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平成２２年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 開会にあたり委員長としまして傍聴者に一言御礼を申し上げます。

本日の常任委員会に大勢の方々が傍聴に来ていただきまして誠にありがとうございます。本日

と 2１日の２日間は移動常任委員会を開催いたします。移動常任委員会とは何かといいますと

白老町議会の第１次の議会改革において取り組みをしたもので実施してから約 10 年余りがた

ちます。各委員会を各地域のテーマに合った題材で地域別に開催し議会の親しみ、関心を持っ

ていただく取り組みであり町民の方々に議会に対する理解を深めていただくことであります。

会議はおおむね１時間程度とし、その後本日ここにお集まりの皆様と町内循環福祉バス元気号

がどのようにあってほしいのか懇談を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。 

 ただいまより建設厚生常任委員会を開会いたします。 

（午後 １時００分） 

 

○委員長（玉井昭一君） 調査に入る前に各委員へご説明いたします。移動常任委員会におけ

る質疑、議論の方法ですが本日の移動常任委員会は元気号の現在の実態を中心に委員から質問、

意見、自由討議等により調査いたします。2１日に開催する移動常任委員会では元気号の今後の

あり方はどのようにあるべきか、ということで２日間議論する内容を分けて調査を行いたいと

考えております。委員の皆様には十分に留意されて発言されますよう委員長から特にお願いを

しておきます。これより調査に入ります、担当部署は生活福祉部健康福祉課であります、資料

に基づき説明をお願いいたします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 本日は町内循環福祉バスの現状と今後のあり方についての所

管事務調査ということでございますが、第１回目につきましてはお配りした資料に基づきまし

て「町内循環福祉バス元気号の現状と課題」を中心に説明をさせていただきたいと思います。

なお本日お配りの資料の５番目「今後のあり方」につきましては次回 2１日の委員会の議題と

いうことでございますので、本日は資料の１から４までの項目につきまして健康福祉課のほう

からご説明いたします。 

○委員長（玉井昭一君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） それでは、ただいまより資料に基づいてご説明申し上げます。

２枚目をおめくりください、「町内循環福祉バスの現状と課題」についてご説明申し上げます。 

 １番目「沿革」でございます。これにつきましては既に皆様もご存知だと思いますが、平成

６年 10 月から高齢者および障がい者の健康づくりと社会参加を促すための交通手段としまし

て運行を開始してございます。さらに平成 14 年 10 月からは地域住民の要望により誰もが乗れ

るようにということで転換してございまして、現在は月、水、金の４路線、火、木、土の８路

線の計 12 系統の路線を２台の中型専用バスによって運行してございます。また利用者の利便性

のために国道以外のところは、手を挙げていただければどこでもとまれるそして乗降できるよ

うになってございます。また元気号の利用料金については１回につき大人 100 円、小中学生は
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50 円ただし 71 歳以上の方、身体障がい者手帳または療育手帳を有する方は無料としてござい

