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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 3333 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 23年 1 月 27 日（木）13:30～15:20 場 所 網走市役所西庁舎会議室 
 （開 会) ○○○○三島三島三島三島事務局事務局事務局事務局長長長長    ただいまから平成２２年度第３回網走市地域公共交通活性化協議会幹事会を開会いたします。    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    本日は大変お忙しい時期にもかかわらず、各委員の皆様には当協議会幹事会にご出席を賜りまして、心からお礼を申し上げます。 さて、地域公共交通活性化協議会についてでございますけれども、前回は年末の１２月２７日に第２回目の幹事会を開催させていただきまして、本年度中に 協議会が行った 各種調査活動のとりまとめ結果、また調査活動を通じまして明らかとなった当市が抱える公共交通の問題点・課題等につきまして、委員の皆様にご報告をさせていただいたところでございます。 これらの内容をふまえまして、いよいよ本日は連携計画素案の策定に向けまして、計画の基本的な方針や目標、またそれらの目標を達成するために行う事業計画についての  検討・整理に入ってまいることとなります。 また、年度内には連携計画の素案をとりまとめまして、市民意見の公募あるいは議会への報告などを経まして、連携計画の完成・公表および国への計画認定申請という流れで  進めていくということになってございます。 委員の皆様には、大変時間的な余裕がない中でのご審議をいただくことになりますけれども、そういった点では大変ご苦労をおかけすることになりますけれども、将来にわたり市民の皆さんが利用しやすく、そしてまた持続的なサービスの提供を可能とする地域公共 交通の実現に向けまして、特段のご協力をお願いする次第でございます。 なお、本日も当幹事会の座長を務めていただいております札幌大学の千葉先生、そしてパシフィックコンサルタンツ株式会社の板橋さんにも、それぞれ大変お忙しい中を札幌  よりお越しいただいておりますが、改めましてお礼を申し上げたいと考えております。 以上、簡単ではございますけれども、開会にあたっての私からの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、本幹事会の座長でございます札幌大学の千葉先生より、一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    本日はお忙しいところ、ご参集をいただきまして本当にありがとうございます。 参考までに、よその地域のことを少し情報提供で申し上げたいと思いますが、ちょうどこの時期、この協議会の運営委員会だとか幹事会だとか、各市で軒並み開催が続いてございます。私も昨日の午後に道央圏のとあるところの協議会に出席して意見交換をしてきたところでございます。 その中のいくつかの協議会では、この時期になってもまだ連携計画案の策定に着手できずに、非常に難儀をしているところもございます。その理由はいくつかございまして、  今日の会議が進みまして、いずれかのタイミングでそのポイントをお話しさせていただこうかと思います。 幸いなことに、網走市さんのこの連携計画の策定は、事務局さんのご努力により大変  順調な進捗状況でございまして、お手元にございますように、議事として連携計画の素案が出てまいりました。きょうはこの素案の審議と、それからもうひとつ、素案を出して  すぐにやったことの事後評価をしなければならないということで、これもまた本来であれば少し時間的な差があるのですけれども、国のほうの予算執行のタイミングがずれたものですから、併せてこの事後評価内容についてもご審議をいただくと、このように進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 
 ○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長    議事に入ります前に、本日の幹事会構成員について、委員の皆さんにご報告をさせて  いただきたいと思います。 前回１２月２７日の幹事会におきまして、議論の中でもお話がありましたように、地域公共交通総合連携計画の策定および実施にあたりましては、地域のまちづくりという観点からも、地元の商業関係者との連携が必要不可欠であるというお話がございました。 座長の千葉先生とご相談をさせていただきまして、今回から新たに「網走中央商店街  振興組合」さんにも当幹事会の構成員としてご参加をいただくことになりました。 本日は同組合より、田中専務理事にご出席をいただいておりますので ここでご紹介 させていただきたいと思います。 
