう思う」と

答えた。バス停まで１分以内の人も、「希望先へ行けない」には、２人ともに「そう思っている」。

「運賃が高い」「乗り降りが大変」については、５人全員が「そうは思っていない」。 
以上のことから、たまたまバス停が近い集落に住んでいる人を除いて、バス停までの距離がネッ

クになっている。「今より近くにバス停があった方が良い」（６６歳、女性）、「バス停までは途中で

休み休みしながら歩いて行く」（６９歳、女性）、「バス停まで約１．８キロあるので自分は使わな

いが、高校生の孫はたまにバスを利用しているみたいだ」（７３歳、男性）など。 
【デマンド交通について】 
 ５人全員が、利用意向について「利用すると思う」、料金について「ちょうどいい」か「安い」、

電話予約の面倒と遠回りとなることについては「かまわない」で一致。 
「できれば利用してみたい」「高齢者のみの利用になるのか、年齢の下限が気になる」（６６歳、

女性）、「この方式を覚えてしまえば便利だし経済的だ」（７６歳、男性）、「近所の人たちを誘って

グループになって乗って行くと話もできて楽しいかもしれない」「若い人たちに迷惑かけない為に

もこの方式は良い」（７３歳、男性）。 

その一方で「自分は良いが、他のお年寄りは電話予約の手間が面倒くさいかもしれない」「病院

の予約時間まで間に合うか心配」（６９歳、女性）という心配意見も。 

【コミュニティバスについて】 
 ５人全員が、利用意向について「利用すると思う」、料金について「ちょうどいい」か「安い」
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と回答。 
「集落内にバス停が出来るのであれば利用してみたい」（６６歳、女性）、「時間が決まっていれ

ばコミュニティバスの方が良いかも」「コミュニティバスの運行時間に生活を合わせて利用したい」

（６９歳、女性）、「決まった時間に来るので分りやすいかもしれない」（７７歳、女性）、「お年寄

りはこの方式も良い」「集落ごとに寄ってくれるのは良い」「同じ年代の人と顔を合わせる事ができ

て話もできるのが楽しそう。人間関係ができる」（７３歳、男性）と、こちらの方式も好意的意見

が多い。 
 但し、「足の不自由な人にとってはデマンド交通の方が良いかも」（６６歳、女性）、「買い物中心

であれば荷物が多くなるのでデマンド交通を利用したい」（６９歳、女性）といった意見も。 
【その他全体を通して】 
 Ａさん（６６歳、女性）は、「デマンド交通に魅力を感じる」「駅前から自宅までタクシーを利用

すると約 1600 円」。「バスに対する補助金の使い方を新しい交通システムなどもっと有効な方に使

うなど考えてほしい」とも。 

 Ｂさん（６９歳、女性）は、「出来るだけ若い人に迷惑をかけたくないから新しいシステムは欲

しい。新システムはぜひ実現してほしい」「お年寄りは何日も前から時間を合わせて出掛ける計画

を立てている」「病院は１カ所なら大した事はないが、月に４カ所も行かなければならないので大

変だ」。 

 Ｃさん（７７歳、女性）は、「デマンド交通は車と運転手がたくさんいなければならないと思う

ので、経営は大変でないだろうか」「電話予約のデマンド交通よりも決まった時間に来てくれるコ

ミュニティバスの方がいいかも」。 

 Ｄさん（７６歳、男性）は、「電話予約をするデマンド交通の方が無駄もなく確実に来てくれそ

うだ」「行きたい時に来てくれるデマンド交通の方がよい」「現行の路線バスの赤字を減らす為にサ

ービス券とかを発行すればどうだろう」 

 Ｅさん（７３歳、男性）は、「タクシーは街中から２０００円前後。高くて使えない」「デマンド

交通でもコミュニティバスでもあった方が良い。」 

 境町は昔、へき地と呼ばれておりバス路線としては陸の孤島だったという。現在でも、お年寄り

は何人か集まって時間を合わせてタクシーを利用して通院するケースもあり、デマンドにしてもコ

ミュニティバスにしても、新しい交通システムへの期待度は高いようだ。 
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●地区名 横手・旭 
調査日 平成２２年９月２９日（水）午後２時～ 
会 場 旭ふれあい館（旭公民館） 

