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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 ７月２３日（金曜日） 

  開 会   午後 １時２９分 

  閉 会   午後 ３時５７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） 

 ２．視察先について 

                                             

○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  西 田 祐 子 君         委  員  山 本 浩 平 君 

委 員  大 渕 紀 夫 君         委  員  松 田 謙 吾 君 

                                                

○欠席委員（１名） 

委 員  熊 谷 雅 史 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 

事務局主幹   熊 倉 博 幸 君      

 書   記   伊 藤 沙 織 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（玉井昭一君） 皆さんご苦労さまです。ただいまより、建設厚生常任委員会を開催いた

します。 

（午後 １時２９分） 

                                            

○委員長（玉井昭一君） 町側、説明はありますか。はい、辻部長から説明を受けたいと思います。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 資料配布してございますが、本日説明させていただく事項２点で

ございます。 

１点は、利用者のアンケート調査結果でございますけれども、よりバス利用者の実態を把握する

ため、５月末から６月上旬にかけまして、調査のためにバスに乗車して個々の聞き取りを行いまし

た。その結果、担当のほうからのちほど報告しますが、買い物の利用でより利用されていると、そ

の辺の実態が明らかになってきたのかと思ってございます。 

説明事項２点目、道内の他の市町村におきまして、循環福祉バスに類似するバスを運行している

実態等も、その概要を把握しましたので、それについても一覧表で報告させていただきます。 

それでは、担当のほうから説明いたします。 

○委員長（玉井昭一君） はい、佐々木主査。 

○健康福祉課主査（佐々木尚之君） それでは、私のほうから議題１に上がっております平成 22

年度町内福祉バス（元気号）利用者アンケート調査結果について報告いたします。 

 １ページ目、アンケートの調査目的といたしまして、町内循環福祉バスの利用実態を把握し、今

後の事業運営の見直しの参考とすることを目的として、バスに乗車しまして利用者に直接アンケー

ト調査を実施いたしました。 

 調査の実施方法は、実施期間としまして５月 24 日から６月７日、11 日間、福祉バス 52 便に対し

まして、回答者数 656 人でありました。調査項目につきましては、性別、年齢、居住地、乗車（降

車）場所、利用頻度、乗車目的、主な行き先、その他要望ということでお聞きしております。 

 次に回答結果のほう報告いたします。（３）性別、男性 149 名、女性 507 名、計 656 名。年代別に

しまして、10 代 14 名、20 代 16 名、30 代 11 名、40 代 35 名、50 代 17 名、60 代 63 名、70 代 219

名、80 代 264 名、無回答 17 名、計 656 人でございます。この内訳のほうで、60 代以上の高齢者と

しまして、82％を占めておりました。 

 次に、回答いただいた方の居住地といたしまして、社台の方 42 名、白老 176 名、石山 78 名、萩

野 118 名、北吉原 69 名、竹浦 75 名、虎杖浜 98 名、計 656 名でございます。 

 こちらの方たちの乗車場所、「町立病院」「いきいき４・６」「役場付近」というのが最も多く全体

の 42％を占めておりました。移動場所としまして、各地区のほう、大体 70 代、80 代の方が「町営

球場入口」の停留所を使っておりまして、40 代、30 代の方は「萩野生活館」付近での乗車（降車）

が高かったです。 
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 ２ページのほうに調査結果として表を載せてあるのですが、３ページ（５）調査結果分析のほう

とかかわりがありますので、（５）のほうで説明しながら、（４）のほうを見ながらいきたいと思い

ます。 

 調査結果の分析としまして、利用目的、「通院」「入浴」「買い物」はおおむね同割合で約 76％を

占めておりました。年代別にみますと、70 代、80 代とも全体数と同傾向でありますが、60 代、50

代は「買い物」の利用が半数近くを占めております。「通院」「入浴」は、合わせて約 27％となって

おります。 

40 代、30 代以下では通勤の方が、平均して 85％を占めており、80 代から 60 代の「その他」とい

うのは「家族の介護、見舞」ということで病院のほうへお使いになっている方がいらっしゃいまし

た。 

次、②行き先、「町立病院」「いきいき４・６」「商店」はおおむね同割合で、全体の 73％を占め

ております。年代別にみますと 80 代の方は「いきいき４・６」の利用が多く 35％であります。「町

立病院」「商店」は合わせて約 47％となっております。70 代の方は「商店」が約 35％で「町立病院」

「いきいき４・６」は合わせて 47％であります。60 代、50 代の方は「いきいき４・６」の利用よ

りも、「町立病院」「その他町内の病院」「商店」へ行くためのという利用の割合が高かったです。 

また、40 代、30 代の方は「その他」の理由ということで、福祉施設への通所などに利用している

方が多かったです。 

回答先の中で「買い物」ということで、全体的にはパセオしらおいの利用が 42％と多く、次に「大

町商店街」のほうへ 18％、「スーパーくまがい」15％となっておりました。 

次、③利用頻度、全体的に各年代ともに「週２回以上」利用している方が多く 80％以上を占めて

おります。利用目的の割合は違いますが、各年代とも利用頻度は多いほうで、利用者にとって「元

気号」は重要な交通手段になっておりました。 

その他の調査結果、現状の運行形態で満足している利用者が多いのですが、下記のとおりの要望

もありました。要望としまして、ＪＲへの乗り継ぎ時間を考慮した運行時間の変更をお願いしたい

というのと、一部ルート変更できればというものでありました。 

意見のほうとしましては、71 歳以上の高齢者の方は無料パスで乗り降りできるのですが、自分た

ちも利用料を少しでも支払うので、福祉バスの存続を何とかお願いしたいという意見がありました。 

その他としまして、利用頻度の中で考察しまして、社台から役場へ来る便と、町立病院から西団

地の便に対しましては、利用者のいない便もありましたので、今後少し便の利用の方法等も考えて

いきたいと考えています。以上でございます。 

それでは、議題２の他市町村における地域交通の状況ということで、一番終わりのページにあり

ますＡ３判の表になります。こちらにつきましては道内 11 市町についてアンケート調査を行いまし

たので報告いたします。実施主体は主に各自治体が行っております。ニセコ町につきましても、ニ

セコバスとは書いてあるのですが、補助金を出して実施していただいているところであります。 

次、運営目的としては、そのほとんどが住民の交通手段の確保であり、その他のものとしては小
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中学校の登下校のスクールバス的な要素としても使われております。事業形態はといいますと、そ

のすべてが有償によるものであり、その免許の種別としては自治体が所有するバスによる 79 条免許

を利用した１市５町の６カ所、委託先が所有するバスによる４条免許による１市３町の４カ所であ

りました。 

これらは自前で運行している２町を除きまして、表の中のとおり委託先により運行を実施してい

るところであります。次に、今回調査の中で、運行経費につきまして少し補足説明したいのですが、

当別町の部分で、歳入 4,432 万 4,682 円とありますが、こちらの内訳としまして、主に参加事業者

負担金が 3,401 万 2,882 円ありまして、これは当別町が企業及び大学が走らせていた関係者用のバ

スを町の循環バスと統合したことによる負担金ということで例年いただいているものであるという

ことで報告受けております。これによりまして、利用者の負担金による収入というのは、実際のと

ころ 1,031 万 1,800 円ということでした。 

苫小牧市につきましても、市バスの利便性の悪い植苗、美沢地区の交通手段確保のためにコミュ

ニティバスを取り入れたものでありまして、平成 21 年度の決算状況の中では、歳入 290 万円とある

のですが、こちらのほうは市のほうから繰り入れた金額ということで報告いただいております。実

際のところの利用者の収入は幾ら程なのかとお聞きしたところ、２万円弱ということで結果いただ

いております。 

これら、各市町村の収支を見ますと、最も多いところではむかわ町で１億 1,000 万円ほどかかっ

ておりまして、便数のほうもこちらは多く 76 便とかなりの本数が走っております。また、少ないと

ころでは愛別町ということで 290 万 2,860 円。こちらのほうは便数が 1 日３、４便ということで、

走行距離にしましても白老町の 10 分の１以下でございました。こちらのほうの報告は以上でござい

ます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたけれども、委員の方質問あります方どうぞ。

はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。町内循環バスの、例えば運営するにあたっての免許、この

