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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 

 

平成２２年 ５月２１日（金曜日） 

   開  会  午後 １時００分 

   閉  会  午後 ２時０９分 

                                           

○会議に付した事件 

 １．町内循環バスの現状と今後のあり方について（健康福祉課） 

                                           

○出席委員（６名） 

 委 員 長  玉 井 昭 一 君   副 委 員 長  氏 家 裕 治 君 

 委 員  山 本 浩 平 君   委 員  大 渕 紀 夫 君 

 委 員  松 田 謙 吾 君   委 員  熊 谷 雅 史 君 

 副 議 長  吉 田 和 子 君 

                                           

○欠席委員（１名） 

 委   員  西 田 祐 子 君 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名 

 生 活 福 祉 部 長   辻   昌 秀 君 

 健 康 福 祉 課 長   西   幹 雄 君 

 健康福祉課主査   渡 辺 博 子 君 

 健康福祉課主査   佐々木 尚 之 君 

                                           

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

 主 幹   熊 倉 博 幸 君 
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    ◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 開会にあたり、委員長として傍聴者に、一言御礼申し上げます。 

 本日の移動常任委員会に参加をいただきまことにありがとうございます。18 日と本日は、

移動常任委員会を開催しております。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、実施をしてから約 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、議会への親しみ、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。

本日の会議は、おおむね２時間でありますが、後半の１時間は、本日ここにお集まりの皆さ

ま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） 本日の移動常任委員会ですが、18 日に引き続き、元気号につい

て調査をいたします。本日は元気号の今後、将来に向けてどのようにあるべきなのかという

ことを中心に行います。 

これより、調査に入ります。担当部署から説明があればお願いいたします。 

山本委員。 

○委員（山本浩平君） ５月 18 日に開催されました移動常任委員会におきまして、私が既

に決定されておりました日程について言及した部分がございます。この件は、審議内容には

なじまないということを認め、発言の撤回と削除をお願いしたいと思いますので、委員の皆

様方にお諮りを願いたいと存じます。 

○委員長（玉井昭一君） 今、山本委員から 18 日の発言の撤回の申し出がありました。そ

れについて、委員の皆さん異議がありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、異議なしと認めます。山本委員の申し出を受け入れた

いと思います。あとで精査をして削除いたします。 

 それでは、担当部署説明があればお願いいたします。西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 18 日には現状についてご説明を申しまして、そのときの

課題がペーパーで４番目にございまして、これについて今後のあり方について、どうあるべ

きか、ということで担当課のほうでは４点ほど検討課題というあり方について、上げてござ

いまして、１点目は、まず元気号は今現在 1,900 万円ほどの補助金を支出して、約６万人の

町民の足となってございますけども、新財政プログラムからもこれについては検討してくだ

さいということで現行利用料の改定、これについて検討しなければならないというふうに考
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えてございます。２つ目に、バス利用者の聞き取り調査ということで、これは昨年の８月に、

実は乗っている方の料金の課題を中心に、乗らない方も含めて、料金のことについて聞き取

りはしたのですけども、やはりまだまだ人数的に少ないのもございまして、このたびは２週

間ほどじっくりバスに乗りまして利用者の要望、行き先、乗っている回数だとか、そういう

のを十分聞き取りをしまして、今後の元気号にあり方について町民の意見を聞き取りして、

それを今後の元気号の運行のあり方に入れていこうという形で、５月 24 日から６月 12 日の、

実質は２週間、そして残りの１週間についてはデータ処理という形の中で、乗っている方々

の意見、要望を十分聞き取りをして、今後のあり方に努めていきたいというふうに考えてご

ざいます。３つ目でございますけども、この元気号につきましては、現在道南バスのほうに

補助金としてやってございますけど、道南バスさんに委託してやってございます。実は、こ

の件につきましては、地元に観光バスを経営されている方もございますので、できればこの

事業者も含めて元気号の運行に携わっていただければ地元活用ということにもなりますの

で、これについては制約等もございますけども、これからよく運輸局とも協議をしながら、

どの部分が可能なのかを含めて極力地元も活用しながら、現状の運行にあてていきたいとい

うふうに考えてございます。４点目でございますけども、これについては、きょう皆さまに

もペーパーでお渡ししているとは思いますけど、元気号を含めて、白老町の高齢者を含め、

障がい者を含めた足の確保をどうするかということを町全体として考えていかないといけ

ないということで、白老町地域公共交通活性化策について、町全体として協議会を立ち上げ

て、その中で元気号を含めて現状、課題の整理、それから課題解決に向けて、その内容につ

いて専門委員会等々を設置して、大きな中で今の交通のこともありますでしょうし、そうい

う元気号も含めた公共交通のあり方について町内事業者を含めた中で、我々担当も入ります

けども、そういう中で全体的にどうあるべきか、ということを検討していく中で、元気号の

あり方の位置づけを含めて、検討していきたいというふうに考えてございます。とりあえず、

あり方として、４点ほどとらえてございます。それと、前回質問にありました元気号の件で

ございますけども、まず１点目は、床の低いやつが非常に高齢者の乗り降りには利便性が高

いのではないかということで確認をしたところ、道南バスでは低床式では２台保有している

ということで、これは室蘭エリアと登別のほうに地域として２つあるのですけど、そこの中

の営業として使われているということで、路線バスの中で使われているということで、仮に

そういう低床式となれば、これはまた我々とも打ち合わせをしながら、そういうものを新た

に購入しながら対応していかなければ、現実として今、そういうものは持っていないという

ことなので、これについては今後の課題になるのかということでございます。それから、委

員のほうからのご質問がありました、雨が漏ってどうなっているのだと、非常に古いのでは

ないかというご意見がありましたけど、これについては大変申しわけなかったということで

道南バスのほうから、実は従前乗っているバスが整備するということで代車を用意したと。

その代車に、たまたま委員の皆様が乗られて、道南バスもその雨漏りについてもちょっと気

がつかなかったと大変お粗末なお話で、これについては道南バスのほうに仮に代車としても
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きちんと対応するようにということでお教えしまして、そのように対応するということでし