参加者（聞取り協力者） ３名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん 

年齢／性別 81 歳／女 72 歳／男 69 歳／女 

居住地区 猪岡字沼下 猪岡字水上 塚堀字般若寺 

自家用車 家族運転用 自分運転用 自分運転用 

運転免許 免許なし 自動車免許有運転 自動車免許有運転

同居家族 一人暮らし 三世帯同居 二世帯同居 

【参加者の構成】 
 免許を持たない８０代の女性１人とマイカー移動者２人（７０代男性と６０代女性）。 
【移動事情】 
 横手市に近い郊外ということもあり、どこへ出かけるにも地理的に優位な所にある。マイカー 
移動者は特に不便は感じていないが、バス路線とバス路線の中間にあり、どこのバス停へ出るにも

遠く１５～２０分はかかるため、車が無ければ極端に不便な地域である。特に、自力で病院へ行か

なければならないお年寄りや高校へ通う子供たちは、それでもバスを利用している。 
 「バス路線が旭地区にあれば、もっと旭公民館を利用してくれると思う」という意見も。 

【バスについて】 
 参加者の中で１人だけ免許を持たないＡさん（８１歳、女性）は、バスを「やや不便だ」と思っ

ている。Ａさんは、「歩くのが大変」「希望先へ行けない」「本数が少ない」「運賃が高い」「乗り降

りが大変」といった不便理由に対してはすべて「ややそう思う」と答えている。 
【デマンド交通について】 
 前述のような理由から、３人全員が、利用意向については「利用すると思う」、料金については

「ちょうどいい」、電話予約の面倒と遠回りになることについては「かまわない」で一致した意見

だ。 
「タクシー代より安いのでいいかも」（８１歳、女性）、「いちいち息子や嫁に頼まなくても、気

兼ねなく使えて良い」（６９歳、女性）との好意的な意見の一方で、「自分は大丈夫だが、他のお年

寄りは電話をかけるのが大変だと思う」（８１歳、女性）、「他の地域でもやっているみたいだが、

うまくいってないような話を聞くが、こっちは大丈夫なのか」（７２歳、男性）、「車が到着するま

で待っているのがちょっとイヤ。(年をとって気が短くなってきた)」（６９歳、女性）といった慎

重な 1意見も。 

【コミュニティバスについて】 
 ３人全員が「利用すると思う」、料金についても「ちょうどいい」か「安い」と回答。各集落を

回ってくれることを前提に、コミュニティバスに対しての期待度は高い。 
「若い人たちは日中仕事で忙しいので、なかなか頼みにくい」「時間とバス停が分かれば使いや

すい」「夫婦で買い物に行っても自由にならないので、一人で行けるシステムが欲しい」「どちらか

と言うとコミュニティバスのほうがいいかも」（７２歳、男性）、「いつか運転できなくなるので、

その時は使うだろう」「コミュニティバスの方が幾分良いような気がする」（６９歳、女性） 

【その他全体を通して】 
 Ａさん（８１歳、女性）は、「 近の通院は、他人に送迎を頼むより娘の休みを利用して病院に
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行っている」「誰かと一緒に買い物に行くと『買うものが多い』とか『買い物に時間がかかる』と

