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平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    第第第第 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    幹事会幹事会幹事会幹事会    

議議議議        事事事事        録録録録    日時：平成 22 年 10 月 1 日（金）15：30～17：10                       場所：網走市役所西庁舎会議室 
 ○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長    定刻となりましたので、ただいまより第１回網走市地域公共交通活性化協議会の幹事会を開会させていただきます。    開会にあたりまして、当協議会の副会長であります網走市経済部長の井上より、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。 各委員の皆様におかれましては、日頃より当協議会事業の推進に格別なるご理解、ご協力を賜っておりますことに厚くお礼申し上げますとともに、本日は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たいと   思います。 さて、当幹事会でございますけれども、去る７月１６日に開催させていただきました  第２回協議会におきまして、当市における地域公共交通のあり方についての実務的な検討を進めていくための専門部会といたしまして、協議会のもとに設置することが決定されまして、過日、各構成団体より委員のご推薦およびご承諾をいただいたところでございます。 本日は第１回目の幹事会となりますけれども、当市における地域公共交通の現状把握、さらに住民アンケート調査の実施、調査結果の分析による課題の整理、そして将来的な  公共交通のあり方を見据えた連携計画案の策定に至るまで、この幹事会が実務検討の中核となって執り進めていくこととなってございます。 各委員の皆様方には何かとご労苦をおかけするということになろうかと思いますけれども、交通事業者・住民そして関係機関が互いに連携をとりながら、将来的な地域公共交通のあるべき姿について種々検討してまいりたいと思いますので、幹事会運営へのご協力を心からお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども開会にあたってのご挨拶と させていただきます。 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
 ○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長    続きまして、お手元の次第の３番目でございますが、幹事会委員の確認についてでございますけれども、ただいま井上副会長からの挨拶の中でもふれておりましたが、当幹事会
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につきましては、７月１６日の第２回協議会におきまして設置決定されたものでございまして、各構成団体よりご推薦いただきました委員１４名、そして事務局３名の合計１７名によりまして構成されております。 お名前等につきましては、お手元に配付しております「幹事会構成員名簿」に記載の  とおりでございますので、ご確認をいただきたいと存じます。 
 続きまして、次第の４、座長の選出でございますけれども、今後、幹事会での協議を   進めていくことにあたりまして、当幹事会に座長を置くこととしたいというふうに考えております。 座長につきましては、幹事会の進行および意見等の取りまとめなどを行っていただきたいというふうに存じます。 座長の選出方法についてでございますが、委員の皆様より何かご提案はございますで しょうか。 もし無いようでしたら、事務局より座長のご提案させていただきたいと存じますが、  よろしいでしょうか。 ＜ 「異議なし」の声あり ＞  ありがとうございます。 それでは、当幹事会の座長につきましては、札幌大学大学院の千葉先生にお願いしたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。 ＜ 「異議なし」の声あり ＞  ありがとうございます。  それでは、これからの進行につきましては千葉先生にお願いしたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    それでは、一言ご挨拶を申し上げます。 座長を、ということでございますので、そのようなかたちでこの幹事会のお手伝いをさせていただきたいと思います。 ご案内のように、今回のこのバスの活性化プロジェクトでございますが、内容は非常に多岐にわたってございまして、第一に市民サービスをどの程度の水準で考えるかということもございますし、また一方では技術的にどの程度まで可能なのかということもござい ます。それから、制度面からはどうなのかというチェックも必要でございます。 そのようなことでございますので、通常のプランニングの作業とは少し異なって、なかなか厄介な課題も多かろうと思いますけれども、皆様方のご協力をいただいて、実行可能な計画案を取りまとめてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 今日の会議の次第が、すでにお示しをされておりますので、これにしたがって進めて  まいりたいと思います。 まず次第の５番目「経過報告」（１）および（２）につきまして、事務局よりご説明願います。 