 ○○○○田中委員田中委員田中委員田中委員（（（（網走中央商店街振興組合網走中央商店街振興組合網走中央商店街振興組合網走中央商店街振興組合））））    中央商店街振興組合の田中でございます。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    よろしくお願いいたします。 それでは、これより議事に入ります。進行につきましては座長の千葉先生にお願いしたいと思いますので、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、議事の順番に沿って進めてまいりたいと思います。 まず（１）の「経過報告」でございます。これは事務局さんのほうからお願いします。 
 ○○○○事務局事務局事務局事務局（（（（里見里見里見里見））））    私のほうから、前回の幹事会開催以降の経過報告ということでご説明させていただき ます。 
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お手元には今回特に資料をご用意しておりませんので、口頭で報告をさせていただきますが、前回は年末の１２月２７日に第２回幹事会を開催いたしまして、１０月から１２月にかけて実施しました各種調査結果について委員の皆様にご報告をしまして確認をいただいたところでございます。 その後、その結果をふまえまして、私ども事務局と座長の千葉先生、パシフィックコンサルタンツさんと調整をさせていただきまして、本日お示しをいたします連携計画のたたき台を作成させていただいております。 また、本日の議事の後半にも出てまいりますけれども、北海道運輸局さんのほうに本年度事業の事後評価ということで、１月２０日付けで提出をさせていただいております。  こちらの内容につきましては、後ほど議事のほうでまたご説明を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    経過報告、特段資料等はございませんけれども、このようなとり進めを行ったという  ことでご理解をいただきたいと思います。 それでは議事の（２）、連携計画（案）について、今お話がありましたように事務局で   作成しておりますので、パシフィックコンサルタンツの板橋さんのほうから内容の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    資料１連携計画（案）のうち、「１．基本的な方針」および 「２．計画の区域」（Ｐ１～Ｐ８）について説明 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    いくつか大事なポイントが出てまいりました。今のご説明で何かご確認、ご意見その他皆さんからあればご発言をいただきたいと思います。 私のほうから、ちょっと留意点のような補足をさせていただきたいと思いますが、資料の２０ページ、ここをちょっとごらんいただくとお分かりになると思うのですが、今回の公共交通連携計画は、ただ単にバスを走らせる、またバスに限らずその他さまざまな公共交通、乗合タクシーなどのいろんなタイプの交通サービスを提供するということが中心ではありますけれども、一方でそれ以外の交通環境づくりだとか、あるいはまちづくりといった、さまざまな側面を総合的に網羅した計画であるということなのですね。 先ほどの説明の中でも「待合い空間」を整備しましょうということですとか、あるいは地域活性化のためのいろんなやり方、それはあとで詳しくご説明があろうかと思いますけれども、そのようなことをトータルしてマネジメントするところが必要になるわけです。連携計画の実施については、交通サービスの提供であったり住民生活の利便性向上に向けたサービス提供であったりということですから、その実行主体をどうするかと。そうなりますと、行政だけでそれを推進するというのはなかなか難しい。そういうわけで、地域  全体のお力添えが重要だということになるわけです。 そういうこともあって、本日は商店街のほうから田中専務理事さんにご参加をいただいたということも、そのへんに意味があるわけでございます。そのところを少し意識していただきながら、この連携計画をチェックしていただきたいというぐあいに思います。 先ほど私、よその協議会ではまだ計画策定が出来ずに困っているところがあるという ふうに申し上げましたけれども、今ご説明を申し上げたようなところの仕立てができないものですから、計画策定が進まない。ただ何となくそれらしい計画を立てて補助金をもら
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って、交通事業者さんに「はい、これでお金を出すからやってください」と、こういう   ことだったら単純な話ですけれども、今回のプロジェクトというのはそういうことでは ないものですから、総合的な立場から、さまざまなところのご協力も求め実施を計画する必要があります。実施主体の責任者は、計画の一番最初にも書いてあるとおり網走市さんとなるわけですが。 特にご意見などございませんか。 
 ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員    きょう午前中に老人クラブ連合会の会合がありまして、実は公共交通活性化の会議が 午後から開かれますという話をしましたら、交通機関のことについてのいろいろな意見が出ておりました。 会合には卯原内あたりから来られている方がおりましたけれども、「高齢者になると 「運転免許証を返還しなさい」と家族から言われる。そして何とか自分だけでも乗ろうかとしていると、「人は絶対乗せたらダメだ」と言われる。今まで誰かが運転をして、それに乗ってこういう会議に来ていたんだけれども、仮に自分が運転出来たとしても、人を乗せてここまで連れてくるということが家族にも怒られるし、かといって今までそうしていた 友達に対して急に断るのも困るし、本当につらい思いをしている。」と、そんな話も出て  おりました。 でも、やはり住み慣れたところにいつまでも住んでいたい。友達も近くにいるし。郊外の過疎化が進むと、まちの中に高齢者住宅を立てて集約してしまえば解消できるのでは ないかという意見もあるかもしれないけれども、それでは困ると。何とかそういう交通  弱者にとって、今は「買い物難民」という言葉もありますが、生活ができなくなるという死活問題になっておりますので、何とかひとつ交通空白地帯が解消されるようにお願いをしてくれないかという意見がありました。 それで、いろんな意見の中に、「ただお願いするだけではなくて、地域住民が利用するという気持ちにならなければ、継続可能な事業にはならないのではないか」というような話もありまして、そういうことであれば地域にそういう協議会のようなものでもつくって、その中に老人クラブの代表なども入って、公共交通機関を利用しようという意識を、仲間に呼びかけることも大切なことだと、そういう話も出ておりました。この計画案の中にも「協力・連携」ということがありますね。これを一つのキーワードとして、やはりそういうふうに利用する側も積極的に利用する、利用できるようなそういう体制をつくればよい。また停留所をこうずらしたほうがいいとか、利用している人たちが一番良くわかっているわけですね。そういう意見を交換できるような場もあればいいなということでしたので、この基本計画の中には「高齢者が利用しやすい交通手段の提供」など、基本的なことは  織り込まれているというふうに思っておりますけれども、ぜひともひとつ、高齢者にとっては非常に切実な問題であるということをご認識いただきまして、実のある計画になる ようにお願いしたいと思います。  
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    貴重なご意見をありがとうございます。まさに一番大事なところのご意見についてのお話をいただけたものと思います。 事業を実施するということと、併せて今のお話の中にもございましたように、ともに  協力するところは協力して、ということが非常に大事なところでございます。そういう  ことをスムーズに進めるためにも、先ほど私が申し上げた運営主体、これが必要だという
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ことになってきます。ぜひ皆さん方にご協力をいただきながら、そういう仕立てをつくっていきたいと思います。 
 ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員    今、理念と基本方針についてご説明がありまして、内容については後段に詳しい説明もありますので、基本的に了解いたします。千葉先生をはじめ、本計画案を調整していただいた事務局さんのご努力に敬意を表したいと思います。 ただ、全般的に心配なのは、やはり前回もお話をしましたが、網走市も急激な人口減少が現実的になってきている。近い将来、平成３５年頃には人口は３万人、今から２５％  くらい減になるということです。簡単に言えば、高齢化というのは一層厳しくなってくると。そうしますと、私は２つ重要な点があると思う。一つは、やはり網走で生活をしていくには、公共交通がなければどうにもなりません。それから医療機関、これも今は危機に瀕していると言われていますけれども、これも地域に存在しなければ住民が安心して住んでいられないと。つまり、利用者の生活に必要な買い物や通院ができないということに  なれば、これは大変な問題になるということです。基本的には、そういう将来の人口減を見越した公共交通のあり方というものを市民全体で真剣に考えていく必要がある。そのためには、今磯江委員のほうからも話がありましたように、公共交通に対する感謝といったらオーバーですけれども、それから医療機関に対する感謝の気持ち、こういうものをまず育てていかなければならない。そういうことが公共交通機関に対する信頼と利用につながっていくというふうに私は考えております。 それから、中央商店街振興組合の方に参加をいただいたということについては、きわめて適切だと。この計画案の中身をみましても、中央商店街さんとの連携というのは非常に  重要な位置を占めておりますので、これが遅ければ今後の検討にもいろいろ支障があったのかなと、ちょっと感想も含めまして発言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    ありがとうございます。 今最後にふれられました商店街さんとの連携、たしかにスタートは遅うございました けれども、今後集中的に田中専務さんともいろいろご相談をさせていただいて、内容の  充実を図ってまいりたいと思います。 そのほか、ご発言はございませんか。なければ先に進ませていただきます。 
