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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 ８月 ５日(木曜日) 

   開 会  午前 １０時００分 

   閉 会  午前 １１時０１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（まとめ） 

                                           

○出席委員（７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 

委   員  熊 谷 雅 史 君      議   長  堀 部 登志雄 君 

                                           

 ○欠席委員（なし） 

                                           

○職務のために出席した事務局職員 

事 務 局 主 幹          熊 倉 博 幸 君 

臨 時 職 員          白 綾 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより建設厚生常任委員会を開催いたします。 

（午前１０時００分） 

                                             

○委員長（玉井昭一君） 初めに、先だっての建設常任委員会の会議録の中で、山本委員の発現の

中に不適切な発言があったということで、それを撤回する旨の申し出がありました。その件につい

て、事務局のほうより説明をお願いいたします。 

○事務局主幹（熊倉博幸君） ５月 18 日、移動常任委員会、いきいき４・６で行ったときの件な

のですけれど。山本委員からの発言で、今、皆さんにお配りしているところの、棒線が引いてある

ところですね。こういう発言がありまして、氏家副委員長からこの発言に対して撤回を求められて

おります。その時に、後日会議録ができた段階で撤回するということで、委員会規則 29 条に発言取

り消し、または訂正のところがあります。発言の取り消しにつきましては、委員会の許可が必要で

す。それで、きょう、皆さんにお諮りしていただきたいということで、提案しております。以上で

す。 

○委員長（玉井昭一君） この件について、ご意見のある方。 

 山本委員。 

○委員（山本浩平君） それでは、私のほうから正式に、この部分についての訂正と申しますか、

抹消をお願いしたいと思います。 

 本来この委員会の運営そのものにつきましては、委員長、副委員長にお任せという形の中でやっ

ているのが慣例でございます。まして移動常任委員会の委員会の席で、開催されている席でこのよ

うな発言を申し上げたということは、私自身大変不適切であるということで、委員長、副委員長に

対してもご迷惑をおかけし、また、その移動常任委員会に出席されていた町民の皆様にも違和感を

感じさせたということは否めないということで、反省を申し上げまして、この部分についての撤回

をお願いしたいというふうに思います。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員のほうから撤回の申し出が再度なされましたけれど、これにつ

いて皆さん問題ありませんね。 

 了解ということでよろしいですね。 

 それでは、事務局、そのように取り扱いをお願いいたします。 

 続きまして、所管事務調査の町内循環バスの現状と今後のあり方についてという調査をしてまい

りましたが、これのまとめを行いたいと思います。 

 これについて、ぜひこの点はまとめの中に含めたいというご意見がございましたら、委員のほう

から言っていただきたいと思います。ございませんか。 

 先だって道内の各地区からの調査票が出されておりました。その辺を踏まえながら、あるいは本

町と比較しながら、「こういう点を進めたい」とか、「改善したらどうだ」とか、あるいは「料金を
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どうするか」というようなことがあろうかと思います。 

 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私はこの福祉バスの事業というのは、平成６年からいきいき４・

