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平成２６年度第３回 今金町地域交通協議会 

議事要旨 

 

日  時：平成２６年１２月３日(水) 午後３時４５分～５時３０分 

場  所：役場２階 会議室 

出席委員：外崎会長、富沢副会長、水口委員、中山委員、水島委員（伊勢谷氏同席）、境

田委員欠席、加藤委員、中野委員欠席、水本委員、辻委員、寺田委員、松本

委員（岸田氏、加藤氏同席）、上野委員、鈴木委員 

町・事務局：まちづくり推進課 山田補佐、早坂係長、廣嶋係長 

 

１．会長あいさつ 

今金町地域公共交通確保維持改善協議会会長（町長）外崎秀人 

お忙しい中、本日の協議会にご出席いただき感謝申し上げます。 

遡りますと、どこの地域もそうだと思いますが、昔の方々は自ら車を運転するという

ことはありませんでしたが、その後、徐々に車社会になったという流れの中でも、結果

的に高齢化社会となった現在では、高齢者の方が自分で動くことが難しくなったという

ような状況も出てきております。 

今金町においても地域の中で、足の確保ということが心配されてきており、そういう

声を聞き、何とか事業化しながらできないかということで、平成 24 年度に地域の交通の

あり方を考えていこうということから町民のアンケートをとらせていただきました。 

既に実証実験を終えて、今年からスタートした八束・白石地区に加えて、今回、金原・

豊田地区や日進地区でもアンケートにお答えいただき、様々な声をいただきました。そ

ういった声も反映しながら、今後は全町全域に広げていくという計画ですが、24 年度は

スタートの年でしたが、昨年度は４回の協議会を開催し、今年度は今日が３回目の協議

会になりますが、この間、この事業に関しましては指導機関であります函館運輸支局さ

んにも制度施策を含めて、我々が十分承知していない部分もありますので、その辺のア

ドバイスをいただいておりますし、振興局におきましても行政の立場からいろいろご指

導をいただいております。何といっても、様々なことを行おうとしても受け皿が大変な

わけであります。とりわけ、小さい町におきましては受け皿をどうするかということが

大きな課題なわけであります。加えてもう１点、この地域の最大の課題、私も担当とし

て随分関わってきましたが、地域の公共交通機関という位置付け、認識を持って、函館

バスさんが運行する瀬棚線を存続していかなければならないという大命題があったわけ

でありますが、そのことを含めた政策体制をとっていきたいということで、この事業に

取り組んだ経過があります。それに加えまして、今申し上げました受け皿として、地元

には素晴らしい東ハイヤーさんという会社がありましたので、声をかけさせていただき

ましたら、快くお引き受けいただき、検討に加わっていただけました。そこから、積極

的に取り組みを進め、ようやくスタートいたしました。順調と言えば順調かもしれませ

んが、一気に全てできるわけではないし、まだ慣れという部分もあるかもしれませんが、

今年度の実証実験の地域では、今のところは自分達で何とかなるなということが声の一
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つにあるかと思いますが、地域交通の体制は今から徐々につくっていかなければならな

いとものですから、需要がないから止めるということではなく、いつでも対応ができる

ような体制をとっていくということが使命でもありますので、そういうことを踏まえ、

また、報道でもいろいろ取り上げてもらいましたが、デマンドのために東ハイヤーさん

で導入いただいた福祉車両も今年度が第1号で、今後は第3号まで計画しておりますし、

この車両がいろいろなところで目につきながら、本当に住民の足としてよく利用されて

いるんだなという思いがどんどん広がることを期待しつつ、今回の協議会につきまして、

ご配慮賜りますことをお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。  

 

２．報告事項等 

報告第 1号 今金町デマンドバス運行協定について（資料１） 

 

 

 

 

 

報告第２号 八束・白石地区デマンド運行の 10 月実績について（資料２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆１０月からスタートしている八束・白石地区での今金町デマンドバス運行に先立

ち、今金町と運行事業者である東ハイヤーで「今金町デマンドバス運行協定」によ

り運行協定を締結したことを報告。 

◆運行協定には、協議会の役割（デマンドバス運行計画の樹立、運行に関する料金、

区域、時間等の決定）や、その運行が安全・適切に行われるための取り決め、また

町における運行経費に対する助成について定めたものになっている旨説明。 

 

