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平成平成平成平成 22223333 年第年第年第年第 1111 回回回回    網走市地域公共交通活性化協議会網走市地域公共交通活性化協議会網走市地域公共交通活性化協議会網走市地域公共交通活性化協議会    

議議議議        事事事事        録録録録    

                         日 時：平成 23年 3 月 4 日（金）15:30～17：25                             場 所：網走市勤労者総合福祉センター（ソレイユ網走）研修室 
 ○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長    お忙しいところ、お集まりをいただきましてありがとうございます。    定刻となりましたので、ただいまより平成２３年第１回網走市地域公共交通活性化協議会を開会いたします。 開会に当たりまして、当協議会会長より一言ご挨拶を申し上げます。 
 ○○○○井上井上井上井上副会長副会長副会長副会長    どうもご苦労様でございます。市の経済部長をしております井上と申します。 本来でありますと、本協議会の会長であります大澤副市長が出席をして皆様にご挨拶を申し上げるところでございますけれども、ただいま定例市議会が開会中でございまして、市政用務の都合上、本日は欠席をさせていただいておりますので、代わりまして私の方から一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。 各委員の皆様方におかれましては、日頃より当協議会事業の推進に格別なるご理解と ご協力を賜りまして厚くお礼を申し上げます。また、本日は年度末の大変お忙しい時期にもかかわらずご出席をいただきましたことにつきまして、重ねてお礼を申し上げます。 さて、当協議会につきましては、当市における将来的な地域公共交通のあり方につきまして、交通事業者、住民、行政並びに関係機関が連携をしながら検討を行う場といたしまして昨年の３月に設立をいたしまして、以降今回で３回目を迎えることとなったところでございます。 この協議会の設立以降、約１年が経過するわけでございますけれども、２２年度につきましては来年度以降の事業実施の基本となります「網走市地域公共交通総合連携計画」の策定に向けた調査・検討作業ということで、協議会のもとに作られました幹事会を中心といたしまして、今日まで３回の会合を重ねてきておりまして、その中で様々な情報の収集と分析、また問題点や課題の整理を行ってきたところでございます。本日はこの幹事会における議論経過の報告と併せまして、総合連携計画の素案が出来上がってまいりました ことから、各委員の皆様に内容のご審議をいただくことになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上、簡単ではございますが開会にあたりましての挨拶とさせていただきます。 本日はよろしくお願い申し上げます。  
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○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長    それでは、これより議事に入らせていただきますが、本日の議事進行につきましては  会長が欠席のため、副会長であります網走市経済部長の井上が務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 ○○○○井上井上井上井上副副副副会長会長会長会長    それでは、早速お手元の次第に沿って議事を進めて参りたいと思います。 まず「報告第１号 経過報告」につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 
 ○○○○事務局事務局事務局事務局                                    ＜報告第１号について説明＞ ・前回の協議会設立総会以降の経過を説明 ・本年度の調査事業にかかる事後評価の内容、およびこれに対する北海道運輸局の  二次評価の結果について報告    
 ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長     ただいま事務局より経過報告についての説明があったわけでありますけれども、今までの「経過報告」説明の中でご質問等がございましたら、遠慮なく手を上げていただきたいと思いますけれども、ございませんでしょうか。 ＜「なし」の声あり＞ それでは、ただいま最後の方でご報告いたしましたとおり、今回新たに協議会委員と  して網走中央商店街振興組合のほうから北野理事長さんにご参加をいただくということになりました経過から、本日出席をいただいておりますので、自己紹介かたがた一言ご挨拶をちょうだいしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 ○○○○北野委員北野委員北野委員北野委員    網走中央商店街振興組合理事長の北野と申します。 ２回ほど協議会が開催されているという中で、途中から入って、勉強不足でございますけれども、早く追いついてなんらかのお役に立てればというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。    
 ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長        よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 それでは、後段の方で事務局が触れておりましたけれども、別紙でお配りをしている  調査事業に係る事後評価に対する国からの二次評価結果、この資料の中の赤字で示されて、今説明をしたところでございますけれども、この評価結果の内容につきまして、本日ご出席をいただいております札幌大学の千葉先生が「第三者評価委員会」の委員長を務めて  



 3 

いらっしゃるということでございますので、先生の方から評価内容につきまして何かコメントがありましたら、お願いをしたいと思います。  ○○○○千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員         それではわたくしの方から、少し発言させていただきたいと思います。 先ほどの経過報告にもございましたように、先月２月１７日に第三者評価委員会が開催されました。昨年に引き続きでございますが、昨年は全件一つ一つに相当の時間をかけてやりまして、だいぶ時間がかかりました。今年は評価対象件数も増えましたので、同じ  やり方はできないということでサンプリングして、すでに計画がある程度進んでいる段階の協議会のもの、それから事業を開始した協議会のもの、そして網走市さんのように今回初めて計画策定に着手したところと、こういうぐあいに３種類を、それぞれのところから地域的な偏りがないようにというところでサンプリングをさせていただいたわけです。 網走市さんのことについて申しあげますと、総合評価にもございますように全体的には大変丁寧に調査もされていて、その調査に基づいてどんな計画立案がされているのかと いうようなことを検討したうえで今後進めていくということで、評価基準はＳ、Ａ、Ｂという区分の中で、網走市の場合は「Ａ評価」ということでございました。このとおりで事業を進めて下さいということでございます。 ただ、一つ二つ留意点というのがございまして、それは先ほど事務局からのご報告にもあったように、まずは持続可能な計画にしてくださいと。今後とも途中で挫折することのないような財政上のチェック、これを十分にやっていただきたいということです。そのために、ということで理解をしていただきたいのですが、計画の費用対効果、これをチェックするときに、まずコストパフォーマンスを十分考えた計画を立ててほしい。また一方でコスト削減の努力をしてくださいということでございます。これはきわめて現実的なサイドからのご意見ということでございます。絵に描いた餅のようなきらびやかなものだけでは物事も進みませんので、現実的にコストがどれくらいかかってくるのか、またコスト  削減をどのようにするのかといったところ、これがまず第一点です。 第二点目は、ただいま申し上げたコスト削減の方法の一つとして、地域の方々が連携をしてお互いに手を携えて、システムを維持管理する体制づくりをしてくださいということでございます。 この点については、すでに網走市さんの方では、この協議会あるいは幹事会を通じて、様々な連携が今図られていると思います。バス友の会のみなさんもそうですし、きょう  ご出席をいただいた網走商店街振興組合の北野理事長さん、まさに協議会にご参加をいただいたというこの体制づくりが、評価委員会でも大変評価をされまして「それは大変よいことだ」と。そういう方向でやっていただきたいと、こんなようなことでございます。 私もその席で網走市のことを多少紹介も含めていくつか申し上げたのですが、非常に スムーズにやっていますねと。そんなようなことでございまして、大変いい評価結果で  
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ございますので、どうぞこの方向で今後とも続けていただければよろしいかと思います。 以上です。  ○○○○井上井上井上井上副副副副会長会長会長会長     ありがとうございました。  それでは、再度何か皆さんから経過報告についてご質問はありませんか。 ＜「なし」の声あり＞ なければ報告第１号につきましては報告内容のとおり承認とさせていただきたいと思います。  次に「報告第２号 幹事会における審議及び調査結果の報告」について、事務局より  説明をお願いいたします。  ○○○○事務局事務局事務局事務局 ＜報告第２号について説明＞ ○○○○パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏 ＜配付資料「網走市の概況と交通実態」について、概要を説明＞ 
 ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長     どうもありがとうございました。 今、報告第２号として幹事会における経過、そしてかなり分厚くなりましたけれども  各種調査結果をまとめたものの資料、特に後段の方で明らかにされております網走市の 公共交通の問題点・課題、こういったものが集約をされておりますので、この辺につきましては、これから議論いただく連携計画の一つの大きな柱になっているということでございます。 これだけの膨大な資料でございますので、この中には幹事会を通じて先にお目を通した方もいらっしゃるかと思いますけれども、きょう初めてごらんいただいた委員の方もいらっしゃると思いますので、きょうは限られた時間ですので、ポイントを絞ってのコンサルタント会社さんからのご説明になりましたことから、それぞれお持ち帰りいただき、細かい点はまたそれぞれお読み取りをいただければというふうに考えているところでございます。 それでは、ただいまの報告につきまして、何か今時点でお気づきの点についてご質問、ご意見がございましたら、どうぞご遠慮なく出していただきたいと思いますが。 
 ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員     128 ページ、高校生の通学手段ということで、左側に横棒のグラフがあるのですけれども、桂陽高校が自家用車の送迎が 20.9％、南ヶ丘高校が 29.6％となっていますが、南ヶ丘高校
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のほうが自家用車送迎は多いのですか。 
 ○○○○パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏  南ヶ丘高校の 29.6%は、ＪＲによる通学の割合です。ちょっと資料がカラー印刷になっていないのでわかりにくいのですが。 
 ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員     南ヶ丘高校の自家用車送迎は０％ということですか。ＪＲの駅が近いということからでしょうか。あとは徒歩で通学するとか。 
 ○○○○パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏  そういうことだと思います。その他の手段はグラフのような状況です。 
 ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員        逆に桂陽高校の自家用車送迎が多いというのは、何か理由があるのですか。 
    ○○○○パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏 やはり向陽ヶ丘という高台に位置しているということで、そういう地形的な問題もあると思います。 ただ、決してこういった通学の形態は網走市さんだけではなくて、私どもが関わっている道内の他地域、例えば留萌市さんや釧路市などでも、このように親の送迎による通学というのが多くみられます。経済的にも車で送った方が安いとか、単にそういった理由も  他では聞いております。 
    ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長     南ヶ丘高校の自家用車の送迎は 19.2％でいいのですか。 
 ○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長     大変申し訳ございません。資料を色刷りにしていなくてわかりづらくなっておりますが、19.2％というのは南ヶ丘高校の生徒の自転車による通学の割合です。 自家用車送迎につきましては、本来ですとここのＪＲ利用の 29.6％の右側に入ってくるところなのですが、ここは入っておりませんのでこの調査結果では０％と。出てこなかったということでございます。  ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長     他に何かご質問はございませんでしょうか。 



 6 

 ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員     同じページに、人口動態の表がありますね。 平成１７年度の高齢者率について、ちょっと確認なのですが、先ほどの説明では３６％ということでしたか。    
 ○○○○パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏  ３０年後の平成４７年度にはそうなるという推計が出ております。  ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員     平成１７年度の数値ではないのですね。 
    ○○○○パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏  資料のグラフは平成１７年度までなのですけれども、先ほどの説明では、将来的にどうなるかということで、参考までに平成４７年の数字を読み上げさせていただきました。 
 ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員     平成４７年の数値ですね。人口は何人になるのですか。 
 ○○○○パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏  人口は３万５４人という推計です。 
 ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長     他にございませんでしょうか。 幹事会における調査結果の概要についてはご説明および資料のとおりでございますけれども、この幹事会の座長につきましては、先ほどお話にもありましたように千葉先生の  ほうで務めていただいておりますので、先生の方から何か幹事会を通じての補足などが ありましたら、お願いしたいと思います。  ○○○○千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員  ちょうど、ただいまご議論になっておりました通学交通なのですけれども、本来ならば公共交通を使っていただくのが望ましいわけでございまして、できるだけ自家用車から 転換していただければというところが一つのポイントであろうかと思います。 と申しますのも、桂陽高校のある向陽ヶ丘の坂道の下のあたりでございますが、結構  交通が混雑をして厳しくなっているというようなことがあるようでございますから、できるだけ公共交通の転換を誘導するようなことが必要かと思っております。 