間、ずっと話しありますよね。 

 当別町などをみると、一般路線バスという一つの形態の中で、民間がそれに参入してやっている。

そこには道南バスだとか、中央バスだとか、そういった公共バスが走っていないということがあっ

て、民間がそういったものに参入できるのか。それとも、前に言ったバスは何台なければいけない

だとか。いろいろな規制の中で、果たして「何とかモータース」というこの会社が委託されてやれ

る状況というのはどういう状況なのか。また、そういった当別町などが過疎地か何かの指定に入っ

ていて、それで国からの規制が緩和されているのか、これはどういうことなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 私のほうで確認しているところなのですが、当別町の場合は平成

18 年４月に先ほど説明ありましたように、官民共同による住民輸送サービスを目的として国から補

助を受けて、試験運転というのでしょうか、実証運転をやりまして、今現在当別町コミュニティバ
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スという形で、平成 23 年度までの５カ年を試験運行して、23 年 4 月以降自主的運行にもっていく

ということで、国の補助を受けながらこの運行をやっているということになっております。 

 通常であれば道南バスだとか中央バスというのが運行しているということなのですが、ここの有

限会社、民間の普通の企業さん。ここは４条免許でやっているということなのですが、これにつき

ましては以前、指定するにあたって、今白老でも企画課が中心となって、地域公共交通の協議会を

つくっておりますが、当別町でこの実施主体にもなっています当別町地域公共交通活性化協議会、

ここが指定を受けて４条免許を取得しているという形の中で、通常の形の、以前私のほうで説明し

た５台なければいけないだとか。そういう中では、だいぶ緩和された中で指定を受けているという

ふうに聞いてございまして、最後の本当の条件がどうなっているかというのは承知していないので

すが、そういう協議会の中で指定を受けて、そして民間のほうに業務委託しているというふうに聞

いてございました。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今、課長の話を聞くと、国から５年間なら５年間の試験運

転だと。これが終わったら、今言われたとおり、一つのバスを５台持たなければいけないとか、そ

ういったことの規制入るということではないのですね。 

 結局、試験運転が終わったら、それでもってコミュニティバスとして運営できるということなの

ですね。そうなると、今まで白老町の中で議論してきたことが、人口的に白老町とそれほど変わら

ない人口の中で、面積的にも、逆に言うと白老町のほうが社台から虎杖浜まで直線距離にしてみた

ら、同じか長いくらいの地域性を持ったものになるのではないかと思うのだけれども、それはなぜ

当別町だから試験的にという話になるのか。 

 それが成功すれば、買い物難民や何かで困っているような市町村、そういったところにもこうい

った政策が適用されてくるようになるのかどうか。今後の見通しについてはどうなのか。そのよう

な情報というのは入っているのだろうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） そこら辺の情報については、確認取れていないところなのですが、

今、こちらで国の補助を受けて地域公共活性化協議会が、そのような指定を受けて、今回運行され

ているということでございますので、白老町でも同じように地域活性化協議会というのを立ち上げ

て、ことし、来年という形の中で、白老町の地域交通をどうしていくかという中で、ここがまだ仮

の話になろうかと思うのですが、ここが主体となって、白老町の元気号を含めた交通手段の活性化

をしていくとなれば、同じような民間を取り込んだ形になるのかと。 

ただ、そこら辺については、今、まさに始まったばかりですので、ここの動きがどうなるのか、

目的としては同じように町民のための利便性の向上ですから、それは同じだと思うのですが、この

協議会が同じような形で、そういう申請を上げていくだとか、同じような形を取れば、同じような

形になるのかなということで、今現在については、私どもも専門部会のほうへこれから入らせてい

ただいて、協議するような形になろうかと思うのですが、今現在白老町のこの協議会がどちらのほ



 6

うにいくのか、そこら辺を見極めながら、当別町と同じような形になるのであれば、そのような形

になるのかと。まだ、見込みの段階しかご説明できないというのが現状でございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） これ、79 条バス、４条バス、２種類あります。この意味を簡単に知らせ

てほしいのですが。はい、西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 79 条というのは、それぞれの市なり町がバスを所有している。そ

して業者に運行だけさせている。４条というのは、委託先、例えば白老町でいえば道南バスがバス

を持っている。そういうところが４条免許という形。 

 ですから、市なり町で所有している場合は、むかわも一部そうですが、すべてそれぞれの市町村

でそのバスを購入して、運転業務のほうだけを民間の業者に委託しているということでございます。

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、ご説明を聞けば、当別町のやり方は、地球環境軽減のためにという一

つの大きな目的を持っているのです。白老の場合は、住民の利便性。ここのところの違いで、国が

補助金を出して何かをするのかなと。ハッと思って見ていたのです。 

 当別町は目的の１番に、地球環境の負荷の軽減と書いているわけだから。申請するときの目的に

よってかなり違うのかと。これをみると思われます。白老は高齢者の利便性だけだから、こういう

ふうに目的をきちんと持ってやると、国の見方が全然違ってくるのかと思って見ていたのです。文

章を入れればいいだけの話だから。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 白老も、このＣＯ２の削減については、町の大きな、町民の生活

を守るだとか、全世界でもＣＯ２の削減ということですので、白老町でも同じように、この協議会

の中ではＣＯ２削減のために、白老町の民間でつくっている非常に少ない精製した軽油で運行する

ような形を取っていくという形の中で、この協議会でも検討していっておりますし、実際、今、こ

の協議会の中で今後話されてはいくのですが、以前、道南バスさんにお願いしている元気号も、民

間でつくられた軽油を使って運行をした経緯はあるのですが、まだ、軽油が寒さに弱くて夏はよか

ったのですが、冬は凍ってしまったということもあって、そこら辺の難点をクリアしながら、１年

中使えるＣＯ２の削減の少ない軽油を使って、これから元気号のほうも運行して行くように、民間

とも協議しながらやっておりますので、ここの趣旨には書いておりませんけれども、白老町も同様

にＣＯ２削減に向かってできる限りの方策は打っていくことにしてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 栗山もそうなのです。栗山も自動車運転の手段を持たない方々のためにや

るのです。基本的には。日常生活の利便性になるのだけれども。 

 白老の目的と、最初から全然違うのです。この辺の調査を１回きちんとしたほうがいいのかもし

れないです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 
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○生活福祉部長（辻 昌秀君） 手元に、先ほど名前が上がった当別町の資料がありましたので見

てみました。実際、補助金が入っているのが 18 年度、19 年度に、コミュニティバスの実証運行事

業ということで、これは調査とか実際どういう仕組みの中で運行できるかという、白老もこれから

やろうという部分で補助金をもらっていると。もらっている先が北海道運輸局ということですから、

目的には地球環境の負荷軽減というのが入っていますが、そのほか地域住民に安全で利便性の高い

生活交通手段を確保すると。いわゆるコミュニティバスということで調査研究し、当別の場合は学

生無料というのがありますから、大学等もありますので、きっとそういう部分の大学からのかなり

の負担の中で現在運行しているのかなと思います。 

 環境省からの補助金入っているかどうか、定かではないので調べてみたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この福祉バスについては、財政プログラムの段階で、議会にも対案を出せ

と。使用料や手数料を含めたさまざまな対案。私たちの会派は、このときから、最初から福祉バス

の見直しはすべきだと。こう言ってきたし、行政側も 22 年４月からはきちんとやるのだと言ってい

ました。財政プログラムの中でもきちんと答弁しています。 

 そう言いながら、この資料、我々委員会がやったら、何もしないから委員会をやったのです。本

来は、行政側が議会に４月からきちんと答えを出してあるべきなのです。それを何もしないで、今

やったら、調査してみたらこうだ。こういうやり方だから、結果的にはそのことが丸投げして福祉

バス検討委員会みたいなものをつくってやっている自体が、私は議会を少しなめている。 

 我々議会というのは、きちんとした要望を 21 年度に出しているのです。それを投げやりにしてお

いて、何の答も出さないで、このようなものを今出して、これはちょっと議会をなめている。そう

思わないですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 福祉バスのあり方について、新財政改革プログラムですか、これ

