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    ○開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  ただいまから総務文教常任委員会を開催いたします。 

（午前１１時２３分） 

                                          

○委員長（及川 保君）  企画振興部・企画政策課のほうから委員会協議会の開催依頼がきてお

りました。本日の協議事項は、白老町地域公共交通総合連携計画策定についてなのですが、新しい、

今まで聞いたことのない案件が上がっているようであります。それでは、説明を求めたいと思いま

す。五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  それでは、説明させていただきます。忙しい中、時間をとっ

ていただきありがとうございます。 

 白老町では、ことし、白老町の地域公共交通活性化協議会を設立しまして、白老町の地域公共交

通総合連携計画を策定するため、取り組みを始めたところであります。それでは、白老町において

は、循環福祉バス元気号においては、産業厚生常任委員会において所管事務調査中であります。そ

れで、企画政策課のほうはまち全体の地域公共交通を担当ということでこの事業に取り組むわけな

のですが、白老町では地域公共交通の活性化及び再生に関する法律と、道路運送法の規定に基づき

地域の住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保、利便性の推進、サービスの実現に必要となる

事項を協議し、地域公共交通の活性化を図ることを目的として、ことし２月 26 日に白老町の地域公

共交通活性化協議会を設立しております。会長は、商工会の川田会長になっていただいております。 

 それで、資料のほうからまず説明させていただきますが、５ページの横の、ちょっと文字が小さ

くて申し訳ないのですが、白老町の都市・交通課題ということで横のカラー版のグラフがついてい

る資料があると思います。こちらから説明させていただきますが、まず、１番目の左上の白老町の

概要といたしましては、これは国勢調査のグラフになっております。昭和 60 年の２万 4,353 人から

平成 17年の２万 748 人まで人口が減り続けております。それで、世帯のほうは 7,835 世帯から 8,564

世帯とふえていっております。右側の表になりますが、平成 17 年時点では、15 歳未満が 11.3％、

65 歳以上が 28.4％となっております。現在では 31％、近い将来には 33％になるといわれておりま

す。 

 ２番目の白老町の交通なのですが、白老町にはＪＲ室蘭本線が、普通電車が１日上り 13 本、下り

13 本。それから、Ｌ特急すずらんが１日５往復。あと、道南バスが町内を経由する路線と都市間の

高速道路を使った高速バス等があります。それから、町で運行しています循環福祉バス、４路線 12

系統。それから、スクールバスが竹浦地区、１校分があります。また、町以外のバスといたしまし

ては、スーパーくまがいが運行する無料の買物バス、それから、町内企業が運行している従業員の

送迎バス。それから、医療法人が運行している利用者の送迎バス。それから、北海道栄高校が運行

している通学バスもあります。 

 それで、循環福祉バスの利用者の推移なのですが、下のグラフにありますが、平成 17 年で６万
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7,738 人をピークにここ３年くらいは大体６万 1,000 台くらいで推移しております。その右の表に