ます。 

 次に２番目「利用状況」でございます。今、過去３年間の実績を載せてございまして利用人

数については大きな変動はございませんが、免除者数が若干ふえてきてございます。これによ

りますと平成 19 年、表でございますが運行日数は大体日曜、祝祭日、正月１日から３日間休み

でございまして、運行日数は若干祝祭日の関係で数の差がありますが 20 年、21 年度は 295 日

ということで、利用者人数につきましては約 6 万 1,000 人強ということで大体固定してござい

ます。また１日の平均も 207 名ということでこれも大体３カ年とも平均してございます。有料

の大人の人数でございますが 19 年度は 1 万 2,743 名でしたが平成 21 年度は 1 万 804 名でござ

いますので 2,000 名弱有料の方が減ってございます。また有料の子供につきましても 19 年度は

191 名でありましたが、21 年度は 61 名ということでこれも 130 名ほど減でございます。また逆

に免除者数でございますが平成 19 年度は 4 万 8,539 名おりましたが、平成 21 年度では 5 万 230

名ということで約 1,700 人の方が無料で乗ってございます。それに伴いまして有料の金額でご

ざいますが、平成 19 年度は 116 万 3,850 円でしたが免除の方がふえているということで平成

21 年度は 108 万 3,450 円円ということで、約 20 万円減となってございます。続きまして次の

ページでございます。 

３番目「補助金の実績」でございます。これにつきましては一般乗り合いバス方式を採用し

て現在に至ってございまして、現在は道南バスと契約しておりまして道南バスにおいて運行し

ていただいてございます。過去３カ年の補助金の額でございますが平成 19 年度から 21 年度ま

で運行経費につきましては約 2,000 万円、1,800 万円多いときで 2,100 万円くらい、2,000 万円

前後となってございます。収入金額につきましては先ほどあげましたとおり 19 年度から若干

21 年度は減っております。それに伴いまして補助金額ですが平成 19 年度は 1,758 万 4,686 円

でございましたが、21 年度につきましては 1,978 万 7,566 円とこれは平成 20 年度と大体同額

の補助金額になってございます。また利用者数につきましても平成 19 年度 6 万 1,473 人、21

年度は 6 万 1,095 人ということでこれにつきましても若干の減少ですが減となってございませ

ん。これに伴いまして１人当たりの経費でございますが平成 19 年度は１人当たり 286.8 円、20

年度は 323.3 円、平成 21 年度は 323.9 円ということで１人当たり約 300 円強の経費がかかって

いるということでございます。 

これに伴いまして 4 番目の「課題」でございますが平成 14 年 10 月からは道南バスの補助金

として約 1,900 万円前後の支出額でございますが、これは本町の財政状況におきましては大き

な負担になってございます。これにつきましては新財政改革プログラムにおいても見直しの対

象にもなっておりまして昨年料金改定についてもアンケート調査を実施してございます。これ

を踏まえまして今後のバスルートにつきましては、公平な受益者負担原則に立ちながら経済的

弱者に配慮しつつ負担の見直しを検討する必要があると考えてございます。また現行の運行ル

ートを含め町民の要望を取り入れたバスダイヤ及び路線の決定を行う必要があるとも考えてご

ざいます。 

次５番目については次回でございますので、次の平成 21 年度月別利用数の一覧をご覧くださ
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い。これによりますと月、水、金・火、木、土の運行状況でございますが、まず火、木、土の

ほうでございますが人数も極端に少ないというのが中ほどにあります、社台から役場 13 時 28

分それは平均でいきますと１日 1.5 人その下の下で役場から今度社台駅のほうに戻ります、16

時 26 分これにつきましては１日平均 1.1 人また下のほうに西通り入り口から町立病院の８時

50 分発の便でございますが、これにつきましては１日平均１人ということになってございます。

また逆に１日 20 人以上もいるところでございますが、火、木、土では上から３つ目の石山萩の

里から町立病院に行きます９時５分これにつきましては１日当たり 22 人の方が乗ってござい

ます。続きましては月、水、金のほうでございますがこれについても臨海温泉から町立病院に

いきます８時２分につきましては１日 21.5 人、臨海温泉から資料館に行きます９時 34 分につ

きましても 26.9 人、また臨海温泉から資料館に行く 12 時３分につきましても 25 人ということ

になってございます。今度虎杖浜親水公園から資料館に行きます９時 50 分これにつきましても

30.2 人となってございます。今度は逆に資料館から臨海温泉に行きます 11 時 10 分につきまし

ては 36.6 人ということで一番町民の方が乗られております。続きまして同じく 14 時 59 分の資

料館から臨海温泉に行く便でございますが、これにつきましては 23.7 人ということになってご

ざいます。また資料館から虎杖浜親水公園に行きます 12 時 57 分、これにつきましても 31.7

人ということで大変多いほうに属してございます。あと資料については時刻表と停留所の位置

を付してございますので参考にしていただければと思います。以上説明を終わらせていただき

ます。 

○委員長（玉井昭一君） これより委員からの発言をお受けしたいと思います、委員の方どう

ぞ。質問、意見、自由討議等もございます方どうぞ。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 限られた時間でありますから、前回２班に分かれて乗ってみまし