か小言を言われるので、一緒に買い物に行きたくない。買い物は近所に住んでいる兄弟に必要な分

だけ依頼して買ってきてもらう」。「皆で使うような運動や協力をしなければ継続的な運行はして貰

えないかも」 
Ｂさん（７２歳、男性）は、「平鹿病院から旭地区へまっすぐ結ぶ農免道路が拡張されたらバス

が通るのかと期待した。できればバス路線を敷いてほしい。清陵学園に通っている子供も多いので、

やはりバスがあればいい」「駅西口からまっすぐに旭地区にバス路線を延ばして貰いたい」。マイカ

ー移動者のＢさんだが、将来についての心配もあり「今は自分で車を運転出来るから良いけれど、

できなくなるとやはり自家用車以外のバスなどの移動方法が必要になる」。また、子供たちの移動

について「旭公民館の学童保育には子供たちが集まってくる。遅くまでぽつんと残っている子供も

居る。もしバス路線があれば家まで帰れるかもしれない」「部活の帰りの子供も、地域活動に参加

の住民も、コミュニティバスやデマンド交通があるととてもよい」。 

Ｃさん（６９歳、女性）は、「駅西口が完成すれば農免道路でまっすぐ繋がるとバスを通すのに

大変良い。市内に行く学生はたくさんいる」「平鹿病院まで来ているバスがもう少し延ばして旭地

区まで来てくれるといいといつも思っている」「角館の高校に通っている子供も居るので、そのよ

うな子供が一人で通学できるようになるためにも、何らかの運行システムは必要」。また、「免許返

納など将来のことを考えると新しいシステムが便利だ」 

 全体的な共通意見として、旭地区から市内へのアクセスは農免道路が中心なので、駅西口の完成

により旭地区へまっすぐに向かう農免道路に、バス路線を通してほしいといった意見があった。新

しい交通システムについては、デマンド交通よりコミュニティバスの方に魅力を感じているようだ。 
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●地区名 横手・浅舞 
調査日 平成２２年９月３０日（木）午前１０時～ 
会 場 平鹿庁舎 

参加者（聞取り協力者） ４名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

年齢／性別 73 歳／男 77 歳／女 66 歳／女 70 歳／男 

居住地区 浅舞字覚町後 浅舞字覚町後 浅舞字浅舞 

（覚町上） 

浅舞字浅舞 

（覚町下） 

自家用車 自分運転用 家族運転用 家族運転用 自分運転用 

運転免許 自動車免許有運転 免許なし 免許なし 自動車免許有運転 

同居家族 二世帯同居 二世帯同居 三世帯同居 二世帯同居 

【参加者の構成】 
 男性２人はマイカー移動者で、女性２人は免許を持たない移動制約者。 
【移動事情】 
 主な行き先として、自分または夫が運転できる３人は、買物も通院も横手まで行く。自分も夫も