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また、もう一つ高齢化のご指摘がございました。かなりのスピードで高齢化が進展するということでございます。高齢化が進展するということは、私ども交通の分野でいえば  チョイス層からキャプティブ層に移っていくということでございます。チョイス層というのは選ぶことの出来る方、つまりいろんな交通手段を選べる。ところがキャプティブ層というのは選べない層の方々。これはもう車も自由に使えなくなる、視力や体力の問題や、あるいは安全性の問題がありまして、できるだけ公共交通の利用へシフトするということが、おのずと社会的な現象として起こってまいります。こういったような方々にどう対応するか。今、社会的に問題となっている「買い物難民」という言葉もございますけれども、将来的にはそういう状況も発生しないとは限らない。特に交通空白地域から始まって、  皆さんの地域でもそういう可能性がないとはいえない、そんなような状況が直近にあるということもございます。 それから、これまで商店街振興組合と私どもで独自に実施している、商店街の交通量  調査というのがございます。全道的に見ても非常にユニークと言いますか、重要な調査を北野理事長さんとともにやっておりまして、過去３回くらいでしょうか、４年か５年に  わたって経年的にやっているわけです。これは非常に貴重なデータでございまして、商店街の方々が自ら調査に携わって実施しているわけですけれども、こいうったデータを見ますと、確かに駒場・つくし地区の住宅地域、大型店舗への買い物客の移動というのは多いわけですが、ここ数年間の傾向をみますと、その大型施設の駐車場の利用水準がほぼ横ばいに転じてきたかなといったような状況がございます。今まではずっと伸びてきたのですけれども、横ばいになってきている。ということは、交通移動が安定期に入ったといいましょうか、そんな地域の移動構造がだんだん固まってきたと申し上げていいかもしれません。 また一方で昨年度の例をみますと、新しくできた道の駅、そこが一つのインパクトかもしれません。アプトフォーさんの歩行者誘導の軸が、東側に徐々にずれているといった  ようなことがございます。そういたしますと、高台の住宅地から坂を下ってまっすぐ行った道の駅周辺が、車両交通も歩行者交通も軸線になってくる可能性がございます。そこをどういうぐあいに整備するかが課題ですけれども、そういう道路環境の改善ということと併せて公共交通への誘導の仕方、これも少し検討することが将来的には必要かなという感じがいたします。これが生活交通としての一つの視点でございます。 もう一つ、特に網走市は全国的に見てもめずらしい、公共交通が観光交通と生活交通の両方の側面を持った地域でございます。道の駅というのは、まさに観光交通の拠点であるということですね。この観光交通の通った地をうまく地域活性化にどう誘導していくかということが非常に大事でございまして、そういたしますと道の駅からアプトフォーまでの繋ぎの部分、この方向性をどうさばくか。これは生活交通としても軸線が移っていますし、観光交通とすればなおさらそこに歩行者誘導の増加が見込まれるということになります。 そういたしますと、あの辺の交差点の交通量のさばき方ということは、少し憂慮された
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方がいいだろうというふうに思います。 将来にわたって、網走市さんの中心市街地周辺の交通環境というのを今後とも注視して、それに併せた公共交通のシステム化ということが必要になってくる地域だなというぐあいに理解したいということでございます。  ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長     どうもありがとうございました。 先生の説明は、大変わかりやすいなと思いました。 なかなか先を見通したもの見方というのは、公共交通の場合非常に難しくて、私どもの素人的な目ではわかりにくいことなのですけれども、先生からそういうふうに言われてみれば、確かにそういうことなのだなというふうに思います。 およそ１時間くらい経過しておりまして、この後の議案審議などもございますので、特にご質問等がなければ報告第２号についてはご承認をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 ＜「はい」の声あり＞ それでは次に進めさせていただきます。 本日の大きな議題となります、議案第１号「網走市地域公共交通総合連携計画（素案）について」を議題といたします。 こちらにつきましては、パシフィックコンサルタンツの板橋さんより内容の説明をお願いしたいと思います。 
 ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員    そこまでコンサルタント会社にやらせるのはおかしいのではないでしょうか。 私はそう思うのですけれども。それでいいんだったら別にいいのですけれども。 
 ○○○○千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員     私のほうからちょっと、他の地域がどうやって進めているのか、ちょっとご紹介をさせていただきます。 確かにいろんなやり方がございます。例えば、私が今お手伝いしている北広島市あたりでは、事務局が中心になってご説明をしたりということがございます。コンサルタント  会社さんは必要に応じて助言をすると。ただ、地域特有の事案とか、それぞれのやり方ということがございますので、たいがいはどちらかが説明をしてそれで終わりということではなくて、どちらかが説明したら補足で説明をするとか、一方が基本方針を説明して、  詳細はもう一方から説明をすると。どちらが行うのが正しいということではなくて、それはいろんなパターンですから、あとは議長さんの仕切りに従って進めていただいたらよろしいのかなと思います。 
