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◎開会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） ただいまから全員協議会を開会いたします。 

（午後 ２時１５分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） きょうの協議事項につきましては、白老町地域公共交通総合連携計

画についてでございます。皆さん資料はお持ちですか。きょうの協議事項はただいまのともう

一件、平成 23 年度白老町税条例の改正に伴う地方税法の改正概要についてでございます。これ

は皆さんの手に資料は行っているのですね。それでは大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは協議事項の１番目です。平成 23 年度の白老町税条例

の改正に伴う地方税法の改正概要ということでございますが、資料はお配りしてございません。

というのは、地方税法の改正が皆さんもご承知のとおり非常に国会が急転しておりまして、地

方税法の一部改正がおそらく通らないだろうというような状況でございまして、そういうよう

な中におきまして、税条例も４月 1 日の施行は難しいということから、今回資料等はお示しで

きないということでございます。若干この経緯について今回議員の皆様にお話させていただき

たいということで時間を頂戴して説明をさせていただきたいと思います。 

まず前段としまして、白老町の税条例をどのように改定しているのかというところから簡単

に説明をさせていただきたいと思うのですが、まず国の新年度における税制改正大綱というの

が年末 12 月ぐらいに発表されます。その中でいろいろ所得税なり地方税法、もろもろの税制改

正の部分が大まかに大綱として示されると。それをもとにそれぞれの関係省庁なりが法律を改

正していくというような流れになってございまして、その中でこの地方税法におきましては現

在 760 条ある法律でございます。非常になかなか難しく多岐にわたっているということで、そ

れを税条例に、自治体の条例にどのように盛り込むのかというのは非常に難しいところがござ

います。というのは、地方税法の条文をそのまま引用して条例にしているという部分も多々あ

ります。というのは、課税するという場合は条例に盛り込まなければならないということにな

っておりますので、法律に載っているから税条例には載せなくてよいということではなくて、

これは重複して構わないということになっております。このことから実際その法律からどうい

う形で条例を改正していくのかというのが実際わからないのです、我々の自治体側では。それ

で、実はそういうことを想定して、国では条例の例という準則みたいなものを毎年出てきます。

それのまず未定稿分というのが３月の中過ぎに、いわゆる未定稿という形で出てきます。最終

的に決定して出てくるのが大体３月の 25 日過ぎに出てきまして、それで４月１日施行ですよと

いう形になるものですから、毎年専決処分をさせていただいて、後で報告という形を取らせて

いただいているのが現状でございます。今回も国のほうからいろいろと情報提供ということで

文書が入ってございまして、まず地方税法等の改正法案、これにつきましては２月 15 日に衆議

院の総務委員会に付託されまして、その後２月 22 日に提案理由の説明がなされたというところ

で終わっていまして、その後審議が行われていないという状況でございます。そういう中にお
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いて総務省でも先ほど説明しました条例の例の案、これも出しませんという通知がありました。

その後皆さんもご承知のとおりつなぎ法案のようなものが出るのではないかと耳にしているの

ではないかと思いますが、実はそれがこの地方税法の一部改正案が通らないだろうというのを

想定しまして、今回国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案とい

うのを新たにつくってございます。これが３月 22 日に衆議院に提出されたという状況でござい

ます。それでこのつなぎ法案的なもの、これはどういうものかといいますと、期限延長法案、

簡単に言えば、というような形でございまして、23 年３月 31 日に期限が到来する税目の特例

措置につきまして、その期限を６月 30 日まで延長するという法律でございます。これが通れば、

今のように３カ月延びるという、本来そこで切れるからその後は不利益をこうむる方もいらっ

しゃるのでしょうけれども、それが３カ月延びるという形になります。その法律の主なものと

いたしましては事業税関係、不動産取得税関係、固定資産税および都市計画税関係、事業所税

関係というこの４項目になってございまして、本町にかかる部分は３番目の固定資産税の部分

でございますが、これは特に本町に特別関連するようなことはございませんので、今回この法

律が３月 30 日に成立したとしても条例の改正は必要ないということで考えてございます。ちな

みに本来これがなければどのような改正があったのかということを若干お話させていただきま

すと、個人所得税課税の中で給与所得控除の見直しというのがありました。まず一つは年収金

額が 1,500 万円を超える場合は給与所得の控除額については 245 万円の上限を設けるとか、あ

るいは青年扶養控除の見直しということで年齢の 23 歳以上 70 歳未満、この方の今まで扶養控

除があったものを全部廃止するみたいな部分。それとこれは実は 65 歳から 70 歳までの間の部

分については若干の特例がございますがそういったもの。それから法人税の今回税制改正があ

るということで言っておりまして、その中で国税と地方税を合わせた法人の実効税率を５％引

き下げるという民主党の方針がありました。これによりまして、法人町民税の実効税率 0.87％

が引き下げらされることになります。これを補てんするためにたばこ税の税率を上げて市町村

には影響のないようにすると。そういうような主なものでございますが、このような 23 年の税

制改正を本来予定していたということろでございます。しかしながら先ほど申しましたとおり、

この改正がおそらく行われないだろうということで、今のつなぎ法案的なものが３月 31 日に施

行されるだろうという経緯でございます。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） わかりましたか。南町民課長どうぞ。 