 ○○○○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    （資料１連携計画（案）のうち、「３．計画の目標」について説明（Ｐ９）） 

 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    ４つの方針に従って、それぞれ目標としてどういうふうに考えるかということについてのご説明でございました。 この部分については、何かご意見、ご質問はございませんか。 
 （「なし」の声あり） 

 なければ、次の説明に入っていただきます。 
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○○○○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１ 連携計画（案）のうち、「４．目標を達成するために行う事業及び実施主体」について説明（Ｐ10～Ｐ18） 
 ○○○○三島事務局長三島事務局長三島事務局長三島事務局長    少し補足で説明をさせていただきたいと思います。 ただいま板橋さんのほうから具体的な事業と実施主体について説明がございましたけれども、この計画が策定されました後、２３年度から事業着手に入っていくということに  なっております。実施主体についてもそれぞれがそれぞれの役割で責任をもって行っていくということになっておりますけれども、本日初めて出席をいただいております網走中央商店街振興組合、また１７ページの⑧の事業、モーダル間連携事業の実施主体として掲げておりますうち、道東観光開発、オホーツク圏観光連盟、網走市観光協会につきましては、この協議会、幹事会いずれにも参加をいただいておりませんので、まだ具体的な協議、  説明を行っていない状況にあります。 この後、協議会が終了した後、計画内容や事業に関する説明と協議に入ってまいりたいと考えておりますが、現段階ではまだそういう状況であるということを、幹事会委員の  皆さんにはご認識をいただきたいと思います。 きょうのこの資料が表に出てしまいますと、そのまま進んでいくという誤解から相手方にもご迷惑がかかることも考えられますので、よろしくご配慮いただきたいと存じます。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    実は私も同じようなことを申し上げようと思っていたところでございます。ここの事業主体、これは決まったということではなくて、こういう範囲の方々にご協力を要請したいということをご理解いただきたいと思います。計画策定が決まりまして、協力をしますよということになれば、これはそのままということになりますし、内容によっては違う形での連携と。現段階ではご協力をお願いする予定のところであるということでございます。 さて、少し長い説明でございましたけれども、いかがでございましょう。全体をこんなような組み方で、いくつかの事業を計画しているということでございます。 お気づきのところなど、何かご質問があればご発言をお願いしたいと思います。 

 ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員    １４ページのところで、市民本位・参加によるバス運行という図が出ておりますけれども、これは今回新たに実施する計画なのですか。それとこの内容について、今までのバス運行とどういうふうに違うのか、この辺をちょっと説明していただければ。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    では、板橋さんのほうからちょっと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    １４ページの事業概要のところで、最初に「公共交通空白地域や公共交通不便地域への新たな公共交通」ということで、今それぞれの地区が持つ特性ですとか、そういった要素に応じて導入する交通サービスが、例えばあるところではコミュニティバス、またある  ところでは乗合タクシーとか、そういったものを今想定しておりまして、そういう意味では今回初めて出てきた計画ということになります。 
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○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    私のほうからも補足的に申し上げますと、コミュニティバスのようなサービスが適当だという結論になるか、乗合タクシーのようなものが適当だという結論になるかは、これから検討したいということでございます。ここの１４ページは、そういったことを前提と  したときに、⑤というところに「地域住民等による運営体制の構築」となっておりまして、その一つの事例ということでございます。例えばそういう乗合タクシーだとかコミュニティバスだとかを、どうやって運営するのか。こういう事例なのです。 この図は、京都市の醍醐寺の近くに醍醐という地域があるのですが、ここは京都が地下鉄を整備したときに、市バスの路線がほとんど廃止になりまして、地域の方たちがたいそうお困りになったのです。