を策定するということで、議会も特別委員会が設置され、このバスについても利用されている方の

負担も求めながら、という形の中で、議会の意見が出てきたのかなと思ってございます。 

 そういう方向の中で町のほうも基本的には、これは受益者負担の中でトータル的に進めるべきだ

と。基本的にはそういう考え方を持っているということは、本年２月、３月の委員会の中でも、方

向性としてはそういう形の中で町は考えていると。ただ、実施時期については、これは 22 年度から

の実施については、当面１年間見送らせていただくと。来年度以降どうするかというのもこれから

の検討事項でございますが、基本的なとらえ方としましては、議会のほうの意見も踏まえながら、

費用負担のあり方については、昨年利用されている方、利用されていない方も含めてアンケートを

やりながら、そういう方向は確認しているということでございます。 

 本年入りまして、議会のほうも利用されている中身、より利便性の高いという部分で、そういう

部分も含めてご意見があるということでございましたので、今回改めで、実際のさらに詳しい利用

実態。この中では従来余り深く調査してございませんでしたけれども、買い物の部分です。実際利
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用されているお店も含めて、調査したということでございます。決して、何も検討していないとい

うことではなくて、基本的な認識についてはコミュニティバスという方向の中で、利用されている

方、高齢者も含めて費用負担をいただきながら今後のあり方を考えていきたいということで、議会

のほうも委員会の所管事務調査ということでございますので、そういうご意見も踏まえて、来年度

に向かっての方針を今後さらに検討してまいりたいと思ってございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が言いたいのは、結局こういう資料が出てくると、白老は２万人の町で、

福祉バスに 2,000 万円投入しています。ニセコ町などは人口 4,600 人です。それで 5,400 万円も歳

出しているのです。栗山町は１万 3,000 人、当別町は１万 8,000 人だけれど。こういうまちが本当

に福祉に真剣にかかれば、5,000 万円くらい出しているのです。 

 白老町が 2,000 万円出して、多い少ないという議論をやっていたのだけれども、こういい資料が

きちんと出されれば、もっと話が違うのです。 

 こういう資料をきちんと出して、今やっていることが本当に適正なのかどうか、住民に本当に答

えているのか、町に福祉バスがどのような働きをして、どのような効果があって、どのような貢献

をしているのか、こういうことがこういう資料があって、比べることが出てくるのです。 

 だから、私が先ほど言った、もう少しやるのであったら、自らこのような資料を早く出すべきだ

ろうと言っているのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 過去の議会、委員会の中に、どのような資料をこれまで出してき

たかというのは細かくは把握していませんが、他の自治体の運行状況、これについての資料の提出

がされていないとしたら、遅れてしまったことはお詫び申し上げたいと思います。 

 ただ、これ運行の経費です。自治体によって、確かにお話しがあったようにさまざまでございま

す。逆にいろいろな事業者から、負担を求めて実際町の持ち出しを少なくしている。そのような自

治体もございます。この辺につきましては、基本的には運行する経費は、最低限の部分は利用者さ

んに負担していただきながら、残りの財源をどう確保するか。これはやはり、他の福祉施設とかあ

るいは行政全般の政策にも、財源的な部分でかかわってきますので、そういう部分については一気

に 5,000 万円とかということは、なかなか現実的は難しいだろうと。これは、利用者のニーズとい

うのを把握した中で、どこまで足の確保というのを考えるか。今回もアンケートしましたので、運

行経路の見直し等も含めてさらに検討してまいりたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今までの町側の答弁を聞いていまして思うのは、当別の例が上

がったから言うのだけれども、当別では数年前にこのようなことをやっているのです。課長が答え

たようなことは全部やっているのです。 

 そのとき我々何の議論をしたかというと、「５台バスがなければだめだ。」とか、そのレベルなの

です。そこの取り組みの姿勢の問題が一つ。私は福祉だとか、高齢者のためだとかいろいろ言うけ
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れども、実際に、本当にその人たちの立場に立って、物事を考えてやってきたのかって言いたいの

です。 

 それはなぜかと言ったら、前回議論になった中で、実際に白老の高齢化対策をどうするかという

のは、私はこれの大きな一つの問題になると思うのです。今は、議論している次の段階に行ってい

るのです。知ってのとおりオンデマンドバスですよ。これが雲仙から柏から多くの自治体で試行運

転やっているのです。現実的には。 

 報道によると苫小牧の市営バスはなくなって、今度は道南バスになるわけです。そういう情報を

どんどんどんどん早く取り入れて、市営バスは樽前まで来ているのです。そういうことを、本当に

皆さん方が、同じ行政なのだから察知して、それを公共交通だとか、今、病院のバス苫小牧から登

別まで全部のバスが走っているのですよ。そのことを当別の何年も前にやっているのです。 

 私に言わせれば、議会もそうかもしれないけれども、一体皆さん方はバス何のために今まで担当

部署として、どういう視点で、どういう観点でやったのと。まして、きょう聞いたら、この協議会

の皆さん方はどういう形で携わっているのですか。 

 担当が企画課だそうだけれども、福祉バスの担当課としてどのように携わっているのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 白老町の地域公共活性化協議会は、委員もご存知のとおり企画が

中心となって、それぞれ関係する方々が委員会となっているのですが、その委員会の中で、専門部

会というのをこれから設けるという形になってございまして、その専門部会の中に、我々担当課も

含めて入りまして、今いった元気号、またはデマンドバスの関係の実態について、地域交通のあり

方等について協議していくという形でかかわっていく形になってございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。実際に白老町でバスを動かしている担当は皆さん方ですね。そ

このバスを今後どう発展させるかというのは、主たる問題ではないのですか。そうだとしたら、そ

のような携わり方できちんとできるのですか。 

 バス５台の話と同じで、バス５台なければだめだというのは、これはその前からずっとそうなの

です。だけど我々に説明したときは、バスが５台なければだめだと。そういうレベルの認識で、今

この公共活性化対策やるのですかと。できるの。そうなると企画が担当して何をやるのか。始めか

らきちんと協議して携わるというのならいいのです。 

 担当としておかしくはないですか。あなたが担当でしょう。担当としてどう思いますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 町の公共交通の担当という部分のかかわりもありますが、基本的

にはＪＲの問題含めて総合的な部分については企画だと。その中で今後具体的にいろいろな公共交

通機関、あるいはタクシーとか通勤バス、病院のバスですね。そういうものをどうしていくかと。

できれば、統合が可能であれば統合していこうと。そういう部分の中で、健康福祉課というのは過

去の高齢者の無料という部分での、福祉政策としてスタートしたというのがありまして、現に今も
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担当しているという部分でかかわってございますけれども、こういうトータルの部分での事務局は

企画だと。当然その中には、健康福祉課として高齢者の足の確保をどう図っていくか。そういう部

分では、実際バスも運行していますし、これも過去に１回方針転換してコミュニティバス的な要素

と言いながらまだ無料の部分残っていますが、そういうものも含めてより使いやすくしていくと。 

 そういう部分では現行のバスも、協議会の結論を得ないとさらにトータルの分はできませんが、

現行のバスの部分はより改善していかなければならないと。そういう考え方の中で、私どもの部、

課としては昨年アンケート調査をやりましたが、ことしも引き続きこのようなデータを取りながら、

積極的にかかわっていこうと考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私、実を言えば、そこをわからないで聞いているのではないです。本当に