○町民課長（南 光男君） 今回、白老町の国民健康保険税条例の一部改正、従前から専決処

分させていただいているのですけれども、その内容を事前にご説明させていただきたいと思い

ます。今国民健康保険税ではなくて、国民健康保険料のほうは、もう既に関係法令が整いまし

て、きょう公布となっております。税のほうにつきましては、今年度中に関係法令の一部を改

正して、課税限度額を引き上げるということで、今国のほうは作業を進めております。情報に

よりますと 30 日ぐらいに公布になるだろうということでございます。それに合わせて今回国民

健康保険税の課税限度額を引き上げるものでありますけれども、資料に改正の趣旨だとか書い

てあるのですけれども、結局は中間所得層の負担に配慮し医療費の増や加入者の収入減などに
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よる国保財政の悪化を改善するために課税限度額を引き上げるものです、ということです。対

象者につきましては、上限額の引き上げに伴い保険税の負担増となるのは高所得者層で、国保

に加入している約 4,000 世帯のうち 68 世帯が見込まれます。国民健康保険税の限度額改定につ

きましては、22 年度は年額 73 万円ですけれども、23 年度は４月 1 日が付加期日になっており

ますので、その面もありまして専決処分をさせていただいているのですけれども、77 万円に引

き上げますということになります。それで引き上げの内容なのですけれども、お手元の資料に

もありますけれども、医療給付分現在 50 万円ですけれども１万円引き上げまして 23 年度は 51

万円。後期高齢者支援金分 13 万円分ですけれども 23 年度は 14 万円、１万円の引き上げでござ

います。介護納付分は 10 万円ですけれども、12 万円、２万円の引き上げです。合計で 22 年度

につきましては年額 73 万円を、23 年度は年額 77 万円とする専決処分をさせていただくという

ことの事前説明でございます。裏面に改定後の国保税収入額についてということで、どれくら

い増額になるのかということを具体的に記載したものがございますので、担当から説明させて

いただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 下河主幹どうぞ。 

○町民課主幹（下河勇生君） それでは私から説明をさせていただきます。保険税のほうは医

療、後期高齢者支援分、介護納付金の３本立てとなっております。今回平成 22 年度の対象者を

もとに昨年と同様の所得であるとして計算した場合、総額で 184 万 5,000 円の増額となる見込

みです。内訳といたしましては、医療分が対象見込み世帯として 68 世帯、うち限度額 51 万円

以上を超えるであろう世帯は 59 世帯。50 万円から 51 万円の間の世帯が９世帯で、総額 78 万

4,482 円となる見込みです。次に後期高齢者支援分でありますが、対象見込み世帯としまして

44 世帯。14 万円以上限度額を超える世帯としましては、40 世帯。13 万円から 14 万円未満の部

分は４世帯。総額として 42 万 1,772 円。３番目の介護支援分、こちら対象見込み世帯が 38 世

帯。限度額を超える 54 万円以上の世帯が 27 世帯で、10 万円から２万円の間の世帯が 11 世帯。

合計で 63 万 8,620 円。この３項目を増額合計いたしますと 184 万 4,874 円となる見込みです。

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま説明がありましたがよろしいでしょうか。 

８番、近藤守議員。 

○８番（近藤 守君） 所得者の名称で高所得者とありますよね。中所得者とか。それがどの

くらいの基準でなっているのか教えてほしいです。 

○議長（堀部登志雄君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 100 万円単位の所得段階で割合ですか、世帯数の何％が何百万円

までというのは押さえているのですけれども、それでよろしいでしょうか。21 年度で言います

と、課税所得ゼロが 35.7％です。１万円から 100 万円が 24.7％、100 万円から 200 万円が 26％、

200 万円から 300 万円が７％、300 万円から 400 万円が 2.6％、400 万円から 500 万円が 1.2％、

500 万円から 600 万円が 0.8％、600 万円以上が２％でございます。それできのうも予算等審査

特別委員会のときに、例えば４人家族で 73 万円の限度額に対して課税所得額は幾らですかとい
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うご質問があって、お答えしているのが 610 万円なのです。それで今回 77 万円になったときに

同じ４人家族で課税所得が幾らになるかとすると、690 万円でございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、税条例の改正概要については以上でよろしいですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、年金ベースで言うと、135 万円以下はゼロなのです。年

金収入 135 万円以下が所得ゼロなのです。そういうことです。 

○議長（堀部登志雄君） それでは続きまして、先ほど言いました白老町地域公共交通総合連

携計画についてでございます。高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 長時間本会議の審議の後、この説明をするための機会を設け