た。それからもう１つ、人数のチェックということですけども、これについては実は実際私

も乗り込んで見てきたのですけども、右側のほうにカウンターのやつがありまして、乗った

ときにきちんと右手でカウントしているのです。ただ、我々が見てはちょうど見えない位置

になりますので、どうなっているのかということなのですけど、きちんとカウントをして人

数は間違いなく乗った数を提出していただいてございます。ちょうど右側のほうにカウンタ

ーがございます。そしてもう１つ、料金の関係なのですけども、これもたまたま代車だった

のでそういうのがついていなかったのですけども、従前乗った下のほうに元気号という料金

箱がついていまして、そこに入れるようになっていますので前回皆さんが乗られて手渡しと

いうのは、ああいうのはたまたま代車だったということで申し訳ないということで道南バス

さんのほうで申していました。たまたま悪い、悪いというわけではないのですけど、代車が

たまたまそのような物しかなかったということで、それを代用したということで、これも大

変申しわけなかったということでございます。それから、年式については従前乗っているや

つは、やはりこの循環福祉バスという形の中で使っているやつでございまして、これは年式

的には通常使っているのは平成６年式で、ちょっと古いバスだということで、ただ、この辺

についてはうちも古いという話もございましたので、ここら辺が道南バスさんに所有してい

る年式が主にどのようなのがあるか含めてちょっとこの辺を課題としてとらえて打ち合わ

せの中で、そこら辺の年式の新しいものに交代できるかを含めて打ち合わせをしていきたい

というふうに思います。一応先だって、ご質問があって答えられなかった点についてお答え

させていただきました。私のほうからは以上です。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、委員の方、質問のある人は。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 虎杖浜の最終の停留所の件については、道南バスさんとの検討はい

らないのかどうなのか。こちらで勝手に、要するに海側にとめないで山側で乗降するという

ことがオーケーなのかどうなのかというのが１点、それから代車だと言われたらこれはどう

にもならない話なのですが、たまたま我々がそれに乗ったというだけの話だと。ただ、いい

のだけれども、料金箱はついているのです。我々が乗ったのはついていたのです。入れるこ

とはできるようになっているのです。普通の場合は入れて、入れるだけだったら同じなので

す。手で受け取ろうと、料金箱に入れるのと同じなのです。どこでチェックするかというこ

とが問題なのです。ただ、手で受けとると何となく感じがすごく悪いですし、公共的なもの

ではないような気がしてしまうのです。あそこにきちんとボックスがあったのです。どうし

て、それが例え代車であったとしてもついているものを使わないのかというのが、これでい

いのですが、やはりこれはちょっとまずいのではないかと思うのです。 

○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） 私も乗って、すぐ乗ったところにあるのです。元気号はそ

の下に元気号用というのがあるのです。そこに本当は入れるようになってございまして、別

なものがきちんとついているのです。本来こちらのほうは使わないように元気号用の料金箱
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がございまして、そちらに皆さん入れて、たまたま前回はそれもなくて、本来あるのを使え

ばよかったのでしょうけども、そういうことだったので運転手さんがいただいて、別な金庫

のほうに入れていたということで、これも大変申しわけなかったということです。それと大

渕委員の質問でＵターンの関係ですけども、実はこれは道南バスのほうにも申し入れはした

のですけども、確かにＵターンをして、それから戻るケースもありますし、それから車によ

ってはまっすぐ行く場合もあるそうなのです。実は、Ｕターンをするのだったらちょうど反

対側に降りるのですけども、Ｕターンをしないでまっすぐ行くルートのバスもございまして、

これは今検討していただいてはいるのですけどもＵターンしたときに、たまたまぶつかった

ときは乗っている方に当然そういう事故等の被害もあるということで、それは今ちょっと道

南バスさんでも検討はしているのですけども、それが本当にいいのかどうなのか。というの

は 10 メートル先に横断歩道がございまして、この横断歩道を通ってもらったほうが間違い

ないのではないかということで道南さんは考えておられて、そしてそこに戻していただいて

いたという経緯がございます。そこでそういうふうにもどうせ曲がるのであれば、そちらで

どうなのでしょうかということは、今検討していただいて、それが問題ないということであ

ればそういう形になろうかと思いますので、これは今道南さんでも検討しておりますので回

答にはなっていないのですけども、今検討中ということで了解していただきたいと思います。

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。横断歩道はあるけども、車はとまらないのです。現実的

には全部、国道もそうでしょう。手押し信号になっていますか。事故の後につけたのですね。

でしたら 10 メートルぐらい手前にとめなければだめなのですね。道交法上の関係で。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） そして、そこから 10 メートル歩いて、手押し信号で渡っ

ていただいているのがバスの都合がいいということです。 

○委員（大渕紀夫君） だけど、それはやはり親切ではないですね。それは強力に申し込ん

でください。 

○委員長（玉井昭一君） 今、西健康福祉課長が言った、まっすぐ行くというのはどういう

ことなのですか。バスがまっすぐ行くこともあるというのは、元気号だからあくまでも帰る

のだから、それ以上登別に行くという意味なのですか。その意味はどうですか。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 時間帯によっては、あそこをまたＵターンして、また同じ