町民のためにやるのか仕事でやるのかということなのです。視点がどこのあるのということなので

す。 

 状況調査、現況調査、これ全く違う意味なのかもしれないけれど、調査をまたここの協議会でや

るのですね。協議会でもやることになっていますね。世帯の状況調査だとか、各種人口、民間送迎

バス運行状況、循環福祉バスの運行利用状況等の調査と書いてあるのです。これは今やったものを

生かすのかどうかわからないけれど、要するに今の福祉バスが主体で、そこを公共交通機関として

どう考えるかに発展させていくのでしょう。結果としては。 

 全く違ったものが出てくるわけではないでしょうということです。そうだとしたら、今の担当の

者が、状況をきちんと、企画なら企画が本当に寸分違わず、きちんと認識してやらないと違ったも

のになるのではないかと。 

我々言っているのは、町民のためのバスであれば、そういう視点で、役場の組織もそのように動

かなければダメだというふうに思うのです。あちらの担当だからこうだとか。俺はここまでの担当

だからということではないでしょうということなのです。僕が言っているのは。 

だとしたら、この中にかかわっていかなければできないはずだと俺は思うのです。福祉バスの運

行そのものが。これだけ細かなものに携わっていくのなら、町民の要望を得た福祉バスの運行にな

らないのではないか。 

病院の関係だって、各病院がバスを出しているそういう調査だって、本当はもう終わっていなけ

ればダメなのではないですか。皆さん方の係で。俺はそう思います。 

そういうレベルだから、今こういう議論になっているのです。もうそういう次元ではない。苫小

牧の市営バスが道南バスになったら、白老の道南バスはどうなるかわからないです。はっきり言え

ば。市立病院へ行くバスはどうなる。今までと同じようにと、それなら樽前まで来るのだから、も

っと広域交通でうまく利用することを考えたほうがいいのではないですか。そういうことを含めて、

もっとトータルで公共交通機関はどうするべきか。高齢化対策はどうするべきか。今の医療と。 

当別の場合は大学があるから、大学のバスを取り込んだということがすごく大きな原因です。こ

れも新聞報道されたのはいつだと思います。もうずっと前です。そこに今のＲＢＦのことだって、
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ここの社長は自分で年間使える、冬凍らないものを研究してやっているのですよ。全道の新聞に出

ています。今、これからだめだなんて言っているようなレベルの話ではないのです。まずやるには

そこの認識してほしいのです。そうでなければダメだと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私どものほうで、行政の縦割りの話をする気はないのですが、た

だ、行政の分野の中ではそれぞれ所管がありながら、協議しながら、そこのところは理解していた

だきたいと思います。そういう部分で、過去の中で福祉バスがだんだん発展してきてコミュニティ

バスの要素も入れながら変化もしてきていると。ただ、まだ十分コミュニティバスと言えるところ

まで来ていないと。そういう中でのあり方というには健康福祉課でも、これをコミュニティバスに

して、担当のあり方も含めてどうしていくかという部分は内部で議論してきています。 

 大渕委員のご意見は、基本的にはそういう細かな部分ありますが、基本的にはトータルとして町

で当然考えなければならないという部分の発想というのは、町全体では当然遅きに失したかもしれ

ませんが、これから動きだすという部分でございます。 

 それで、健康福祉課として、現時点での考え方を申し上げますと、健康福祉課だけで大渕委員が

言っているトータルの交通の仕組みを解決できるものではございません。そういう意味では企画の

ほうと連携取りながら、その中軸となるのは元気号だと。 

 ただ、元気号その結論が出るのを待っていたら、改善を加えられないのかということになります

ので、あと５年もすれば高齢化率 40％という時代。私どものほうで予測を立てております。後期高

齢者のほう、前期高齢者 65 歳から 74 歳よりも多くなるという部分では、いろいろ生活の面、こう

いう足の面含めてということではいろいろな生活という部分、福祉介護とかということ以外に、そ

ういうことを私ども考えておりまして、そういう部分ではより生活の部分で結びつく足の確保とい

う部分では、現行の福祉バスの制度の中で改善点はないかと。そういう部分で今年度は買い物とい

う部分で、何とか今まで入れていないルートも含めて改善していきたいと。 

 ただ、トータルとしての元気号、中軸になると思うのですが、元気号だけですべて解決できるか

というとなかなか要望に加えられない部分がありますので、オンデマンドの要素も取り入れて、そ

ういう組み合わせの中で、企画が事務局ですけれども健康福祉課も多いに入りながら検討していき

たいと考えております。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言いたいのは何かと言ったら、機構改革して、庁議もあり部長会議も

あるのです。そうしたら、そこが機能していないということにならないように、政策全体、白老町

の、地方自治体のこれからの運営の仕方というのは、もう縦割り行政などではないです。まだまだ

人が減ります。そのときにどういう、縦割りなどと言ってはいられない。 

 この２番目に、利用しニーズ把握調査、アンケート調査の実施となって７、８月予定です。８月

いっぱいでやるのかどうかわからないけれど。来年の２月までに結論を出すのでしょう。間に合う

のですか、本当に。 
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企画だから俺はわからないと言ったらそうかもしれないけれど。僕が言っているのはもう地方自

治体はそういうレベルの話ではないのです。白老町全体が白老の高齢化対策を、広域交通を、公共

交通をどうするかということが、本当は庁議や部長会議の中で本当に議論されて、方向が出ていて、

それにのっとってこういうことがやられなければダメなのです。僕はそういう段階だと思います。 

ですから、実際２月までにできるというのなら、それはそれでいいけれども、８月いっぱいに全

世帯のアンケートを取って、どこまで進んでいるかわかりますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私どものほうの、協議会の今後のタイムスケジュール等いただい

ております。実際は多少遅れ気味なのかと聞いておりますけれども、アンケート調査については、

８月に入れば、広報の配布と一緒に全戸世帯に配布して、集約のほうは町内会にお願いするような

形の中で、利用する人、していない人も含めて、そういうニーズ調査を実施するというふうに聞い

てございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が言っているのは、このバスをつくってもう 16 年になるのです。平成

６年からですから、それから 14 年には、長くやってきたバスをもう一度見直そうと。町民懇談会で

行政がやったのです。そこで見直したのが今のやり方、ずっと続いているのです。 

 私が言いたいのは、町民といつも触れ合っている議会があるではないですか。議会懇談会もある

し、議会報告会もあるし、町民とはいつでも話ができるのです。アンケートを取らなくても。 

 ですから、私が言っているのは、検討委員会とか何とかでやって、どのような答えを出すのかは

知らないけれど、もっと身近なこの議会があるでしょ。委員会があるでしょ。なぜ、こういうもの

を利用してどんどんどんどん進めないのと言いたいのです。 

 すべてやるときは、議会抜きにして検討委員会です。その答えがいつもきちんとしたものが出て

いないのです。議会はいつも置き去りなのです。この議会は、私も６年からやっているけれども、

何年間かいなかったけれども、こういう福祉バスについての議論だって何回かはしているのだけれ

ども、本当は高齢化が来る、人口が減ってくる、町がこのような状況ですから財政と人口と経済を

絡めたバスにすべきではないのかとみんな真剣に考えている今、その時期なのです。 

それを、議会を何も利用しないで、議会を置き去りにして検討委員会ですと。それで答えが出な

いから先ほどから言っているのです。もっと議会を、議員を利用しないさい。議会は住民と身近な

懇談ができるのだから。みんな置き去りでしょう。たまたまこの委員会でやろうかというから、こ

ういう議論になっているけれども、１回でも議会に要請したことがありますか。ないでしょう。議

会が自らやっているだけの話です。ですから、こういう資料が遅れるのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 循環福祉バスの議会での対応の経過ですけれども、最近の流れを

振り返りますと、財政改革の議論の中で、議会の特別委員会からご意見が出てきたと。ある意味で

は財源という部分の財政改革プログラムでしたので、そのあり方について意見があったと。実際町
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民の意向というのを把握しなければならないということで、町のほうでは昨年アンケート調査を行

い、若干時期ずれましたが、年を越えてことし議会に報告させていただいているのかと思います。 

 ただ、利用者の半分程度の方の理解というのは得られつつあって、ある程度コミュニティバス、

全員負担いただくという方向については理解していただけるような時期になったかなというふうに

はとらえてございますが、実施時期については 22 年、今年度からということは見送りさせていただ

きたいということで、これは町側のほうからご説明したと。そういう経過になっております。 

 実際、元気号も、バス運行のあり方ご指摘のとおり平成 14 年に見直しをかけて、そのままと言わ

れればそういうことでございますけれども、やはりいろいろな現実的なニーズというのは、議会の

一般質問等の議論の場でもＪＲの接続とかそういうようなご意見も出てきていると。そういうこと

から、ここの部分は全体的な、総合的な交通体系ということを待っていたら、やはり遅れてしまう

話ですので、これについてはなるべく早く見直しを改善できるものはしていきたいと。 

 また、総合的な部分で議会とは別に協議会という形で今後議論というのは、検討というのは始ま

りますが、ここの部分は私の直接の担当ではありませんけれども、ある程度固まらない段階で、や

はり途中経過の中で、委員会あるいは議会のご意見を聞くようにということでは、担当部署のほう

に申し伝えたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 本日は、どうもご苦労さまでございました。本日いただきました各調査結