ていただきましてありがとうございます。私のほうから交通政策にかかわります国の動き、そ

して地方自治体の対応ということについて若干冒頭説明させていただきたいと思います。今、

日本国中郡部におきましては、車を運転できない人の行動が制限されまして、非常に生活の利

便性そういったものが失われつつあります。国ではそういった現象をとらえまして数年前から

国、地方自治体、事業者それから国民の責務等を明らかにするために、交通基本法というもの

を検討し始めております。しかしまだ今回の国会にもその法律は提出されておりません。国で

はそのような状況を受けまして関連施策を先に急がなければいけないということから、平成 19

年に交通基本法に先駆けまして地域公共交通の活性化及び再生に関する法律というものが制定

されまして、この法律によりまして市町村が地域の公共交通にかかわる計画を策定する、その

費用にかかる部分について調整をするのと、それを受けた計画を実行に移す、その実証実験に

対する助成制度が設けられたところでございます。しかし、2009 年の民主党政権の仕分け作業

によりまして、計画に使われるお金の助成制度、それは残されたのですが、実証実験について

の国の補助制度が仕分け作業によりまして廃止されたところでございます。今そのような状況

から、本来なら交通基本法というのが今回の国会に提出されて国の責務、自治体の責務等が明

らかにされて、それに基づいた助成制度が盛り込まれる予定でありましたけれども、未だにそ

れが提出されてございません。そのような中でうちも平成 23 年度の予算、議員の皆さん方もご

覧になったとおり、地域公共交通政策にかかわる事業ということで 17 万 5,000 円計上させてい

ただきましたけれども、結局は地域公共交通活性化協議会、これの運営費だけであります。で

すから、今町としましては交通基本法の成立を受けた中で新たな実証実験にかかるような事業、

それは年度途中にもしこの交通基本法が成立すれば、きょうこのご説明をさせていただく計画

にのっとった形で事業化したいと考えてございます。本日はこの法律に基づきまして、設置さ

れた法定協議会であります白老町地域公共交通活性化協議会が昨年国から補助を受けて策定い

たしました、白老町地域公共交通総合連携計画の素案について、ただいまから担当課長及び担

当からご説明させていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省三君） それでは資料の説明をさせていただきますが、その前にま

ず白老町の公共交通の大きな課題としまして、東西に細長い地理的要因があるということで、

社台から虎杖浜までの点在している集落がありますと。それから６つのＪＲ駅があるというこ



 7 

とと、また白老町の高齢化率が 33％を超え、地区によっては 50％を超えているところがあると。

それからまた住宅温泉地等には公共交通の空白地帯がある。それから福祉循環バス「元気号」

につきましては、年間約６万 1,000 人の利用があるのですが、運航便数それから経路等にいろ

いろな課題がありますと。それから白老町内に各病院で運航しているバス、また買い物バス、

企業等で送迎しているバス、それから高校が独自に送迎バスを運行しますという状況があるの

ですが、それを解決するために先ほど部長が説明しました白老町公共交通活性化協議会を昨年

２月 26 日に設立しております。それで国の 100％補助金によりまして、白老町の公共交通の活

性化の再生総合事業を活用して住民利用者、商工業者、学識経験者等またそれに行政が入りま

して課題解決に向けて昨年から協議を続けてきたところであります。国からの補助金 100％で

320万円を頂きまして協議会が 22年度中に計画を作成することとして計画がまとめられており

ます。計画策定の中身としましては大きく３つありまして、現況交通の実態調査。これにつき

ましては循環福祉バス等の運行、利用状況の調査、それから利用者、ニーズ把握調査。これに

つきましては、全世帯のアンケートとか循環福祉バスの利用者アンケート、地域公共交通の総

合連携計画の素案の策定と３つの大きな中身になっております。 

それでは早速資料の説明をさせていただきますが、白老町の概況等は省略させていただきま

して、21 ページから説明していきたいと思います。まず白老町の公共交通の概況から説明させ

ていただきたいと思います。白老町の先ほど説明させていただきましたがＪＲ本線がありまし

て、６つの駅があります。それから道南バスは町内経由で３路線、都市間高速バスが３路線、

うち２路線は中央バスと共同運航しております。また循環福祉バスが４路線 12 系統、スクール

バスは中学校１校が公共交通として存在しております。鉄道につきましては、先ほど説明しま

したがＪＲ北海道が運行している室蘭本線がありますが、白老駅と萩野駅の乗客数の合計推移

を見ると平成 13 年度が 27 万 9,900 人だったのが 19 年には 22 万 1,000 人と年々減ってきてい

る状況にあります。またバスにつきましては循環福祉バスが運行しおりますが、バスの利用者

は、裏にグラフがあるのですが、平成 17 年度をピークに減少傾向になっております。また、循

環福祉バスのほかスーパーくまがいが運行する無料の買い物バス、また町内企業が運行する従

業員送迎バス、医療法人が運行している利用送迎バスがあります。22 ページのグラフになりま

すが、上のほうが循環福祉バスの利用者数の推移になっております。平成 17 年、６万 7,700

人をピークに近年では６万 1,100 人くらいでずっと推移しております。それから 23 ページに行

きますと白老町のバス交通にかかわるバス負担額ということで 21 年が 1,978 万 7,000 円で、過

去から 1,700 万円台を続けておりますが、ここ 20 年、21 年は 1,900 万円台となっております。

続きまして 27 ページ、白老町における都市交通課題の整理としまして、まず少子高齢化の進行

ということがあります。人口問題研究所によりますと平成42年、20年後には人口が約１万4,000

人にまで減少する見込みであると。それで白老町は高齢化率 50％に達することが予測されてお

ります。そういうことから交通弱者の生活の足を確保することが急務となっていまして、先ほ

ど説明しました交通空白不便地域の解消や、交通基盤の充実が課題となっております。 

また後で説明しますが、白老町のアンケート結果によりますと、大部分が自動車を利用して
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移動しているという現状であります。まだ元気なうちは車を運転できますが、いずれ段々それ