ルートに戻る場合と、それからまっすぐそこで降ろしてから、例えば運転手が昼休みをとっ

たりする場合などもございまして、そのときはまた広いところへ行かないといけないもので

すから、あそこで降ろしてまた別な休憩ができるところで昼食を取ったりすることもあるも

のですから、便によってはＵターンをする場合もあるし、場合によってはまっすぐ行く場合

もあるものですから、全部がＵターンをするわけではないのです。時間帯によってはそうい

う違いがございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほかに、ありませんか。松田委員。 
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○委員（松田謙吾君） 先ほどの３点目の、他のバスの事業者とありますね。福祉バスのも

ともとの始まりは平成６年 10 月から出たのですが、緑泉郷の方々がまちへ出るのに４キロ

もあると、そこで本線を入れてくれということで道南バスが入ったのです。そしてそのかわ

り白老町は、確か私の記憶では年間 250 万円か 200 万円補助を出すと。それで入れたのです。

そうしたら道南バスは 250 万円では足りないから 350 万円か 400 万円をくださいとなったの

です。それで福祉バスを、では福祉バスを走らそうかと見野町長が。しかもその補助金をや

らないかわりに、今の福祉バスを道南バスに任すという条件も１つあったような気がしてい

るのです。ですから、今も本線が入っているのかどうかが１つ、それから今他の事業者に委

託を入るとなれば、その辺がどうなのかと。今の本線がもし入ったとすれば、また他の業者

にやると本線のあそこに入れないと、入れるならばまたお金をくださいということになるの

か。この辺のことはどうなっているのか、わかりますか。 

○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） まず、緑泉郷のバスの話なのですけど、私も以前その担当

でしたのでお答えさせていただきます。現在、緑泉郷に向かうバスは、１日２便午後のみ運

行ということで、苫小牧駅前から出発しています。それで緑泉郷のバスは国のほうで地方の

バス路線に対する補助制度というのが以前はありました。その補助制度の中で地元の要望を

受けた道南バスが、その補助制度を活用してバスを走らせたと。ただ、道南バスは結構赤字

が続いている時代はその補助を受けられたのですけど、かなり経営状況がよくなって補助対

象からはずれ、そして補助金も出ないし、町のほうも出さなくなったということで、道南バ

スの独自路線として運行してきた、それ以降は現在も含めて運行しているのかと思います。

それで、元気号の部分について、緑泉郷は緑泉郷としてあったのですけども、やはり一番初

めは、このいきいき４・６が、平成８年４月ぐらいからオープンしたときに温泉も入れると

いう、高齢者の公共施設ということで多くの全町的に利用していただこうと、そういうよう

な発想から一応無料の貸切バスの運行形態の中でやったということで、緑泉郷とのかかわり

については直接なかったのかと。これはこれで、いきいき４・６がオープンするときにあわ

せて始まったのかと思ってございます。２点目の、他の事業者という部分では、いろいろ法

的な規制があるようでして、これは西健康福祉課長のほうからちょっと確認をしていますの

で、お答えします。 

○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） 先ほどの辻生活福祉部長の補足でございますけども、往路

ばかりだけではなくて往復でございまして、朝７時 12 分と７時 50 分の、帰りが苫小牧駅 16

時と 17 時 10 分発、必ず往復２便あります。それが１点です。それから、他の業者にという

か、地元のバス事業者に、例えば業務がいっても委託するまでは道路運送法の第４条の規定

にあります、一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可を得るということです。この許可なの

ですけども、これについては結構資金的な関係だとか、それから運行管理責任者等の、言う

なれば取るためのハードルが高いのです。実際、資金が 100％用意していないだとか、やは
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り新規に取るとなると非常にハードルが高いということなのですけども、これは地域交通協

議会等々で、ここら辺が地元活用を含めて少し見直しというのですか、地元の要望が聞き入

れられるのであれば、ここら辺のハードルを若干低くなるということで陸運局も話されてお

りましたので、これについては今回町が全体としてできます地域公共交通活性化協議会の中

で、ここら辺も課題の１つとして取り上げた中で地元活用を少しでも加われるようなことで、

陸運局に聞きましたら地元、そういう協議会の同意というのか、サポートがあれば若干その

ハードルは低くなるやに、担当の専門官から聞いてございますので、ここら辺については、

私どもとしてもやはり地元活用というのは優先的にやっていかないといけない部分ですの

で、これについては積極的にやっていきたいと思っておりますので、そういう形で対応して

いきたいと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そうしたら何ら問題がないということですね。他の事業者にやらせ

ても。ということは道南バスですよ。あそこに本線が入っているでしょう。あれは、実際先

ほど私が言ったことだったのです。あれは絶対赤字路線なのだと、道南バスは。だけども緑

泉郷の方々の要望が多いために、まちが要請をして入れたのです。そして補助金を道南バス

に出した。先ほど言った、何回もやるごとに１年１年上がっていくものですから、もちろん

燃料の高騰もあるだろうし、いろいろあって。今部長の答弁からいくと、何らそれは別だと

いうことですね。そう理解していいのですね。 

○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） 緑泉郷のバスと元気号とは特に関連づけてということでは

ございません。ただ、緑泉郷地区、周辺の地区の方の足の確保ということでは元気号につい

ても、毎日ではないです。補助金とか、そういうことでは一切ございません。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今の福祉バスが道南バスを使うということでなくなったのです。私

の記憶で、これははっきりしているのです。ですから、そういうことはないのですかと聞い

ているのです。例えば、他の業者に移管した場合。 

○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） 緑泉郷に路線バスが乗り入れしているという関係の中で、

元気号を道南バスに委託をしているということではございません。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 違うのですね。当初はそうだったのです。だから、今は違うとはっ