て実際乗車される方々の意見をお聞きしながら、今後のあり方については次回の常任委員会の

中での話しになると思いますが、今の、現状・課題といいますかそういったものについて議論

していきたいなときょうは思います。私が乗ったのは町立病院から萩の里のルート、町立病院

発 11時 45分というバスに乗りましたが、たまたま乗った日は 28名の方がいらっしゃいました。

その日は町立病院も外科の先生がちょうどいらっしゃらなかったということで、普段はもっと

乗車される方が多いというお話もお聞きしました。乗っている方々の話しを聞きますと、大体

週に２、３回利用される方が多いという話しは聞いております。時間帯については今説明があ

ったように混んでいる時間帯とほとんど乗らないような時間帯、バスが空で走っているような

そういった状況も見受けられるという話もお聞きしました。私が感じた一番の問題はやはりこ

れから高齢化がどんどん進んでいく中で足腰の悪い方が段々ふえてきているということだと私

は思うのです。乗車口の段差を解消しなければやはりこれからの元気号のあり方についてこれ

は次回議論したいなと思いますが、そういった段差の解消もやはり必要になってくるだろうな

と本当に足をかばいながら上がって乗車される方々を見ますと大変になってきているのだろう

なと、そういったことも影響しているのではないかなと思うのですが、冬場の運行時間が遅れ

がちであると、例えばＪＲなど利用したいと思ってこのバスを使っても乗り継ぎに大変苦労す

るときがあるのだと、それはやはり確かに町立病院以外で例えば町外の病院に受診される方で



5 

すとかそういった方々にとっても大変な冬場運行をやるというのはやはり影響が出てきている

のだろうなと、それは先ほど言ったようにやはり足腰の悪い方々が冬場足元を気にしながら昇

降しているというのは大きな原因がそこにあるのではないのかなと、お話しを聞きながらそう

いったことを感じました。先ほど健康福祉課長のほうからの説明もありましたが、アンケート

調査の結果これはすごくいいことだなと思いますが、この調査の結果を、早急に結論を急ぐべ

きではないだろうなと、ということはこの資料にもあるとおり毎年免除者の方々が多くなって

きているということは、結局は高齢者の方々の数がふえてきているということなのです。それ

から人口減少に伴って子供さんの数も段々と少なくなってきている、それを支えていく有料の

大人の数も当然減ってきている。これは資料にあるとおりだと思うのです。ですから今後のア

ンケート調査これはちょうど白老からいきいき４･６まで乗ってきたご婦人の方の話ですが「ま

だまだいろいろな人の話を聞いてほしい」と、60％以上の人といいますかほとんどの人が「100

円くらい取ってもいいのではないの」ですとかいろいろな話をしているみたいですが、もっと

もっとこれから利用される高齢者の方々がふえてくるということを踏まえた中で早急に決める

べき話ではない。確かに財政改革プログラム等々のそういった見直しの部分もありますがやは

り町民の目線に立った福祉バスというものをどう考えていくのかということが、今後大事にな

ってくるだろうなと、そういったことが今回バスに乗車させていただきまして感じられたこと

だと思います。私もこれからまた次回の常任委員会の中でこういったものを踏まえて本当に料

金を上げることがいいのか、それともここの資料にもあるように委託先をもう少し何とか考え

られないのかそういったところをしっかりまた議論していきたいなと思いますので、私が感じ

たのはこの何点かでございます。各委員の方々まだまだいろいろな意見を持っているかと思い

ますのでいろいろな意見をお聞きしたいなと思います。私が感じたことはそういったことなの

ですがやはり例えば段差の解消の部分ですとか、解消といいますかそれは先の話ですとかそう

いったところに目線をしっかり行政としましても、また福祉の観点からもやはりそういったも

のにしっかり着目した形の中で私は考えるべきではないのかなと思いますが、今の、現状をア

ンケート調査だけで考えるのか、そういったものをしっかりこれからの課題として取り上げて

いくのかその辺についての考え方をお伺いしておきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 何点かちょっと料金の上げ方にかかわるものもありますがお

話をいたします。バスの構造的にちょっと高齢者が乗りづらいとそういう現状があるというの

は事実だと思います。その部分については今後の課題ということで低床式のバスが可能なのか

どうかこれは道南バスとのお話し合いにもなりますし、経費的なものもございますので今後の

課題ということでとりあえず受けとめさせていただきたいと思います。次にアンケートのお話

がございました。昨年行ったアンケート調査は一昨年の財政健全化特別委員会のご意見として

も費用負担のあり方についてご提言があったということで、現実に利用されている方の意向と

いうものはどうなのかなということで昨年８月調査した結果でございます。どちらかと言いま

すとアンケート調査の内容は利用実態も聞いているのですが、費用負担についてどう思われて

いるのかなということが中心にアンケートしてございます。そのアンケート結果としましては
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半数程度の方は特に高齢者の方の無料負担の費用負担については、ある程度理解を得られてい

るのかなというようにございましたが、ここの部分についてはもう少し時間をかけまして検討

する必要があるかなということで本年度からの見直しについてはというところでございます。

実際使いやすさの部分ではまだまだ利用者の声を聞いていかなければならないのかなと思って

ございますので、町側のほうでもより実際に使われている方の部分ではバスの停留所をある程

度、当初の目的にもかかわってきますがいきいき４･６と町立病院がメインのようなそういう部

分での運行をやってございますが、そのほかに実際の生活実態として大きなお店というような

声としてあるようでございますので、それらのことも含めましてもう一段実際の利用のしやす

さの部分で町としましてもアンケート調査をさらに取り組んでいきたいと、これは本年度中近

いうちにやっていきたいと考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。１つの課題として低床のバスということは課題として

しっかりとらえておくべきだと私は思うのです。ですから、そういったものを踏まえて同じ課

題としての共通した認識をもって私は次回の運行のあり方について議論していきたいなと思い

ます。それからアンケート調査の話ですがやはり今この経済不況の中これから経済動向がどう

進んでいくのかなかなか見えづらい経済状況なのです。その中においてやはり料金の値上げと

いうものについては慎重に精査をしていかなければいけない、そして多くの町民の方々の意見

を聞きながらアンケート調査が不十分ですとかというのではなくもっともっとやはり足を運ぶ

ところには足を運び、声を聞くところには声を聞きそれをしっかりした福祉バスに生かせてい

ければなと私は思います。 

○委員長（玉井昭一君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今、氏家委員から言われましたアンケート調査についてもよ

り多くの利用者の声を聞きながら、またその方々のご要望も前回のアンケートでは聞き取れな

かった部分も含めましてじっくり時間をかけまして、乗っている方の意向というものを十分確

認してまた料金についても今このように言われたように、改定についてもいいのかどうかも含

めまして十分アンケート調査と照らし合わせながら検討していきたいというふうに考えてござ

います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか常任委員の方、質問、意見、自由討議何でも結構ですのである

方どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１つは現状と今後のあり方ということのものですから現状

の部分ということですから、１つは運転手さんの対応、私たちが乗ったのは非常によかったの

です。乗っているからかどうか乗っているとわかっていますから、ですがきちんと乗り降りし

まして座席に座ってから動いているのです。すごくいいなと見たのですがうちの奥さんも利用

しているのです。それを聞いたらやはり座らないうちに動く運転手さんが結構いるともちろん

そういう指導はされていると思うのですが、やはり見ていますと座ってから動かないと危険だ

なと、ただ時間との関係で急いで動かなければ遅れてしますという、そういう雰囲気は感じま

した。１つはその部分です。その部分では臨海の最後の停車場、あれは危険です。こちらから
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行きましたら海側のほうにとまって降ろすのです。海側に家はないのです。山側に住宅がある