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○○○○事務局事務局事務局事務局                                      ＜「経過報告」について説明＞ ・前回(7/16)の第２回協議会開催以降の経過について説明   ・連携計画策定調査業務の委託について、指名型プロポーザル審査により    選定した事業者と契約を締結した旨を報告。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    ただいまの経過報告について、何かご発言はございますでしょうか。 なければ、先に進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 ＜ 「はい」の声あり ＞ それでは、別紙の経過報告につきましては、皆さんにご確認をいただいたということにさせていただきます。 次に６の議事でございます。（１）から（４）までございますが、順番にご説明をお願いしたいと思いますが、まず（１）の「業務処理計画・実施スケジュールの進め方について」ということで、これはパシフィックコンサルタンツ株式会社の板橋さんのほうからになりますか、ご説明をお願いいたします。 
 ○○○○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㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏    今の経過報告の中にもありましたとおり、今回の業務委託の受託者選定方法、プロポーザル方式でこのたび選定をいただきましたパシフィックコンサルタンツ株式会社の板橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ＜ 以下、資料１および２に沿って説明 ＞ 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    今ここで全体的な、どういうねらいで、どういうような調査をするのかということの  ご説明がございました。 私の方からちょっと補足的なお話をさせていただいたうえで、その後皆さん方からの ご意見をお出しいただきたいと存じます。 今パシコンの板橋さんのほうからご説明がありましたように、この業務、タイトルを  みれば「地域公共交通総合連携計画」を策定するということでございますが、まずはこの意味を改めて皆様方にご認識いただきたいと思うのです。そもそも何のためにこういう ことをやることになったのか、ということを考えますと、これは日本全国どこでもそうでございますけれども、バス事業が今は大変厳しい状況にあると。網走バスさんや網走観光交通さんも例外ではないと思いますが、そういうような状況の中で、市民の交通移動の  権利をちゃんと確保しようという動きがございます。きょうも運輸局さんがいらしておりますが、新しい交通基本法の概略、内容が明らかになってくる頃だろうと思います。昨日もたまたま北海道運輸局長さんのところでこの件についていろいろとお話をしておりました。内容は、住民移動の権利をきちっと確保しようと、それが新法の大きな柱だという  
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ことでございます。  何を言いたいかといいますと、地域で支える公共交通をサービスできる体制づくりを していこうと。そのための計画を立てましょうということであるわけですね。地域の公共交通サービスを提供する体制ということは、実際のサービスを提供していただくのはバス会社さんであったりタクシー会社さんであったりということであるわけですが、これは いわゆる実事業者さんとしての立場です。一方で、それを支える体制をどうするかということです。  ですから、「連携計画」という言葉の意味をもう一度考えてみれば、地域で公共交通を  支える体制づくり、実事業者さん以外の様々なセクター、町内会さんや経済団体などの  セクターで、いろいろなところの支えをいただきながらそういう体制をつくっていこうと いうことが、この法律がつくられたそもそものねらいなんですね。そこでは、よく「地域内連携」ということが言われています。地域内連携ということは、今私が申し上げたように、地域のさまざまな経済セクター、あるいはパブリックセクター、いろいろなところ  からのご協力をいただいて、持続可能な地域への公共交通サービスを提供する体制づくりを進めていくということです。 なぜ今私が「持続可能な」ということを強調したかと申しますと、一過性の、一時的な実験をやって、路線維持補助的なことをやって、それで終わりということではありませんよ、ということです。将来にわたってずうっと続くようなサービス体制を作ってくださいということでございます。 去年、一昨年と２年間にわたって、道内でもいくつか同じプロジェクトをやっている  地域がありますが、第三者評価委員会というのがございまして、私は一応そこの座長で  ございますが、評価チェックの一番のポイントは持続可能かどうかという点です。つまりは経費がちゃんと回るような体制になっているのかと。補助金がなくなってもちゃんと 維持できるような計画なのかというところが大きなポイントでございます。 もう一つは、「地域連携」を考えてくださいと。法律の解説などにもそのように書いて  ありますけれども、そのねらいの一つは、地域振興に資すること。