きり言えるのですね。 

○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） 今後のあり方として、基準の緩和といえるかもしれないと

先ほどの西健康福祉課長の話なのですけども、現在の状況では町内のバス事業者にも元気号

の運行の路線許可を取ってできないかどうかという打診は過去にされている事実があるよ
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うです。その中ではやはり現在の陸運局というか、国の基準の中ではかなり規制が高いとい

うことであって、利用できないと。ただ、道南バスが緑泉郷に入っているからということで

の完全にはできないです。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 難しく話をしているわけではないですけど、民間委託をした場合、

今の本線あるでしょう。道南バスが入れている緑泉郷行きというのが。これが福祉バスをや

るときに、福祉バスをやる場合は補助金がなかったら入れませんということだったのです。

あれは、入っているのは要望なのです。道南バスが入れているのではないのです。白老町の

住民の要望なのです。住民の要望で福祉バスがないときには、白老町に要望だからお金をく

ださいとやっていたのです。それで、どんどん年ごとに値上がりをしていくものだから、そ

れであれば福祉バスを走らせてはどうだということでやったのです。はっきり私はわかって

います。そのときに補助金がなくなったのです。それから道南バスに福祉バスを委託させて

くださいということなのです。ですから、今度、今道南バスの別な業者に委託すると、あの

本線も道南バスも、では赤字だからやめるということにならないのかと言っているのです。 

○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） その件は直接、以前からも企画のほうがこういう交通関係

の窓口でやっていましたので、現在そういうような緑泉郷バスの存続とか、存続条件につい

ての話合いがなされているのかどうか、ちょっと私十分認識していませんでしたので、そこ

のところはきょうのところお答えは難しいと思います。ただ、１点補足しますけども、認可

を取ると路線バスという条件の中では現在のところ、町内事業者は認可を取って道南バスの

かわりに路線バスとして、この循環バスを走らせるということは今の基準ではかなり難しい

ということを聞いてございます。有償であっても、無償であっても。 

○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） 難しいということについては路上免許を申請する際に、ま

ず５つほど要件がございまして、まず１つは最低５台の常用車と１台の予備車が必要となり

ます。乗り合いバスです。ですから、全部で６台の事業に対してバスが必要だということが

１点です。２つ目は、いいとこ取りの運行は認められないと。公共ですので、例えば町がこ

こは行ってくださいと、やはり商売ですので事業者は人の多いところばかりを取りたがるの

ですが、そうではないよと。基本的にはすべて足の確保するところは回ってください。公共

性を担保してください。これは２点です。３点目は有資格の運行管理者、整備管理者、運転

手が必要ですと。４点目の、資金計画の提出が必要。これは１番大きくて、まず実施する際、

所用金額の 50％以上かつ事業開始当初に要する資金の 100％以上の自己資金が申請日以降も

常時確保されている。ここが、実は従前白老観光バスさんとも話をしたのですけども、ここ

の資金的なところが非常に厳しいというお話があったものですから、ここら辺がやはり許可

を得るときに、ここの資金を確保というのが当初確認をしたときは非常に厳しいのだという

お話でした。それと、５つ目は常にこの事業に必要な知識を要すると。この５つがあるので
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すけども、特に最初の６台の乗り合いバスを所有してということと、それと資金 100％を自

己資金が常に用意されている。この２点が、当時白老観光バスの社長さんと話をしたときは、

この点が非常に申請するにあたっては課題なのですというようなお話でした。 

○委員長（玉井昭一君） 白老町の行政として、白老町の業者を利用したいという根本です。

もし、利益が上がった場合は税金も納めていただけると。当然のことです。赤字になったら

やめるしかないでしょうけど。そのための 100％資金、常時というのが約 2,000 万円ぐらい

だと思いますけど。常時使えるバスを６台用意するという、２台動くのに６台を用意すると

いうのは、どうも不合理なのだけども、資金の部分については、ある程度わかるような気が

します。これはないと赤字になった場合にすぐやめるなんていうことになると、町民に対し

て迷惑をかけるわけだから、こういうことにはならないかもしれないけども、バスを６台用

意するというのは、どうも腑に落ちないのです。無理難題を言って業者をふやさないように

しているのではないかというような気がするのだけれども、この辺を問い詰めたことがある

のですか。西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 実はこれは陸運局のほうに確認をしたところ、今玉井委員

長が言われたとおり私も聞いてみました。そうしたところ、そうではないのですと。やはり

公共交通という中では、例えば取得してすぐまたいろんな面でだめになると、いろんな面で

言うなれば国民の生活に支障がきたすので、ですからそうならないようにある程度のハード

ルは高くしておかないとだめだと。気持ちとしてはわかるのだけれども、やはりこの辺は国

民というか道民の足の確保のためには、ある程度誰でもやりたいという人が来て、それを許

可して、後々だめになったケースもあったやに聞いてございますので、そういうことになら

ないようにということでハードルはちょっと高くしているのだという専門家のお話でした。

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。前回聞いたのですが、要するに私はこの問題で一番大切

なのは、まちの政策がどうなのかという部分だと思うのです。きょう聞くというふうに言っ

ていたのだけれども、人口減と高齢化対策には政策と政策的に、私はどうしてもこのバスが

必要だろうというふうに思うのです。ですから、単なる福祉バスだとか、そういう意味では

なくて白老の将来像を考えたときに、どうしてもこれは町の政策として必要だと。そこから

出てくるのが全員有料にするのか、全員無料にするのかというのは、そういうところから出

てくる問題だと私は思うのです。１つは、きょう活性化協議会ですか、こういうのが今の政

策的な部分と、どんな役割分担をするのか。という意味は、どういう意味かというと、この

活性化協議会というのは実際には業者の問題や、それからまちの活性化の問題、何点かここ

に書いていますけども、公共交通機関利便性の向上ですか、それからデマンド型交通システ

ム導入の検討、公共交通を核とした産業振興策等の検討。こういう政策方針なのですね。こ

の協議会の場合は。まちはやはり私は人口減、高齢化対策の政策として、このバス問題をど

う位置づけるかというあたり、ここら辺がどういうふうにまちがきちんと持っているのか。
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そのことによって、これが存続したほうがいいかどうか、上げたらいいかとか、便数をふや