のです、バスはぐるっと回るのです。そうであるならば回ってから降ろせばいいのにできれば

あと 30 秒ほど時間があればずっと中までいって回ったほうがいいのではないかと、どうせ引田

さん側のところから上がっていって、ぐるっと回って下りてきましたらちょうどいいのではな

いかなと思うのですが、ただ時間の問題がきっとあるのかなと思いました。それは松田さんが

言っていましたので後から意見があるかも知れません。これは私もすごく感じます。仕方がな

いと思いますがバスは古いですね。何か知りませんが余ってもう使えなくなったバスがきてい

るのではないかという、はっきりいいますとそういう感じはしました。お金との関係ももちろ

んあるのでしょうが、やはり町民の皆さんの要求を考えるということになりますとそういうこ

とも含めて考えないと。普通のバスのほうがいいという人もいるのです。窓を背にして座れる

ほうがいいという高齢者の人はいました。乗って直接話しを聞きましたらいました。ですから

そういうバスのほうがいいのではないかという意見があるということです。もう１つだけ日曜

日の運行をしてほしいという意見がありました。全部といいましたら大変かも知れません、聞

いたらそうやって言いましたのできちんと言っておかないとまずいですので、そう思うのです

がそういうのが随分ありました。そこら辺のところだけとりあえず現状というものですから対

応策等々あれば聞かせてください。 

○委員長（玉井昭一君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） まず運転手の対応でございますが、やはり安全確保の面から

も高齢者の方が座ってから運行するようには道南バスのほうにも申し入れしてございますので、

そのとおり運行はされていると思いつつ時間の関係でひょっとしたらそういうことが徹底され

なかったのかもわかりませんので、このことについてはそこら辺を徹底させていくように道南

バスに申し入れをしたいと思います。また臨海の停車場の関係ですがこれはぐるっと回って町

民の方が降りてからまた横断するというのは危険ですのでこれは右折して降ろすのと大差ない

ので、この辺は早急に対応できると思いますので、それについてはそういう形で対応していき

たいと思います。バスが古いということについては道南バスさんと契約した中でそのバスを従

前から使っているということで段々バスのほうも年を取っていくのかなということで、これが

また新しい物とチェンジできるのかどうかについてはちょっと道南バスさんと相談しながら対

応していければなと思います。また日曜日の運行の件については昨年アンケート調査した町民

の要望の中にも日曜日運行ということは出てございました。本来ならば休みなしで動ければも

ちろん我々もそうやって思っています。ただここにも補助金が載っているとおり約 1,900 万円

ほどの差し引きをしましても支出しているということは、やはり大きな費用負担になってござ

いますので、これについてはことしここら辺のことも踏まえて町内の公共交通機関と見直しも

あろうかと思いますので、ここら辺と考え合わせて中でじっくり検討させていただきながら回

答していきたいというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 日曜日の分で補足しますが、日曜日に運行していないという

のは町立病院が休み、あるいはいきいき４・６も休館日になっているのです。そういう面では
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やはり利用が相当下がるのかなと、ただ実態としましてどれほどニーズがあるかこれについて

もちょっと町でさらに追加するアンケートの中にも利用者に声を聞いて見たいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。多分 2１日当日もこのことは出ると思いますから結果とし

て今西課長が言われた最後の部分なのです。それは 2１日の議論にはなるのですがそこで考え

ないといけないのは何かといいましたら、要するに循環バスの位置づけをどういうふうに考え

るかというここなのです。この問題がただ単なる町民の足などということだけなのか本当に白

老町の将来、今の人口減の問題からはじまった高齢化の問題こういう問題をどういうふうに位

置づけるか、その中でのかなり大きなウエイトとしてこの循環バスがあるのです。単に病院に

行く、買い物をする、乗り継ぎをするなどではなく白老町の将来をどういうふうに見てそのた

めに何が必要なのかというここらあたりの問題と財政健全化の関係なのです。ここら辺がきっ

ちり町として方針を持たないと「町民の皆さんバスがないと困る人がたくさんいますからバス

を出してあげます」とそういう位置づけなのか本当に白老町の将来を見越した形での位置づけ

なのかここら辺が、これは 21 日の議論ですかね、そうかも知れませんが私はやはりその話が必

ず出ましたらここでのかみ合いなのです。ここをどういうふうにきちんと落としていくかとい

うことがはっきりしませんと現状はまだまだたくさんあるのです。いろいろと問題点などもあ

ると思うのですが、ここが私は最大の問題だと思っているのですがどうですか。現状の部分で

どういうふうに押さえているかということです。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） このバスができた経過というのは皆さんご存知だと思うので

すが、やはり通常の路線バスでは対応できない人数、またいきいき４・６ができてやはり多く

の方に利用していただきたいと、また町立病院への足としても確保していただきたいと多分そ

ういうような考え方から現在の流れに至っているということだと思います。今後の将来を見越

してという部分については、基本的にはやはり町民の足の確保という部分で特に高齢者の方を

中心とする足の確保という部分だと思いますので、そこの部分では他の公共交通機関との兼ね

合いも含めましてどう考えていくのかなという部分になろうかと思います。その辺は町としま

しても今具体的に本日あるいは次回の段階で言える部分ちょっと限りがあるかも知れませんが、

その動きというのは健康福祉課あるいは生活福祉部所管以外の動きも多少ありますのでそれは

ちょっと次回お話させていただきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 今、大渕委員が聞いた中で財政的なことについてはどうかという１

つ言っているのです。今後でなく現状として財政的にはどうかということについてはどうです

か。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほどの説明のように約 2,000 万円前後の負担という部分は