ありますように、利用者数なのですが、こちらは白老から虎杖浜が多いわけなのですが、当然運行

距離が長くなるということもあって利用者数の増になっていると思います。 

 右側の上のほうの３番目の白老町のバス交通にかかわる負担額とありますが、おおむね、ここの

ところ 1,900 万円、2,000 万円弱くらいで推移している状況にあります。 

 それから、４番目の循環福祉バスの利用状況ということで、これは平成 21 年の元気号の利用者の

アンケート結果なのですが、丸い円グラフの中では月４回以上利用されている方が 30％。これは元

気号だけではないです。いきいき４・６の施設内で無作為に調査したアンケートですので、利用し

ていない方も入っています。その中では、利用しない方が約 50％近い 47％となっております。利用

しない理由としては、自家用車の使用というのが 84.6％ということと、あと、主な行き先としては、

町立病院、福祉センターという、もともとの始まりが福祉バスということで町の公共施設、町立病

院、いきいき４・６への送迎というバスの始まりですので、この結果としてはしようがないのかな

と考えております。 

 それで、先ほどバスの現況で町内の状況はお話しましたが、ことし４月にコープさっぽろさんで

萩野の旭友ストアさんを購入しまして、バスの運行をしたいということで元気号を白老のコープと

萩野のコープ前にバス停を設置できないだろうかということで健康福祉課のほうに相談にいってお

ります。それで健康福祉課のほうでは一応、原則福祉バスですので今の時点ではできないというこ

とで、コープさっぽろさんでは自社運行のバスも考えたみたいなのですが、うちの委託を受けてい

る道南バスが競合している路線なのでということで道南バスのほうはお断りしたという経緯があり

ます。それで、できたら、うちで新たにやる公共交通の計画の中でちょっと考えてほしいというこ

とでもうちのほうにきております。元気号は元気号のほうで今、所管事務調査を受けておりますの

で、そちらのほうで整理されると思いますが、うちのほうの計画として今、進めております。 

 それで、表紙の裏の１ページ目なのですが、先ほど法定協議会を２月 26 日に設立したということ

がありますが、法定協議会は市町村が設立します。その法定協議会の中で地域公共交通総合連携計

画を策定するということが今、行っている事業になります。あくまでも協議会が行いますが、これ

に対して国のほうから補助を受けております。100％補助で、ことし 320 万円受けております。これ

は町予算通さないで法定協議会が直接受けております。それで、支出ということになります。 

 左の下のほうになりますが、地域公共交通活性化・再生総合事業計画ということでありますが、

まず、法定計画を今年度策定しまして、その後３年間、それに対する事業に対してまた２分の１の

補助があります。あくまでも協議会が行う事業に対してです。その例としましては、鉄道・バス・

タクシー・旅客船等の実証運行ということで、うちの場合は黒いポツの２番目にあります、コミュ

ニティバス・乗合タクシーの導入、路線バス活性化の実証運行等が該当すると思われます。また、

四角の２番目、車両関連施設整備等でバス車両購入費、それから、バス停等待合環境整備、デマン

ドシステムの導入。それから、四角の３つ目、スクールバス・福祉バス等の活用というのが考えら

れております。まず、今年度はとにかく計画を策定しようということです。 
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 ２ページ目になります。裏に北海道の地図があると思うのですが、平成 20 年度から国のほうでこ