公共交通を活性化するということはですね、バスやタクシーに乗るお客さんが多くなれば良いという、単にそれだけではないわけです。交通というのは、いわゆる経済学上では「派生需要」と言われておりまして、本来的な需要を実現するために発生するものだということなのですね。具体的に言いますと、私は今日札幌から網走まで交通行動をしてやってきたわけですが、その本来目的は会議に出席するためです。皆さん方にとっての交通も、お仕事にいくための  通勤コースや買い物にいくため買い物コースがあるわけですね。そういった本来目的、  本来需要が活性化しませんと、交通は活性化しないということが言われているわけです。 そうすると、公共交通を活性化して、地域連携でそれをやっていこうというときには、二つの側面が考えられると思います。一つは経済的な側面からの地域振興ということで ございます。経済の活性化、地域の活性化がなければ、地域公共交通の活性化もありえません。具体例で考えますと、例えば観光交通。これを活性化させるという方法がござい  
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ます。 以前、網走バスの國田前社長さんがいらっしゃったときに、札幌で、あるいは私が網走に何回か来たときにお話をさせていただきましたけれども、國田社長さんは「ぜひ小回りの利く観光サービスができるような、観光サービスの新しいシステムづくりをしてみたい」ということをよくおっしゃっていました。そういう側面ももちろん大事な目的の一つで あろうと思います。 それから二番目、市民の生活交通サービスを充実させるという側面。市民の生活交通を充実させるという場合に、行政が税金をある程度使って、バス会社さんやその他交通事業者に補助金を出して路線を維持するということは、これはよくケースとしてございます。ところが、もうそれだけでは限界です。大変失礼な言い方ですけれども、網走市の財政もそれほど楽な状態ではなかろうと思います、道内各地域も全く同じような状況です。できるだけコストは最小で効率的に、補助金が必要な場合には、それも効率的に使っていただくということですが、実は資料１の５ぺ―ジに「医療機関、中心市街地商店街組合、大型商業施設へのヒアリング調査」ということで、そういった施設にヒアリングをしましょう、調査をしましょうということが先ほどご説明の中でありました。これは一方で市民の交通サービス目的としてどれだけ利用されているのかという実態を把握するということがもちろんございます。それと併せてもう一つ、最近はこういう交通サービスの提供をやった  ときに、一義的な受益者はもちろん市民です、住民の交通利便性が上がるわけですから。ただもう一つ受益者がいるのではないか。それは商業施設側ですね、お客さんが来てモノが売れるわけですから。あとは民間の医療機関であれば、患者さんがたくさん集まるわけですから、経営的には良いわけです。こういうところから生活交通の原資をいただいて、それを充当しながらやっていくというという考えも、他の地域ではすでに実例として出ています。京都府あたりではそれを実現して、実際にそういう施設からの支援をいただきながら市民がコミュニティバスを走らせるということもやっているわけですね。道内でも、こういうところに直接的に働きかけて、いわゆる買い物バスというものを走らせているところもございますので、いろんな動きがあるわけですね。そういったようなシステム、  体制づくりの上での可能性がどの程度あるかという意味をもった調査だということであります。単に利用数だけのチェックではない、これからの体制づくりのためのいろんな考え方のためにも、聞き取りをしていこうということでございます。 そういったようなことから、もう一度申しますと市民がどうやって支えていくのかと。  道内のほかの地域では、商店街の空き店舗を利用してバスの待合施設をつくって、そこに買い物客にきていただく。そういう中で商店街の活性化、地域の活性化を図るということを抱き合わせで、公共交通の活性化を図っていこうということもやっています。実はパシコンの板橋さんとは倶知安町の協議会でそういう取り組みを一緒にやって展開してございますが、パシコンさんもそういう事例をたくさんお持ちですから、皆さんもいろんなリクエストを出していただければ、計画案としてうまく組み立てていただけるのではないかと思います。 
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そんなようなことを前段で申し上げまして、あまり時間を使ってしまうのも申し訳ないのですが、この連携計画策定に向けての業務処理計画の考え方につきまして、皆さん方からご意見をいただければと思います。 あともう一つ申し上げておきたいのは、これは事前にご了解していただきたいという ことでございますが、資料１の８ページに業務工程表がございます。これを見ていただきますと、かなりきつい作業工程だなぁということがお分かりいただけるかと思いますが、私どもも何回か各地域で計画策定のお手伝いをしておりますが、正直言ってこのスケジュールはかなりきついです。ですから、効率的に進めなければなりません。 したがいまして、この幹事会もそうそう頻繁に開くというわけにもいきませんし、幹事会の皆さんのご了解をいただければ、内部の作業のためのワーキング、事前打ち合わせ  その他について、場合によっては札幌で開かせていただいて、少し実作業を進めるといったようなことも、併せてお諮りをさせていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 具体的には、経費がかからないように、大学の私の部屋にパシコンさん、場合によっては事務局のスタッフにも一人、二人ほどお越しいただいて、集中的に議論をして案を煮詰めていくと、そんなようなイメージでございます。業務委託費も拝見しますと、やや少ない経費の中でやりくりをしながらやらなければならないということもございますから、 そんなようなことも併せてお考えいただければと思います。 町内会連合会の会長さん、何かご意見などはございますか。 
    ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員    スケジュール的には半年、6か月くらいですよね。正直に言って、私もこれは専門家の方が入ってやっていただけるのでしょうけれども、きついなあという感じはします。きついなっていうことは、具体的に計画しているいろいろな内容について、十分に把握できるのかという心配が、一つにはあると思います。 ですから今座長さんがお話をしたように、内部である程度アンケート調査の結果なんかを分析してもらって、じゃあ次にどのような考え方のステップに移るかと、そういった  討議や話し合いというのは必要かなというふうに思います。こういった幹事会の平場で やったとしても、なかなか大変だと思いますので。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    ぜひ皆さんに集まっていただいて議論して、そして市民の皆さん方にご利用いただけるような財源づくりをして、そして何回かこの幹事会を開かせていただくといったような、作業のためのワーキングを進めたらよいのではと。 
    ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員    ある程度の方向というか、総合連携計画の全体像がみえる頃になったら、私たちも議論
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に参加できるのだろうけれども、それまではなかなか議論参加もできないところがあると思うので、今ちょっと意見を申し上げたわけです。 
    ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長    きょうは、総体的にこの計画策定をこれからどう進めるかということで、全体的にまず各委員の皆さんにひとつイメージを持ってもらうということが非常に大事だと思います。これからこういうふうに流れて、いろんな調査だとかをパシコンさんや事務局が中心に なって進めていくよということで、今Ａ委員さんがおっしゃったように、その材料をいち早く集めてある程度の結果分析を加えて、委員の皆さんと議論ができる材料を早く提供するということが必要だと思いますし、そのためには今座長がおっしゃったとおり、スタートのときから、国の事業の流れどおりの中ではやってきていますけれども、市町村が計画を進めていく時間の保障があまりされないようなかたちの中で進んできたという経過があるものですから。かといって、連携計画を策定するタイムリミットが限られているという中では、大変申し訳ないのですけれども、そういう実務的なところについては、事務局としてもできる限り早く委員の皆さんが議論できる材料をつくるために、座長の千葉先生はもとよりパシコンさんも含めて、このへんの連携をしっかり密にしながら、ぜひ進めるものは進めていきたいと考えておりますので、そういう意味での行政側からのお願いもひとつ私の方からさせていただきたいと思います。 
    ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員    これは行政のほうにお伺いしたいのですけれども、今年の協議会設立総会のときの資料に、この協議会の大きな目的としては、いろいろと書いてはありますけれども、その中で特に公共交通の不便な地域、それから交通空白地域、これが課題になっておりますよね。 それと併せて、生活環境の変化に伴う住民ニーズへの対応をどうするかということなのですけれども、そこできょうの資料１の１ページには公共交通の不便地域と空白地域という名前のもとに書いてある地域が、いわゆる網走市の郊外地区ですよね。では一番居住人口の多い市街地の中では、郊外地区とはそもそも違いますけれども、私は明らかに二、三は交通空白地域と言ってもよい地域があると思います。例えば車止内地区、川向の海岸町  地域、あるいは天都山地域、事情は違うかもしれないけれど潮見地区もそうではないかと思うのですけれども。非常にお年寄りも学生も、買い物に行く人たちは「足がない」と   不便に思っているのです。郊外地区は確かにバスが走っていませんから、交通空白地域で不便ではあると思うのですけれども、身近な市街地でもやはり空白地域であろうと私は思うのですけれども、これについてはどういうような考え方なのでしょうか。 
    ○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長    確かに、きょうパシコンさんが示した資料では大まかな示し方になっていますので、  なかなかそこは読み取りづらい部分もあるかと思いますけれども、今Ｂ委員よりお話の 