６の開館にあわせて、交通弱者の方々、それから、福祉政策として取り組んできました。約 16 年に

なるのです。14 年に、この福祉バスの利用法をもっと改めて考え直さなければならない。当時は、

交通の不便なところにこの福祉バスを走らすというのが大きな目的だった。14 年に、何年か経過し

たあとに、もう１回見直して、町民全体で利用できるようなバスにすべきだという声もあって、大

幅に 14 年に改正されて今日に至っていると思うのです。16 年もやってきたわけですから、この福

祉バスそのもののこの事業の理解は、町民は熟しているぐらい知り尽くしておりますし、当時は議

会としても、民生常任委員会初め、議会と町民と議論をしながらスタートさせたという経緯もあり

ます。今、今日 16 年になるのですが、今回白老町公共事業公共交通活性化協議会、検討委員会が立

ち上がって、私たちも今、所管事務調査として、それから、白老の財政状況からいって、この福祉

バスの料金問題をもう一度考える時期ではないかと提案もしていますし、対案も議会としても申し

上げてきましたし、それから、議員の一個人の委員としても、そういう対案を申し上げたりしてお

ります。しかしながら、今回白老町の地域公共交通活性化協議会、この大きな目的は、町内の交通

体系のあり方を探ると、新聞で見ると、言っています。それから、川田会長がなって、北海学園や、

この新聞であるとおり、白老にそんなにかかわりのない、かかわりがないというと語弊があるので

すが、住民の意思を、我々の議会ほど知らない方々が、330 万円の補助金が出るからといって、こ

の検討委員会を重ねている。10 年、20 年先の交通体系を、この検討委員会で決めるのだと、こう会

長は言っています。であれば、私はこの今までの 16 年やってきたこの福祉政策、福祉バスは、なん

だったのかと。どこが悪いのか。このことを、私は検討委員会がきちっと。まだ２回しか開いてい

ないようですから、どんなことなのかわかりませんが。我々が 16 年間議会、町民挙げて汗をかいて

きたことが、先ほどから言っている学者みたいな方々が出てきて、交通体系を変えるのだと。そう

いう言い方であれば、今の福祉体制のどこが悪いのか。これ以上どうよくするのか。こういうこと

がやっぱり議会にきちっと提示すべきだと私は思うのです。何もなく、我々が汗をかいて検討して

も、策定計画をつくって、またやるのだと言っているのであれば、しかも所管が、事務局が企画課

にかわると言っています。こんな、この程度の、私からいうと、「料金をどうするか」、それから 16

年も福祉バス 2,000 万円ぐらいかけてきたこの政策、この程度のことが、こんな検討委員会でなけ

ればできないのかと、私は一議員として、町民として、情けなく思っています。ですから、私は、

こういうあり方というのは、やっぱり議会として、物申すときはきちっと申し上げておかないとだ

めでないのかと。何のために議会があるのかと、こう思っているのです。私はそう思うのですが。

だから、この委員会としても、そういうものも含めて、きちっと物申しておいたほうがいいと思う

のです。その答えといったって、出ようがないのだけれど。私の意見です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今、松田委員の言われたことは、私もそのとおりだと思ったものです
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から。今回この常任委員会のほう日程組ませていただいて、皆さんの意見をお聞きしたいなと思っ