したほうがいいとかというのは、そういうのがあっての話ではないかと思うのですが、そこ

ら辺はどうですか。 

○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） 現在、健康福祉課で、ある意味高齢者福祉の生活支援の一

環ということで循環バスの位置づけをして担当してございますけども、平成 14 年から一応

一般の方も乗れるようにしたということで１つはその時点ですべてではないですけども、町

民の足の確保。特に交通機関が確保されていない部分、それに１つ進んだのかと思ってござ

います。そういうことで、あと有料化の話も出てきて、だんだん高齢者の無料というものを

どうするのかというのが議論としてございますけども、基本的には多くの利用している方に

負担していただきたいという方向の中で、ここの部分ではより町民の足の確保、それと先ほ

ど言いました高齢化もありますし、また実際足がないという部分ではちょっと最近話題にな

っている生活困難というか、そういうような位置づけのところもどう考えるのか。そういう

ことで、ここの部分はやはり、今健康福祉課で位置づけをしていますけども、まちとして交

通政策、そういうような観点から考えなくてはならないと、そういうどこの課でやるかとい

うのがございますけど、そういうような考え方の中で今後検討を進めていきたいと思います。

そういう部分では、実は国のほうも法律で平成 19 年 10 月に地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律というのができまして、きょうお配りした資料は、地域公共交通活性化策とい

う資料が、これは企画課のほうで今窓口となって進めているのですけども、国のほうとして

も住民移動手段の確保とか、地域活性化、あるいは環境問題について地球温暖化対策と、そ

ういうような考え方もあろうかと思いますけど、そういうもろもろの国の重要な課題として、

国としても検討していかなければならないということから、現在民間のバス事業者が非常に、

特に過疎地域では経営が困難だということから、そういう見直しというのを求めて、そうい

う支援策というか、検討する協議会の設置等に対する助成制度が受けてきているのかと思い

ます。そういう面では、ある程度そういう町のこれからの課題に答えられる、国の政策とい

うものを活用しながら公共交通機関としてのあり方、これは元気号だけではなくて、この資

料でもございますけど、民間事業者でもいろいろなバスが出されています。買い物のバス、

従業員の送迎とか、あるいは病院の患者送迎バスとか、現実にはタクシーというのもござい

ます。規模の大小がありますが、いろいろ町民の足の確保になっている部分もございますの

で、そういうような関係者がまとまって、やはり町民の足の確保をどう考えていくか。まだ

採択にはなっていないということで、現時点でまだ明らかにしていなかったのですけども、

一応今回の今後のあり方という部分で非常に関係がある話ですので企画課のほうの了解を

いただきながら、今回は資料を提出させていただいたということでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。そこのところはわかりました。公共交通機関を確保する

といいうことで民間を含めて、そういうものを立ち上げてやるということ私は結構だと思い
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ます。ただ、しつこいようですけど、町の政策として人口減少対策に、これを位置づけする

ことができないかと。これは、白老町の将来にとっては、例えば買い物、病院を含めて、高

齢化というのは単なる年齢がいった高齢化ではないのです、私が言っているのは。人口減少

の部分なのです。２人夫婦でいた方が１人かけたために子供たちのところへ行くと。それは

もう車が運転できなかったら生活ができないというのが実態なのです。旭化成団地や、緑泉

郷だとか、柏洋団地とか、クラウンだとか、みんなそうなのです。だから人口が減るのです。

だから、私が言っているのは単なる高齢化対策ではなくて、人口減少対策ときちんとリンク

させて町が政策的にこの公共交通機関、要するに住民の足を確保するという立場に立たない

と、そのことと高齢化対策は、確かに一致している部分はあるけども、違う部分もあるので

す。そういうことを本当に町が議論して政策的に位置づけて、この問題を取り組むのと、そ

うではないのとは全然違うというのは私の考えなのです。ですから、そういうことをこれか

ら、今すぐやれというのではなくてもそういうことをきちんと議論して位置づけて、例えば

ことしの財政改革プログラムの中できちんとそういうものも方針的に位置づけた上で検討

していくというようなことにしないと、もう２万人の人口が割って１万 9,000 人になって、

私はすぐもう１万 7,000 人ぐらいになってしまうと思うのです。だからそういうことはすぐ

やるべきではないかと思うのだけど、その点すぐ検討するなり何なりを含めてどうですか。 

○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） 私の所管以外の部分もあるのですけども、答えられる範囲

で答えさせていただきます。当然こういう公共交通のあり方についても検討の中にはねらい

としては高齢化もありますけれども、いろいろないくつものバスが同じようなルートを、時

間帯は多少違いますけど、走っている、そういう環境対策というねらいもありますし、また

大渕委員がおっしゃったようにやはり人口減をいかに食いとめるかという部分での公共交

通のあり方。そういういろいろな要素があるのかと思います。当然、協議会の中ではそうい

う大渕委員のご提案があったことも含めて議論の対象になっていくのかと思います。それと、

スピードという部分では、私どもが聞いていますのは、これは採択になれば、平成 22 年度

の中で今後の方策についてまとめ上げると。ここ２月まで素案作成ということで書いてござ

いますけども、そういうようなことで今後のあり方、方針についてはその中で今年度中に１

つの方向が出されていくのかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今、大渕委員が言われた部分は、私は１番大事な部