果分析、ここのところは正直言って、やっと調査結果を出していただけたという思いが強いです。 

 私、議員になりましてから２度ほどこのバスに関しましては、買い物する人たちが非常に多いと。

それで何とか、ルートを変更してほしいというふうに申し入れましたけれども、その度に、「違う。」

と。「公共的なものの所へ行くのが、このバスの宿命であって、住民の買いものとか便利性とかとい

うものではない。」というような答弁までもらっています。そこの中で、現実的に、本当は何のため

に必要なのかということを、前回の委員会のとき、私、ぜひ調査していいただきたいというふうに

お願いいたしました。 

今回の資料をいただきまして、非常に残念だと思うのは、今ほど言っていました協議会の結論が

どのような形になるのか、松田委員も言っていましたが、私たち議員のほうが、この調査が出る何

年も前から、町民の声を聞いて議会でお願いしているはずなのです。なぜそれを聞いていただけな

いのかというのが一つです。 

もう一つ、今言われましたように縦割りで、協議会のほうと担当が違いますね。そちらのほうで

はどのような形で、今後このバスを考えているのかということを私たちは聞くとこができないので

す。それでは、総務文教常任委員会のほうで聞くのですか。 

いつ、私たちは、このバスのことについて、将来設計について、一体誰から聞けるのですか。私

たちは、ただ単に、今現在の現状だけで、バスを取り上げているわけではなくて、町民全体のため

にこのバスがどうあるべきか、ということで今委員会やっているわけですから、その最終目的であ

る、そこの場所と、私たちこの委員会が議論できないのなら、総務文教常任委員の人が新たに、そ
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ちらのほうで別個に協議するということになるのですか。 

これは非常におかしいと思います。その２点でございます。ご意見ありましたらお願します。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 全体的な議論の担当部署というのは、現実に違いますが、今、循

環福祉バスということですけれども、こちらの委員会で、これまでのいろいろな議論をされたとい

うのは、私ども企画のほうにも伝えてございます。そういう部分では、逆に先ほども松田委員から

のお話もございましたが、現在進められつつある検討調査、それについてどういう形で町のほうか

らご説明したらいいのか、議会事務局のほうも含めて相談させていただきたいと思います。この辺

の手法については、町側で決めるというよりも議会事務局のほうと相談させていただき、町側とし

てトータルで相談させていただくのかという形になろうと思います。 

 １点目については、これまでの議会の議論というのですか、町民の声がどのような形で反映され

なかったのかと。特に買い物についてということでございますね。確かに、過去に買い物バスでは

ないという言い方をはっきりしたのであれば、現在の状況ではそのようなことを言っていられる状

況ではないと。現実に、当初の福祉の中心がいきいき４・６と町立病院を主体に考えていたという

のは事実でございます。ただ、昨年来、いろいろ私どものほうでも、利用者のニーズというのも聞

きましたし、議会のほうのご意見も聞きまして、買い物の部分というのも大事な生活の確保という

部分になるということで、ここの部分を過去にそういう言い方をしたとすれば、方針転換というこ

とでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） １点目の、町のほうと議会事務局のほうとで、ぜひ調整して私たちの委員

会が、最終的な目的まで達せられるような、そのような方向性を持てるようなところまでしていき

たいと思っていますので、ぜひ、その辺はよろしくお願いいたします。 

 それと、買い物目的というところなのですが、ここで、買い物先は全体的にパセオ白老が 42％と

なっていますが、これは結局長いこと町立病院にだけバスが行くようになって、白老の大町商店街

もほとんど通過型になってしまっていたと。栄町のほうのスーパーくまがいのところも停めてほし

いと言ったが停まらなかった。萩野の旭友も停まらなかった。バルクマートの所もそうだと。 

 やはり、最終的に一番便利なところにパセオ白老があるからどうしても利用者が多いのであって、

このバスの運行の仕方によって、白老のまちの活性化が損なわれたと。私は随分思っております。 

 ですから、今回は、ただ単に、買い物先として利用するのではなくて、白老のまち全体として、

本当に地域の商店、そういうものをきちんと育てていく。そうしなければ、先ほど辻部長がおっし

ゃいましたが、ますます高齢化が進むと。そうなってきたとき、今このバスでお買い物ができる人

たちはいいと思うのです。もう少したったら、本当に買い物もできなくなって、配達してもらわな

ければならない人たちも出てくる可能性は高いです。 

 そのときに、地域の商店がなくなってしまったら、どうやってこの人たちが買い物をしたらいい

のかという問題まで直面してくるのではないかと思うのです。そういう点も含めまして、このバス
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というのは非常に大きな役割を果たしていると思いますので、その辺も考慮してお考えいただきた

いと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 具体的な買い物先のアンケートに、地元の商店街に停留してほし

いという部分はありますが、多分スーパーくまがい、独自に買い物バスを運行していますね。そう

いうことも含めて、今後もし、停留所としてスーパーくまがいの前というのも検討したいと思って

いますが、そういうような形になれば、どのような形になっていくのかという部分もあるかと思い

ます。 

 配達という部分での、直接のバス利用の部分の質問ではございませんが、ここの部分は、やはり

日用生活用品を配達していただけるお店の確保、これもやはり高齢者の生活の確保の部分で大事な

部分だと思ってございます。 

 ここの部分は、携帯電話の見守りと生活支援という部分の事業の中で、町内の３店に協力いただ

けるということで、北吉原バルクマート、竹浦地区は高木商店、虎杖浜は宇都宮商店。この３店に

ついては協力いただけると。現実にはやっている部分もございますので、そういう部分では高齢者

により紹介していこうという形の対応を考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほか。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） せっかく、このような資料をつくっていただいたわけですから、これをい

かに、調査結果を分析して、今後どのように進めていくかということを、真剣に検討していただき

たいというふうに思います。 

 きょう、この資料な中で感じたことなのですが、ほかの所との比較ですが、白老町の年間利用者

数は数字が載っていますが、これはこのままでいいのかどうなのか。スピードの速い高齢化率です。

40％に間もなくなると、４、５年もすればなるということでございますが、増便をして利用者数を

拡大するのかどうなのか。この辺はやはり根本的に考える必要があると思います。どちらにするに

しても、きちんとした考え方を持って、考えていかなければならないことだと思います。 

 もう１点、受益者負担というお言葉、先ほど部長のほうからございましたけれども、現実的にこ

の白老は受益者負担よりも無料の方々、いわゆる 71 歳以上の高齢者の方々の利用率が非常に高いわ

けでございますから、現実的には受益者負担といっても少ない状況でございます。 

 これに近いのがニセコも大人が２万人、無料が７万人と数字が載っていますけれども、白老も大

人が１万人、無料が５万人ということで、ニセコに近いわけですが、よそは数字が載っていないと

ころもありますが、無料の所が少ない所もありますので、この辺の考え方をどのように整理するの

かということを、これもやはり検討すべきだと。 

 この点については、恐らく議会のほうは賛否両論いろいろ意見２つにわかれるところではないの

かと想像いたしますが、この辺もやはりどうするのかということを検討すべきだと思います。 

 それと、高齢化率が 40％に近づくにつれて、停留所に行ける方々はいいけれども、行けない方々

もどんどんふえてくると思います。今回我々も、実際元気号に乗って、利用者の方とお話をさせて
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いただいたときに、ある町内会の方は停留所に行ける人はいいけれども、行けない人も結構いるの

だというお話もありましたので、この辺をどう考えるかということです。いわゆるドアツードアに

近いサービスを行うのかどうなのか。この辺も検討の必要があるかと思います。 

 先ほど、大渕委員からも出ていましたが、食用油のリサイクルをしている事業所があります。し

かしながら、製品としてまだ確立されていないというのが現実ですし、もう一つは、その品物を集

めるのに非常に苦慮しているという現実もあると思います。 

 そういう中で、町としては石山工業団地に誘致したのか、こちらに来たのかわかりませんが、何

とか利用させてやろうという気持ちはよくわかるのですが、しかしながら、それを待って、利用者

を第１に考えるというのが根本ですから、その辺を取り違えないでやるべきではないのかというふ

うに思います。それは間に合えば、製品としても確立されて、しかも物もあるということになれば

一番ですが、現実はそうではないわけですから、それを持ってとなるとさらに時間がかかるわけで

すから、その辺はきちんと考え方を持っていただきたいと思います。以上です。 

 もし何か返答、回答があればどうぞ。今すぐ答えを出してくださいということではないですから。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ＢＤＦの関係でございますが、以前はそういう状況で、まだ冬に