の事業が始まっておりますが、左側に赤い字で市町名、それから、地図の中に赤い色を塗っている

ものが平成 22 年度の計画を策定予定しているまちです。それから、青というのでしょうか、それが

右側に市町村名ありますが、これは事業を実施する市町村となっております。平成 22 年で行きます

と、計画策定が 10 市町、それから、事業実施が、平成 22 年では北海道で 24 市町です。計画が左上

にありますように 10 です、ことしは。事業実施が右上にあります、24 です。青いのが実際の事業

です。事業実施が 24 市町ということになっております。 

 ３ページ目になります。白老町の地域公共交通活性化協議会の委員の名簿になっております。一

番上の町職員から始まりまして、14 号委員までの室蘭建設管理部長が指名する者ということで登別

出張所長までが協議会の委員名簿になっております。その下に専門部会員名簿があります。専門部

会というのは、会長から指示のあった事項について、専門的な調査・検討を行うものとして設置し

ております。スーパーくまがいの店長さんから、９番までの学識経験者まで９名の方で専門部会を

設置しております。それで今、進めております。 

 続きまして、７ページ目です。７ページ目から 10 ページ目までが健康福祉課で実施したアンケー

トになっております。これは産業厚生常任委員会のほうにも同じものが資料提出されております。

調査の実施方法としては５月 24 日から６月７日までの 11 日間で、52 便、656 人の回答をいただい

ております。それで、・番目の回答者の詳細とありますが、男性 149 名、女性 507 名で計 656 名の

方からいただいています。回答者の約 77％が女性ということで、これは元気号の乗降客の割合も大

体このくらいだということです、アンケートだけではなくて。ですから、女性が７割から８割くら

いいるということみたいです。それから、年代別としては 70 代、80 代の回答数がすごく多かった

ということで、利用者も実際に多いということになります。それから、居住地としては白老、萩野

が多いでしょうか。裏のページのＡ３の横の表になります。これは調査結果で利用目的、行き先等

の一覧になっております。全体としては、まず、通院と入浴、買物が多いと。この入浴というのは、

いきいき４・６への入浴です。虎杖浜の温泉とかではなくて、いきいき４・６の入浴ということで、

この３つが特にやっぱり利用数が高いと。その中でも 70 代、80 代が特に利用者数がすごく多いと

いうことがわかると思います。右の行き先のところでも先ほどの通院、入浴、買物に合わせまして、

利用者数は町立病院、いきいき４・６、商店というのが、利用者数が多いということになっており

ます。 

 続きまして、４ページ目です。公共交通の連携計画をことし策定するわけなのですが、そのスケ

ジュールを簡単に説明させていただきます。カラーの横の表になっております。一番下の地域公共

交通活性化協議会の開催ということであると思いますが、今、８月で第３回の協議会まで終えてお

ります。それと、第１回の専門部会を終えております。９月の初めに全戸対象のアンケートを考え

ております。各町内会長にもお願いしているのですが、まず、全世帯のアンケートをやりたいと。

それで、町民の要望だとかニーズだとかを把握したいと。その後は、元気号のＯＤ調査という、乗

って、アンケートを取ります。それから、町内のバス運行の状況もはかりまして、その結果を 10
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月くらいに一度専門部会をやりまして、12 月くらいに調査結果をまとめたいということで来年２月、

３月くらいにかけて最終的な計画書を策定したいと考えております。それで、９月に予定している

アンケートというのが 11 ページになります。後ろから３枚目になります。全世帯対象ということで、

今、各町内会単位で地区の町内会長会議をやっておりますが、そちらに行きましてお願いしている

のですが、広報誌配布時に同時配布をしまして、その１週間後に今度、アンケートの回収袋を回し

てもらって、各町内会単位でまとめて回収したいということを考えております。 

 一番最後の 14 ページ目が白老町のバス交通に関するアンケートということで、Ａ３で裏表、Ａ４

でいうと４ページ分のアンケートになっております。これを全世帯かけまして、今後の計画策定の

基礎にしたいなと考えております。それで、今時点ではまだアンケートをまとめていませんので、

アンケート結果がまとまりまして、計画の内容が少し見えてきましたら、また再度、総務文教のほ

うに説明させていただきたいと考えております。以上、簡単ですが資料の説明を終わらせていただ

きます。 

○委員長（及川 保君）  ただいま、課長のほうから説明がありました。このことについては、

建設厚生、そちらは説明を終えていますか。全体はやっていませんか。これが初めてですか。五十

嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  建設厚生のほうはあくまでも元気号の所管事務調査というこ

とでやっておりますので、企画政策課のほうでは説明しておりません。 

○委員長（及川 保君）  はい。 

 概要が今、説明をされました。皆さんのほうから何かお聞きしたいこと、意見等がありましたら。

前田委員。 

○委員（前田博之君）  今、委員長もちょっと話しましたが、基本的なことをちょっと先に整理

しておくというか、確認しておきたいのですけれども。今、議会で、建設厚生常任委員会で福祉バ

スの所管事務調査をやっているのです。それでいながら、今度、所管違うからといって、きょう、

この地域公共交通総合連携計画の策定について説明受けていますけど、その辺の連携が非常に本当

の縦割りみたいで、今、白老町の本当の町民の足をどうするかとしなければいけないのに、そうい

う縦割りでやっているということに対して町として、トップ含めてどういう考えで進めてやってい

るのか、その辺の見解をまず聞いてからでないと議論に入っていけないと思うのです。その辺はい

かがですか。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  まちのほうとしては、この計画をことし、策定するというこ

とでうちのほうで進めております。それで、議会のほうでは元気号の所管事務調査ということで進

めておりますので、うちの考えとしてはあくまでもこれに基づいて元気号含めて見直しをしたいと

いう考えです。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君）  そうすると、結論は平行していくと思うのです。そうではなくて、町と
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して、それでは、僕はきょう、これでも、今、全然説明していないと言っているから、そうすれば、

建設厚生常任委員会と連合の協議会でもよかったと思うのです、説明しても。逆に私の委員会では

ないから別としても、ちょっとそごが生じてくるのではないかと思うのです。大きな問題だと思う

のです、基本的には。それはやっぱり整理をしてから来ないと。それでは、建設常任委員会で福祉

バスの所管事務調査を出したときに、町としてはこれが進んで３月に策定したときに、まるっきり

そごが生じ、違う政策形成、どうやっていくのか。その辺どうですか。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  建設厚生のほうでまとまった意見というか、考えを当然、こ