分だと思うのです。ただ、これからの白老町のあり方をどう考えるのかというその１つのビ

ジョンがはっきりしないと、いろいろないいことを言ってもなかなか決まらないというのは

今おっしゃったとおりだと私は思います。ただ、福祉的な問題をしっかり充実させていくた

めには当然経済もしっかりしていかないといけない問題だと思います。そこで今企画課との

調整、そういった横断的なやり取りも必要だというお話も聞きましたので、ちょっとお伺い

しますけども、やはりこれから環境のそういった分野というのがすごく大事になってくると
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思います。白老町は特にそういった分野に関しては先進的なところをいっているまちですか

ら、それを考えると将来は、今はバイオ燃料から、将来は電気に移行していく、そういう時

代に入っていくと思います。今、白老町にも誘致している企業さんあたりでも、そういった

バイオ燃料のつくりながらやっている企業がありますね。そういったものをうまく、その時、

その時代時代に応じてうまく利用していくことが私はやはり大事なことなのだと思うので

す。それは先ほど言った、低床式の高齢者対応を段差の少ない低床式のバスを求めるという

のも当然そうです。その時代だから。その時だから求めるのです。今、それが道南バスさん

では２台保有しているけども、今は地方で使っていると。新たに利用すると買わなくてはい

けない。確かにいろんな問題はあるかもしれないけども、白老町が目指す、先ほど大渕委員

が言っていた、白老町が目指すべき将来像というのをしっかり見据えたときに、やはり一つ

一つが解決していく。確かにそこには投資もしなければいけないかもしれません。そして、

そこで民間事業者とのテーブルに着くというのも大事なことなのかもしれない。でも、何か

こう、私はずっといろんなことを行政の方々とお話をするときに、１分野１分野ではしっか

りとした考えを持っているのだけれども、なかなかそれが連動できないというか、福祉政策

は福祉政策、経済は経済、産業は産業。何かそういうふうに見えてならないのです。ですか

ら、そういったものが企画課なら企画課が中心になってもいいのです。今、福祉バスについ

てこういうことをやろうとしているのだけども将来的な考え方の中でどうあるべきなのか

ということをみんなで考えなければいけない。それは、今辻生活福祉部長が言ったとおりだ

と私は思います。そこを本当にできるかできないかだと思うのです。ですから、その辺につ

いてはこれからの環境問題についての燃料、私たちも何回かバイオ燃料の事業所を見せても

らったときに、例えばガソリンがリッター130 円以上になる、それが１つの基準になるのだ

という話も聞いていました。今実際、ことしの冬あたりは安かったけど、実際今はもう 130

円をこえて 140 円になっていますね。そして昨年の高いときは 170 円とか 180 円に近い燃料

の高騰というのもありました。でもこれからはそういった化石燃料というのはどんどん少な

くなっていって高騰化してくるというのは将来的にわかる、わかるというか、そういうこと

を見据えたときに、このバイオ燃料だとか、そういったものを使ったバスの運行というのも

大事なような私は気がします。将来的には、それこそ電気自動車、海外ではそれが普通にな

っているという話も聞くけども、そういったものも見据えた形の中でこの福祉バスのあり方

を考えていかなければいけないのではないかと。ですから元気号、福祉バス、高齢者対策と

言うけども、それは本当に大事なことだけども、本来福祉バスというのは、これからの白老

町にとってどうあるべきなのかという、そこが１番大事なところではないかと思うのです。

そこからいろいろなものが見えてくるような気がしてならないのです。ですから、福祉課で

言われる考え方というのは最初の１番最初にもらった、現状と課題についての把握はしっか

りされているなと私は思います。思いますけども、現状と課題についてはいるけども、将来

のあるべき姿というのはまだ見えていないような、私は気がします。その辺についての考え

方をやはり、私はしっかり持ってもらわなければいけないような気がするのですけど、それ
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についての考え方はどうですか。 

○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） 循環福祉バスに限っての部分でのあるべき姿ということを

お答えいたします。先ほどもちょっとお話をしましたけど、基本的には平成 14 年 10 月から

は一般の方も乗れるように、高齢者の方は無料パスがあるので無料ですけども、そういうこ

とで基本的には町民の総体的な足の部分ということに、このバスの位置づけも変わってきて

いますし、今後のあり方についても見直しの中で、費用負担のあり方の話はありますけど、

そういう方向の中で当然考えていかないといけないと。ただ、ほかにもいろいろな民間のバ

スが運行されているという部分、そういう部分では、やはりそれらも含めて、さらに元気号

だけではなくて町内のいろいろな足の確保という部分では、いろいろ民間とも連携をしなが

ら、特に町がかかわっている動きとしては循環福祉バスについても、あり方について今後こ

れからの１年間の中で十分議論していきたいと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 考え方はわかります。私が言っているのは、経済、また企業と