ついては凍るというような難点がございまして、今、そこら辺も解決しまして、製品については冬

も凍らないという形の製品ができているということ担当課のほうから聞いてございますので、実際

９月くらいから地元を含めて活用していくという形の中で、私ども聞いてございますので、元気号

につきましても道南バスと、その辺について協議を進めていきたいと考えてございますので、もの

として完成していると聞いてございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 何点か、ほかございました。増便の検討ということについては、

やはりこれは、現に利用されている方、または今後利用したい方、この辺のニーズの把握をこれか

ら協議会で行う調査の中で、十分見極めた上で循環福祉バスだけでそういうニーズが解決するのか、

あるいは別のジャンボタクシー的な部分のオンデマンドなども組み合わせながらやるべきか、その

ような形のトータルの中で、便数なども検討する必要があるかと思ってございます。 

 受益者負担については、これもこれまで、議会の委員会からのご意見いただいていますし、より

コミュニティバスということで近づけるのであれば、基本の部分は、ある程度一般のバスに近い形

での料金体系ですね。 

 ただ、高齢者とか所得の少ない人に、何か考慮すべきところを加えるかどうか、そこの部分は別

途加えて行かなければならないのかと思ってございます。 

 停留所の話につきましても先ほどお話ししたとおり、元気号だけではやはりバス停中心、裏通り

どこでも停めてもいいということにしてございますけれども、そうは言ってもまた、そこから入ら

なければならない、家までの距離がある方というのもございますので、それは組み合わせの交通機

関どうするかと、そういう中での検討になっていくのかと思います。 
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○委員長（玉井昭一君） ほか。はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今回の調査結果がすべてではない。それは皆さん言われて

いるとおりだと僕は思います。ただ、やはり一番ネックになってくるのは、この福祉バスを残すと

いうか、必要に応じて残すために、料金の徴収。これを例えば払ってもいい。今 100 円だけれども

200 円にしてもいいだとか、300 円にしてもいいとかという話も、多分、この調査結果の中に入って

きたと思うのです。 

 でも、僕、思うのです。白老町の財政、例えば、全体の中で見たときのバスというふうに見るで

しょう。水道料金が上がる。下水道料金だって計画的に上がっていく。こうなってくるとじわじわ

とこの 100 円、200 円がきいてくるのではないかと思うのです。 

 先ほど西課長も言ったけれど、あと５年もたてば 40％を超える高齢化率になってくる。10 年後に

は後期高齢者の人たちがそれを上回ってくるという話になれば、この料金体制というのは本当に福

祉という観点で見て、課として企画課ときちんとした関係性を持っていかないと、ただ、維持する

ためにという料金の考え方になってしまうと。福祉バスの観点というのがそこでなくなってしまう

ような気がするのです。 

 だから、白老町の財政的なものを確かにしっかり見て行かなければいけないかもしれないけれど

も、見た上で、福祉バスのあり方というのをきちんと真剣に考えないと、みんなが上げてもいいと

言っているから上げましたでは、確かにみんなが上げれというから上げてもいいのかもしれないけ

れど、将来的なことを僕たちは考えなければいけないわけだから、５年後、10 年後の話を僕たちは

考えなければいけないわけだから、その辺はしっかり議論して、これはいろいろな意見があると思

うのです。委員会の中でもしっかり議論させてもらうけれども、僕は行政の中でも、しっかりその

点については、安易なことはしないけれども、上げれと言っているから、今だから上げるのだとい

う感覚ではなくて、福祉的な観点からみて、このバスを町民の足として今後どう運用していくのか。

それだけは考えてもらいたいと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ほかのまちの資料もありますように、大きな事業主体が負担して

いただくような形にならない限り、現実としてはかなりの部分を公費負担しなければならないとい

うのは、ほかのまちの事例からもわかると思います。 

 そういう部分では、公費で負担する部分、実際利用されていない町民の方も当然ありますので、

利用する方、されない方の部分との違いという部分では、一定程度負担いただくと。 

 ただ、一定程度負担いただくにあたって、現在の料金からどのような形で、見直しをかけていく

か。ここの部分は多分、コミュニティバスということであれば一律ということになると思いますが、

福祉的な観点で何らかの助成策というのか、講じられないかどうか。これも含めて、ある意味では

健康福祉課のほうの考え方というのが強く出るかと思いますが、そういうことも含めて内部で議論

していきたいと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。はい、大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この活性化協議会なのですが、６月８日に２回目の会合をやっ

たと。３回目はきっとまだやっていなのでしょうね。ことし中にこれだけのボリュームのことの方

針を出すということなのだけれど、北海学園の准教授さんも入って、専門家だと思うのですが、そ

れはいいのだけれど、ここがどのような形で機能するのかと。すごく大きな方針だけで、あとは具

体化するのは企画課でやりなさいということなのか。２月に第１回目をやって、６月に第２回目で

しょ。そうだとしたら、さっき僕きつく言ったけれど、例えばそこの事務局が企画でやるのなら、

少なくても皆さん方と一緒に協議をしたりして、先ほどどなたかからも出ていたけれど、僕が本当

に思っているのは、前から言っている高齢化対応の部分、これはこの３つの部分に入っていないの

です。だから、白老町の特殊事情の高齢化対応をどうするかという部分。それから地球温暖化も入

っていないのです。名前が入っていないだけで、話をされているから入っているのだと思うのです

が、そういうものもきちんと掲げて、そしてここの協議会が、事務局なら事務局がつくったものの

方針を出すためのものなのかどうかわからないけれども、副会長の専門家の准教授さんなら准教授

さんに、きちんと話を聞いてどうあるべきかと。東大のオンデマンドの研究などもきっとしている

のだろうから、そういう事前にきちんと調査をしておいてやらないと、実際に６月以降やったかど

うかしらないけれど、２回の会議でもうアンケートの中身決まって、８月までにアンケートを取ら

れるというのは企画で考えているのではないかと思ってしまうのです。 

 やはり、そうではなくて、もう少し、この中に小委員会ができている中、事務局がどのようにな

っているのかわからないのだけれど、今の話で事務局は皆さん入っていないと、そうしたら企画課

だけです、本当にそれでいいのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今後の見通しの部分のご質問なので、私どもいただいている資料

の中での答えになってしまいますが、一応第３回は８月下旬です。第３回を開いて各調査アンケー

トについてということで、多分ここでアンケートの具体的な内容が示されて、実際各町内会のほう

へお願いするという形のように聞いてございます。 

 一応、協議会は全体としては５回程度ですね。また、専門部会も別に４回くらい開くと。それで、

大学の先生にも入っていただきますけれども、実際に実務的な調査作業については、この予算は直

接国のほうから協議会のほうへ入るということで、細かな部分私も把握してございませんが、その

中には実際、今までの実績のあるコンサルタントにも現実的な実務をやっていただきながら固めて

いくと。そのようには聞いてございます。 

 アンケート等の作業の部分での集計とか、分析、そういうのはそのような専門機関のほうを活用

してというふうになるのでないかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。そうであれば、先ほどから出ていますように、議会の意見もき

ちんとここに政策的に入れていただきたいと思うのです。ですから、途中の経過を、これは少なく

ても、基本的には今の福祉バスから出発しているもの、町が取り組むのはそこがなければ取り組ま
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ないはずですから。当然我々も、皆さん思っているのです。地球温暖化のことを考えたら、あのよ