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 ○○○○井井井井上副会長上副会長上副会長上副会長  それでは、事務局の方から骨格説明、連携計画案の中心となる骨組みの部分について  まずご説明をして、事業等の詳細については後ほどパシコンさんの方からの説明という ことでお願いしたいと思います。 
 ○○○○事務局事務局事務局事務局 ＜議案第 1号について、基本構想等を説明＞ 
 ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長  今、事務局の方から４つの基本方針を中心に、その頭に基本理念がきますけれども、  それぞれ概要の説明がございました。 それで、後段の部分につきましては、４つの基本方針に則って、それぞれ細かく目標なり、あるいはその目標に沿ってどういう事業をやっていくのかと、こういう具体的な枝・葉の部分になってまいりますので、この辺はパシコンさんの方から詳しく説明をお願い したいと思います。 
 ○○○○パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱㈱㈱    板橋板橋板橋板橋氏氏氏氏    ＜議案第 1号について、目標・事業等の内容を説明＞ 
    ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長  それぞれ今、連携計画のたたき台ということで説明をさせていただきました。 先ほど私の方から言いましたとおり、基本的な理念があって、それからそこに４つの  基本方針がぶら下がっていると。またこれに続いて７つの目標が設定をされておりまして、最終的には目標達成のために９つの事業を組み立てていくというような骨格になっているわけであります。 そして最後に計画期間にも書いておりますとおり、一応この計画につきましては、本年度末をもって策定をするというスケジュールでおりまして、２３年度から当面三ヶ年間の事業の実証試験等をやりながら、最終的には本格的な公共交通の運行を含めた事業に移行していく、というのが大方のイメージになろうかと思います。 細かいところまでの説明というのはなかなかできないということもありますけれども、これまでの説明の中で、例えば分かりにくいとか、この辺はどうですかというような率直な質問も含めまして、まずご質問等がありましたら承りたいと思います。 
 ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員    大変よくできていると思います。よくできているというのは、作文としてよくできて  
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いるという意味で、すべて問題というのは網羅されていると思うのですが、問題はいわゆる採算がどうかだと思うのです。 今でも採算が取れている路線などについては、これは問題ないと思うのです。問題なのは、やはり現在でも非常に困っているのは、市内でも交通空白区域がいくつかあるわけ  です。そこに住んでいる人たちは、高齢になって免許を返還しなさいと言われるけれども、返還したあとはどうやって生活していったらいいのだろうかと、これは非常に深刻な問題なのです。 そこで、新たに今までとどこが変わってくるのかということを中心に聞きたいと思うのですけれども、１２ページ、１３ページあたりにあるコミュニティバスとか、福祉バスとかそういうことについては、新たな取り組みになるのかなというふうに受け取っているのですけれども、もう少し具体的にこのコミュニティバスというものを、おそらく採算は  取れないと思うのですけれども、それをどういうふうに補てんして、事業主体の中でやっていけるのか。そういう具体的な中身について、今後５年先あたりまでの見通しというのが立つのかどうか、その辺が問題だと思うのですけれども、具体的には何か案があるのでしょうか。 
    ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長 いずれにしても、そういうことも含めて実証運行で経費だとか利用人員数だとか、いろんなことをみていくということになろうかと思いますけれども、千葉先生なりパシコン さんの方で、今までいろんな他地域でのこの事業がらみでかかわってきたところの事例を含めまして、もし情報提供いただけるものがありましたらお願いいたします。 
 ○○○○千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員 まさに核心をついたご質問でございます。 今お話のあった採算部門を含めた公共交通をどう仕立て直しをするかという、まずはその考え方というところからご説明をしたいと思いますが、ご案内のとおり路線バス事業、本日もバス会社の方もいらっしゃいますけれども、路線バス事業というのは本来的に固定費がかかるということでございます。ですから、私ども交通の分析をやっている学会の中では、輸送密度、つまり人がたくさん住んでいて、お客さんがたくさんいるような地域、いわゆる輸送密度の高い地域に適する交通機関、交通サービスでもいいのですけれども、やはり需要密度の薄いところは、これは同じシステムでやるのは無理だと。これは確かに無理でございます。本来的にバスだとか、特に黄色系といわれている大量輸送機関、バスも含めてですが、そういったものは輸送密度が多いところに適する。交通圏の適正分野という、難しく言えばそういう議論がございまして、輸送密度の高いところで、しかも一日の間で定型的な交通流動をしているようなところには、大量輸送機関がぴったり当てはまる。これは考えてみれば札幌もそうだし東京もそうですが、地下鉄なども含めて通勤通学