の連携というのはどう考えていますか。白老町に実際ある、結局はバイオ燃料と今いわれて

いる部分の企業が来ていますね。来ていても、結局それをまちで利用するという部分は一部

以上ではないですか、現状のところでいくと、そういった企業に１回来てもらってもその企

業が生きる道がない。これは、バイオの関係の話なんていうのは、はっきり言ったら国策な

のです。これを、そういった部分で進めてきたものを町が利用できないとか、民間事業者が

利用できないような状況、ただあればいいものではないと私は思うのです。これはバス会社

だけに限ったことではなくて、例えば民間のタクシーだとか、そういったものについても利

用できるかできないかという話にも私は絶対必要なことだと思うのです。そういったものが、

例えば今そういった企業を、やはりまだ絵にかいたもちでもってやったはいいけども全然採

算が取れないような状況なのだといって、そこから企業は撤退をして、そこの雇用が失われ

るだとか。結局は何か来てくれたらそれでいいよとか、それをうまく活用するものが何もな

いような、何もないというよりもそういったビジョンが見えないから、そうなるのかもしれ

ない。でも実際そういったバイオ燃料などをうまく利用してやっている市町村だってありま

すよね。私はそういったことを、まちとしても、せっかく白老町にそういった企業が来てく

れて、その企業というものがあって、どうしてそういうことが利用できないのかと、そうい

うことを考えながら視野に入れた協議の場にもってこられないのかと私は思うのだけども、

その辺についての考え方はどうですか。 

○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） ちょっとバスに関連して燃料の、特にバイオディーゼルと

いわれている燃料の扱いについてのご質問かと思います。健康福祉課というよりも生活環境

課のほうが担当をしていまして、私もちょっと把握をしているのですけども、バイオディー

ゼルをつくられている会社の燃料、町の公用車も含めて使えるのなら使っておりますけども、
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やはり冬期期間は問題があるようなのです。冬期期間はやはりつかないことという点が、薄

いとか、固まりやすいとか、そういう部分での機器の条件をつけなければいけない。例えば

燃料タンクを暖めるという施設の改修とか、そういう部分にいろいろなネックがあって、ま

だ十分浸透していないと、基本的には氏家委員がおっしゃったように、そういうようなバイ

オ燃料というのは国策でもありますし、これから地球温暖化対策に取り組まないといけない

ということで、これは民間事業者さんにも含めて、町で支援策を講じるかというとまた関連

性の話になってくると思うのですけど、やはり多くの事業者が利用できるようにというふう

に、そのように進めないとならないのかと思います。ただ、これについては、北海道とか寒

冷地の特殊性の問題で本州方面のほうでは、特に冬季期間は凍結の心配がないようなところ

についてはかなり普及してきていますが、北海道については冬場をどう乗り切るかと、そう

いうことで１つ課題が大きいというふうに聞いております。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。それでも寒冷地だからといって、今大分機器の整備

も進んできて北海道でも寒冷地対策の中でやっている部分もあると私は聞いています。です

から、そういった面ではこれからエンジンだとか、そういったものについての問題かもしれ

ない。でも考え方の中で、できるできない、すぐやれとかという話ではなくて、白老町にそ

ういった企業がある。そして、それだけではなくていろいろな企業があって、そういったい

ろいろな白老町がやろうとすることに対しての問題に対して企業がテーブルに着くという

ことが、私は大事なことだと思うのです。協力をしてもらえるものなら協力をしてもらう。

私は、そういった考え方でやっていかないと、例えばいろいろな企業誘致をしても、ごめん

なさいこれは元気号だけの話に限って言えば余り広く染まってしまうかもしれない。今回す

べてのことにおいて、そういったものが１つのテーブルに着いて協力しながら考えていかな

ければならない問題。しいては、それが白老町のこれからのまちづくりという部分で、すご

く大きな原動力になるというか、民間の活力を使っていく。そういったものが１番大きな原

動力になるのではないかと思う観点から、ちょっと言わせていただきました。 

○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） 元気号に限って言いますと、先ほどの軽油のバスの話、ま

たこういうバイオディーゼルを使うとなると、道南バスとしてもやはりバスの改修等が必要

かもしれません。ただ、その両方とも今後の時代には必要な事項かと思いますので経費的な

ものには、当然反映してくるとは思いますけど、実際それで導入できるかどうかということ

の検討も含めてやはり進めていかなければならないのかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の氏家委員の質疑を聞いて、前回の 1８日の質疑のときの疑問に

感じたことを２、３点ちょっと聞かさせてください。今の元気号のシステム、一般乗り入れ

方式で平成 14 年ごろから町民が乗れるようになった。それはわかるのです。それも必要な

ことなのだけれども、今回やはり元気号の問題でいろいろな議論をしていくと、最終的にこ
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の一般乗り合い方式であるがためにいろいろな弊害が出ているのではないかと思うのです。

それはなぜかというと、先ほど松田委員からのほうからも出たのだけれども、道南バスさん

しか運営を受託できないようなシステムになっているのではないかというのが私は感じる

のです。ということは、この方式をやめてしまえば一般の人が乗れなくなるという可能性は

あるのかもしれないけれども、町内のやられている方に６台もバスを持ってやれという話の

枠組みは本当に必要なのかということが、まず１点。それによって、例えば町民が望んでい

る、ここのところちょっと入ってくれれば助かる町民がいるのですねという声も聞けると思

うのです。そういうことが考えられないのかと。それからもう１つは、この事業にかかる、

道南バスさんに送っている 2,000 万円、1,900 万円だけども、このお金、これは一般の会計

の中の、例えば国だとか道からの補助金だとか、そういう部分が組み入れされているのです

か。それとも、町単費丸々なのだろうか。その３つをちょっと聞かせてください。 

○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） 私も西健康福祉課長のほうから説明を受けている部分を含