高齢化率も高い地域でございましたので、「市役所の対応は心外だ。こうなったら自分たちでバスを走らせよう」ということで、大変珍しい例ですけれども、行政からの補助をほとんど受けずに運営を始めたというところなのです。そこがこういう体制でもってコミュニティバスを走らせたという有名な事例でございます。 ですから、あくまでもこれは事例ということで見ていただければ。こんなようなやり方もあると。 ただ、先ほど行政からの補助を一銭も受けずに、と申しましたが、ではどうやってやったのかという中身を話しますと、大口のスポンサーがいたのです。その一つは醍醐の地下鉄駅のすぐ近くにある武田総合病院というのがありまして、そこが大口のスポンサー。  それからもう一つは、醍醐の駅の中に入っている大型商業施設、ここもスポンサーです。これらがなぜ大口のスポンサーになったかといいますと、バスが走っていないとお客さんが来ないわけです。ちょっと起伏の多い土地でして、両方の施設に行って「バスを走らせてお客さんを運びますから、スポンサーになってくれませんか」と頼んだようです。 その活動の中心となったのは商工会議所の会長さんであったり商店主さんだったり、 いろんな方々が協力をしてそういう体制を作ったということです。ただ、言っても素人  集団ですから、どうやってそんなことまで計画立ててできたのかといいますともう一つの理由がありまして、京都大学の交通システムの研究を行っているある先生、ここの中に  入ってそういうシステムづくりをサポートしたということでございます。 ただ、これを網走でもこのままやりましょうと言っても無理ですから、こんな体制を  参考例としながら、網走に合った運営体制を考えてみてはよろしいのではないかと、こういうぐあいに思います。 
 ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員    非常に斬新なアイディアですね。それがここの事業主体にあるように、中央商店街が  主体となって運営できるのであればそれにこしたことはないけれども、やはり網走市だとか公共交通関係団体とかから、ある程度運行にかかる経費を補助してもらわなければ、  中央商店街と市民団体だけで運営するというのはちょっと無理ではないかなと。 

 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    もちろんそうですね。ある程度のご支援や協賛といったご協力がなければ。そのあたりをどう組んでいくかというのが、これからの課題であるわけです。 
 ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員    １４ページの事業ですけれども、私どもにとってもきわめて重要だと思いまして。 今、座長さんのほうから、一つの事例だということで説明がございましたけれども、  
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近隣で、同じではないですけれども、遠軽町の生田原で、元の生田原町長さんが代表となって、名前がコミュニティバスといっているかどうかわかりませんが、それと似たような運行サービスをやっているようでして、走らせる路線は限定的で、回数も何往復かというようなことでやっておられるそうです。ちょっと細かくはわかりませんが。 
 ○○○○ＣＣＣＣ委員委員委員委員    今のお話がありました生田原の事例は、こちらはバス利用ではなくてタクシー形式ですね。「過疎地有償運送」というのがありまして、昔あった生田原ハイヤーというタクシー  会社が廃業してしまいまして、地域にバスもなく公共交通がないということで、生田原  地区内に限って普通乗用車でタクシー行為を市民団体でやろうということで認可されて いるところです。生田原地区でしか運行できないので、遠軽町市街地の厚生病院などに  までは行けない状態です。 

 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    それは、事業免許とかはどういう手当てをされているのですか。 
 ○○○○ＣＣＣＣ委員委員委員委員    有償運送団体ということで、運輸支局の登録を受けています。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    いわゆる（道路運送法）７９条ですか。 
 ○○○○ＣＣＣＣ委員委員委員委員    そうです。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    確かにそれは地域の特性を考慮した、まさに第７９条の趣旨そのものですね。各地域でそういう事例もこれから出てくるでしょう。そういうこともぜひ参考にしながら。 その他、何かございませんか。 