の計画はこれからアンケートをかけまして、12 月から来年３月までにかけてまとめますので、当然

その辺の意見は取り入れて考えていきたいと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ありませんか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  基本的なことなのですけど、１ページ目の横のものの地域公共交通活

性化・再生総合事業ということで 22 年度の予算が 40.2 億円です。これだけ国のほうの予算が用意

されているということで、これは建設厚生でも非常に意見もあったところなのですが、この事業に

対して白老町は地域公共交通総合連携計画、これは法定計画になっていますから、この計画を立て

ることによって例えばいろいろなバスや何か公共交通を運行するときに、国としてそれなりに２分

の１なり３分の１なりの補助をしますと。それから、こういう形のものをつくらなければ、例えば

今、福祉バスやいろいろなバスを運行している、それらに対する補助は逆にないということに、今

後は考えられないということなのですか。このシステムに乗った計画を立てなければ、だめという

ぐあいに法律的に決まってしまっているのですか。例えば今、話題があったように、町で議会と行

政だけで将来の公共交通の計画を立てても、こちらのほうの事業には、国のほうのメニューには当

てはまらないから、この後に出てくるメンバーも１号委員から 10 何号委員までそれぞれに来ますよ

ね。だけど、考え方によっては、別に白老町の公共交通だから、白老町の議会と行政だけで考えて

つくってもいいのではないかと。福祉関係と教育関係、町内の人だけで集まって、こういうものを

つくって。それはどうなのだろうなというような考えもあるわけです。だけど、きょう、この資料

を見ると、あくまでも法定計画とか堅い話になっているから、こういう人を入れて協議会をつくっ

て、専門部会をつくって、その中で全体的な将来像を考えて計画を出したものに対しては国として

援助しますとか補助しますというようなものなのか。だから、これはもう法定的に決まってしまっ

て、こちらで例えば委員のメンバーを変えるとか変えないとかということにはならないのでしょう

か。その辺の基本的なことが、その辺がちょっと皆さんわからないところで、こんがらかっている

のです。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  まず、今までうちのほうで白老町内の公共交通の実態とかが、

元気号で部分的にアンケートはやっていましたが、まず、その実態を押さえたいというのが１つ大

きなものがありまして、たまたま、こういうメニューがあったのでやることになったわけなのです。
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まず１つは、それがあります。ほかのバスも含めて実態を把握したいと。それと、町民のニーズも