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あった部分につきましては、当然町内会の要望だとか、これまでの網走の地域公共交通に対する市議会を通じての質問ですとか、いろいろな内容のものがありまして、例えば路線バスが通っていない、あるいは不便だというようなことも含めて、細かく言えばたくさんそういう経過というものが今日まで積み上がってきております。 私どもは、市議会での答弁をお借りしてあえて言わせていただければ、この地域公共  交通連携計画の策定の中でそういった課題の検討もきちっと盛り込んで、課題解消に向けて整理できるものは整理していきたいということで、市長も答弁の中でふれてきたところでございます。 Ｂ委員からご指摘のあった部分は、一番大事なことだというふうに思っておりますので、行政としてはそのことを十分に意を用いて進めていきたいと考えております。 
    ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員    その話を聞いたら、安心しました。 やはりですね、簡単に言うと地域の人たちはこういう計画ができると、地域にバスを  走らせてもらえるのではないかという希望もあると思うのです。非常に不便を感じているという地域もあるという中では、直接知っている人に聞いたらやはり悲鳴に近いような声もあるわけだから。 やはり市内地域も郊外地区と同じように交通空白地帯があると。それと同時にいろいろな地域の課題、町内会連合会の会長さんも老人クラブ連合会の会長さんもおられますけれども、やはりこの方たちとその問題について話し合う機会がほしいなと。その中で、なんといってもバスの乗車効率が上がらないと、先ほど座長さんがおっしゃった持続可能な交通というのがどこかで止まってしまうと思うのです。そういう例もきっとあると思うのですね。 ですから、やはり住民の人たちに利用してもらうというよりも、この制度を知ってもらうということが大事だと思いますし、そのためにはコミュニケーションをとることが大事だと思います。ただ、時間的には大変だと思うから、果たしてどの程度までコンサルタントさんや千葉先生を含めて話し合う機会があるのか。ぜひ住民の声を少しでも多く拾い上げて、その中で取捨選別すると「ああ、これならいいな」ということで、持続的な運行ができるのではないかなと、そういう気がしますので。 私どもの「バス友の会」というのは、地域路線バスの維持・存続を目的とするために   活動していくという主旨があって、まさしくこれらの取り組みに該当するものですから、やはり私もバス友の会でこういう経緯を話しながら、会の中でデイスカッションをして ある機会にその意見なども申し上げたいなと思うのですけれども。果たして時間的にそういうものがあるのか、また仕組みがどうなのかはわかりませんが。 限られた時間ですけれども、じっくりと市民の声を聞くことによって、先生が言ったようにバスを利用すれば、持続も可能だと思うのですが。 
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○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    全くおっしゃるとおりです。 これからの作業としては、こういうオフィシャルな場での会議のほかに、地域に直接  入っていって、いろんな方々のご意見を聞かせていただくという作業が出てくると思い ます。それをどの程度の頻度でやるかということは、また事務局さんのほうで調整や計画を立てられると思いますが、そういう中で、市民の方々の移送サービスとして、どういう運行体系のものがいいのか。通常の５０人乗りの大型路線バスをからっぽのまま走らせるというのはやはり無駄ですから、例えば乗合タクシーのようなものですとか、コミュニティバスであったり、今よその地域でいろいろな試験運行がされておりますので、そのメリットとデメリットを整理して、この地域ではこのようなシステムであれば経費もわりと 抑えながら運行できるのではないかという検討をしていけるのではないかと思います。 どの地域がどのようなサービスを求めているのかという、あぶり出しをこれから少しやらせていただきたいと思います。 あと、そのほかにこの一番目の議題について、ほかの委員の方で何かご意見等はありませんか。 よろしければ、では具体的にどのような調査をするのかということについて、２番目、３番目の議題について進めてまいりたいと思いますので、ご説明をお願いします。 
    ○○○○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㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏    ＜ 「住民アンケート調査」の実施について、資料３に沿って説明 ＞ 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    具体的にどのような調査をやるのかということで、今ご説明をいただきました。 これについて何かご意見はございませんか。もうちょっとこういう側面からの調査は どうだろうかとか、具体的に何かございましたら。 
    ○○○○ＣＣＣＣ委員委員委員委員    質問９と質問４の家族番号での記入欄の数が合わないのですけれども。 質問４では４人分あるけれども、質問９では２人分しか記入できないですね。 
    ○○○○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    そうですね。これは後で欄を増やすということで、修正させていただきます。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    私のほうからひとつ確認なのですが、この場ではなくて事前に事務局さんと調整すべきことかもしれませんが、質問の６、この手の設問はよくやるわけですよ。何か希望がないか聞いてみようということで。 