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交通の利用が高い。ところが、一方で業務交通のようなものは、必ずしも定期的ではございませんから、これはやはり業務用の車両で展開していただくのがいいだろうとこういうことです。 それからもう一つ、輸送密度の薄いところをどうするか。薄いところを従来のバス路線の事業者さんでやっていただくということは、これは私もいつも申し上げているのですが、刺身をつくるのになぎなたを持ってくるようなもので、やはりそれではあまりうまくいかない。ですから、やはり刺身包丁のような小回りの利く、別な交通システムで提供するのがいいのだろうと、こういうことになります。 そういたしますと、最近よく議論になっていますのは、コミュニティバスだとか乗合タクシーだとか、そのようなことになるわけですが、実はそういったようなところを、そのままバス事業者さんに従来のシステムの延長線上でやってくれというのは、これはなかなか大変だということも実態としてあるわけでございまして、それはそれなりのシステム管理する体制を作ってサービスするほうが効率的だということが最近わかってまいりました。 そういう中で一番代表的な例は、１５ページにございますけれども、醍醐コミュニティバス事業。これはかなり早い段階で運営主体を立ち上げて、そういう小回りの利くシステムをつくったわけでございますけれども、これは市民の方々が中心となって管理運行の 体制をつくったり、あとはデマンド型といって、利用者のご要望があるときだけ走って、ご要望がないときは走らないと。こういうようなことを参考にして、網走市でも少し実験的にやってみてはどうかということです。 ただし、これをあまりお金をかけずにやるためには、施設設備を軽くする必要がございますから、それは例えば商店街独自の連携で、待合施設は既存のまちプラを利用していただくとか、あるいはそのまちプラの中の事務の一助として、予約システムを構築すると  いったようなことが必要になってくるであろうと思います。 こんなことが京都の他にも岩手県の雫石町、宮城県の加美町というところも同じようなことをやっています。住民の方々がフロント業務を担って、ほとんどボランティアに近いような形で、有償ボランティアですけれども、そういうことでコストの削減を考えながら運行していると、そういったようなことでございます。 また一方で、こういうコミュニティバスだとか乗合バスというのは、行政さんが支援をして展開するものですから、わりと料金を抑えているところが多いのです。そうすると、一方でよその地域から「うちの地域でもコミバスをやってくれ」という声が出がちです。これは、私ども土木学会ですとか都市計画学会など、いろんな学会の中で議論をしている先生方が多うございますが、その中で共通して言われていることは、そういうコミバスを、路線事業者さんがせっかく営業として成り立っているようなところまで伸ばして、その足を引っ張るようなことはやめた方がいいですよと。それが基本的な考え方です。路線事業者さんが営業できていることは、それをどんどん伸ばしていただいて、充実していただいてカバーしていただく、逆に難しいところは別なシステムでカバーしていくと、このよう
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なことです。 それから、もう一つだけ申し上げますと「観光交通との連携」というのがございます。これは先ほどちょっと見慣れない表現が出てまいりまして、“おもてなし”というような表現がちょうど１８ページにございます。女満別空港の観光案内だとか中心市街地にいらした観光客さんが、あっちに行ってみたい、こっちに行ってみたいというときに、少し情報サービスをして、乗合タクシーのようなことを少し手当てしてあげると、こんなような考え方ですが、実はこのようなことを実験的にやって、二、三年で大変効果があったということで、今注目されているのは滝川です。滝川で「菜の花タクシー」というのがありまして、この事業の一環として商店街さんとタクシー会社さんとで連携をして、主に札幌だとかあるいは旭川方面から来る、ちょうど菜の花が咲く時期に、旭川方面でかなり大規模な菜の畑をやっていまして、そこに観光客がたくさん来るのです。ところがその畑は郊外で、あまり道路整備もちゃんとしていない。また開花は季節的なものですから、あまり十分な案内もないということで、これまで一般的にはなかなか広がらなかった。ところがこれをタクシー会社さんが商店街さんと連携をして、町場に案内所をつくったりいろんなことをして、回って見ていただいた。それが大変好評だと。また、その菜の花の場所というのはこれが毎年変わるのです。同じところで毎年育てても、土地が痩せてきてだめなのだそうです。作付は１２月くらいだったかどうか定かではありませんが、その年によって移動をされなければいけないということもあるものですから、よそから来る人はその年にどこへ見に行けばいいのかということがあまりわかりませんので、地元のタクシー会社さんが そういうことをやる。これは札幌から滝川まで、自家用車で来た方はそこで自家用車を  置いて、商店街さんとタクシー会社さんが連携してやっている菜の花タクシーに乗り換えて、環境負荷を軽減することにも役立っていますし、もちろん観光振興にも相当役立っています。この間の評価委員会でも、この滝川市さんの菜の花タクシーが大変いい試みだということで、いろんなところで参考にしていただければという発言もございました。 そんなようなことで、こういった他地域の事例などをいろいろ参考にしながら、先ほどの網走市の連携計画案を作成したということでございます。 
    ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長  今のお話にも関連して、何か皆さんからご質問・ご意見がございましたらどうぞ。 
 ○○○○ＣＣＣＣ委員委員委員委員  やはり今の交通空白地帯をどうするかというのは、非常に大事な問題だと思います。 住民アンケート調査の中でもありましたけれども、病院に行くのに公共交通機関を使っているという割合が非常に高い。これから高齢化が進み、しかも人口が減少するという  中で、本当に公共交通をこの先確保していけるのだろうかというところが、一番心配されているのかなと思います。 
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今ちょっと計画を見ますと、コミュニティにだんだんシフトしていくということですけれども、今申し上げましたとおり、人口が減ってきて高齢化になって、今よりもコミュニティを重視して公共交通機関をうまく運用していくということが、やはり今はどういうことなのかなというイメージがわかないと不安ですよね。そういうことでお話になっているのかなという感じがします。 大事なことは、公共交通だけのことで考えるのではなくて、２ページに書いてありますけれども、公共交通体系をまちづくりと連携すると。これは総合的に取り組まなければ  解決できない問題だと思います。そこら辺をもっと具体的に、まちづくりという言葉一本で終わるのではなくて、網走市さんとしてどういうまちづくりをこれから進めていって、この公共交通の問題とどう絡めて、これからどっちの方向に進んでいくのか。都市計画を含めて、道路を広げろだとかそういう問題は、もっとグローバルにどういう方向に持っていくというようなあたりも見せていただくと、住民の方々も非常に安心できるのかなと。公共交通だけで絞られると、ちょっと心配される部分というのがあると思うのです。そこら辺をもう少し踏み込めるのであれば、踏み込んだ文章にしていただくと非常にありがたいなと。    
 ○○○○千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員  おっしゃっていただいたことは、全くそのとおりでございます。 まず今回のプロジェクトは地域連携計画ということになってございます。どこのセクターと連携するかということになるわけですが、交通セクター同士がモーダル間連携をするということはもちろんでございます。一方で、交通事業者さんと商店街さんが連携をする、これも地域レベルの一つ大きな柱でございます。 たまたまこの１５ページに醍醐コミュニティバスの事例が載ってございますが、今の お話の中で、病院に行く方というお話がございました。醍醐コミュニティバスの最大の  スポンサーの一つは、地下鉄の醍醐駅の近くにある武田病院という病院です。それから  もう一つは醍醐の駅のスーパーです。そもそも醍醐コミュニティバスは行政から補助金をもらわずに自前で運営していますが、この二つがそこに対する補助ということで、かなり多額の補助をしております。 それから、それを取りまとめて陰でといいますか、住民の方々のお世話役をやっているのは、地元の建設会社の社長さんです。こういういろんな方々が協力し合って、コミュニティバス事業というのをやっているわけですね。 こういったような体制が整わないと、なかなか経費の軽減だとかいろんな資金工面、  そういったことは難しい。それをやって初めて、今まで全部バス事業者さんにおんぶに  抱っこでやっていたものを市民が支えることによって、何とか回せるという仕組みができるわけでございます。したがって、今回の事業でも運営主体をどうするかということを  きっちり検討してくださいということになっていますから、そういう資金の手当てだとか、



 14 

コストマネジメントも含めて全体をやらなければいけないということですから、運営主体の立ち上げというのは非常に大事になるわけです。 ですから、マネジメントはやはり商店街の方々がお得意の分野でございますから、商店街さんだとかいろいろなところが参画をしながらやっていただくのがいいのかなという ふうに思います。 
 ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長  まちづくりの部分からしますと、やや行政的なものの言い方で恐縮でございますけども、市としては川筋地区、今いろいろお話はありますけれども、道の駅を中心に川筋地区の  開発整備が進む、あるいは川向地区におけるモヨロ貝塚の整備が進むという中では、一つには場所的なキーポイントとして川筋地区の周辺の関係、それに隣接する中央商店街を 中心とする昔からの地区があるということを考えますと、一つは買い物とかという問題は別としましても、従来からある商業圏ならびに歴史あるいは文化というゾーンとしては、昔から位置付けられていると。まちづくりをもう一つ、そういう観点で見た場合に、そういうものと公共交通体系をどう組み合わせていくのか。これは路線バスの見直しも含めて、その中でひとつのいろんな整理が必要ではないかというふうに、私なりのイメージを持っています。 いずれにしましても、これからいろいろと進めていく中で、実際にやってみないとわからないというところも多々あるのだろうというふうに思いますので、今後また皆さんと ご議論する中で、そんなことを含めて理解しあえればよろしいかなというふうに思って います。 それで、この連携計画、とりあえずはたたき台の案ということでございます。詳しくは、今後のスケジュールをこの後事務局から説明させていただきますけれども、きょう委員の皆さんのご賛同いただければ、とりあえずこれは一つの計画のたたき台として、パブリックコメントと申しますが、市民の方に計画案の内容をオープンにしまして、市民の方々からもこれについてのご意見をちょうだいするという流れになります。これにつきましては、またしかるべき時期に、これを見ていただいた、そして寄せていたただいた市民の皆さんの意見を含めまして、またこの協議会の中でディスカッションをしながら、最終的にこの計画の取りまとめをさせていただきたいと、こういうイメージでございます。  したがいまして、きょうは限られた時間でございますけれども、市民にお示しをする  公共交通総合連携計画としてのたたき台として、今の段階としてのご承認をいただければ、この後の作業を進めてまいりたいと思います。そういったことを前提にして、このたたき台としてご承認いただくということで、お諮りをしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 