把握したいというのがあります。 

 それと、今、おっしゃった、元気号との関連なのですが、まず 1 つは、計画策定に 100％の補助

がいただけます、協議会に対して。そこで策定した実証運行と、例えば停留所をつくるだとか、新

たな取り組み、デマンドバスとかいろいろな方式があるのですが、そういうことをこの協議会でや

ろうとすると、それに対しての２分の１補助ですので、それと元気号に対する補助とはまた全然別

な話です。あくまでも、この協議会でやる実証運行に対して２分の１補助ということです。ですか

ら、ことし、厚真町さんでも事業実施しているのですが、一部デマンドバスというのが、要するに

電話をかけて、いついつ行きたいので何時何分に迎えに来てくださいという、そういうバスの運行

システムがあるのですが、それに対して補助申請をして２分の１の補助をいただいて、今、実証運

行をやろうとしています。それと、むかわ町さんでも穂別地区で出ていたと思うのですが実証運行

をやっている分。この協議会でやる実証運行に対して２分の１の補助をもらっているということで

す。 

 例えば今、元気号を運行します。2,000 万円くらいのうち 1,900 万円を町で出していますが、そ

れに対する補助ということではないということですので、あくまでも元気号をどのように運行する

だとか活用するというのは、それは町サイドの考え方で構わないということです。ただ、うちのほ

うで考えているのは、できるのであれば、先ほどコープさんのお話もしましたが、コープさんで赤

平市とか札幌市で自社運行していて、大体経費が700万円から900万円くらい年間かかっています。

例えば元気号にコープさんとか、くまがいさんの出している買物バスも取り入れて、今、1,900 万

円かかっていますが、仮にそれが 2,500 万円かかっても、例えばコープさんが 500 万円出してもら

って、くまがいさんが 200 万円出してもらって、ふえた分でより町民の利便性が上がれば、使いや

すいバスの運行ができればいいのかなということを計画的に検証したいということです。 

○委員長（及川 保君）  私のほうから２点ほど。今までちょっと勘違いしていた部分があるの

です。元気号がこの計画の中に入っているという思いがあった。まず、これが１つなのです。それ

と、説明の中で調査事業、計画事業特別あった中で説明を受けたのだけども、この説明がいまいち、

まだはっきりと私もそうなのですが、わかっていないのです。国が今やっている、実施している活

性化・再生総合事業という、この事業の説明だったのですね。だから、私たちはもうすでに元気号

出しているから実施自治体だという思いでいたものですから、今、左側の赤い部分を説明受けても

ピンとこなかったということがありまして、このあたりもうちょっと。おおよそわかってきました。

わかってきたのですけども、もう一度。新たな国の制度に乗っかろうとしているわけですよね、補

助を利用して。何かその辺がいまいちわからないのです。 

 五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  まず１点目の元気号が入っているかどうかということでした。

それはあくまでも、この計画の中で元気号も見直せたらと考えているだけです。 

○委員長（及川 保君）  今後はそれも考えているということですね。 
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○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  はい。そういうことです。それは見直せるかどうかもまだわ

かりませんが、より利便性を上げるために見直せたら、それもそれでいいのではないかと。ただ、

それ以外の新たな交通システムみたいなものがもしかしたら、できるかもしれません。当然、採算

性だとかの問題もあるでしょうから、それでどこまでできるかということが１つあると思います。 

 それと、国のこの事業なのですが、あくまでも、まず計画をつくるときに国の補助事業がありま

すと。白老町内の交通を活性化するため、利便性を上げるため、それに対しては補助がありますと。

その計画に基づいて事業を行う場合について、３年間につき２分の１の補助がありますということ

です。以上です。 

○委員長（及川 保君）  それで今、手を挙げているといったら変だけども、左側の赤い部分が

今この計画を策定しようとしているところという意味でよろしいのですか。 

 五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  はい、そうです。22 年度に計画を策定しようとしているとこ

ろです。それで、青いほうは昨年か、その前から３年間事業できますので、事業を実施している市

町村となります。それで、計画策定は先ほど 22 年で 10 市町なのですが、20 年度で北海道では 21

件、それから、21 年度には７件の市町がやっております。 

○委員長（及川 保君）  はい、わかりました。 

 吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田和子君)  確認も含めてなのですが、これは白老町において地域の交通の便をどうす

るのか。そして、それが福祉にも該当して、そして、地域の活性化、それから、商業関係、この中

を見たらそうです、法定協議会の住民も学校も病院もＮＰＯも地元企業も公共交通機関も商店街も

全部は入っているわけですから、白老町にとって今、町民が一番どういった交通のあり方、足をど

うやって確保できるのか、そういった町民のアンケートを全員分取るということは、白老町民の求

めている交通の足の便はどうしたらいいのかということ全体を見て、今、それをやるために 320 万

円の補助金があるという話で。その見直していった経過、今度、実行計画になるときに、この１ペ

ージ目の下にある、地域公共交通活性化・再生総合事業計画というのができ上がってきたときに、

もしかしたら福祉バスも今までの白老でやっている元気号は元気号という形ではなくて、地域交通

活性化事業の１つとして繰り入れられるということもあるということですよね。 

 それと、前に土屋委員が質問していた交通機関の時間を合わせてほしいだとか、いろいろな要望

あります。それから、先ほど言ったように、生協のそういう足を確保してほしいとか。そういった

ものを含めた中で一体何台のバスが必要なのかとか、どういったものが必要なのか。それはタクシ

ーにかわるものなのかとか。そういった全体を見直すということなのですよね。だから、もしかし

て、この計画がアンケート調査を経て実行されるときには、福祉バスがなくて違うものに代わって

いる可能性もあるし、もしかしたら、白老町自体で運営となるのか、委託するようになるのか、こ

のままで道南バスに委託されていくのか。そういうことも全部含めて総合的に見直すというふうに

考えていいのですか。 
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○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  そのとおりでよいと思います。基本的に元気号は福祉バスと