うに入り組んでやる必要はないのではないかと思っているのです。だから、そういうことが、どの

ような議論がされていて、どのような方向づけになっていて、そこに議会なら議会の建設厚生常任

委員会がどのような形でかかわっていけるのかと。そこら辺は少し面倒かもしれないけれど、企画

課ときちんと相談して、やはり途中で一同が伺うとか、我々のこの常任委員会にどなたか来ていた

だいて、副会長の准教授さんあたりに来ていただいて、我々も勉強する。皆さんも一緒に入ってい

ただいて勉強する。そういう膨らませ方、そしてそこに本当は町民が参加できれば一番いいのだけ

れど、そういうことを考えないと、何かどこかでできたものをここに持ってきて「はい、いいでし

ょう。」と。これが僕は一番ダメだと思っているのです。 

 そういうことをもっと膨らませる方法を、町民が参加してこられるような、ただアンケートを聞

くだけではなくて、これを見たら町民の代表といったら労働団体と書いているところ以外はないの

です。白老交通さんは入っているけれど、町民団体か利益団体かわからないですから僕は。 

 だから、道南バスも白老観光さんも入っているけれど、本当に町民の意見を聞くとなったら、例

えば老人クラブの会長とか、そういう人が入っていたら、もっとわかると思うのです。やはり、も

う少し広く、これからの役所は縦割りではなく、四角い考えではなく、もっと広い考え方で取り組

んでほしいと思います。 

 これでは議会が入っていくところがどこもないとどなたか先ほど言ったけれど、入っていくとこ

ろがどこもないのかなと思ってしまうのです。途中でやはり、我々の意見もきちんと反映できるよ

うなことを考えてください。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほど、ほかの委員さんからもお話しありましたように、どのよ

うな形での説明、手法は議会事務局のほうと相談させていただきまして、企画のほうと町として、

この委員会も含めて、どういう形で、途中経過の中で議会にご説明できるか検討させていただきた

いと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 難しく考えることはないのです。16 年間やってきた目的に今到達している

のです。ここにぶつかったのは、高齢化がもっと進む、まちがこのような状態になった。大型店が

どんどんふえてこのような状態になった。高齢化がどんどん進んで車の運転ができる人がいなくな

ってきた。超高齢化だから。 

 そのようなことだから、先ほど大渕委員が言ったように、老人クラブの方々が出るとか、120 人

もいる町内会会長もたくさんいる。ずっと 16 年間かかわってきた議会もある。なぜこのような学者

がきてやらなければならないのですか。福祉バスの問題、それほど難しい問題ですか。何を言って

いるのですか、何も難しい問題ではないでしょう。 

 今の続きと、今ぶつかっているところを少しなおせばいい話ではないだろうか。学者の前に、も

う少し町民の意見、利用する人の意見、連合町内会長たくさんいる、代表者がたくさんいる、その
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ような意見を、議会の意見を聞いてやればいいのだと私は言っているのです。 

 正直言って学者の話が何になるのですか。何を、白老のまちを知っているのですか。冗談ではな

い。我々町民が汗をかいた税金は、町民が考えるべきだ。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 協議会の事業ですけれども、これは国として、地域の公共交通の

確保、安定化というのが国としても大きな課題であるということで、実はこれは法律をつくってこ

ういう政策を進めると。その中で、その協議会の構成メンバーもある程度決められているというか、

そのようなことのようです。細かな部分把握していませんが、そういう意味では最低限やはり、こ

のような国の制度の中で検討しなければならないという部分があって、事業者とか、あるいは国の

関係機関等も入っていると。ただ、先ほどございましたように住民の声というのは、どういう形で

受けるのかと。そういう部分については、委員会等にご説明する中での町側から説明させていただ

きたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 補足説明させていただきますが、松田委員から町内会の 100 くら

いある代表もどうなっているのかということなのですが、メンバーには町連合の佐藤会長も入って、

私の聞いている中ではそのような各町内会の中での意見も集約したものを、その委員会のほうへ意

見として出していくというふうに聞いてございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ほかありませんか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほどから聞いていて、協議会には健康福祉課は入っていないのですか。

○委員長（玉井昭一君） はい、西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 先ほども、大渕委員からの質問ありましたが、私どもは専門部会

のほうに入らせていただいて、元気号の現状を含めて今後の対応を図るということで、協議会の正

式メンバーには入ってございません。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） つまり、この協議会は健康福祉課として、今まで 16 年間バスを扱ってき

た担当課は会議にも出席していないということですか。もし、そうだとすれば、何のための会議な

のですか、これは。私は非常に、先ほどから聞いていて、どう聞いてもおかしいと思うのです。は

っきり言えば、隣のうちのご主人が、私のうちにきて、お宅の家計のことについていろいろ議論さ

せていただきます。隣のご主人が話しているようにしか見えないです。 

 どう考えても、一番最初に入って、そして企画課がいろいろセッティングするのならわかります

が、それはできないのですか。部長。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほど、国の制度の中である程度入るべき委員というのが決まっ

ているというお話をしましたが、国の機関も各所属から１名ずつという中では、町のほうでは企画

振興部長が町を代表してということで協議会にメンバー連ねてございます。 
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○委員長（玉井昭一君） いいですね。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私、何回もしつこいようですが、先ほど大渕委員はもう終わったと言った

けれども、私はせめて、そこで発言するのではなくて、話を聞く中にも入られないのかということ

を聞いているのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 実際は、現実的なこのような中身の話というのは、専門部会にな

りますので、そこの部分では健康福祉課も入って、当然現在の利用状況、また、今後の利用者のニ

ーズ、そのようなことも含めて、当然、この議論に参加しますし、またいろいろな意見提案を出し

ていける形になっておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員、先ほど大渕委員が聞かれたそのままなのです。だから同じこ

とを繰り返しているのです。ほか、ありませんか。 

 それでは、私のほうから１点だけ。 

 いずれにしても、先ほど山本委員からも言われたように、この調査が全部ではないことはそのと

おりなのだけれども、ここまで調査したのも大変だったと思います。 

 この一番上に書いている実施主体、運営目的、事業形態、有償免許種別、料金形態、・・・・、運

行日（週内訳）と書いてある。この一番上に書いてあることを全部見比べて、先ほど皆さん言って

いるのはこのことなのだけれども、白老町はどうあるかということが一番問題ですよね。今まで大

体言ってきたなかで、言っていないことが一つありました。一番最後の運行日の週の内訳、これは

月曜日から金曜日までやっているところ。あるいは月曜日から土曜日までやっているところ。日曜

日も祝祭日も含めてやって元旦だけやらないというところ。この辺も検討して、白老町はどうある

べきかというのを検討すべきだと思います。 

 今、答えはなくてもいいです。これ、みんなで協議しなければならないと思うから、これは例え

ば、ごみの収集日も町内会サイドに相談しながら、日にちを決めているようですので、そのような

ことも含めて、今後どうあるべきかというふうに考えるべきだと私は思うのですが、この辺トータ

ル的に、総合的にすべてを検討しつつ予算の面、あるいは一番大事なのは国から補助をもらうには

どうするか。これが一番大事だと僕は思っています。 

 町民の負担以前の問題だと思います。この当別町の補助メニューを見ると自分たちで 1,000 万円

くらいしか出していないのに、4,000 万円あるわけです。これ相当な補助ですよね。補助がもらえ

るものであれば、もらえるような方向づけをすべきだと。できうる限りそのようにしていければと、

このように思いますので、この辺をよく検討して進めて行っていただきたいと思います。 

 何かあれば、はい、辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほど、国の補助の話が出ていましたが、当別の場合もそうです

が、うちの協議会もそうなのですが、このような調査研究費といいますか、今後のあり方を検討す

る。そこの部分については、国のほうからの補助制度ありますけれど、現実に動き出しての部分に

ついては特に補助がないということで、当別の場合は事業者の負担もいただきながらということに
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なっているかと思います。 

 あと、運行日ですね。日曜日も含めてどうかという、その辺の検討も含めてという部分は、利用

者のニーズどの程度なのかと、日曜日はいきいき４・６も閉まっていますし、病院もお休みですし、

その辺も含めて、現実的に使える施設の兼ね合いも含めて必要かどうか検討したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかないようでしたら、町側の退席を求めたいと思います。どうもご苦

労さまでした。 

暫時休憩いたします。 

休   憩（午後 ３時０１分） 

                                            

再   開（午後 ３時１０分） 

○委員長（玉井昭一君） 委員会を再開いたします。 

今まではご苦労さまでございました。はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今回、この建設厚生常任委員会で取り上げた所管事務、こ