たわけです。確かに、地域公共交通活性化協議会、これについては、今、松田委員が言われたとお

り、10 年、20 年先の町内の交通体系、「どうあるべきなのか」とか、そういったことについての議

論になりますから、今まで私達が議論してきた福祉という観点から、町内循環バスのあり方につい

ての考え方とは、異するものがあるのです。ですから、我々は、例えばこれが、所管が移ったにし

ても、移らないにしても、移るのですけれど、今まで議論してきたことをある一定の方向性をもっ

て、そして、建設厚生常任委員会として、物申すわけではないのですけれど、しっかりとした考え

方を提示しておくということが、大事なことだと。 

福祉という観点から始まった町内循環バスでありますから、それについての意見をしっかり、常

任委員会として上げておくことが大事なことだと。これが、例えば協議会の中でどういう取り上げ

方をされるのかは別にしても、今まで話してきたことを無駄にしないためにも、また、我々も同じ

く10年、20年先の白老町の福祉循環バスのことについて今までずっと議論してきたわけですから、

それについては今、松田委員が言われたとおり、今、始まっていることは始まっていることで、１

つのまた違った形の中での議論でしょうから、その中に福祉的な考え方をしっかり押さえてもらう

ためにも、文章、意見として、常任委員会の意見として載せておくべきだというふうに思いますの

で、それが１つの議会としての意見として出していかなければいけないものですから、例えば料金

体系にしても、本当に常任委員会の中で１つの結論をもって出していけるものなのか。これが、「い

や、それは違う」、「そうでないのではないか」という部分でまとまらなければ、これは議会として

の意見としては出していけない形になると思います。私はこの福祉バスという観点から、今までず

っとバスにも乗って、いろいろな町民の方々のお話を聞くと、「料金の話はいいよ」と。料金は上げ

ても、上げなくてもという話はあります。どうしても「もっと細やかな循環が必要ではないか」と

か、「もっと路線の細分化が必要ではないか」とかと、そういう意見が結構聞かれました。 

そういった部分については、これからの高齢化社会に向けて考えると、やはり大事なことなのだ

ろうと。そして、私は、松田委員も多分そういう方向性からみれば、それはそうではないかとよく

話されることが、100 万円か、200 万円もらうぐらいだったら、そんなものやめてしまってという話

を、よくするではないですか。私も思うのです。これからの生活弱者という人たちは、はっきり言

って年金の格差がどんどん出てくる時代にこれから入ってくるのではないかと、私は思うのです。

というのは、実際問題、年金の格差というのが今、すごくクローズアップされてきますよね。これ

から例えば無年金者が多く、そういう方々も出てくる。そうなると、インフラの整備、水道料金だ

とか、そういったものというのは、その時代においてどんどんインフラの整備というのは上がって

くるわけです。それに伴って福祉バス自体が一緒になって、「財政がこれだけ厳しいから、こうある

べきではないか」と財政面から疑われていくと、本来でいく福祉バスの生活弱者のための交通手段、

買物手段としての考え方には合ってこないのではないかと私は思うのです。ですから、そういった

面から考えても、町内循環福祉バスのあり方については、やはりこれから 10 年、20 年先のことを

考えても、ある一定程度行政の中で負担をすべきところは負担をすると。その中でいろいろな組み
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立てをしていかなければならない問題ではないかと、私は考えているのです。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 氏家副委員長の言うとおりなのです。私はこの検討委員会の心配している

のは、やはり町民とかけ離れた方々なのです。白老の実情をそんなに知らない、例えば北海学園の

教授や、道南バスの社長は経営者だから、お金をいっぱいもらいたいほうですよね。それから、白

老観光バスも、室蘭開発建設部北海道運輸局とか、胆振総合振興局とか、まちの町民の気持ちがこ

の人方わかっているのかなと。ただ上辺のアンケートや、そんなもので決められたのでは、白老の

16 年間やってきた福祉バスはなんになるのだと。私が一番懸念するのは、そこなのです。ですから、

我々は一番身近な町民と顔をあわせ、心をあわせ、そして、議会と議論をしながらやっているもの

が、こういう方々の 330 万円の補助金のおかげで、ですから、私はこの程度のことをなんでこんな

人方に頼むのだと。私が言っているのは、このことなのです。全然かけ離れていますよね。2,000

万円の福祉事業ですよ。私は 4,000 万円かけてもいいし、ただでもいいと、いつも言っているので

すが。その事業にこんな方々を呼んで、どうあるべきか策定作業していますなんて、その策定作業

が決まったら、その人方の意見を取り入れてやるとすれば、どんな方向に行ってしまうか。一番懸

念しているのは、私はそこなのです。この程度のことで。一番心配します。だから、先ほどから言

っていたのですが。ですからやはり、議会のこの委員会の意見というのは、私は大事だなと、思っ

ているのです。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。方向づけを明確にするということでいえば、今、町が活性化委

員会をつくったということは、ここに書いているように、将来の交通体系をどう考えるかと。これ

は、今、町が考えているものは、環境や、福祉や、すべての部分が網羅されているというふうに思

うのです。福祉バスを議論している建設厚生常任委員会は、どういうことかというと、福祉を重点

に議論をしているわけです。ですから、そこに差があることは、歴然としているのです。まずそこ

のところを、私は常任委員会として押さえるべきだと。そうでないと、議論が散漫になって、どち

らも全部行ってしまうから、我々が議論するのは、どこの部分かということを、議会ですから、き

っちりする必要があるだろうというふうに思います。 

ですから、将来の交通体系を全体として考えるということになれば、これは当然企業もあれば、

タクシーもあれば、まちもあれば、学校の交通体系による送り迎えもあれば、病院のものもあると

いうものを、どう白老町の将来に向けて一元化するかということを考えている部分と、我々は福祉

だけで考えるという部分との差は、歴然としているのです。ですから、まずそこのところ、我々常

任委員会としては福祉の部分だけでやるのか、踏み込んでどこまでやるのかということを、まずき

っちりしなくてはいけないだろう。その上に立って考えたときにどうなるかというと、今の福祉バ

スを充実強化するというふうに政策化すると。この提言を議会が町にしていくとすれば、やはり１

つは高齢化対策だろうと。これは福祉の範囲に入ると。当然医療、病院の関係と買い物の関係。こ

の２つが、ここでは高齢化対策して整理されるのではないかというふうに私は思います。ですから、
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ここに人口減少対策問題や環境問題が入ると、高畠部長がやっている企画課が、そこで交通体系の