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それで網走バスさん、この回答で「バスの運賃を安くしてほしい」というのがたくさん出てきたとしたら、なかなかこれは現実問題としては難しいですよね。やはり前向きに  対応ができるような回答をもらうほうがいいのではないかと思うのですね。つまりどういうことかというと、どんな調査でもそうですけれども、ただ単純に希望だけを聞くと限界を超えたいろいろな要求が出てくるものです。「無料で乗せてほしい」とかね。 ですから、私の意見としては「何か困っていることはないか」と、今市民の方々が思っていることを具体的にお尋ねしたほうが、その回答に対して「それならこういう解決方法があるな」とか、そういうプランが出てくるのではないかと。そういう次のステップに  つながるような気がするのです。ですから、ここのところは「希望すること」ではなくて  「困っていること」を挙げてもらって考えると、そういう設問でいかがでしょうか。 
    ○○○○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    わかりました。そのように変更してみます。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    他に何かございませんか。 質問４は、先ほどＢ委員さんがおっしゃったように、交通空白地域とかいろいろな分析につながっていくのですが、いわゆる交通空白地域というのは別の側面でみれば、「移動 制約者問題」というふうに捉えられると思うのです。つまりマイカーを持っていない人、これは決定的に違うわけですが、車を含めて自由に交通手段を選んで移動することができない人たちのことを移動制約者と捉えることがあるわけですね。そのときに、例えば一時的に制約を受ける方、妊産婦だとかけがをした方、これらも含めて考えます。昔は「交通弱者」という呼び方をしていました、ハンディキャップをお持ちの方とかね。今はもう少しその対象を広げて移動制約者という呼び方をしまして、そこにはどういう方がどの程度いるのかをおさえるわけです。ですから、公共交通機関が身近に使えないという意味での移動制約、こういうことで捉えられるわけです。そのような方たちの状況について、この質問４であぶりだそうという側面もありますね。 いろいろと多面的な分析ができるように、なおかつコンパクトに、というのがこのアンケート調査票の設計ではないかと思いますね。 あと、この質問１０の「ご利用１回につきお支払可能な運賃」、これもなかなか微妙で  ございまして、どういうことをイメージして答えるのかというので、さまざまですね。 ちなみに、この調査票はヒアリングではなくて自記入式で書いてもらうのですよね。 
    ○○○○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    はい。郵送で発送して、直接記入していただいて返送してもらう予定です。 
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○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    場合によっては、この質問１０は少しイメージを持ちやすいような工夫、例えば図を  入れるとか、何かやったほうがいいかもしれませんね。 その他に何かございませんか。 ないようでしたら、次に資料４のほうに移ってまいります。 
    ○○○○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㈱㈱㈱㈱    板橋氏板橋氏板橋氏板橋氏    ＜ 「路線バス乗降調査」の実施について、資料４に沿って説明 ＞ 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    この調査の内容というのは、お客さんがどこで乗って、どこで降りたかと。それを調査するということなのですけれども、先ほど板橋さんから「OD調査」という言葉が出ました。
ODというのは、Oは Origin（オリジン）で起点、つまり乗ったところ。また Dというのは Destination(デスティネーション)で終点、目的地という意味です。略して OD という  ことなのですけれども、どういう時間帯にどこからどこまで移動をしているか。一般的に言えば、朝方は住宅地から乗って業務地域まで移動して降りて、夕方は逆に住宅地へ帰ると、これがよくある移動ですね。さらには買い物としてどこに行っているかとか、病院への通院としてはどのあたりなのかとか、そういった内容がこの調査で大体みえてきます。 道内のある地域では、この調査をやったおかげでといいますか、最初はこの OD 調査をやる予定がなかったのですけれども、移動実態がわからないままで計画を立ててもしようがないですから、OD調査をやりましょうと提案させていただき実施いたしました。調査をやりましたら、住宅地からある大型商業施設まで１日５０人くらいのお客さんが動いて いることがわかったのです。そうしましたら、地元のタクシー会社さんがその大型店さんに「うちでお買い物バスを仕立てて走らせようと思いますが、その費用を出しませんか」という営業をかけたそうです。そうしましたら、その大型店さんのほうで「１日５０人も来ているのなら、出してもいいな」と。そういうことで実際に走らせたという例もあります。 つまり何が言いたいかというと、地域の公共交通が整備されるとそういうメリットも あるわけですよね、大型店さんにとっても。ですから、それに対しては応分の負担を考えるということも不可能な話ではないということでございます。札幌でも大型スーパーが 自前でバスを走らせています。これはじょうてつバスさんが運行しているのですけれども、地下鉄真駒内駅から川沿の某ショッピングセンターまで買い物バスを走らせている。そこには普通の路線バスも走っているのです。ところがそれとは別に走らせて、路線バスでは