かなり大きい政策だと思います。その大きな 2,000 万円というものについてはやはりニーズな

り価値を見出して引き続き現在も運行していると、ただ 2,000 万円それぞれ当たり前のことで

はなくやはりこれを少しでも今方法を工夫しながら縮めていく努力はしなければならないこと

だと思っております。 
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○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。そこはよくわかるのです。そうなのですが、問題は今のお

金の問題で考えるのか足で考ええるのかまちが将来、今人口 19,000 人台になってしまった。そ

ういうことに対してどういう対応策があるのかということで、これは 21 日にもう１回自由討議

か何かでもぜひやりたいと。建設厚生常任委員会でそういう話がいつも出ているのです。それ

は何かといいましたら、これより人口を減らさないためにはどういう手を打てばいいのかと、

高齢者が１人になってもほかに行かなくてもいいまちをつくらなければだめなのです。今、夫

婦２人でいて片方欠けましたらほとんど子供のところへ行くわけですから、それをしなくても

いいようにしない限り人は減るのです。もちろんそれよりもっともっといろいろなことがたく

さんあります。ですからお金が 2,000 万円多いか少ないか、3,000 万円が多いか少ないか、5,000

万円多いか少ないかというのは、政策的な効果がどれだけあるかということの判断ですからそ

こら辺の議論を私はもっともっとすべきだろうと、町のほうがそういうことをきちんと考えて

そういう視点からものを見てどうするかというところもやはり、21 日までは無理かも知れませ

んが議論してほしいなと私は思うのですがどうでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） いろいろな政策、福祉として福祉の要素の強い足の確保これ

は１つの政策だと思います。そこの部分ではお金で考えるのか足で考えるのかというお話があ

ったかと思いますが、やはり投資効果といいますかその辺は両方関連してくるのかなと思いま

す。どちらかが優先ということにはならないかと思いますので、やはり他のいろいろな政策あ

るいはまち全体の財源の状況そして高齢化にどう臨んでいくかちょっといろいろな要素を考え

ながら、その中の１つやはり高齢者の生活を支える重要な政策という位置づけの中でいかに継

続して充実させていくかという観点からやってもらいたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、いろいろお話があるのですがこの福祉バス、私が計算してみまし

たらことしで 17 年になり今まで 21 年度まで約 2 億 6,700 万円かかっているのです。22 年度、

ことし約 2,000 万円入れますと 2 億 8,7000 万円この福祉バスに今までかかっているのです。私

は大事なことはいろいろあるのですが６万人乗りまして乗車料を払っているのが大きくいいま

すと 1 万人です。ですから私は公平な負担ということからいいましても、それから財政プログ

ラムのときもタイアップして議会として私として何回も述べているのですが、私は 2,000 万円

今福祉バスに予算を投入しているのですが、みんなからもらうお金は 21 年度で 108 万円なので

す。ですから私の言いたいのは 2,000 万円かけて 108 万円もらってこれでいいのかと、それと

も平等の原点からいきますと公平な負担からいきますとすべての人たちから平等にもらうか

108 万円ばかりであればやめたほうがいいのです。もらうのをただにすべきです。これはどち

らかにすべきです。私は今委員会としてこういう話をしていますが、本来財政改革プログラム

の中でも 22 年にきちんとした答を出すと言っているのです。行政側は言っていたのです。これ

が全然出していないのです。大体議会というのは町民が乗車料をいくら出すかなど議論をすべ

きではないのです。行政側がきちんと出してそこに議論して対案を出すのが議会なのです。で
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すから私は行政側がもう少しきちんとしたやはり財政改革プログをにらんだ、それから議会側

の対案何度も話しています。それにかかわらず 22 年度の予算に対案で方針を示していないので

す。これは行政の怠慢です。きちんと出すと言っているのですから出したものに対して議会が

お金のことは議論すべきなのです。あとは先ほどから言っています乗車の段差ですとかこれは

今話すべきことであって気がついたことを話しすればいいのですから。福祉バスに対する昨年

まで述べていましたことは全く議会に対する軽視です。どうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 利用者の負担に関する方針についての質問なのですが委員会、

議会のほうから負担についてのあり方、そういうご意見を受けたとき昨年利用者の声あるいは

利用していない方も含めて町民の意向を確認して庁内部ではあり方について基本的な検討をし

て、２月に委員会を開いたときに 22 年度の方針としましては、引き上げはしないというお話は

したのですが、ただ今後のあり方としましては一応全員の方から負担していただく方向も含め

て、さらに時間をかけて検討をさせていただきたいとちょっと 22 年度すぐに上げるという部分

についてはもう少し時間をかけさせてほしいと、ただ方針的には松田委員がおっしゃったうち

の１つ基本的にはすべての方になるかならないか、また本当の弱者的な部分のとらえ方もあり

ますが大方の方からは負担していただこうとそういうような方針づけのもとに検討を行なって

いますが、その時期として 22 年度はちょっと見送りたいということでお話をさせていただいた

のかなと思ってございます。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この福祉バスは大変利用者も多いですし絶対必要なものです。なくす