めて答えられることはお答えしますけども、買い物バスのように行き先が１つお店ですと、

そして不特定多数ということではなくて、ある程度限定されてという部分については普通の

貸切バスの範疇で動かすことができると聞いております。ただ、今回この元気号もそうなの

ですけども、停留場をたくさん設けて自由に一般の方が乗り降りできると、そうなってくる

と無償であってもこれはきちんと路線バスという認可の中でやらなければならないという

ことのようです。それから言うと、これは例えば無料にして委託方式でできないかという、

私もそういう発想の中で担当のほうとも確認したのですけれども、それについてはやはり今

の法律の中では無理ですと。やはり路線認可の中で無償であってもやらなくてはならない。

そうなってくると、バス事業者の許可基準というのは全国一律のものなので、やはり先ほど

言ったバスを一定の台数持っていなければならない、一定の資金を確保しなければならない。

そういうことからいうと町内事業者がやろうとすると、そこの部分は１つクリアしなければ

ならない。そこで町の応援ができる部分があるかないかということですが、そういうふうに

聞いてございます。あと、財源の部分については、これは町の単独政策ですから、これは税、

あるいは交付税含めて、いわゆる一般財源の中で行って、その一部を有料の方に負担してい

ただいて。ということは、このバスについては利用されない方も負担をしていると、そうい

うようなことになりますので、それは本当に全町民的な議論の中でこのバスのあり方につい

て当然考えていかないとだめかと思います。もう１点、デマンド型については、路線バスと

いう先ほどとの絡みもあるので、現在降りる部分、乗る部分については、国道以外について

は、実際最寄りの所では、たださらに中に入ってということまではしていませんけども、今

後のあり方という部分では自宅から目的地までとということが新たな交通体系として可能

になれば、それはそれで考えられない部分かと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 一般財源でこれだけの負担をしている事業である、それから今辻生
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活福祉部長がおっしゃるように利用されている方も負担もあるし、当然乗っていない方も負

担もあるという現状ですということですね。そうなれば１つ、これはかみ合わない議論にな

るかもしれないけども、道交法だとか、許認可の関係をもっている支省庁の枠組みだけでや

ったって、これは実態に私は地域でそぐわないと思っているのです。そうなれば、今いろん

な方策があると思うのです。例えば、特区を取るだとか、やはりこういうところがきちんと

覚悟を決めてやらないと地域の住民の方には理解もできないだろうし、私はやはり氏家副委

員長も言っている、大渕委員も言っている、今きちんと対策を持っていなかったら本当に人

口も減るだろうし、経済もおかしくなるだろうし、うちのまちの存亡自体がなくなると思い

ます。もうちょっと高い意識を持って検討委員会みたいなのをつくるのはいいのだけれども、

いろんなところの民間の動かす公共事業も含めてどうあるべきかということをやるよりも、

実際にできることからやっていかないと、私はもう待ったなしだと思うのですが、その辺は

どうなりますか。 

○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） 循環福祉バスに限って言えば、今後のあり方、循環福祉バ

スの含めての今後のあるべき姿については、１年をかけて今後方針が出されるだろうという

ことですけど、方針が出されてもそのとおり、ではすぐできるかというとまた時間がかかる

話も当然あると思います。そういう部分では、やはり元気号として、より利便性を高める。

ダイヤとか停留場の問題とか乗り降りの問題を含めて、これについては今後のあり方はあり

方でやりますけども、やはり見直しできるものは、なるべく早く見直ししていく必要がある

だろうと、そういう考え方を持っております。そのためにも、委員さんもバスに乗られまし

たし、我々のスタッフも、私も１度３週間ぐらい乗っていますし、現実に乗って、さらに昨

年のアンケート調査はどちらかというと費用負担についての質問のほうが多かったので、実

際にどういう形で利用されて、どういう希望なのかということで、実はアンケート調査を５

月の半ばぐらいからやろうかということで準備をしていたのですけど、実はここの委員会が

あるということで委員の皆さんの質疑も聞きながら必要な場面ではアンケート項目を追加

しようということで、実は来週から調査することにして、その中で反映できるものはなるべ

く早く反映させた形で当面また元気号を充実させていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そういう感じで進んでいただけるということを今聞きましたから、

我々としてもきちんと対応しているかどうかということは、さらに我々の考え方もこれはい

ろいろな形で出てくるとは思いますけども、これが検討されるところに大いに反映していた

だきたいと思いますので、辻生活福祉部長よろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 委員からの発言がまだあっても時間がないのでできないのです。私

は正直まだあります。これは１時間ばかりで審議していないでしょう。もう少しやはりがっ

ちりやらなくてはだめです。何にもこれでは、まだまだ本当は３時間も４時間もしたいです。
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というのは、この事業は 16 年かって２億 8,700 万円もかかっているのです。白老の大きな

福祉政策なのです。これは町長の行政の専権事項なのです。行政が、私はこの 20 年からこ

の福祉バスの考え方はきちんと、私は述べています。会派としても。でも全然やらないで、

いまさら検討委員会をつくりますなんて、こんなことをするから時間がたってしまうのです。

私はもう少し早く、２億 8,000 万円も６万人も乗っている。もちろん人口減もあるし、大渕

委員が言っている人口減もいろいろ含めて、この福祉バスというのは真剣にまちの将来にか

かっているのです。それから、もう１つは、私が最近びっくりしたのは、白老の方が随分求

めているのです。このバスそのものは竹浦、北吉原、虎杖浜の方々が求めてできた福祉バス

なのです。白老は店もあるし、美容院もあるし、それから緑泉郷や竹浦や遠い方々の足とし

てつくったバスなのです。しかしながら前回のお話を聞くと、白老の川沿の方々がたくさん

待っているのだという話なのです。ですからこうなると、このバスの考え方そのものがらり

と変えた、やはり先ほど言った人口減、高齢化を含めた、ものの考え方を変えなくてはだめ

なのです。それをもう少し真剣にやらないからこういうことになるのです。まだたくさんあ

りますが、これぐらいにしておきます。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 ２時０７分 

                                           

再  開  午後 ２時０９分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 本日の移動常任委員会は、これをもちまして閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

                                   （午後２時０

９分） 