免許を持たないＢさん（７７歳、女性）は、買物は自転車に乗って浅舞へ、趣味活動では知人の車

に乗せてもらい平鹿町内の伝承館へ行く。ところが通院は、旧横手市内の平鹿総合病院と眼科へ通

うため、往きは家族（娘）の運転で行き、帰りはタクシーで３５００円かけて帰ってくる。それで

も「不便だが我慢できる」と言う。夫と子供が運転できるＣさん（６６歳、女性）は、友人の車で

旧横手市内へ買物に行くが、通院に関しては、行きはバス、帰りは仕事中の夫の車で迎えに来ても

らう。 
【バスについて】 
 バスに対して、全員が「不便だ」と感じている。不便理由の「バス停が近くにない」「歩くのが

大変」に対しては全員が「そう思っていない」が、「希望先へ行けない」に対しては２人が「そう

思う」２人が「そうは思っていない」。また、全員が「本数が少ない」と思っている。２人が「運

賃が高い」思い、２人は思っていない。 

Ａさん（７３歳、男性）は、「バスに乗ってバスターミナルまで一人で乗っていると掛かる費用

の事を考えてしまう」と言う。 

Ｂさん（７７歳、女性）は、「平鹿病院から浅舞に直通のバスがあるが、午後の便は少ない」。乗

り降りに関して「バスは乗降口のステップが高くて乗り降りが大変」「乗り換えが面倒くさい」。ま

た、「浅舞―十文字間のバスが 12 年前に廃止になり、十文字にいる娘に遊びに行く事が困難になっ

た」とも。 

Ｃさん（６６歳、女性）は、「病院行きの直通は午前中 3 本くらいだが、かなり早く出なければ

(7 時台)予約の時間に間に合わない」「横手駅前のバスターミナルまで行けば色々あるが、病院の帰

り浅舞行きの直通バスは 1本しかなく病院の帰りは殺されるような気分だ。待っているのは辛いの

で仕事中の夫に迎えに来てもらう」。 

Ｄさん（７０歳、男性）は、「平鹿病院から帰りの直通の便が少なくて、赤坂のバザールまで歩

いてくる人も多いと聞く。バザール(107 号線)まで来るとバスの本数は多いので」。乗り降りに関し

て「乗降口のステップがもっと低ければよいのではないか」とも。 

【デマンド交通について】 
 ４人全員が、「利用すると思う」、料金については「ちょうどいい」、遠回りとなることについて
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は「かまわない」で一致。電話予約の面倒については４人とも「面倒だ」と回答。 
 「出先からの電話が大変かもしれない。まして年を取ると電話を使うこと自体難しくなる」（７

０歳、男性）、「病院の帰りの電話予約が上手くいくかどうか心配」（６６歳、女性）、「体調が悪い

時は、移動時間がどれくらいかかるのか気になる」（７７歳、女性）、「自分の到着する目安時間と

運行に掛かる時間の意識の違いがあるかも」（７３歳、男性）。 
 また、「関連企業(団体)を巻き込んでのシステムにすると利用しやすい」、「出先からの連絡方法

をしっかりするとお年寄りにはいいかも」といった参考になる提案も。 

【コミュニティバスについて】 
 こちらは４人全員が「利用しないと思う」、料金についても「高い」で一致した。高いと感じる

理由として、平鹿町には無料のふれあいバスが走っていることが考えられる。また、「年金暮らし

の人には料金が高いと思う人がいるかもしれない」といった意見も。 
「街中の人たちはコミュニティバスを利用しないかも。周辺部の人たちが利用するかも」「浅舞

に住んでいる分にはコミュニティバスはピンとこない」「浅舞から周辺部の方へ行く事はあまりな

い」「街中の人はあまり利用しないと思う」「街中での移動だとしてもバスは利用しないと思う。自

転車を使う」など、否定的な意見が多数を占めた。 
【その他全体を通して】 
 Ａさん（７３歳、男性）は、「自分で車を運転出来るため、公共交通の事は考えた事がない」 
「高齢者にとっては自分や配偶者が病院に行くための車と免許は必要」。 

 Ｂさん（７７歳、女性）は、「浅舞には食料品以外の書店とか衣料品とかを気軽に買い物できる

場所がない」「移動手段がないため日中の出歩きが出来ない」「平日は同居している娘は、仕事があ

るので頼りたくない」「地元スーパーが宅配サービスをやれば利用してみたい」「冬期間は宅配サー

ビス等を利用したい」「朝市での買い物は、店主が家まで持ってきてくれる時もある」。 
Ｃさん（６６歳、女性）は、「家の前にバス停があるが、孫が高校生になったときバスの直通便

で通学出来る学校に入ってくれればいいが、どうなるのか。車での送迎は出来ないので心配」「あ

んなに大きいバスでなくても小さいバスが動いてくれればいいのに」。 
Ｄさん（７０歳、男性）は、「バスという交通についてまじめに考えた事はなかった」というが、

「今はなんとか運転できるが、あと何年運転できるか。そうなったら地域の公共交通に頼らなけれ

ばならない」「運転が億劫になって運転を止めると、買い物や病院へ自由に行けなくなる」とも。「浅

舞は不便をあまり感じない所。しかし、素通りされて外部からは人が入ってこなくなった」「買い

物はほとんど横手に行くようになった」「周辺部の人たちはもっと困っていると思う」。 
後に、「年寄りにとっては今後の交通手段は、深刻な問題だ。バスの路線は欲しい」というの

が共通意見だった。 
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●地区名 平鹿・醍醐 
調査日 平成２２年９月３０日（木）午後２時～ 
会 場 醍醐公民館 