ることはできません。しかしながら弱者のためですとかそういいますが弱者とはどう見ている

のかという問題ですよね。弱者はどういう方を見ているのか、例えば 70 歳以上で年金を 40 年

勤めていてもらっている方いっぱいいますよね。20 万円、20 何万円もらっている方がきちんと

勤め上げた方々。それからことし 65 歳になりましても国民年金をやっともらいましても 6 万円

なのです。それではどちらが弱者か、高齢者が弱者なのかお金をもらわない人が弱者なのかこ

の辺をきちんとしなければだめです。「70 歳以上すべて弱者だからただです」ですから私が言

いたいのは 70 歳以上で 20 何万円もらっている人はたくさんおります。公務員も大企業に勤め

た方みんな 20 数万円もらっています。しかしながら 62 歳になっても 61 歳になって年金をもら

うなら国民年金は 6 万円なのです。どちらが弱者だと思いますか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今後の負担のあり方の検討の中でどういうような形で負担し

ていただくかという、これは報告ではなく我々が検討した経過のお話でございますが、例えば

身体障がい者の方これについてはいろいろな公共交通機関を含めまして割引制度等ございます

のでそういう方についてはやはりゼロにするか 50％にするかというのもありますが、そういう

部分ではやはり配慮する必要があるのかなとそういうような考え方は途中経過の中では持って

おりました。ただ一定年齢以上という部分については、ここは基本的に負担していただきたい

とほぼ同じ形で負担していただきたいと検討してございましたが、ただ今のお話の部分では所
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得に応じてという部分の考え方は、所得に応じて例えば割引パスみたいなものを出す必要があ

るのかどうか、その辺についてはこれも含めましてやはり今後現実にすべての人から負担して

いただくというときには検討課題になり得るのかなと思います。確かにいろいろな政策の中で

町民税のかかってない方とかかっている方とは、やはり負担のあり方も国保等も含めまして差

があるとそういう部分ではバスの利用についてもそういうあり方はあるかとは思いますが、今

の段階でちょっと具体的にどのような料金の負担、料金のあり方まだ十分煮つめてございませ

んので今後整理させていただきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先日私も初めて乗ったのですが運転手さんがお金を出す人に手を差し

伸べるのです。それを運転手がどこに置いたかは確認しなかったです。毎年 6 万 1,000 人ここ

３年間ほぼ人数が変わらないのですが、あの運転手がどうやって人数を数えているかという疑

問を１つ持ったこと。それからお金を出す人と出さない人の差別をあのようなところでつける

べきではないです。みんな同じような考え方で、ですから先ほど私が言ったように出すのでし

たら全員が出す、これは私の考え方です。出さないのでしたら 108 万円のお金をもらうくらい

なら全部ただにすべきだと、そうしますと乗車のときも69歳11カ月のとき誰がわかりますか。

こういうお話もちまたではいっぱいあるのです。ですから私は 108 万円もらうのでしたらただ

にすべきだと、そうでなければすべてからもらうべきだとそして弱者であったなら心がけてや

るのは乗り降りに手を差し伸べるとか、いすを譲るとかそういうことが弱者に温かい気持ちな

のです。ただよりいいものはないですよ。誰でもただのほうがいいです。もう１回言っておき

ますが 65 歳になっても 4 万円か 5 万円しかもらっていない国民年金の方たくさんいます。です

がこれは払わなければなりません。70 歳以上の学校の校長先生あたり 35 万円もらっていると

いう話を聞いてもそういう人たちはただなのです。これが公平ですか。公平ではないでしょう。

どうやって公平だと決めるのですか。こういうものの考え方はきちんとやるべきだなと思いま

す。先ほど大渕委員から「松田委員も後から言います」と言ったのは、先ほどと同じなのです

がバスが雨漏りしているのです。動くたびにザァ－と水が出てくるのです。あのようなバスは

町民をばかにしているのですか。雨漏りしているバスを乗ったほうがいいと乗せているのです。

それを知らないで座ってお尻を濡らしたりしています。こんなので黙っているのはおかしいで

しょう。お金を払っているのですから雨漏りでもいいというバスでお願いしているわけではな

いでしょう、この辺やはり怠慢です。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員ちょっと今の意見でいいのですが、きょう 18 日は現状を

21 日は今後の対応ということになっていますのでその辺を踏まえた中である程度・・・ 

○委員（松田謙吾君） そういうのでしたらきょう乗車している方との懇談と私は聞いていた

のです。 

○委員長（玉井昭一君） それは最後です。 

○委員（松田謙吾君） 最後にやるのですか。大体このようなことをやっているので先ほど飽

きて帰りましたよ。 

○委員長（玉井昭一君） それは後で行政の方々に対処していただいた後で・・・。 



12 

○委員（松田謙吾君） 第１に向こうの話を先に聞くべきだったのです。ですから先ほど飽き

て帰ってしまったでしょう。向こうの話をきいてからゆっくり議会をやればいいでしょう 

○委員長（玉井昭一君） スケジュールがそのようになっていますので、すいませんが。西健

康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今、松田委員が言われた雨漏りの件でございますが、それに

ついては私どものほうで確認が取れていませんでしたので、実際に雨漏りがしていたというこ

とですので対応するような形で申し上げたいと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 有料、無料の関係は無料の方には証明書を渡して設定してい