がほかの公共交通機関への移行になっていくと考えられております。自動車の運転が困難にな

った場合には、約７割がバスなどの公共交通機関を回答しておりまして、またサービスが改善

された場合も約７割がバスへの利用移行を示している状況であります。29 ページになります、

そこで昨年協議会で９月に全世帯へのバス交通に関するアンケート調査を行っております。そ

の内訳が 29 ページに出ておりますが、配布世帯数が 9,600 世帯で、調査票配布枚数が１万 9,200

枚。調査票の回収枚数が 5,808 票ということで、回収率が１世帯に２部配っているものですか

ら概数になるのですが約 30.3％ということで、学識研究者である北海学園の先生によりますと、

これほどの調査票が集まるということはまずほかでは考えられない票数だということを言って

おられました。これは各町内会がかなり努力していただいたというのがありますのと、町民が

バスの交通に関する関心が高かったというあらわれだと思っております。それで下の個人属性、

性別、年齢がありますが、下のグラフになります。ちょっと見づらいのですが男性が約４割、

女性が約６割という結果になっております。続きまして 30 ページの下の表になります。自動車

運転免許の保有状況ということですが、先ほど説明しましたが免許の保有数は約７割の方が保

有していると。大部分は自由に使える車を持っているという結果であります。31 ページになり

ます。将来的に自動車の運転が困難になった場合についてということでお聞きしましたが、バ

ス等の公共交通を使うという回答が最も多くなっております。これは将来的にバス等に移行す

るという潜在需要のあらわれだと考えております。また下の表になりますが、バス停までの距

離についてはおおむね出ているとおりですが、大体 300 メートルを超えると遠いと感じる人が

増加するという傾向だという結果が出ております。続きまして 32 ページになります。バスの利

用状況です。利用するバスについては、バスを利用しないという回答が約７割を占めておりま

す。これは自家用車等を使うということがあるのですが、福祉バス及び道南バスの利用はそれ

ぞれ１割程度となっております。続きまして 33 ページです。バスを利用していない理由という

のが出ております。ほかの交通手段のほうが便利というのが圧倒的に多いのですが、これは自

家用車に依存している傾向のあらわれだと思います。そのほか、乗りたい時間にバスがない、

が 25.9％、便数が少ない 15.3％、路線ダイヤがわかりにくいが 8.6％、行きたい場所に行かな

いが 8.4％の順で多くなっており、このような課題を抱えているという状況になっております。

続きまして 34 ページになります。これは地区別の理由、課題等なのですが、例えば左側の地区

別のバスを利用しない理由のバスの便数が少ないを見ますと、石山地区が 24.7％で一番高くな

っております。またその右側の行きたい場所にバスが行かないにつきましても、石山と虎杖浜

地区が高くなっていると。それから左下のほうはバスを利用しない理由としては、乗りたい時

間にバスがないというのが石山地区が高いということで、石山がかなり不満というか、課題が

多いという結果が出ております。35 ページになります。そこで、バスを利用しない理由が解消

された場合のバス利用についてということで聞いております。これについては基本のとおりバ

スを主な交通手段にするのは約 23％。それからたまにバスを利用するが 52％で、約７割の方が

バスを使うという結果が出ております。続きまして 36 ページになります。バスサービスの満足
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度ということでお聞きしております。バスサービスに対する満足度がどちらとも言えないが約