◆八束・白石地区で１０月からスタートしたデマンドバスの利用実績をまとめた。 

（11 月の実績も追加で資料配付。） 

10 月の利用者数 延べ 265 人（スクールバス除くと 244 人） 

11 月の利用者数 延べ 264 人（スクールバス除くと 235 人） 

昨年度の同地区での実証調査運行時の実績は、9 月 126 人、2 月 171 人であり、 

国に提出した「今金町地域内フィーダー系統確保維持計画」の中の事業目標値とし

て、利用者数を年間 1,980 人（月平均 165 人）としており、現時点、目標値を

上回る利用がある。 

◆今金行き１便のスクールバスの利用は主に高校生。利用者の乗降場所は人数では

なく、停車回数でカウント。病院や主なスーパー以外でも、乗降場所の範囲も広が

っており、各々の目的に応じた利用をしていただけるようになってきたと感じてい

るところ。 

◆八束・白石地区の患者輸送バスは運行をとりやめたため、現在はその分を、田代・

稲穂方面、美利河・花石・中里方面でそれぞれ運行日を増やした運行としたところ。 
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＜報告第 2号関連意見等＞ 

水本委員：八束・白石地区では、実証調査の段階から、日常の個人の利用だけでなく、

老人クラブでも事業で利用することなどを検討し、取り組んでいた状況があった。 

行きは病院で降りて、帰りはお店などから乗っているような人が多いようだが、病院か

らお店などといった町内での移動はどうしているのか。今後、分析、対応を検討しても

よいのでは。 

水島委員：多くの利用があり、嬉しく思う。今後は利用者の声を拾って改善に反映させ

ていってほしいと思う。 

加藤所長（東ハイヤー）：利用者からは帰り 1 便について 13 時くらいにしてほしい（そ

うすると病院と買い物その他の用事を済ませて間に合う。）という声を頂戴している。 

 

報告第３号 金原・豊田地区、日進地区でのデマンドバス実証調査 9 月実

績について（資料３） 

 

 

 

 

 

   

 

 

＜報告第 3号関連意見等＞ 

鈴木委員：実際に耳が遠く電話に支障があると言っている独居の高齢者はおり、現在は

患者バスを利用していて、現在のように決まった日時に来てくれるシステムのほうが良

いようだ。また、地区の年齢構成上、現在は自家用車を運転できる人が多い他、バス利

用者も新しいシステムに慣れていないと思うので、上手に使うように慣れるまでには少

し時間がかかるのでは。 

上野委員：地区でも将来的に運転免許証を手放すためにも制度としては必要だという意

見が出ている。また、冬場は運転を避けたい人もいるので、冬のほうが利用者は増える

のではないか。 

水本委員：八束・白石地区の利用経験者などから、利用の方法、感想などについて、話

をしてもらう場を設けてみてはどうか。また、利用者の生活・目的に合わせて、「このよ

うに利用できる」という利用のアドバイスをしてあげることが大事ではないか。 

加藤委員：自分で電話できない高齢者への対応としては、該当者に限り、従来の患者バ

スのように予定を組んだ運行としてはどうか。 

辻委員：福祉的なことで言うと、例えば今では配食サービスなどは、月毎に予め申し込

9 月に実施した、金原・豊田地区、日進地区でのデマンドバス実証調査の結果に

ついて資料に基づき報告。利用実績については、金原・豊田地区延べ 24 人、日進

地区延べ 22 人。実施後のアンケートは、患者バスに同乗しての聞き取り、各町内

会長さんへアンケート用紙を配付し各町内会から代表して 2 名程度回答してもら

いアンケート用紙を回収したもの。金原・豊田地区回答者数は 26 人。日進地区は

患者バス利用者から聞き取り。 

地区の状況としては、現時点は自家用車利用者が多く、自家用車利用で不便はし

ていない現状であるが、将来的に運転できなくなった場合の不安はあり、制度整備

は求めらるところ。課題として、耳が遠く電話をするのに支障がある高齢者の独り

暮らしの状況があること。 

アンケートの実施方法、項目については、今後は運行地区拡大を検討するための

参考となるように次回以降見直しをしたい。 
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んでもらうシステムで実施している、予約バスも例えば月毎に一か月分の予定で申し込

めるようにすると、その都度電話をしなくて済むのでは。 

 

報告第４号 ユニバーサルデザインタクシーの導入について（資料４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜報告第 4号関連意見等＞ 

松本委員：ＵＤタクシーについては、利用者からの評判も良い。実際に車椅子の利用者

もあったところ。デマンドバス事業に対しても社員もやりがいを感じ、誇りを持って仕

事をしているように思う。 

富沢副会長：老人クラブで活動していた方で車椅子利用者となってから外出が億劫で引

きこもりがちになっていた方がいたが、ＵＤタクシーが導入されてから、その車両を利

用し、再び老人クラブの活動に参加されるようになったという事例があった。一人であ

っても大きな変化。素晴らしいことだと思う。 

※導入計画の継続実施、協議会からの継続支援についても了承されました。 

 