ますよね。基本的にはそれでもって確認していただければということなのですが、しょっちゅ

う乗られている方は顔も覚えられている方ということでその辺は特にされていない場合もある

のかなと。 

○委員長（玉井昭一君） 渡辺健康福祉課主査。 

○健康福祉課主査（渡辺博子君） 人数の配分なのですが道南バスから請求がきたときに報告

として人数が何人乗ったかという報告がくるのです。それを見て私たちのほうでお手元にある

資料などをつくってはいるのですが、実際に運転手さんがどのような方法で人数を確認してい

るのかというところまで私たちもまだ把握していませんでしたので、2１日の委員会のときまで

には把握できるように調べておきます。申し訳ありません。 

○委員（松田謙吾君） これですね、人数を見ましたらこの３年間ほとんど変わりないのです。

我々が乗ってみますと何も数えている様子全然ないのです。お金を払うとき横を見てお金をも

らって何人乗っているのかどうか全然、私はずっと運転手の動作を見ていましたが人数は全然

数えていません、いい加減です。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 基本的には大人と子供の部分について人数とお金の計算が合

うという形になっています。当然１日の収入から人数というは基本的にお金の管理が間違えな

ければ人数の部分ではきちんと把握できるように、そのように我々は押さえていますからちょ

っと具体的な方法が細かな部分含めまして確認させていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。実態をいえば運転手さんがこうやってお金をもらうのです。

普通バスというのは一応形式的には入れ物があってそこにチャランと入れて最後やれば同じこ

とですが、こうやってもらった物をこうやってこちら側にもらった物を出しても明らかにわか

らないのです。今、生活福祉部長が言うように子供さんと大人お金全部合わせればいいのです

からそれはわかります。この意味はよくわかります。ただ改めて何かといいますと無料の人は

カードなのです。そのカードの人を数えなかったら何人乗ったかわかりませんよね。カードを

見ましたらお金をもらわないということはわかります。ですが総人数を数えなかったら出てこ

ないのでわかりません。言っているのはそういうことを言っているのです。ですから一応やは

り箱あったならそこにチャランと入れると「入れますか」と私が聞いたら「いやください」と
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言うのです。それはやはりちょっと違うのではないのということです。 

○委員長（玉井昭一君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 人数の把握の件については我々としては当然道南バスさんの

ほうに契約して人数のカウントも含めて料金の徴収きちんとやるようにもう一度しますので、

きちんとやっているとは思うのですが、実態としてどうなっているか先ほど主査も言ったとお

り 2１日にはきちんと回答できるように対応したいと思いますのでよろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君）  

 

 

 

 

先般５月 13 日元気号を氏家副委員長と熊谷委員と同じ調査ということで同じ便に乗ったわ

けでございますが、ほとんどのお話をさせていただいた町民の方々は大変ありがたく利用させ

ていただいていると、ほとんどお話をされた全員の方がそのようにまずはおっしゃっておりま

した。「料金の改定の関係でこれからの元気号の維持を考えた場合のいろいろ料金の改定の議論

が今、されようとしておりますがいかがでしょうか」とこれについてざっくばらんにお聞きし

たところ意見がいろいろと分かれておりました。やはり多く利用されている方々は 71 歳以上の

方でしたが、改定は望まないとはっきり明言される方もおりましたし、財政の関係でどうして

も厳しいということであればバスがなくなるのではあればこれは料金をかえてもやむ得をえな

いという方もいらっしゃいました。またある方は受益者負担というのは当たり前のことなので

今、取っていない人からも本当は 50 円でも 100 円でも取るべきだという方も利用されている方

がいらっしゃいました。それともう１人はもう間もなく自分は 71 歳になりますから無料になる

のでどうか料金はそのままにしていただきたいと、素直なお話ですね。旭化成団地に定期的に

移住されている方のご意見ですが、川崎のほうから来られている方らしいですが川崎は月

1,000 円払ってあとはフリーパスというふうにやっていると、ただし都会ですから 15 分間隔に

バスがどんどん出てくるというお話をされていました。この利用される方々に非常に多いのは

意外とＪＲやバスの時刻に合わせて乗る方々が意外と多いのですよと、その方も多分そういう

こともあるのでしょうがこういうお話をされていました。同じようなご意見の中で苫小牧方面

へのバス時刻に合わせてダイヤを組んでもらえないかとこういうお話がございました。それと

もう 1 人の方は健康維持のためにいきいき４・６で開催される週１回のひまわり体操のときに

必ず利用させていただいております。大変ありがたいバスでございます。こういうようなお話

が出ておりました。それで１点だけお尋ねしてこれからの方向性については 2１日にまたお話

をさせていただこうと思うのですが、このバス時刻ですとかＪＲの時刻に合わせたダイヤの組

み合わせ方といいますか、その辺は今まで少しは配慮されていたのかそれとも今まで配慮され

ていませんでしたが、今後の検討課題としまして検討していくつもりがあるのかどうかこの点

だけちょっとお尋ねしておきたいと思います。 
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○委員長（玉井昭一君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今の苫小牧に行く列車の時刻に合わせましたバスの運行とい

うことでございますが、これについては議会でも確か質問が出まして配慮ということで言われ

てございましたが、確かに朝一、白老から苫小牧へ行くバス列車に間に合うようにこちらのほ

うから来るバスには若干 10 分ほど前に白老の駅前にとまるようなバスの時刻になってござい

ますのですべてはなっていませんが、朝一のほうについては苫小牧の列車に間に合うようにバ

スの時刻を設定してございます。ただその時刻が何時なのかはちょっとはっきりすべてという

ことにはなっていないのも実態でございますので、そこら辺は可能かどうかこれもちょっと詰

めさせて、それがうまくかみ合えばそういう形にしたいと思いますが現状では朝一の苫小牧行

きの列車には間に合うようにバスの時刻のほうは決めさせていただいております。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 山本委員の今の質問の前の前段の部分、前段の言葉を撤回しても