６割という結果になっております。このうち回答者の７割が普段バスを利用しない人、これは

全世帯のアンケートですので、そういう状況だということで、バスの実情を把握していない人

が多いという現状にもなっております。この中で運賃の欄で、満足度が 25.7％、高くなってこ

れにつきましては福祉バスが 100 円ということと、70 歳以上の方が無料というのもあって、満

足度が高くなっているという結果になっていると思います。37 ページになります。買い物をす

る曜日ということで、この中では特に決まっていないというのが一番多いのですが、土日の買

い物がそれ以外では多くなっているということもあります。また、買い物に行く時間と滞在時

間ですが、時間については 10 時、11 時台が多くなっております。これについては利用する方

が高齢者ということもあって午前中に買い物を済ませるという方が多いというあらわれだと思

います。また、運行ダイヤにも多少影響していると思います。続きまして 38 ページになります。

買い物に行く場所と店舗名ということでお聞きしているのですが、買い物に行く場所としまし

ては白老中心街が約７割を占めております。また後で詳細が出てきますが、買い物先としまし

てはコープさっぽろパセオ白老店やスーパーくまがいが多くなっております。各地区とも割合

近郊の施設を利用しているというのが実態であります。39 ページからは地区別に出ています。

例えばこの一番下の表を見ますと、社台地区につきまして一番多いのは 49.6％でコープさっぽ

ろ白老店。ビッグハウスが 18.4％ということで次に出ていますが、これはビッグハウスのほう

が近いということもあると思います。40 ページ以降についても各地区別が出ております。竹浦

くらいまでは大体コープさっぽろ白老店、萩野店それからスーパーくまがい、バルクマートが

出てきますが、41 ページの虎杖浜になりますと、コープさっぽろ登別東店が一番多くなります。

地区の特徴だと思います。42 ページになります。買い物の主な交通手段としては、自家用車の

同乗ということで、圧倒的に車を利用される方が多いという状況が出ております。徒歩、自転

車も多いのですが、これは近郊のところに行けるところが多いということです。ですから字白

老については徒歩・自転車が多くなっているという状況もあります。また、通院時の交通行動、

下のグラフになりますが、通院の回数につきましては月に１、２回が４割を占めて最も多くな

っています。43 ページにつきましては、通院をする曜日となっております。特に決まっていな

いが多いのですが、月曜日から金曜日まで大体平均的なパーセントとなっております。通院時

間につきましても先ほどの買い物と同じように診察時間もありますが、大体９時前後が一番多

くなっているという状況になっております。続きまして 44 ページになります。通院に行く場所

と病院名ということで、通院場所につきましては、苫小牧市の通院が約半数を占めております。

白老町内の通院が約４割ということになっております。45 ページからは地区別等になります。

例えば 45 ページの下のグラフでいきますと、これは全体なのですが、白老町立病院が一番多く

て、その次に王子総合病院その次に苫小牧市立病院と苫小牧方面が多くなっております。46 ペ

ージからは地区別になっております。どこも白老町立病院が一番多いのですが、これもその次

に苫小牧方面の病院が多くなっております。また、これにつきましても 48 ページの虎杖浜につ

きましては、白老町立病院が一番多いのですが、登別厚生年金病院それから登別東クリニック、
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それから新日鉄の室蘭病院と向こう方面が多くなっているという地区の特徴が出ております。

通院の交通手段につきましても大半が自家用車で動いているという状況が出ております。また、

49 ページです。今後のバスのあり方ということで、今後のバスの必要性なのですが、バスの必

要性については約半数が必要と回答しておりまして、どちらかといえば必要と合わせると約７

割を超えているということになっております。また白老町の今後の対応として、今後のバスに

対する町の対応方針として、現状どおり運行すべきというのが半数を占めております。それと

より経費がかかってもサービス水準や利便性を向上すべきを合わせると 65％ほどの方が現状

どおり運行すべきと答えております。また元気号の利用者に聞いたところ 90％が現行どおり運

行してほしいという回答が出ております。それから 50 ページになります。料金についてであり

ます。料金につきましては、現状 100 円で 71 歳以上等については無料となっておりますが、こ

の中で現状のバス運行の場合については 100 円が 36.7％、それから 200 円については 35.7％と

なっております。それでサービス水準が向上した場合については、200 円が 37.3％と多くなっ

ている状況であります。また、その下の表になりますが取り組んでほしいバスに関する政策と

いうことで、これが逆に言うと課題なり不満度だと思うのですが、まずはＪＲなど他の交通機

関との接続改善というのが一つ、それから共同運行バスの導入ということで、これはスーパー

の買い物バス、それから病院バスとの共同運行導入ということが出ております。また、情報提

供の充実というのが 27.8％ありますが、これはバス時刻表のわかりづらさとか路線図のわかり

づらさ、それから利用の仕方がわからないということが出ております。51 ページからについて

は地区別で出ております。これを見てもまた石山地区が割合課題があるのかなと出ております。 

52 ページになります。元気号のバス利用の実態調査になります。元気号につきましては、昨

年の 10 月 18 日、19 日の２日間乗り込みまして、全路線全便の利用者を対象に月水金４系統 11

便、それから火木土８系統 16 便を調査しております。調査員が循環バスに同乗して乗降客への

ヒアリングと目視により調査を実施しております。調査内容につきましては下の表にあります

が、ヒアリングが利用目的それから行き先、降車バス停、自家用車の有無、免許の有無、乗り

継ぎの有無、無料バスの使用の有無と支払いの意思。それから目視では利用者数それから乗降

区間、性別、年代については目視で行っております。55 ページになります。調査結果なのです

が、利用者数につきましては２日間で 334 人となっております。１便当たりの利用者数は 12.4

人でありまして、路線別としましては白老駅が 1 日 158 人と最も多く、１便当たりの利用者数

は 15.8 人であります。白老、社台間は利用者数が少なくて 1 日 24 人、１便当たりの平均は 4

人となっております。また、１便や２便など早い時間の利用が多かったという結果が出ており

ます。続きまして 57 ページになります。利用目的であります。全体での利用目的は多いのが帰

宅とその他を除くと通院と買い物、それから通学、通勤の順になっております。便別に見ると

１便、２便で早い便での通院が多くなっているという結果が出ております。続きまして 58 ペー

ジ、利用者の属性でありますが、利用者の性別でありますが、女性が約８割となっております。

年代別では目視によるのですが、高齢者が約８割となっております。また、利用者の大部分が

自動車運転免許証も車も保有しないという方が大半ということで、交通弱者というか交通の足
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を持たない人が利用しているという実態になっております。続きまして 59 ページになります。