一元化を考えなければいけないというふうになるわけです。高齢化対応と環境対策等々が入ってく

るとそうなる。そうなれば、今度デマンドどうするか。デマンドまで白老で考える必要があるのか

どうかということになってくるわけです。オンデマンドまで考えるということになれば、ちょっと

福祉から逸脱していくのです。誰でも要求できるものだから、福祉の部分とはかけ離れていくだろ

うと。そういうことで考えれば、我々として、議会として、政策要求をしていく部分も、どこに絞

るかということをやっておかないと、議論が全部の議論をしなくてはいけなくなってしまうから、

私は議会として政策要求する部分はどこなのかということを、きっちり、今で言えば、福祉バスの

将来をどうするかという議論でとめないと、わけがわからなくなるのではないかという気が、私は

すごくしています。そこが今、ここの常任委員会ではすごく必要だなと。私は今までの議論の中で

は考えているのです。そう考えれば、福祉を前面に出すということになれば、料金と運行スケジュ

ール、そういうものの細かなことではなく大きなことで、例えば 100 万円の収入だったらもらわな

いで、もっと強化する。もらうのだったら、４分の 2,000 万円かかったのだったら、500 万円はも

らいなさいとか、そういうようなことが議論されて、政策提起をきちっと町にするということにな

るのではないかというふうに感じているので、そこのところ整理をしたほうがいいかなという気が

しました。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほど私が言った６年から 13 年までは完全な福祉対策だったのです。これ

は、乗れる方は 65 歳以上の交通便の悪い方と障がい者だけだったのです。14 年から福祉政策を転

換させたのです。みんな乗れるように、子供も乗れるように、健常者も乗れるように。ですから必

ずしも今の福祉バスは、福祉循環バスというのですが、福祉バスではないのです。もう拡大してい

るのです。町民全体が乗れるわけですから。それから、当初からそうなのですが、もちろん施設利

用対策も入っているし、交通弱者対策も入っているし、高齢者福祉対策も入っている。それから、

まちや銀行や役場に来るまちの活性化対策もこの 14 年度から入るために、町民みんなが乗れるよう

に拡大しようと言ったのが、この 14 年の見直しだと私は思います。ですから、そういうことからい

くと、今の検討委員会が確かに国の政策で 330 万円の補助金が出ます。330 万円補助金が出るのだ

けれど、いずれにしてもまちは今だって 2,000 万円出しているわけですから、その補助金がもらえ

るから物を考え直すのだと大きく転換されると、もう１回言っておくけれど、先ほどから町民の心

の知っている方々かと。ですから、別な方向にドーンと行ってしまうのではないかと。こういうこ

とが、私、先ほどから懸念しているのだと言ったことなのです。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今の点なのですけれど、私も健康福祉課が地公活委ですか、地方公共交通

活性化委員会、これにすべて移管するような気持ちではまずいと思うのです。やはりどうあるべき

が、循環福祉バスのあり方というのを、しっかりと担当課が、きちっとした考え方を持って、この

常任委員会の意見も踏まえた上で、やはり方向性を出していくべきではないかと思います。 
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そこで、私としての意見を述べさせていただきたいのですが、前回の委員会の中でも述べさせて

いただきましたけれど、やはり基本的には超高齢化時代に即した状況を考えた増便をして、利用者

数を拡大すべきではないかというふうに思います。プラスアルファ、停留所にいけない人たちもい

るというお話も、我々の調査の中でも判明をいたしました。そういった意味で、ドア通ドアに近い

サービスも検討すべきではないかというふうに思います。それともう１点は、受益者負担の考え方

です。いろいろな町村のデータも出ているわけです。これをしっかりと町がどう考えるのか、この

辺をやはり、町のほうできちっとした考え方を示すべきだというふうに思います。これは、意見と

しては、それぞれなかなか委員会でも分かれるところであると思いますので、町がしっかりとした

考え方をやはり持つべきだと思います。町が前に、確か民間の団体に調査を依頼したときに、利用

されていない方々のアンケート調査もしたわけです。その時に結果が新聞に載りました。利用され

ていない方々は、「値上げすべきだ」という意見も出ていたわけでございます。そういったようなこ

ともあるわけですから、受益者負担のあり方というのを、しっかりとした考え方を町が持つべきだ

と。どのような方向に、ただにするにしてもですね。全部が取らないなら、とらない。取るのであ

れば、どういった形にするかですね。もう一度やはり的確に考えていくべきだと、このように思い

ます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も今まで意見出されました、ほかの委員さんたちのご意見に全く賛成で、