参加者（聞取り協力者） ５名 下記の通り   調査員 高橋／赤川 
質問項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 

年齢／性別 71 歳／女 69 歳／女 72 歳／女 72 歳／女 77 歳／女 

居住地区 (樋ノ口地区) 

薊谷地 

(沖田地区) 

醍醐字南沖田 

(下醍醐地区) 

醍醐字下醍醐 

(下醍醐地区) 

醍醐字掵下 

(三島地区) 

醍醐字道中 

自家用車 家族運転用 家族運転用 家族運転用 家族運転用 原付バイクあり 

運転免許 免許はない 免許なし 免許有るが 

運転せず 

免許返納 原付二輪免許有 

運転 

同居家族 二世代同居 三世代同居 二世代同居 高齢者のみ 一人暮らし 

【参加者の構成】 
 ５人全員が移動制約者の女性。普段は、全員が自転車か原付バイクで移動している。 
【移動事情】 
 買物は、浅舞、十文字、横手と分散している。買物の際は、荷物にもなり原付や自転車に乗って

がんばっていく人もいるが、家族や知人の運転で移動しており、なんらかの不便を感じている人が

３人いた。通院も、横手、浅舞、十文字とそれぞれだが、横手への通院は、自転車から電車または

バス（冬はタクシーの場合も）へ乗り継いでいく。浅舞の病院へは、ふれあいバスを使う人もいる。

いずれ通院に関しても不便を感じている。 
【バスについて】 
 地域によってバス停までの距離があり、国道１３号線まで出ると便利だが、バス停や駅まで出る

のに一苦労している。バスやふれあいバスは、往きは合わせて出かけても、帰りの時間が合わず長

時間待たされたり歩いてきたりする。時間が潰せる場所が無かったりバス停に屋根が無く雨や雪の

日は辛い。公民館や郵便局など醍醐地区で済ませられる用事はいいが、地域局や農協支所のある浅

舞まで出る必要がある場合、特に苦労しているようだ。 
 バスに関しては全員が「とても不便だ」か「やや不便だ」と感じている。不便理由の「近くにバ

ス停が無い」「歩くのが大変」「希望先へ行けない」「本数が少ない」に対して全員一致で「そう思

う」と回答している。「乗り降りが大変」とは思っていない。「運賃」に関しては、５人中４人が「高

い」と感じている。「電車に比べるとバスの運賃は高い」も。 
このほか、「バスの本数が少なくなり、 寄りのバス停が無くなったので、バスの利用が少なく

なった」「電車とバスのアクセス時間にズレがある」「今まであったバスがないのは不便だ」という

意見があった。 

交通事故にあってから運転が怖くなって免許を返上したというＤさん（７２歳、女性）は、「そ

の後自動車免許を取る機会があったが取らなかったことが今では悔いが残る」「車が無いため、大

正琴・グランドゴルフ・ダンス等やりたい事の半分も出来なかった」と力説していた。 

【デマンド交通について】 
 ５人全員が、「利用すると思う」、料金については「ちょうどいい」、電話予約の面倒と遠回りと

なることについては「かまわない」で一致した。 
 「この方式は良いと思う」（７１歳、女性）、「デマンド交通があれば周囲の人々も利用すると思

う」（６９歳、女性）、「玄関まで来てくれるのはありがたい」（７２歳、女性）、「明沢・馬鞍方面の
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人はとても助かるのでは」（７２歳、女性）、「知らない人と一緒に乗ってコミュニケーションがと