目的地であります。目的地は町内がほとんどで、具体的な目的地としては町立病院やいきいき

４・６になっております。これは福祉バスの目的から仕方がないのかなという結果でございま

す。また、利用頻度であります。福祉バスの利用頻度は週に３、４回が５割と最も多くて、次

いで１、２回が４割となっております。続きまして 60 ページになります。バスの乗り継ぎ状況

でありますが、これも福祉バスの目的から大部分が乗り継ぎはないという回答があります。続

きまして下の表になります。無料パスの保有状況ということで、無料パスを持っている方が約

８割ということになっております。それから 61 ページになります。料金の支払いについては、

無料パス利用者については約９割の方が支払ってもいいという回答を頂いております。 

これらのいろいろなアンケート結果等をもとにして、地域公共交通の総合連携計画を策定し

ております。１ページに戻っていただきたいと思います。背景、目的等については省略させて

いただきますが、今まで説明した白老町の公共交通の概要、全世帯のバス・交通アンケート、

元気号でのバス利用者の実態調査をもとに白老町地域公共交通総合連携計画の基本方針という

ことで、今後の少子高齢化に対応した持続可能な交通システムを構築するとともに、地域共同

型のバス運行を実現し、誰もが幸せを実感でき、心の豊かさに満ちた元気で魅力あふれるまち

の実現を目指すこと。基本方針としまして、元気なまちづくりの実現に寄与する交通基盤の充

実と町民生活を支える移動手段の確保としております。２ページ目、計画の区域であります。

計画の区域につきましては白老町全域といたします。それで計画の目標なのですが、白老町の

上位計画及び関連計画の概要となっておりますが、北海道の上位計画である新北海道総合計画

と白老町の上位計画である第４次白老町総合計画、新生白老２１プランとのかかわりを示して

おります。北海道の新北海道総合計画におきましては、北海道の目指す姿というものがありま

して、その中にゆとりと安心のある暮らしの中に安全安心が確保され、冬快適・暮らし満足度

の高い社会、それから多様な価値、豊かさを選択し実現できる社会等があります。また、個性

と活力に満ちた地域にも２項目出ております。また、白老の第４次白老町総合計画につきまし

てもまちづくりの理念、幸せを感じるまち、目指すべき将来像、それから分野別施策の中に生

活環境の向上、それから健康福祉の向上、産業の振興、町民活動・行政活動の充実ということ

で政策項目の中には交通拠点の強化、公共交通機関の充実。それから高齢者総合対策の推進、

既存商工業の活性化、協働のまちづくりの推進があります。３ページ、計画の目標といたしま

して、白老町における課題と上位計画を踏まえて計画の目標を次のとおり設定しております。

４点ありまして、交通空白、不便地域の解消としまして、白老町内の交通空白不便地域を解消

するために地域共同型のデマンド型コミュニティバス。このデマンド型というのは予約対応型

バスということです。定時で走るバスではなくて、予約に応じて動くバスということです。２

つ目といたしまして、効率的なバス運行体系の構築ということで、既存の循環福祉バス「元気

号」の一部路線の再編及びデマンド化等を実施して、住民に即した効率的な持続可能な運行体

系を構築する。それから３つ目としまして、地域の活性化に資する交通サービスの提供としま

して、地域の活性化を図るために町内の商業施設へのアクセス向上に寄与する買い物循環バス
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を導入するとともに、地域や住民が連携し、公共交通を支える仕組みを確立することで町民生