いう始まりですので、どちらかというと福祉サイド、停留所もそうなっていると思うのですが、ど

ちらかというと町民バスというのでしょうか、そのような発想になると思います。例えば元気号で

すとか、当然温泉地の中まで細かく回れない。100 メートル先のバス停があっても高齢者の方が荷

物を持ってそこまで歩けない方もたくさんいらっしゃるでしょうから、そういうことも含めて何か

新しい交通システムを考えたいなと。ただ、それは当然、採算性の問題もありますし、どこまで町

が負担して、どこまで利便性を上げるという、その兼ね合いがあると思いますが、一応できるだけ

利便性も考えて計画を考えてみたいということです。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員(吉田和子君)  それと、今、この総合事業計画が今後３年間は実証運行として実施された

ものに対しては３年間２分の１が出ると。そうしたら、３年以後は何もなくなるという可能性があ

るのです。その３年間の間にそれが白老町独自というか、お金を出すとすれば単費で運営できるの

か、それとも、いろいろなところから、生協がうちにとめてほしいのであれば少し出しますとか、

そういった総合的なことをきちんと財政の面では見ていくのかなということが１点。 

 それから、もう１つ。このアンケート調査を見たのですけど、全世帯ということでした。それで、

今、見させてもらったのですが、各世帯に２部配布をして車を利用しない方やバスを利用したいと

考えている方を、優先的に記入依頼をするということなのですが、私は２部と限定することがちょ

っとどうなのかなと。これを全部見たら、子供たちも全部かかわるのです。だから、家族に高齢者

がいて、若い世代夫婦がいて、子供がいるといったときに子供たちの希望は親が出すのかわからな

い。そこまで全部最後まで見ていないのですけど、そういったことの利用が具体的にわかるような

アンケートの枚数をやっていかないと、１世帯に２枚というのが言いのかどうなのか。その辺どう

なのかなとちょっと思ったのです。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  まず、１点目の財政というか、補助の話なのですが、おっし

ゃるとおり、もし、実証運行等をやるのであれば３年間につき２分の１のずつと。ただ、２分の１

は当然協議会なり町か事業者が負担しなかったらだめだということになります。要は新たな交通シ

ステムをやるときに、例えば先ほど言った乗合デマンドバスという電話をかけて来てもらうような

そういうシステムを入れる場合に、当然一度に計画をつくって来年すぐ取り組むということは心配

がかなりありますので、そのために３年間の猶予期間があるというようなことです。 

 それと、２部では足りないのではないかということなのですが、これは一応全体配布で、班単位

で集めて町内会長さんに回収してもらうわけなのですが、その辺も含めて２部くらいが精一杯かな

ということで考えて２部にしました。以上です。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員(吉田和子君)  家族構成によって２世帯で入っているところはやっぱりちょっと状況が変
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わると思うのです。単身世帯もあるのです。１枚でいいところもあるのです。ただ、今、及川委員

長がアンケートだから集まっただけでいいのではないかと言うのだけど、私はこれだけ具体的に全

体の白老町の皆さんがどういうものを要望するかというのをとらまえて計画をつくっていくわけだ

から、その計画を実施する、その根底になる数値的なものが中途半端な数値だったら、私は、それ

は声を大にして、これは皆さんの意思です何ていうことにはならないと思うのです。だから、何枚

がいいかというのはちょっとわからないですけど、やっぱりそういう各階層の声が集まるような方

法、子供たちだって通学バスとか、そういうふうになると社台から保育所に通っている子供もそれ

を使いたいということだって出てくる可能性もあるのです。そういったことも含めて全体的なもの

をもうちょっと把握できないと、大人の意見だけで終わってしまうようなことがないようにしても

らいたいなというふうにちょっと思ったのです。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  アンケートの部数については、先ほど説明したとおりなので