200円の料金区間を 100円で走らせる。差額の 100円はそのショッピングセンターがじょうてつバスさんに補てんをしているわけですが、それでもややバス会社側としては損を しているのではないかということで、運行をやめたいという話を店側に申し入れましたら「経費をさらに出すので、やめないでほしい」と。さらには近くの別のスーパーも同じ  
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ように無料でお買い物バスを走らせ始めたと。お客さん獲得のためですね。やはりメリットがあるからでしょう。あちこちで似たような事例があるのです。 また、観光交通という側面から、滝川市では菜の花の見ごろの時期に乗合タクシーを  独自に走らせて、結構好評を得ているようです。これを機会にそういう展開をいろいろとやっているのです。ですから、各地のいろんな事例を参考にしながら、地域活性化につながるような組み立てを考えることが大事だと思いますね。 だいたいこのようなことで、この調査をやりますと、なかなか調査員の手配だとか大変なところもございますけれども、網走バスさんにもご協力をいただかないとなりませんがよろしくお願いします。 
    ○○○○ＤＤＤＤ委員委員委員委員    私も移動制約者の一人です。やはり実際に高齢者になって、一番困っている人たちは、元気な高齢者もいずれはだんだん弱っていくわけで、そして独居老人になっても住み慣れた地域でいつまでも生活を しましょうと。そういう市の福祉計画があるのですけれども、本人がそう望んでいても、やはり買い物ができない、病院に行くことができないということになると、いくら住み慣れた地域でもそこで最期まで全うすることはできないですよね。結局どこかの施設に入るとか、そういう理由で離れざるをえないですね。そういう深刻な問題を持っている人たちが、これからはふえてくると思うのです。 そうすると、そういう人たちは今回のようにバスに乗って調査活動をしても、バスには乗れないわけですよ。バスに乗っている人というのは元気な高齢者か若者、農大の学生  くらいしかいないのです、現状では。本当に困っている人たちの声は、このアンケート  調査の中から果たしてでてくるのかなと。じゃあこちらの市民２，０００人を選んでアンケート調査をするといいますけれども、この２，０００人というのは無作為に抽出するわけだから、元気な人たちからアンケートをとったとしても、大して深刻な問題は出てこないのではないかと。半分くらいはね。「何か不便なことはないですか」と聞いても、自家用車を持っている人にとっては「別に不便ではない」という人がおそらく半分くらいは出るでしょう。 でも、そうではなくて、むしろ必要なのは高齢者で独居世帯であるとか、そういう人  たちを別に抽出して、それらの人たちは一体どういうことを希望しているのか、どういう不便さや困難があるのか、そういう調査を別にやらないと、本当の移動制約者の声というのは上がってこないのではないかという気がするのですよね。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    もっともなご懸念だと思います。 先ほど説明していただいた資料２の実施スケジュール表がありますね。ここの２－④に「老人クラブ等へのグループヒアリング」という項目がありますけれども、これが今の   Ｄ委員のご質問の内容に対応していて、そういった方々からのお話を聞かせてもらうとい
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うことですね。 
    ○○○○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    はい。資料１の４ページにその内容を書いておりますが、決して郵送によるアンケート調査やバスに乗り込んだ調査だけでは、今まさにご意見のあった移動制約者、お年寄りの方々の声を聞くことはできませんので、地域の老人クラブなど市民グループを紹介して いただいて、こちらから足を運んでお話を伺いたいと思っております。 
    ○○○○ＤＤＤＤ委員委員委員委員    それは事務局のほうと打合せをして、ぜひ進めてもらいたいと思うのですよ。 現在、市内には４２の老人クラブがあり、我々連合会というのは約２，５００名の高齢者が所属している最大のクラブでありますので、それはそれでいいと思うんだけれども、問題は、そうやって人を集めて意見交換をしても、そういう場に出てくるのはやはり元気な高齢者なのですよ。問題はそこに出てこられない人たち。老人クラブの中でも今問題になっているのは、最初はみんな元気が良かったのです。それがだんだん高齢になってきて、例会を開いても、集会場まで行く交通手段が制約されているわけですよ。行きたい気持ちはあっても、仲間とお話をする場所へどうやって行くのかということで、息子さん等が  お勤めがあっても、例会のあるときはちょっと親を集会場まで送ってもらうとか、そういうことができないものかなどというところまで話は出ているわけです。 