活の利便性を向上させる。それから４つ目といたしまして、公共交通の利用促進ということで、

公共交通の利用促進を図るために公共交通の普及啓発等を実施するということであります。そ

の次に評価資料がありますが、本計画で掲げた目標の達成状況を検証するために評価指標も設

定しております。続きまして４ページの 1 番上になります。今まで申し上げた白老町における

都市交通課題、少子高齢の進行だとか厳しい財政状況、産業の衰退、居住地域の分散等がここ

に書かれていますが、これらを解消するために、その詳細として５ページ以降に先ほど説明し

ました４項目の文が出ております。まず１つ目といたしまして、交通空白・不便地域の解消と

して、白老町では先ほどから言っておりますが温泉地等に交通空白の不便地帯がみられるとい

うことで、公共交通機関がカバーされていないところがあるということで、その地域に地域共

同のデマンド型コミュニティバスの導入に向けた実証運行を行うと。また、携帯電話を利用し

た高齢者見守りシステムを活用して、利用者の予約手続きの軽減を図るとともに、簡易に予約

をできる仕組みを導入するということ。そのうちデマンド型コミュニティバスの導入について

でありますが、実施地帯が白老町交通事業者でありまして、公共交通計画期間が平成 23 年度か

らということで、交通空白不便地域の解消に向けて特に課題、不満の多い石山地区をモデル地

区として、デマンド型コミュニティバスの導入に向けた実証運行を実施すると。また実証運行

対象地区については、モデル地区の実証運行の状況を踏まえてほかの地区への拡大も考えると

しております。続きまして６ページになります。昨年８月から運用を開始した携帯電話を利用

した見守り生活支援システムの活用ということで、今まで 22 年度に 75 人、それから 23 年度に

25 台がふえまして全部で 100 人になります。この中に予約の欄がありますが、ここでデマンド

型の予約対応のときに、これを活用したバスの予約をできないかということも考えております。

続きまして７ページになります。効率的なバス運行体系の構築ということで、循環福祉バス「元

気号」の運航は年間約 1,900 万円から 2,000 万円かかっております。これらの財政負担を軽減

するために、デマンド型バスの運行を図ると、社台地区が特に１便当たり４人という少ないこ

ともありまして、大きなバスではなくて予約に応じたデマンドバスを走らせるということが一

つあります。バス路線のダイヤの見直し、デマンド運行の実施ということ出ておりますが、そ

れが１点あります。それから８ページになります。循環福祉バス「元気号」の利用料金の見直

しということで、生活交通の維持確保の収入額の確保や受益者負担の観点を踏まえ、無料パス

の交付範囲も含めた利用料金の見直しを行うと。実際年間６万 1,000 人乗られている循環福祉

バスの５万人が無料パスで乗っておられます。年間の利用料が残り１万円ちょっとで約 110 万

円くらいだったという状況であります。アンケート結果を見ますと、無料パスを使って乗って

いる方の９割は有料でいいよということで言っておられますので、そちらの料金体形の見直し

を行うと。それから一般利用者と児童生徒の混乗化の実施ということで、現在スクールバスが

飛生、竹浦間を利用しておりますが、平成 25 年に虎杖浜、竹浦、萩野中学校が統合されます。

そのようなことから、スクールバスを活用した一般利用者と児童生徒の混乗化も実施して運行

体形の効率化を図ると。それから（３）といたしまして、地域の活性化に資する交通サービス
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の提供といたしまして、循環福祉バスの路線については便数が少ないとか、運行時間帯が悪い、