れは先ほどから議論の中にあるように、今回は白老町の循環福祉バス元気号のあり方について、今

後のあり方について、この常任委員会で取り上げたと思うのですが、これは、今企画に主体が移ろ

うとしています。ということであれば、我々常任委員会として、この町内循環福祉バス元気号のあ

り方については、現状なのか、意見なのか、やはり申し述べておくべきだと僕は思うのです。 

これがコミュニティバスだとかそのようなものが入ってくると、まるっきり違うものになってい

くのです。何か、今まで僕たちが議論したことが、きちんとたたき台になって、福祉バスのあり方

がきちんとそこで生かされるようなものになっていかなければならないような気がするものですか

ら、やはり、一度区切りをつけておいたほうがいいような気がするのです。 

今後、どういった形の中で、我々がそこに参画していけるかというのは別にしても、一度、そう

いった形の中ではとりまとめといいますか、そういったものをしておいたほうがいいような気がす

るのですが、皆さんの意見をお伺いしておきたいと思ったのです。 

何か、話を聞いていると向こうに移行するだとかしないだとか。福祉としてのものごとの考え方

がどうなるのだというようないろいろな意見が出たでしょう。 

○委員長（玉井昭一君） 福祉だけではなく総合的に考えているということなのですね。 

はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕たちは今まで議論してきたのは、これからの高齢化社会を、きちん

と視野に入れながらいろいろな角度から議論してきたはずなのだけれど、それとは少し違った形の

中で動き出すということも考えられます。その流れが今のところわからないのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今言われたことは、確かにそのとおりだと私も思います。実際

に企画課の担当になれば、いくら福祉バスだと入っても所管事務の担当が違ってしまうのです。逆

に、そうであれば、一定の結論を出したほうがいいのかと思うのですが、現時点で議会の意見をま
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とめるというのはかなり大変だという気は、何もわからない、将来どうなるかわからない中で、高

齢化社会に対応したきちんとした交通体系を確立しなさいとか、そのようなことは言えるとは思う

けれど、それ以上具体的なものにするには現段階では難しいかなとは思うけれども。建前としては

やはりそうでしょうね。氏家副委員長が言われるとおりかもしれないです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。大渕委員が今言われたとおり、意見として出すということ

についてはすごく難しい部分があると思うのです。本当に、これは建設厚生常任委員会全員の一致

を見た形の中での意見というのが出せるか、出せないかというのはすごく難しい部分があります。

点としてはあるかもしれないけれど、全体的な、これからの福祉バスの考え方の中ではまだいろい

ろな意見の調整というのが必要だと僕は思うのです。 

 ただ、それもあるけれども、この常任委員会の中では実際バスに乗って町民の意見を聞いたとい

う現実もあります。であれば、現状の報告に終わるのか、いずれにしても、どういった形になるか

わからないけれども建設厚生常任委員会としての報告というのは必要なのかと思ったものですから、

皆さんの意見をお伺いしておいたほうがよいかと思ったのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ただ、もう一つあるのは、逆に言うとさま変わりしようとして

いるとしたら、当委員会で見れば福祉バスとして充実強化をさせると。その上に公共交通機関とい

うものは乗っかってくるかもしれないけれど、それはしようがないでしょう。 

 だけど、我々としてみたときには、今氏家副委員長が言われたように、現状を書くだけなら、我々

も一緒に乗ったわけだから、これはできると思うのですが、今そのように変遷しようとしている中

で、本当に町民の要求ニーズを、きちんと議会がつかんで、本当は部分でもいいから、委員会報告

に反映させることによって、次の、今の協議会に議会の意見として渡すことができるでしょう。そ

ういうことがないと、議会の存在価値が、形が変わったり、名前が変わったりしても、基本的には

福祉バスの趣旨は継続すると思うのです。高齢化対応は絶対外せないのだから。そこでやはり、あ

る意味一石を投ずるというか、何かわからないけれど、この協議会だけでいくのではなくて、議会

はこのように言ったよというのは、やはりあったほうがいいような気がするのです。そこは議論し

なければいけないかもしれないけれど。僕はそのように思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。きょうまとめるとか何とかという話は、多分皆さん考えて

いらっしゃらなかったと思うので、取りまとめるか取りまとめないかは別にしても、１回皆さん、

この辺の考え方頭の中で練ってもらえないかと思うのです。 

 例えば、今大渕委員が言われたような、もし１点でも議会の考え方みたいなものが、常任委員会

としての考え方みたいなものが、一石投じるか投じないかは別にしても、何かインパクトを与えて

おけるようなものが、そこに一つ入れられるとすれば、それは何なのかということを１回議論した

ほうがいい気がするのです。 
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 でなければ、今までの現状がこうであるということで終わるのであれば、それは、今までの流れ

中で、委員長のほうでまとめることができると思うのですが、そうでなければ多分厳しいだろうと

思うのです。 

 皆さんの意見伺ってからのほうがいいかと思います 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほどからずっと行政側の意見を聞いていると、行政そのものが何もまと

まっていないのです。要は今、検討委員会が様子見をしていることと、うわべだけは話しているが、

この福祉バスを将来的にどうするのだということが一つもまとまっていないような気がするのです。

行政側が。 

 この委員会は、行政に要請されてやったではないものだから、行政が検討してほしいと言ったの

であれば、あの方々もいろいろな意見を出して検討するのだろうけれども、これは独自の所管事務

調査。ですから、そこのところなのです。 

 行政側は恐らく、今検討委員会の様子見の段階だと思うのです。けれども、今氏家副委員長が言

われたように、我々の所管事務調査は所管事務調査として、きちんとした意見を出せば、その意見

が検討委員会で検討する値にはなるのです大事なことなのです。そのほうがいいのかもしれないで

す。検討委員会が何を考えて、どう決めるのか、ましてや学者のような方々がきて、かけ離れた大

きなことになるかもしれないのです。わからないです。 

○委員長（玉井昭一君） 新たに日にちもうけますか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それは向こうが検討できるのです。そこが大事だと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。 

休   憩（午後 ３時２０分） 

                                            

再   開（午後 ３時２７分） 

○委員長（玉井昭一君） 委員会を再開いたします。同じことを繰り返しますが、８月５日 10 時

から建設厚生常任委員会を行うと。そのときにまとめをするということでよろしいですね。 

 それでは、ほか。何もなかったですか。何かありましたか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 懇談会のことなのです。「とことこ」の対応なのですが、向こうから

来ている要望日というのは９月５日でしたか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、熊倉主幹。 

○議会事務局主幹（熊倉博幸君） 向こうの希望が、８月 26 日か９月２日、どちらかということ

で来ています。 

○委員長（玉井昭一君） ９月の２日がいい。 

○副委員長（氏家裕治君） ９月の２日になると、もう９月定例会絡んでくるものですから、でき

ればその前段の８月 26 日。それで対応していきたいと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、熊倉主幹。 



 25

○議会事務局主幹（熊倉博幸君） 時間帯は向こうとこれから相談した上でとなりますので、早め

に決めていただければ。ただ、向こうの子供たちの集まりとかがあって、人が来ているところに私

たちが行くのか。 

○委員長（玉井昭一君） この日がいいということは、そのようなことはないということだろう。

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 時間帯については、近日中にお知らせしますので、一応 26 日。事務

局、きょうでも確認できますね。確認してもらって皆さんのほうへ連絡ください。萩野小学校です。

それだけです。 

○委員長（玉井昭一君） もう一つは、視察、どこへ行きますか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先日も、委員長にお話ししたのですが、私としては環境の問題で何カ所か

行きたいと思っていたのですが、氏家副委員に資料をお渡ししたのですが。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。 

休   憩（午後 ３時３１分） 

                                            

再   開（午後 ３時５５分） 

○委員長（玉井昭一君） 委員会を再開いたします。 

一応、今、みんなで話をした中で、事務局に２案ほどつくっていただいてそれを判断し決めると。

おおよそ３泊４日か、４泊５日になるだろうということです。副委員長、委員長サイドで練りなが

ら、事務局と相談しながら結論に向けて進めていきたいと思います。以上でいいですね。日にちは

まだ決めていません。 

○委員長（玉井昭一君） 以上です。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

◎ 閉会の宣言 
○委員長（玉井昭一君） きょうの、建設厚生常任委員会はこれで終了いたします。どうもご苦労

さまでした。 

閉 会（午後 ３時５７分） 