 ○○○○ＡＡＡＡ委員委員委員委員    １２ページのところに「混乗化」というのがあります。これは現在も患者送迎バスですか、市のほうで運行してもらっているのだろうと思うのですけれども、これは患者さんが乗るバスなので、バスががらがらしていても一般の人はやはり買い物袋を下げて乗るのは何とも気が引けるので遠慮をしているという傾向もあるようなのです。最初はそういう 利用規制があったようで、やはり小さい町ですから、「患者でもないのに乗った」などと  言われたらいやだということもあって、住民も非常に乗りづらかったみたいですよ。最近は少し緩和されたようだけども、せっかく路線を走っているのであれば、やはりそういう買い物目的なんかで乗りたい人がいれば自由に乗れるように工夫したほうがいいのでは ないのかなと思うのですけれども。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    これはどうなのでしょう。市役所さんの大きな方針の中で、うまく調整ができるような考え方でいいのでしょうか。 
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○○○○井上副会長井上副会長井上副会長井上副会長    そうですね。これは患者送迎バスを所管する市民部との調整がございますけれども、  いずれにしても、バスがそのことで一定期間、一定の路線区間を走っていることは事実  なのです。そうすると、それに対する経費というのは必ず生じてきますので、郊外の集落地域の足を確保するという観点からすると、スクールバスについては通学目的ということで時間的な制約を受けますけれども、可能な限り既存の運行手段を利用していって市民の足を確保していくということで、行政的にも整理を積極的にしていきたいと、私の立場  からは考えております。 当然乗る側の遠慮といった話も今ありましたが、「どうぞフリーに乗ってください」と いうＰＲはしていないものですから、そのへんがどうもいろいろあるのかなということでありますので。課題のひとつだとは思っています。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    いろんなものを多目的に、多様に活用し合うというのが基本的なサービスなのだろうと思います。あともう一つ整理をしておかなければいけませんのは、こういうような方法はあくまでも補助的な手段というぐらいにご理解をしていただくのが良いのかなと。 つまり別の言い方をしますと、こういったバスを何でもかんでも全地域に展開をするというのは大変な話ですし、また路線バス事業者さんが、お客さんがいなくなってしまうようなことになるとこれもまた大変ですので、路線バス事業者さんの運行が出来るということを基本にして、そしてこういった多面的な利用は、あくまで不便な場合にお使いいただけるように、そういう補助的な対応ということで整理して考えていくのがいいのかなと思います。 

 ○○○○ＢＢＢＢ委員委員委員委員    私も前回の幹事会で、この公共交通の計画を立てるにあたって、市民福祉という面を  忘れてはいけないのではないかという話をしたのですけれども、これは公共交通では補えないような場合の救済というか、それを考えるべきだと。つまり、先ほども言ったように人口は今の４分の１が減っていくとなると、当然市税の収入減もありますよね。そのぶん公共交通に対する市の助成や援助なども当然減っていく。そして公共交通を営業する実施主体者もきわめて難しくなってくる。そういうときに、公共交通の重要性というものを  市民がいかに感じ取るか。そういうことが私も重要だと思っているので、先ほどの発言につながっていくのです。 医療もそうですよね。医療機関がなくなったら、やはりその町には住めませんから。  公共交通機関もなくなったら、これも同じです。そういうことだけは絶対に避けなければならない。そのためには、やはり公共交通に対する市民の思いというか、大事にしていかなければならないという、そういう啓発などを図っていくことが必要だと思います。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    そうですね。だんだん市の助成額ばかりがふくらんでしまっては、とんでもないことになりますから。そういう地域もよそではあるやに聞いておりますので、そういうことの  ないようにバランスよく、仕組みを整えて考えていくのが大事だと思います。 その他の皆様方で何かご発言はありませんでしょうか。 
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○○○○ＤＤＤＤ委員委員委員委員    細かいところなのですけれども、１２ページのスクールバスのところで、事業概要の  ２つ目に「一般混乗による利用も低調であることから」となっていますけれども、もと  もとスクールバスは一般の方の乗車を想定したものではないと思いますので、こういった表現はないほうが良いのかなという気がするのですが。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    わかりました。それではちょっと事務局に預からせていただいてよろしいでしょうか。 少し文言の整理をしたいと思います。  その他、お気づきの点はございませんか。なければまた後々にあったときに、事務局のほうにご連絡をいただくということにさせていただいて、また先に進めさせていただき 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    資料１連携計画（案）のうち、「５．計画期間」および「６．その他計画の 実施に関し網走市が必要と認める事項」について説明（Ｐ１９～２０） 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    実はこのスケジュールは、国の進めております新しい事業制度、これの運用の仕方がどうなるかが不透明なところがございまして、確定的なことはなかなか言えないという段階でございますので、おおよその目安ということでご理解をいただきたいと思います。 運輸局さん、大体今までの方向性で考えていいのかなと思いますが、あるいは現時点でわかっている範囲での情報があればお願いしたいと思うのですが。 