行きたい場所に行かない、路線ダイヤがわかりにくいといった不満がみられます。また、買い

物等におけるバスの利用率が低迷していることから、わかりやすく使いやすい運行を行うとと

もに、主要商業施設へのアクセスを向上して町民が安心して買い物を行うことができる基盤を

整備するといたしまして、下に３つあります。まず①が買い物循環バスの導入であります。こ

れにつきましては、町内の商業施設のアクセス向上を図るために、買い物循環バスを導入して

町民生活の利便性を向上させたいと。また、将来的には町内事業者と連携して、個々に運行し

ている買い物送迎バスを活用した共同運行バスの導入も図りたいと考えております。次②とい

たしまして、コミュニティスペースの設置とあります。これにつきましては、商業施設と連携

してバスの乗り継ぎ拠点や待合スペースの役割を担うコミュニティスペースを設置して、バス

サービスの利便性向上を図るということで、例えばスーパーくまがいさんとかコープさっぽろ

さん等の飲食コーナー等の待合を活用して乗り継ぎ拠点とか待合スペースとして活用できない

かということです。それから３つ目といたしまして、商業事業者等との連携といたしまして、

バスの利用促進を図るとともに、地元の商業施設の利用を促すとともにバス利用者に対する買

い物割引や買い物客に対するバス無料券の進呈など、商業事業者と連携した取り組みを実施す

る。これはほかの町でもやっておりますが、例えば乗るたびに回数券を渡して、それを提供し

ている店に持っていくと何％引きというのもありますし、また定期的なパスを使って、それを

提示すると何％引きというのをやっているところもあります。それから９ページになります。

公共交通の利用促進ということで、アンケート結果によると福祉循環バス「元気号」を利用し

ているのは１割程度でありますが、利用しない理由としては路線、ダイヤがわかりにくいなど

が上げられております。このような不満に対して利用向上を上げるためにわかりやすいバスマ

ップや時刻表を作成すると。これ真ん中に千歳市のバス路線図が出ておりますが、実際はカラ

ーですのでもっと見やすいのですが、とにかくわかりやすい時刻表とバスマップを作成すると。

それから下の方の②なのですが、料金割引制度の導入ということで、先ほど言いました循環福

祉バスを利用するときに、例えば回数券 11 枚つづりで 10 枚分の値段とか、あと定期券、例え

ば１カ月単位で 5,000 円だとか、そういうような利用者のための軽減を図るということであり

ます。最後でありますが 10 ページ目になりますが、事業スケジュールになります。こちらにち

ょっと小さくて見づらいのですが、交通空白不便地域の解消ということでこちらに出ておりま

すが、デマンド型コミュニティバスの導入につきましては、23 年度中に運行立案調整をして、

できれば実証運行を23年度中に行って24年度から部分的に本格運行をできるものはしたいと。

それから携帯電話を利用した見守りについても同じく 23 年度中に調整等を行って、運用実験を

行って 24 年度から本格運行をやりたいと。それから効率的なバス運行体形の構築につきまして

は、バス路線、ダイヤの見直し及びデマンド運行の実施につきましても、23 年度中に検討を行

って 24 年度から実施を行いたいと。それから循環福祉バス元気号の利用料金の見直しにつきま

しても 23 年度中に検討して 24 年度から見直し後の料金体系に実施したいと。それから一般利

用者及び児童生徒の混乗化の実施につきましては、25 年４月１日が統合の時期ですので、24
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年度に混乗化を検討しまして 25 年度から実施したいと。それから地域の活性化に資する交通サ

ービスの提供なのですが、買い物循環バスの導入につきましても、23 年度中に計画立案調整を

して実証を行って本格運行を 24 年からしたいと。それからコミュニティスペースの設置なので

すが、これも 23 年度に設置検討をして 24 年度から設置。それから商業事業者等の連携につき

ましても、同じく 23 年度中に連携策を検討しまして実施をすると。それから公共交通の利用促

進につきましてバスマップと時刻表の作成につきましても検討作成、それで 24 年度から配布し

たいと。それから料金割引制度の導入につきましても23年度中に制度検討をして24年度から、

料金割引制度の導入を図りたいということで、一応この連携計画の計画期間は 23 年から 25 年

までの３カ年としております。 

今まで資料を説明させていただいたのですが、現状で先ほど部長も説明しましたが、国の事

業仕分けによって地域公共交通活性化対策総合事業の見直しがなされております。23 年度から

は地域公共交通確保維持改善事業へと移行されることになっております。この中で平成 22 年度

までに認定を受けた地域公共交通活性化再生総合事業計画に係る事業、計画事業であって既に

事業着手しているものについては平成 23 年度限り従前の補助メニューに従って支援を実施す

るとなっております。というのは、うちのように、例えば 21 年に計画を策定して、22 年に事

業を実証運行に入っているところについては、23 年度の１年限りについては国のほうで補助す

るというのは先ほど説明しましたが、当初は３年間、うちで予定しているのは 23、24、25 年度

の３年間の実証運行の２分の１の補助をもらえる予定だったのですが、それが計画をつくって

いて実証運行に入っているところについては１年間だけ認めると。それで、白老町のように計

画を 22 年に策定して、計画事業、要するに実証運行に着手していないところについては対象外

になる可能性があると今のところ言われております。ということは実証運行に対して補助を受

けられない可能性があるということがあります。国のほうで今月 22 日に一度運輸局のほうで説

明を聞いたのですが、詳細がまだ決まっていない状況なのです。ですからまだ 23 年度どのよう

になるかというのは実態がまだわからない状況になっております。今後国との協議に入ってい

くのですが、白老町のように 22 年度に計画策定したところについては、うちと苫小牧市含めて

道内で 10 市町があります。それから実証運行に入っているところが厚真町、むかわ町が 21 年

に計画をつくって 22 年から実証運行に入っているのですが、それが道内で 24 市町あります。

ただ、うちのように計画はつくって実証運行がどうなるかわからないと言われて、それで切ら

れるかというのはちょっとそんなやり方もないかなと思うのですが、ただ詳細が国のほうで決

まってない状況だということで、今のところそれしか説明できないのですが。あと例えばそれ

によっては先ほどスケジュールで説明しましたが、実証運行について補助を受けるのであれば

24 年度、例えば１年ずらしてという可能性も考えられるのかなと。一般財源でやらない限りは

そういう方法しかないのかなというのも一つあります。それともう１点が国において今回の大

震災の絡みで、公共交通関係の平成 23 年度予算がストップをかけられているみたいです。です

からある程度減額される可能性があるという状況で、今国の動向が見えない状況ですので、そ

の中で説明するのも心苦しいのですが、もし実証運行、例えば予定どおりつきますと、先ほど
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部長が説明しましたが 17 万 5,000 円くらいの協議会の負担金を予算でとっております。そちら

の中で例えば石山地区の実証運行をやるとき等については、協議会で再度もんでそちらで協議

して実証運行をやりたいと考えております。実証運行をやらないと、例えば今の循環福祉バス

「元気号」が２台で町内を循環しているわけなのですが、そちらを変更して実証運行というの

はきっと利用者の方が相当混乱しますので、実証運行をやるのには新たなものをつけ加えて３

カ月間やるというような実証運行になると思います。そのような形でやって、それがうまくい

くのであれば次年度以降に本格運行に入るということになると思います。以上長くなりました

が説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 説明が終わりました。何かお聞きしたいことがありますか。また別

な機会に聞きますか。きょうはこの説明を頂いた程度でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それではそのような形でまた後ほど担当の常任委員会等々でも十分

議論していただければと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） それでは以上で全員協議会を終わります。 

（午後 ３時２０分） 