そのとおりだなと思っています。１つだけ申し上げるならば、先ほど松田委員が言われた新しく立

ち上がった協議会ですか、そこの協議会が２回開かれているということなのですけれど、実際には

福祉課がそこの会議にも出席していないということで、そこでどのようなことが話し合われている

のかということが、私たち実際にこれを所管で取っておきながら、全く情報が得られなかったとい

うことを、非常に残念だなと思っております。その辺やはりきちっと、前回も申し上げましたけれ

ど、町側もそういうような情報ですか、我々議会としてこれを所管取っているわけなのですから、

正確な説明というものをしていただけるような体系というのですか、仕組みづくりというのですか、

そういうものをきちっとしていただきたいと、そう思います。それによりまして２つ目に、やはり、

今後所管が変わっていくかもしれませんけれど、今、ここで今回所管を取ったわけですから、報告

されるわけですけれど、今後それについてどのような形で変わっていくのかということを、追跡調

査していく必要性が議会としてはあるのではないかと、責任があるのではないかと思います。そこ

の部分についても、今後どのように取り組んでいったらいいのか、どうされていったらいいのか、

その辺がちょっと不明なので、その辺について皆さんはどういうふうにされたらいいのか、その辺

ちょっとお伺いしてみたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 一応この委員会は、今、ここで結論を出すということになっています。

ですから、追跡調査ということになれば、このまた委員会を別に設けなければならないということ

です。 

○委員（西田祐子君） 西田です。それだけでもうバスッと決めてしまっていいのかなと。私はち
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ょっと疑問に感じたものですから、それでいいのでしょうかというつもりで聞いたのです。 

○委員長（玉井昭一君） そうではなくて、今ここでは、この委員会としては、まとめなければな

らないのです。それでなおかつ今西田委員がいうことであれば、また別に委員会として調査すると

いうことを上げなければならないのです。それでなければ、やれない。今は、いずれにしてもまと

めなければならないということです。わかりますか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） まとめるということはわかります。今後、まず一度私たちが提言しますよ

ね。それに対して向こうのほうがちゃんとそれを受け取ってくれるのかどうなのかということ。そ

れは向こうの勝手だから、こちらはただ提言するだけで、それだけしかできないというふうにしか

私は感じなかったのですけれど、それはそれで仕方がないということなのですか。そこだけ。 

○委員長（玉井昭一君） それは、委員会として向こうの検討委員会に意見を述べると。今、ここ

では精一杯のことを、私たちの議会の委員会としてまとめるわけです。それを向こうが読んでどう

いうふうにするかは、向こうが判断することであって、私たち「こうすれ」とかいうことは言えな

いのです。まとめを向こうが読むか読まないかは、向こう次第ですから、私たちは「読め」とか、

「意見を通せ」とかということは、検討委員会には言えない。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） そこなのです。私が一番感じているのは、今私たちの所管は、生活環境課

ですよね。ところが、実際にはこれは次の所管に変わってしまうわけですから、企画課のほうもち

ゃんとこれを私たちが出した提言をちゃんと受け取ってくれるのかどうかということが、私は一番

知りたい。 

○委員長（玉井昭一君） それは当然受け取ってくれるでしょう。まとめるのですから、まとめた

文章当然企画も読むし、福祉課も読むのです。役場自体が読みます。だから、今までもそうですか

ら、それを重く受けとめてくれると思います。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 委員長がそこまで言っていただけるのであれば、私、信じて受け取ってい

ただきたいなと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） それ以上方法ないのです。 

 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今、西田委員が心配されるのは、多分先ほどから大渕議員

が言っている、今回常任委員会の中で、まず「どうしましょうか」という論点の整理というか、テ

ーマを福祉に絞って、論点整理をして、意見として上げましょうという話なのです。ですから、多

分所管は、私たちの常任委員会から移ります。そこの常任委員会の中でまた、多分、この活性化協

議会、これとのかかわり方をもって、我々の今、出していこうとしている結論、意見みたいなもの

を、そこで反映させていければいいかなという思いで、きょう皆さんに集まっていただいているの

ではないかと思うのです。だから、西田委員が言われる調査というのは、多分私たちの議会から離

れるわけではなくて、確かに所管は離れるかもしれないけれど、多分それは継続されていくことだ
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と、私はそういうふうに思っているのです。そのためにも、そこに与えるインパクトの強い意見、