すが、統計学的にはおおむね２割回収できれば数値は取れるということみたいなのです。それで、

うちの総合計画等のアンケートも大体３割５分くらい集まっているのですが、白老の場合はまず２

割は間違いなく超えるだろうと。２割と超えて提出していただければ、大体町民ニーズだとかその

辺は押さえられるということでお聞きしていました。全員分配布となると今度、回収方法だとか困

るということで２部ということにしました。以上です。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員、どうぞ。 

○委員（斎藤征信君）  話を聞いていて、デマンドバスまでいくということでこの協議会を立ち

上げて話をずっと進めているわけですか。そうではないのですか。そういうものもあると。またも

っと別なシステムをつくることもあると。デマンドバス自体がどういうものかと具体的に頭の中で

イメージできないまま話をしているものだからちょっとわからないのだけども、ということは、現

在やっている福祉バスがどういう欠陥があって、どういうふうに立て直したらいいかという、そう

いう反省というのをアンケートだけで答えを出してしまうのか。これをもっとやっていったら、も

っとよくなるのではないかということまで含めてこういう検討をするのか。そのあたり、福祉バス

がもうだめだから、もう限界だから、もっといい方法があるから国の法律に乗っかるのだとこうい

うふうなことになるのか。その辺がよくわからない。今やっている福祉バスももっといい方向に改

善できるような方法でこの協議会が検討すると、こういうふうに考えていいのですか。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  例えば社台から白老に来ている元気号というのは、１日１人

も乗らない日もあると。そういうのを新たな、必ず定時で運行するのではなくて、もう少し違う方

法もあるのではないかと。それはあくまでも元気号の話なのですが、ただ、それは元気号もこの計

画の中の１つ、見直しをする中だというだけで、あくまでもそういうことで押さえていただければ

と思うのです。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。 
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○委員（斎藤征信君）  そういう今やっている福祉バスも、それから、通学のバスも、買物バス

も全部含めて何ができるかということを検討すると。それで、３年間でやるのだと。３年間で計画

が立たなかったら、現状に戻すというようなことになるのか。無理矢理でもそういう計画というも

のをこの協議会が出そうとしているのか。このあたりはどうなのですか。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  あくまでも利便性を上げるためにどうしたらいいかというこ

とであって、もしかしたら、アンケートをかけて、調査かけると、現状が一番いいかもしれません

し、それはアンケートかけてみないとわからないのです。それで、実証運行もやるかどうかという

のは決まっているわけではなくて、やらない可能性もあります。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君）  今のところ大事なところなのだけど、それではこの新たな地域交通活性

化事業で見直したときには、内容的なことも含めて元気号が今言ったようななくなるという可能性

もあるのか。あるいは、元気号も生かしながら、この新たな制度２本立ての交通体系ができるのか。

その辺を整理してほしいのです。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  元気号がなくなるかどうかというのは、実際、我々も調査を

かけてみないとわからないのですが、ただ、考えられるのは、元気号ではなくて、先ほど言いまし

たが、町民バスみたいな福祉という考え方ではなくて、町民バス的なもので例えば事業者さんが出

している買物バスだとか、それから、病院が出しているバスだとかを含めて１本でできるとより利

便性とお互いの負担が少なくなるというものができないかということを考えているということです。

それで、バスということでずっと話をしているのですが、実際、ＪＲも含めて公共交通ということ

になるのですが、実際の交通体系でいくと、ＪＲのダイヤ改正は相当難しいということもありまし

て、うちで考えられるのはまずバス交通なのかなということを重点的に考えたいと思っております。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君）  そうしたら、元気号より、より利便性のある新たなシステムができたと

きには、元気号がなくなって、それにかわるという考えがまず１点。 

 それと、今、非常に大事なことを話しているのですけど、そうすると、法定協議ですから、活性

化協議会の委員、先ほど議長もちょっとお話しましたけども、これを見れば、まず、この名簿見た

ら、はっきり言って、地域のこと何もわからない人なのです。悪いけど。そして、専門部会だって、

固有名詞別です。実際に利用する人の側は何も入っていないのです。みんな観光だとか商売だとか

やって、そういう立場からどう利用したらいいかと言っていますけど、これは法的機関ですし。そ

して、私は、先ほど言ったように、福祉バスの元気号の所管事務調査を委員会がやっているのだか

ら入るべきだと思うのです。それが法定だからその人方は入れないのかどうか。意図的に抜いたの

か。その辺、今、課長が言っている話とこのメンバーから見たら、ちょっと乖離しているのです。

これを見てごらん、よその人ばかりで。何も声は入ってこない。そうすると、私が言った質問に対
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する関連性出てくるのです。その２点。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  まず１点目の元気号がなくなって新たなシステムになるのか