らわないといけないのです。委員長、副委員長の中で運行を決めているわけではないです。常

任委員会の中で決めたことですから、今のような発言をされるとマイクも取っているのですか

らここに町民の方々もいらっしゃるのです。ですから議会のあり方そういったものも問われる

そういった発言になると思います。ですからきちんと撤回すべきところは撤回してもらわなけ

れば私は困ります。その後進めてください。 

○委員長（玉井昭一君） 今の意見については委員会のことでありますので、後ほど委員会の

みで結論を出したいと思います。ほかにございませんか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） いろいろご苦労されている部分も理解はできるのですが、現行につき

ましてはほかの委員も今回は２班に分かれて乗りまして状況ですとか、利用されている町民の

声も少ないかも知れませんが聞いてまいりました。私個人の感覚としましてはやはりかなり乗

られている方についてはこの町内循環福祉バスについてはニーズが高いと、要するに必要であ

るという認識が強く持たれています。やはり細かい話しを聞いていきますと各委員から出てい

るように時間の利便性を図ってほしい、乗り降りの乗降口がやはり非常に厳しいとかそういう

話は聞いてきました。そういうことも含めますと先ほど松田委員、大渕委員からも出ましたが

委託されている道南バスさんから今回使われている福祉バスの形態、老朽化も進んでいる中や

はりニーズに答えることについてはかなり抜本的な今後の取り組み状況も出ているのですが相

当な覚悟で取り組まないと私はやはり最大公約数のものにはならないと思うのです。それにや

はり財政的な問題で利用者の負担というところにも話はいくのですが、やはり大渕委員が言い

ました、今後の白老町におけるあり方についてはこの循環バスの役割は非常に大きいわけです。

先ほどから何か答弁を聞いていますとどうも四角すぎるのかなと、もう少し担当の課はわかる

のですが行政サービスを含めて横の連携含めた中身の使い方はできないのかなと私は思うので

す。言っていることをちょっと理解してもらえるかどうかわからないですが、やはりそういう

部分では今の道交法もありまして路線がどうしてもこういうふうになってしまうというのはわ

かるのですが、もう少し横出し縦割りをしてくださいというのではなく、やはりこれは必要で

すというものをきちんと検討する、そしてそれを我々と一緒に議論していくそういう姿勢がや
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はり足りないと思うのです。その辺はどう感じているのかまずそれが聞きたいということと当

然最終的には理事者の考え方がやはり現課におりてきて進んでいくということになのだろうと

思うのですが、理事者はこの辺の問題について当然庁舎内会議があるわけですからどのような

ことになっているのかその辺をお聞きしたいなと思うのです。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 理事者の意向という部分ですが先ほど松田委員から 22 年度

に方針を出すべくそのような提案でしたが、実際 22 年にどうなったのかというご質問に対して

お答えした部分に関連するのですが、費用負担のあり方という部分で 21 年度検討していますが

基本的にはその前提としましてこのバスをいかに維持していくか、重要なものとしていかに維

持していくか、そういうような押さえ方の中でこれはやはり続けていくための考え方としまし

ては費用負担のあり方を担当のほうとしましても議論させていただいております。バスの利用

者のためというよりもまち全体の利用している方、利用されていない方含めて全員といいます

か基本的には 300 円くらいのコストを負担しているということですから、そういう部分におい

ては今後やはり利用している方は多く負担していただいて何とか当然維持し、また充実してい

くとこれは基本的には大事なものとしまして理事者も受けとめながらただ利用者の多くの方に

負担していただくという部分についてはやはり多くの声を聞きながら、また充実する内容も含

めて慎重に考える必要があるだろうということで 22 年度は見送るかと。これは当然最終的な判

断は町長の判断でございますので、それは我々としましても議論しながら 22 年度についてはそ

ういうような検討する形に至ったということでございます。もっと横の連携をという表現につ

いてはバス路線の拡充ですとか、いろいろな路線の見直しというようなご質問になるかなと思

います。確かにここ数年時間帯及び路線についてはそれほど大きな見直しはかけていません。

そういう部分では利用される方のニーズと離れてきているのかも知れません。それはそのよう

に考えています。現実に社台、白老間のように通常のバス路線と競合するような部分について

はほとんど利用されていないという数字も現実にあります。ただ一部中に入るということも含

めまして現在維持しているのですが、このような路線のあり方についてはもっと利用者の声を

聞きながらやはり見直しをしていかなければならないというふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 正直いえば 2,000 万円かかる費用は大変だと利用者側にしますと福

祉バスは大変ありがたい、ただいろいろな意見がありますが負担してもいいという声もありま

す。ですから今後のことについては 21 日にまた話し合えばいいなというふうに思います。 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） きょうのところはこれで終わりたいと思いますが皆さんよろしいで

すか。委員の方々21 日に向けてこれからは進めたいと思いますがよろしいようであれば町側の

担当部の退席を認めます。これをもちまして建設厚生常任委員会を閉会いたします。 

（午後 ２時１２分） 

 