れて楽しいかも」（７７歳、女性）。 

 一方、「以前テレビで同じような方式を見たが、1 時間以内で買い物しないとダメなため、買いた

い物も買えないという内容だったが、この方式も同じなのか？」（６９歳、女性）、「自分より年寄

りの人は電話をするのが億劫かも」「病院とかが代わりに電話連絡してくれたら便利かも」（７２歳、

女性）、「もっと年を取ってくれば電話するのも大変かもしれない」（７２歳、女性）といった不安

意見もあった。 

【コミュニティバスについて】 
 こちらも全員が、「利用すると思う」、料金については「ちょういい」で一致した意見。 

「気軽に利用できるかも」「路線は決まっているから使いやすい」（７１歳、女性）、「浅舞へ行く

際は便利だ」「どちらも冬期間は利用してみたい」（６９歳、女性）、「電話をかけなくて良い分、気

楽かも」「こちらの方式もいい」「朝 8 時台に通るバスが良い」「時間が決まっているから使いやす

い」「浅舞に行く際はコミュニティバスが便利」（７２歳、女性）、「浅舞には行ってみたいと思って

いたので、いつ来るのか分からないより時間が決まっているというのも利用しやすい」（７２歳、

女性）、「これも大いに良い」「買い物して荷物が多い時はデマンドの方がいいが、それ以外はコミ

ュニティバスもいい」（７７歳、女性）。 
【その他全体を通して】 

Ａさん（７１歳、女性）は、「ＪＡを利用する際は浅舞の支店まで行かなければならなくなった

ので不便だ」「バス路線(樋ノ口線)の廃止によって浅舞に行くのが大変になった」。 
Ｂさん（６９歳、女性）は、「暗い時は出歩かないようにしている」「病院に行く際はデマンド交

通がいいかも」。 
Ｃさん（７２歳、女性）は、「他人に頼むのは頼みづらいところもある」「年を取っても自分で動

きたいのでバス等は欲しい」「バスを待っているのは一番大変」「ＪＡの平鹿総合支店へ行く際に

寄りのバス停は遠いので、近くにバス停が欲しい」「醍醐公民館を利用したい人にとってはバスの

利用が大事」。 
Ｄさん（７２歳、女性）は、「年を取ると買い物より病院の方が多くなるし大変だから、コミュ

ニティバスよりデマンド交通の方がいい」。「買い物難民という言葉があるが、同じようにならない

か心配」「ＪＡの支所が醍醐から無くなったので、年金を下ろすのに大変になった。平鹿病院に行

った際に営農口座も一緒に降ろしてくる。共済とかの手続きは支所まで行かなければならない」。 
「市町村も農協も合併によってドンドン不便になっていく」「このままだとお年寄りは外に出るの

も億劫になって内にこもってしまうのでは」「年を取ったらやはり街中で暮らすのが良いと思って

いる。買い物は毎日の事だから」 

Ｅさん（７７歳、女性）は、「Ｒ１３を原付バイクで走るのは怖い」「駅に近いので、電車には不

満は無い。安いしなるべく利用するようにしている」「若い時に頑張ってきたのに、年寄りになっ

て交通のことで泣き寝入りしている」 
全体の共通意見としては、「合併しても浅舞へ行く必要性はまだある」「一人暮らしの人は浅舞へ

行くのが大変だと思う」「去年の 9 月までは醍醐にＪＡの支所があり便利だったが、今は浅舞に支

所が統合されてＪＡ利用は不便になった」「平鹿病院が今の場所に移転して不便になった」「樋ノ口

線が 5～6 年前に廃止になってから、浅舞へ行くのが困難になった」など。 後に「デマンド交通

はゆっくりとした気持ちで乗れる」。 
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●全地区を通して 
・子がいるのに同居していないか県外に出ている家庭が、どの地域でも多かった。子が近くに住んでい