だから、集まってくださいと声をかけたとしても、元気な高齢者の声しか集まらないと思うのです。そういうことであれば、例えば地域の民生委員なんかを活用して、地域の  独居老人世帯、そういう人たちは災害時の要支援者になるわけですから、そういう方たちが地域の交通手段に対してどういう不便を感じているかということを聞かなければ。これは非常に深刻な問題なのですよ。そういう深刻な声がアンケートの中に反映されるように、このアンケート調査とは別の方法で何か意見を吸い上げて検討していかないと、本当に 困っている人たちのためにはならないのではないかと。そんな気がするのですけれどもね。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    わかります。私も今住んでいるマンションの理事長などをやっておりますが、居住者の中には高齢者の方もたくさんいらっしゃいまして、先日も知らないうちにお亡くなりになっていたということもありました。 ただ、今おっしゃられたような状況を、どうやってこちらで把握していくか。 
    ○○○○ＥＥＥＥ委員委員委員委員     ちょっとよろしいでしょうか。 今のお話の中で、交通弱者という方々、私は福祉行政に携わっているものですから、  介護認定を受けている、もしくは介護認定に近いという方々が一番通っていらっしゃるの
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はデイサービス、デイケア。こちらのほうが、網走の場合は介護認定を受ける前の方でも若干体が弱ってきた方については、そちらのほうに市単独でサービスを行っております。ですから、逆に言えば虚弱といいますか、バスの乗り降りができないという方々はそういうところに通っておりますので、そういう施設に出向いて、利用者からお話を聞くという方法もあるのかなと。 現役で活動されている高齢者の方は老人クラブで、そちらの方には参加できていないという高齢者については、そういう送り迎えがついているデイサービス、デイケア施設に  通って過ごしているという、身体的な状況に応じて集まる場所も違いますから、もしそういう場所で意見を聞くということであれば市内に何箇所かありますので、全部の施設でやるのか、あるいは何箇所か選んで聞き取りに入るという方法はできるのかなというふうに思います。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    今のご提案について、事務局さんはどうですか。ちょっと検討していただいて。 
    ○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長    今、Ｄ委員のほうからお話のありましたように、アンケート調査ではなかなか意見がつかみきれないという面があるかと思いますけれども、調査対象となる市民２，０００名の抽出のかけ方について検討をしておりまして、一つには地域をできるだけ市内一円に まんべんなく行き渡るような抽出の仕方、それから世帯主の年齢につきましても、できるだけ年代を広くとれるような抽出の仕方でやれないものかと。 一人世帯のお年寄りのところだけを抽出して調査票を送るということはちょっと難しいかなと思いますので、このアンケート調査だけではその部分が拾いきれないということになります。ですので、今Ｅ委員からお話のありましたように、身体的に不自由な方が通われているデイケアですとか、そういった施設にパシコンさんを含めてヒアリングにお伺いをして、そういった声を吸い上げていくということは可能ではないかと思いますので、再度板橋さんの方とも相談をさせていただいて、できるだけその方向で進めてまいりたいと思います。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    ぜひよろしくお願いします。 私、冒頭に申し上げた中に、どういう交通サービスを対象にするかということを申し上げましたけれども、このプロジェクトの中では福祉移送もその範囲に含めて計画を立てているところも結構あるのです。ですから、ぜひ今回もそういうところをチェックしていただいたほうが良いと思います。 そのほかに、何かご意見はありませんか。 なければ、次第の（４）その他でございます。２つございますけれども、これは事務局
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さんのほうからそれぞれご説明をお願いします。 
    ○○○○事務局事務局事務局事務局    ＜ 今後の進め方等について説明 ＞ 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    大体、今ご説明のような日程で進めていくということでございますが、これについて  何かご意見、ご質問等はございますか。 なければ、きょう予定をしておりました議事については以上で終了としたいと思いますが。 
    ○○○○ＤＤＤＤ委員委員委員委員    これからの会議のときには、できれば資料を事前に送っていただきたいと思うのですが。おそらくアンケート結果とか、いろんな資料が出てくると思いますので。 
    ○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長    わかりました。そのようにいたします。 
    ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    それでは、以上で終了させていただきます。 大変お疲れさまでした。 
    （ 閉 会 ） 