１つでもいいから、今回、私たちが今まで議論してきたことを１点でもいいから、インパクトの大

きいものを上げておいたほうがいいかなという思いでいます。 

○委員長（玉井昭一君） 今、話されていることは、今までの委員会もそうなのだけれど、あくま

でも、まとめをしたからそれで終わりということではないです。委員会の所管事務調査も。必ずそ

れは継続しています。継続していないのだったら、やっている意味がないのだから。それは、そう

いう深みはあると思います。ですから、その辺の先行き、まとめが出たからといって、これで完全

に終わりではないということは、はっきりしています。それが、まとめを見た人たちがどういうふ

うにそれから方向性が向いていくかは、そのまとめ次第です。ですから、松田委員も言っているの

は、大渕委員にしてもそうだけれど、この委員会も意見を強く反映したいという意味をもってまと

めをしておこうということですから、何もそこで終わるわけではないです。と、私は思っておりま

す。そうですよね。 

 ほか、ございませんか。 

 これ、皆さんでいろいろ話されましたけれど、今、氏家副委員長も言ったように、福祉だけに目

的を絞るか、あるいは、全般的にするのか。それから、増便する、しないもありました。それから、

費用をどうするか。この辺に絞られていると思うのですが、この辺をこのまとめに具体的に入れる

のか、入れないのかです。費用は幾らもらうとかということではないと思うけれど、相対的にはこ

れくらいと書くのか。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今回のまとめの中心は、私が思うのは、福祉を中心、特に高齢

化対策を柱にしてまとめるべきと、私は考えます。ただ、当然全体としての交通体系を今、考えな

いと、現実的には私はだめだと思うのです。それは、例えば環境対策、これだけ相互乗り入れやっ

て、ガラガラ１人か２人しか乗らないマイクロバスが朝から晩まで走って歩いているというのは、

環境から考えたって、地球温暖化から考えたって、何から考えたって、こんな非合理的なことはな

いはずなのです。同時に人口減少対策というのが、高齢化対策とはダブっていても、人口減少対策

のためにこの福祉バスを本当に生かすとなれば、それはまた違った視点になると思うのです。人口

減少というのは、福祉の側面と違う部分というのがあります。それはすべての産業活性か含めてそ

れが生かされるということになるわけだから、それは、やはり全体の交通体系の中で考えるべきだ

ろうと。オンデマンドもそこに入ると思うのです。だから、ここの常任委員会で今、まとめるのは、

やはり福祉を中心、特に高齢化対策を柱にしてまとめるのが、私は建設厚生常任委員会としてはい

いやり方ではないかと思うのです。今回は一般質問できないです。今、議論しているから。だけれ

ど、この次からは、我々が提言したことを町がやっていなかったら、幾らでも、「建設常任委員会で

こういう提起をしているのに、なぜやらないのですか。」ということは、これから聞けるわけです。

別に常任委員会だけでやらなくたっていいわけです。一般質問で何でもできるわけですから。だか

ら、ここにいる人がそれぞれの違った形で、例えば今回建設厚生常任委員会で出したまとめに対し
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て町が実行しなかったら、この次の、９月でなくて、12 月の議会からどんどんそれぞれが一般質問

でやればいいわけですから。だから、それは幾らでも繋げていくし、生していくことも、議会とし

ての対応もできると、こういうふうになると思うのです。だから、そう考えたときに、私は全体の

交通体系のことを今、ここで議論しても仕方がない。まして所管が移るのは、仕方がない。「移るな」

と言ったって、どうにもならない。そうであれば、私は高齢化対策を柱にしたまとめをすると。そ

れは今までこの福祉バスをやってきた経過も含めて、議会として総括して、「だからこうあるべきだ」

というものを出したらいいのではないかというふうに私は思うのですが。 

○委員長（玉井昭一君） 今、大渕委員が言っているのは、私たちの委員会の所管が、福祉の関係

だと。それ以外は、私たちの関係ではないという意味も含めて、今、言っておられるわけです。そ

れだけはお伺いしたいのです。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。当然そこはあるのだけれど、ただこれは、今、福祉バスだけで