るケースでは、必要な時にお願いしてクルマに乗せていってもらう。子には、比較的頼みやすいものの、

仕事の時間と重ならないよう気を遣いながら調整していることが窺えた。謝礼は、小遣いを兼ねて支出

しているケースも見受けられた。 
・バスの運転手の態度への不満も見受けられた。次に停車するバス停のアナウンスが早かったり遅

かったりするため、ドキドキしながらボタンを押すタイミングを待っている高齢者の心理を、運転

者は理解する必要があるのではないか。乗客の質問や確認に対する運転手の態度も、不親切だ、乱

暴だと指摘する意見も散見された。その一方で、地域によっては運転手の対応が親切だという意見

も数か所で聞かれた。 
・空っぽのバスの利用者は、「なんとかならないだろうか」「もっと効率の良い運営方法はないもの

か？」と疑問を持ちながら乗っている人が多い。 
・自分が運転できる内は運転したいと考えている高齢者が多い。それは運転を止めることによって

致命的な不便を受け入れなければならないことが分かっているからである。高齢者が免許を手離さ

ないのは、通院、買物、温泉に行くために不可欠だから。また、農機具を運転するためにも必須で

ある。 
・その一方で、運転への不安は抱えており、反射神経の衰えを感じながらゆっくり走行したり、夜

や雨の日、冬の運転を控えたりしながら安全対策をとっている。将来の新しい公共交通に対する潜

在的期待は、全地域を通して相当あることが確認できた。 
・日頃、バスで移動している高齢者にとって、停留所に雨よけがあること、椅子などの休憩できる

設備があることは、若い世代には想像できないほど有り難いことである。増田のラウンジも、待合

スペースとして大変喜ばれている。 
・横手バスターミナルを降りてからの移動が大変であることを、複数の高齢者の口から聞いた。乗

り換えのため、ターミナル側から駅前交流拠点方面へ渡る際に、危険を感じるという高齢者が多数

いたことは特筆しておかなければならない。「いつか必ず事故が起きるよ」と警告した人も数人い

た。 
・駅前に案内所が無いのはバス利用者にとっても観光客にとっても不安ではないかといった意見も。 
・お年寄りは、病院の予約に合わせて何日も前から計画を立てている。通院先が１か所ならまだよ

いが、２か所、３か所と増えていくに従って、苦労の大半がそこにかかってくる。 
・携帯電話の普及により公衆電話の設置個所が減っていることに不安を感じているお年寄りは多い。 
・デマンド交通とコミュニティバス、どちらも新しいシステムであるため、人によってイメージす

る姿の違いがあると思われた。聞き取り調査においては、参加者一同に対して同時に説明を心がけ

たが、受け止め方はそれぞれで、個人差があったと思われる。 
・高齢者にとっては病院の予約時間に間に合うよう到着できるかどうかが 大の心配事である。 
新しい移動システムを考える上でも、その点は大きな要件となりそうである。 
・高齢者にとってのデマンド交通のイメージは、個人の都合に対応してくれる便利なシステムであ

り、買物、荷物などを手に持っての移動にも楽である。但し、多くの車両と運転手が必要となり、

経営的に無理がかかるのではないかといった心配があり、特に山間部の高齢者などは「自分１人の

ためにわざわざ来てもらうのは申し訳ない」という斟酌な気持ちが働く。その点、決まった時間に

来てくれるコミュニティバスの方が「気が楽だ」と思う意見も多かった。 
・各地域の中心部に住んでいる人たちにとって、コミュニティバスはあまり必要と思われていない。
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一方、その周辺部では、コミュニティバスの方が、予め決められた時間に合わせて乗っていくこと

ができる気楽さがあり、期待も高かった。 
・バスの車両内に掲示してある料金表は、わかりにくい。運転手に聞いても不親切で教えてくれな

い時がある。 
・バスの時刻表が配布されても、ひんぱんに利用する人以外はあまり見ていない可能性がある。そ

の理由として、全地域が一枚に納まっているため、文字が小さくわかりずらい。もっと対象地域を

絞って大きく表示してほしいとの要望があった。 
・スクールバスを子ども達だけでなく、お年寄りも乗れるようにすると、大人の監視の目も働き、

コミュニケーション上も良いのではないかといった意見も少なくなかった。共用で使える仕組みに

することで、路線が維持できるメリットもあるのではないかといった意見や平成２４年度に大雄地

区にできる３校統合の中学校に、コミュニティバスを走らせてはどうかといった興味深い提案も。 
 

以上 


	