 ○○○○ＣＣＣＣ委員委員委員委員    今のところはっきりしていることというのは、特にないのです。 

 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    こないだ新事業の説明会が何日にやりますよというご案内があったようにも伺っておりますが。 
 ○○○○ＣＣＣＣ委員委員委員委員    ２月２日に札幌で説明会は開催されるのですが、その説明会でも具体的に説明できるところがあるのかないのか、今ちょっと心配をされているところです。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    ご承知のように、永田町のほうがああいう状況でございますから、なかなか決まるものも決まらないというようなことでございます。 そのようなことで、今までの経過からいけば大体２年から３年の間でに実証実験をやらせてもらえているということもございましたので、同じような動きになるのではと推測 するものでございます。 特にこれについてご発言がなければ、もう一つ皆さんにご審議いただきたい案件がありますので、先に進めさせていただきたいと思います。一応この連携計画（案）についてはご確認をいただいたということにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございま
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すか。 （「はい」の声あり） ありがとうございます。 それでは次に議事の（３）、これはすでに提出済みでございますけれども改めて委員の 皆さんにご説明をさせていただくということで、事後評価についてでございます。事務局さんのほうから、時間もかなり押しておりますからポイントだけ絞ってご説明をお願い します。 
 ○○○○事務局事務局事務局事務局 （資料２に沿って説明） 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    今後のスケジュールも含めてご説明がございました。 一応これまで進めてきたことについて、要領良くまとめていただいて評価をしていただいたと思いますが、どこかお気づきの点があればご発言をいただきたいと思います。  もし今なければ、後ほどここを直しておいたほうがいいということがありましたら、  修正・差し替えが間に合うかどうかわかりませんけれども事務局のほうまで。２月１７日に運輸局で二次評価を行うということでございますので、かなり時間的には厳しいのですが、もしよろしければこの内容でご了承ということにさせていただければと思います。 
 ○○○○EEEE委員委員委員委員    一点だけいいでしょうか。 今後、実際の事業実施にかかわることに対しまして、交通事業者が現状抱えている車の台数とかの関係があると思うのです。いっぺんにいろんな地域のところで一度にはできないということも実際問題としてあると思いますので、その辺でいろんな地区を、例えば  曜日で分けるような運行体制とか、車両の空いているような時間帯だとか、そういった  部分を考慮していただいて、実施に持っていっていただければありがたいと思います。 
 ○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    そうですね。具体的な計画案を立案していく中で、十分に交通事業者さんとは連携を  とりながら進めさせていただきたいと思います。 その他、特にございませんでしょうか。 なければ、最後に事務局さんからその他で何かありましたらお願いします。 
 ○○○○事務局事務局事務局事務局    里見里見里見里見 ・連携計画（案）についてお気づきの点があれば、随時事務局までご連絡をいただく よう依頼。  ・２月下旬頃に協議会を開催し、連携計画（案）の最終決定を審議いただく予定。   （日程は今後追って調整）  ・市民意見公募を経て、３月中旬頃には連携計画を策定、国へ計画の認定を行うと ともに４月からの事業着手に向けた準備を行う。    
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○○○○千葉座長千葉座長千葉座長千葉座長    そういうことでございまして、また委員の皆さんのご協力をちょうだいするということになるわけでございます。どうぞよろしくお願いします。 それでは、本日予定している案件は以上でございますので、これにて終了とさせていただきます。 ご協力ありがとうございました。 
    （ 閉 会 ） 