は考えられないですよね。活性化検討会議が出てしまったのだから。それは、全体の交通体系を考

えるということだけれど、何度も言うけれど、人口減少対策や環境対策が絶対に必要になると。環

境対策は、我々の範疇なのです。 

○委員長（玉井昭一君） そう。 

○委員（大渕紀夫君） だけれど、全体の所管がそうなっているということの中で、もちろん私は

そこまで踏み入って議論するのは、幾ら議論しても構わないと思う。議論は。だけれどまとめはど

うなるかというと、そういうふうなまとめになるのではないかなと。そうでなかったら、議論の発

展にならないです。ここまでたがはめてやるなということを言っているのではない。幾ら議論自由

にしてもいいけれど、結論的にはそこに、今回のまとめの結論はそこにいくのではないかと。そう

いうことをきちっとしてやらないと、まとめるほうはどうにもならなくなるのではないかと。 

○委員長（玉井昭一君） そのほうがありがたい。 

 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今、言われていたことというのは、先ほど山本委員も言わ

れていたことで、福祉の観点から見た高齢化社会、高齢化対策。それから、料金、路線の再分化。

いろいろな部分は、これは大体皆さん似通ったところであって、ただ、先ほど松田委員が言われた

今までの経緯、本来の目的、趣旨。これからの活性化協議会が、それから完全逸脱するものだとは、

私は思わないけれど、でも、本来の趣旨、目的というものを、そこに明確に、福祉バスのあり方と

いうものをしっかりここでうたっておくことで、入れておくことで、我々の今までやってきた議論

というのは、しっかり生きてくるのではないかと思うのです。ですから、福祉バスの当初の目的、

趣旨というものを、文献洗うとある程度出てくると思いますので、そういったものをちょっとまと

めの中に入れておくと、今までやってきた議論が生きてくると考えますので、福祉を中心とした高

齢化対策、そこに絞って、それを中心に、例えば料金体系がどうあるべきなのか、それから、路線

の細分化についてどうなのか。先ほど私、山本委員が言われたのが、受益者負担の考え方、これを
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行政に正すべきではないかと。 

○委員（山本浩平君） 正すのではなくて、ただデータを出すだけではなくて、行政がしっかりと

した考え方を持つべきだと。 

○副委員長（氏家裕治君） そういったもの、もし行政がそれをやるという考え方と、私たち委員

会として「こうあるべきだ」と。もし取るのだったら、一律 100 円なら 100 円。一律の料金徴収だ

とか、取らないなら取らないという形の中で、完全に福祉予算の中でもって、賄うみたいな形の中

で、結論づけられるべきものなのか。そこだけは皆さんでちゃんともう１回議論しておいたほうが

いいような気がするのです。そこまで型にはめなくてもいいとかというものであれば、またそれな

りの考え方で物、申していかなければならない。 

 路線の細分化については、多分皆さん共通な意見で、その交通システムがどうあるべきなのかは、

これから先の考えることであって、ただし、今まで言ったとおり、細分化して、例えばぐるぐる大

きなバスを回している必要はないわけですし、そういったものは前回からもいろいろな話の中で出

ているわけで、路線の細分化については、多分これから必要になってくるだろうということもあり

ます。だから、今、不確定的な部分で、料金のことについては、受益者負担の観点から考えるとか、

それとも、もっと違う観点から議論するべきなのか、そこだけはもう１回話し合っておかないとい

けないのではないかと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） これ、もう１つ、今、氏家副委員長が言われたことももちろんなのだけ

れど、先ほど松田委員が言っていたように、検討委員会の２回やられた議事録というか、これはと

っているか、とっていないか聞いてみないとわからないけれど。恐らくとっていると思うのです。

それが見せてもらうべきかどうかという問題があります。見なくてもいいのかも。まるっきり別個

のものだから、権限も何もないし。 

 暫時休憩します。 

休  憩  午前 １０時４５分 

                                            

再  開  午前 １０時５１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。 

 今まで意見を申されました委員の皆様から出ました意見について、まとめていきたいなと、こん

なふうに思いますが。あとは、正副委員長に任せていただくということでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。私がすごく感じたのは、どういう表現するかは別です。だけれ

ど、町の福祉担当、このバスの担当者がきちっと状況を押え、福祉バスとしての将来どうするかと

いうのを、余り考えていないというふうに感じたのです。うんとはっきり言えば、勉強不足。議会

もそうかもしれないけれど、あの、今までの、今回の前の前の対応というのは、私は町の対応とし

ては、極めてまずい対応だと、私は思っています。それは、例えば資料にしても何にしても、こち
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らが言わなければわからないような状況なんてことは、考えられません。何年も前から出ているも

のがたくさんあるにもかかわらず、「バスが出せない」とか、全然レベルが違う話のような気がして

いるのです。むしろ私は、問題はそういうところにあったように感じています。だから、議会側も

そこを厳しくやっぱり通ってこなかったというところにも問題はあるかもしれないけれど、私はそ

のことはどういう表現かは別にして、きちっと指摘をしておくべきではないかなと思うのです。も

う１つ、くどいようだけれど、やっぱり福祉中心に松田委員も言っている、町民の意見をどういう

ふうにくみ上げて、町民のバスにするのかということがなかったら、またほかの利用されないもの

と同じくなるのです。それは、町民の意思が組まれていないからなのです。だから、病院なんかも

不信感が今まで何十年もたまったものが今、ものすごい悪影響を病院に。幾ら改善したとしても、

悪影響を与えているわけです。改善しなければいけない部分はあるかもしれないけれど。そういう

ふうにならないようにしなければだめだと思うのです。そういうことが、そこが、職員がどれだけ

努力しているかということの表れだと思うのです。「乗ったことない」とか。我々も少なかったけれ

ど。そういうことを含めて、表現はあれだけれど、やっぱりそこはきちっと言っておく必要がある

のではないかと思うけれど。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 極端に言えば、腐敗化してきていたと。最善を尽くすべきだと。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。大渕委員の意見をセコンドするわけではないけれど、私もやは