というのは、そういうふうになる可能性も当然利便性を考えれば可能性はあると思います。ただ、

例えば循環福祉バスを残しながら、また新たなバスを運行するということは考えられないのかなと。

負担の割合からいっても考えられないのかなと思います。 

 それと、協議会のメンバーなのですが、１ページ目にありますように法定協議会の四角の中に市

町村だとか公共交通事業者、地元事業者等あります。これは、運輸局が補助の出していただく先な

のですが、道内いろいろな市町村で法定協議会をつくっておりますが、いろいろ参考にさせていた

だいてこのメンバーということで、大体どこの市町村も同じメンバーでやっているのが実態です。

特に道路事業者関係が、開発建設部だとか警察だとか、昔の土木現業所さん等が入っているという

ことでバランス的にはこれでいいのかなと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君）  それで、今、３月までに策定、つくると言ったでしょう。策定の過程で

議会が、町民から代表されている議会がどこまでかかわって、議会の声が入れられるのかどうか。

その辺の流れはどうですか。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  先ほど、スケジュールのところで説明しましたが、まず、ア

ンケート等がまとまって結果が出ると、また再度、総務文教常任委員会に説明させていただきたい

ということで、どのような計画になるのかもちょっと今時点でわかりませんので、議会にどのよう

に説明というのは今の時点で考えていないのですが、まずは調査結果出て、ある程度方向が見える

前に一度、総務文教常任委員会のほうに説明させていただきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君）  それはいいです。ただ、私、前に言ったけども、総務文教常任委員会の

委員長からも町側に、建設厚生常任委員会にもちゃんと説明をされたほうがいいと思うのです。議

会側として。そういうことがもし必要であれば、申し添えていただいたほうがいいかなとこう思い

ます。所管だからうちばかりということであれば、ちょっと。向こう、せっかく元気号の所管事務

調査やっているのに。これは絶対必要だと思います。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員(吉田和子君)  今ずっとお話を伺っていて、やっぱり福祉バスは切り離せない、今実際に

やっている事業ですから。福祉バスは切り離せないし、今後どうするかということは今やっている

のです、別の委員会で。だから、私はやっぱり合同の委員会を設けて、所管を設けるなりして、ア

ンケート調査はもちろんありますけれども、議会も所管を取るなりして、移動常任委員会をやって

地域の状況、皆さんの話を聞くだとか、そういったことをやっぱりやるべき。これは商業の活性化

もですから、子供たちの足も全部ですから。そして、高齢者の足から、病院から、そういうすべて
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のものが含まれていますので、私は必要性も。これは、本当は終わってから委員会だけでやっても

よかったのですけど、そういう思いで今、いました。 

○委員長（及川 保君）  今、各委員のお話ありました。これは町民の足として、実は新財政改

革プログラムの中で、さらには予算、決算各特別委員会の中でも町民の足である元気号の運行状況、

運用状況、これは非常に議会の中でも大きな議論されてきたところであります。そこで、今、課長

のほうから、この調査結果を踏まえてまた総務文教常任委員会のほうに説明をしたいとこういうお

話でありました。議論する場は確かに設定されているのですけども、これはやっぱり議会全体の中

で、非常に町民の足として重要な部分ですので、全員協議会の中で説明をすると。そして、議会の

中の全体の中できちんと議論するということも非常に大事だなというふうに委員長としてとらえま

すので、このことをぜひ理解していただいて、そういう方向に持っていっていただけるように申し

入れをしたいというふうに、委員長から特別申し入れをしたいと思います。その件いかがでしょう

か、五十嵐課長。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ０時１４分 

                                           

再  開   午後 ０時２０分 

○委員長（及川 保君）  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（及川 保君）  それでは、本日の白老町地域公共交通総合連携計画策定についての企

画政策課のほうからの説明を終えたいと思います。ありがとうございました。 

 

   （午後０時２０分） 

 