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○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員    １３ページにある福祉バスですけれども、現在福祉バスというのは社会福祉協議会が 市から委託されてやっているので、事業主体の中には社会福祉協議会も入れたらいいのではないかと思うのですが。 これは現在までの運行方法とは全く違う考え方なのですか。    
 ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長    これにつきましては、この計画をスタートした段階から、市が関わっているいろんな  準公共的なバスが走っていますよと。そういう中から、この福祉バスというのも入って  いますけれども、いろいろお聞きをするとかなり利用もある、あるいはいろんな形の中でそういったものがうまく使っていけるかどうかという検証までたどりついていないのが 事実でございまして、一応ここに載せてはありますけれども、これを必ずうまく活用できるのだという前提で進めていけるかどうか、私どももまだそこまで確約はできないのですけれども、とりあえず計画の中ではそういった可能性のあるものをまずラインアップしておくということがまず大事だと。それで、これからいろいろ進めていく中で、そういった活用の可能性がいろいろ出てくるということであれば、今お話がありましたようにその 都度判断をしながら、場合によっては、社会福祉協議会の事務局の方でも実施主体に入っていただくということもあるのかなというふうに思いますけれども、そのようなことで よろしいでしょうか。  ○○○○千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員 今のご発言のように、いくつかのところでは運営主体が中心となって、例えば社会福祉協議会さんに対して現在の運行はどういう状況か色々意見を求めながら、通常の路線バス運行ではカバーしきれないようなところを補完的に運行してもらうとか、そんなような ことを検討している協議会もいくつかございます。そのときに、通常の福祉タクシーの  利用券だけを配布してやっているようなところと、実際に車両を運行しているところなど、いろいろなパターンがありますね。それなりにいろんな試行錯誤をあちらこちらでやっている最中というぐらいにお考えいただければいいかと思います。  ですから、網走さんもこれからいろいろな事業をスタートしていきますので、他の地域で苦労したような事例結果をうまく使って、網走独自のやり方をいろいろ検討していただければよろしいのかなというふうに思います。  ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長     他にございませんか。 それでは先ほどお話をしましたとおり、パブリックコメントの実施に向け、こういう形の中で計画案のたたき台として市民にお示しをしていくということで、この議案第１号、
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網走市地域公共交通総合連携計画（素案）についてのご承認をお諮りしたいと思いますが、ご承認いただけますでしょうか。 ＜「はい」の声あり＞ ありがとうございます。 それでは、その他に移りますけれども、事務局の方から今後のスケジュールについてご説明をお願いします。 
    ○○○○事務局事務局事務局事務局 ＜「その他資料」により、今後のスケジュールについて説明＞ 
    ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長     これからのスケジュールを説明させていただきました。 新年度につきましては、なかなか国の動きもまだ明確になっていないという情報もございまして、はたしてこのスケジュールで行けるかどうかというのは、ちょっと現時点ではわかりません。ただ、いずれにしましても、この計画案の策定に際しましては、非常に   時間も限られた中で、委員の皆さんにもいろいろとご議論、ご協力をいただきまして、  なんとかここまでできたというふうに思っています。 いよいよこのたたき台に沿って、新年度以降は実証試験も含めて計画期間に入っていくわけでございますけれども、きょうもいろいろ議論させていただきましたが、何せ私どもも手探りのところ、不安なところもたくさんございまして、ぜひまたそういった観点から、今後皆様の別の意味でのご提言等もいただければ、大変ありがたいと思います。 特に皆さんの方からなければ、これで閉会とさせていただいてよろしいでしょうか。 ＜「はい」の声あり＞ それでは、以上をもちまして網走市地域公共交通活性化協議会を終了させていただき ます。 大変長時間にわたりましてありがとうございました。 

   ＜閉 会＞ 
 