り町側はかなり福祉バスというか、これは松田委員が言っている意見とかかわってくるのだけれど、

やはり、現状を知らなさ過ぎると思う。それから、非常に町民というのが、極端にかけ離れた望み

を言っているわけでもないし、できないようなことを言ってないと思うのです。できないことをし

てくれと言っている状況ではないと思うのです。その辺やはり、担当部局を見ていると、緊張感が

足らないなと。それから、町全体も。これは、どこかに文言入れてほしいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） それは、先だっての委員会でもありました。今の件と、それから、３回

も言って、初めてこの調査票が出てきたと。だから、そういう意味では、町側はのんきでないのか

という話は、前回から出ています。その辺は、指摘しておかないといけない。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。だから、福祉で押さないと、この間の担当の話では、もう企画

だから、私たち関係ないのだというような言い方にしか聞こえないのです。全体の交通体系を考え

ることがだめだとは、我々は言えないわけだから。全体的な交通体系だけを考えたときに、重点は

何かといったら、人口減と高齢化対策なのだから、「福祉前面に立ててこの交通体系を考えなさい」

ということを議会が言わなければだめなのです。そこを言えば、それでいいのだと思います。あと

はこの次の次から、12 月から、一般質問でやればいいのです。かわりばんこにどんどんやればいい。

活性協議会何議論したと。福祉どうするのだと。ちゃんと議会の常任委員会こうやって言っている

ではないかということでやればいいのです。そこをドーンと重点に書けばいいのではないかと思い

ます。 
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○委員長（玉井昭一君） その辺で、意見は出尽くしたかな。 

 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 大体皆さんの考え方が詰まってきた部分があります。料金体系のこと

については、どうしますか。料金体系のことについては、どういった表現で表しておいたほうがい

いか。それだけちょっと皆さんのご意見、もう一度聞いておきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。松田委員が言ったことでいいという意味は、町民の立場で物事

考えてと。だから、福祉を重点に考えたときに、交通体系を考えるのではなくて、福祉重点に考え

るとき、必ず町民の目線で高齢化対応と人口減対策と入るわけだから、そこで考えてと。「幾らにし

ろ」だとか、「こうやってふやせ」とか、そんなことはいいのです。「町民の立場で考えて町はやれ」

というのでいいのです。細かいことを言ったら、また変なことになるから、言わないほうがいいと

思います。それは、一般質問の中で聞けばいいと思います。「こうやって書いてあるけれど、どうや

って検討した」と。「来年から料金体系と運行スケジュール変える考えあるのか」と。「４月から変

える気持ちがあるのか」と、こう聞けばいいわけです。「ありません」と言ったら、「ちゃんと建設

厚生常任委員会で指摘しているでしょう」と。「やりなさい」ということで、やればいいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 結論出ないと思うのです。それぞれ考え方違うのだから。だから、受益者

負担のあり方をどう考えるのかというのを、行政としてはしっかりとした考え方を持つべきだとい

うものは、私は入れておいて頂きたいわけです。 

○委員（大渕紀夫君） 高齢化を中心にどう考えるかと、そこを入れる。 

○委員（山本浩平君） それは入れていいと思いますけれど。その辺やはりついて回る話であって。

町立病院もそうなのだけれど、結局利用を全然しない人たちは、ものすごい自分たちの税金を無駄

に使われているのではないかというふうに思うのと一緒ですから、この部分はやはり、入れておか

ないと、利用していない人たちだってこれ、町民ですから、その人たち無視に考えるべきではない

わけです。その辺はやはり入れておいていただきたいなと、私は思います。行政としてしっかりと

した考え方を持ってほしいということです。 

○委員長（玉井昭一君） それでいいですね。副委員長いいですか。もう聞くことないですか。 

                                           

  ◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは少し時間が早いようですけれど、きょうの委員会を終了いたし

ます。ご苦労さまでした。 

（午前１１時０１分） 
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