報告第５号 高齢者交通料金助成事業の実施状況について（資料５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東ハイヤーさんで実施するユニバーサルデザインタクシーの導入については、資

料４の計画に基づき 3 カ年計画で、国の補助金を活用して実施している。 

導入車両は、今金営業所に配置し、デマンドの運行にも優先的に使用していいただ

けるということもあり、当協議会としても 1 台あたり 30 万円の助成を行うことと

していたところ。この度、予定通り 1 台目の車両が導入され、国からも正式な補助

内定通知があったことから、協議会としても助成を実施したので報告する。 

◆ユニバーサルデザインタクシー車両の概要は資料の写真のとおり。 

◆来年度、再来年度についても、現在の計画の予定どおり車両を導入してもらい、

また、当協議会としても今年度同様の支援を実施することでよろしいか、あらため

て確認したい。 

◆10 月からスタートした高齢者交通料金助成事業の実施状況について報告。 

事業実施に先立ち、9 月 22 日に協定締結式を執り行い、函館バス株式会社森社長

と外崎町長が協定書にサインをして協定を締結した。 

◆バスカードのデザインは、資料⑤に掲載のとおり。 

◆バスカードの販売について、当協議会が函館バスさんから委託販売契約により販

売業務を請け負い、事務局であるまちづくり推進課でバスカードの販売を実施して

いる。販売手数料については、町が負担する経費に充てさせていただくこととした。

各種協定書、委託契約書、販売手数料の取扱いに関する申し出等は、資料に添付の

とおり。 

◆助成券の申請者、バスカードの購入見込みは、当初の予定より大幅に下回ってい

る状況。町予算も 12 月議会で減額補正を提案予定。 

◆瀬棚線の 10 月の利用状況を直近 3 年間で比較。今年の利用は多くなっている。 

通学定期券利用の高校生も増えている状況。 
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＜報告第 5号関連意見等＞ 

外崎会長：バスカードの出張販売等も視野に入れながら、周知等にも取り組んでいきた

い。 

４．議    事 

議案第１号  金原・豊田地区、日進地区でのデマンドバス実証調査 2 月実

施についてについて（資料６） 

 

 

 

 

 

 

外崎会長：冬は除雪の問題もあるが、できるだけ対応したい。 

上野委員：今金橋の改修が始まるとと利別大橋を利用することが多くなると思うが、金

原から豊田方面へ抜ける道も閉鎖されることもあり、交通量が多くなった時に困ること

もあるので、除雪や交通安全の対策はぜひお願いしたい。 

 

           資料６について上記の内容で説明   承認いただきました。 

 

議案第２号  今後のスケジュールについて（資料７） 

 

 

 

 

資料７について上記の内容で説明   承認いただきました。 

 

 

その他  

■最近の地域交通に対する国の動きと当協議会が当面取り組むべき方向について 

中山委員：地域公共交通活性化再生法という法律が変わったのですが、制度自体が複雑

ですので、簡単に説明しますと、地域の交通政策については地方公共団体が主体性を持

◆当初の予定どおり、金原・豊田地区、日進地区において 2 月にデマンドバス実証調査

運行を実施したい。 

◆2 月の調査では、両地区とも、今金行き便を 1 便増やして計 3 便（現在の八束・白石

地区の本運行と同様の時間帯設定）で実施したい。その他は 9 月実施と同様（帰り便

は 6 便、料金は片道 200 円、今金橋は使用しないルート）。 

◆八束・白石地区での本運行がスタートしてから初の実証調査となる。地区の住民の方々

の利用に関する検証のほか、事業者側での運行体制についても検証したい。 

◆日進地区については、本運行へ移行する場合の路線系統見直し（八束・白石地区への

組み入れ）等も念頭に置いて実施したい。 

◆金原・豊田地区、日進地区で２月の実証調査を実施し、3 月に今年度最後の協議会

を開催させていただき、金原・豊田地区、日進地区における本格運行への移行や、他

地区での運行エリア拡大、来年度の認定計画の概要等について協議したい。 

◆現在の協議会委員の任期は来年 3 月までだが、4 月以降の協議会の構成メンバーの

継続、入れ替え等含め、協議会の体制についても確認していきたい。 
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って、地域のまちづくりや観光振興や福祉政策といったものを総合的に加味した中で地

域の公共交通網について計画を策定する「地域公共交通網形成計画」というものをつく

った場合に、その中で特定事業というものが法律で規定されており、バスや自動車に関

連するものですと「路線再編事業」というのがありますが、その事業を計画に盛り込み、

策定した計画で国の認定を受けた場合に、再編に関して国としては積極的に支援をして

いきますという仕組みでやっているのですが、この計画の認定を受ける要件が厳しく、

現状、こちらの地域が該当となる計画の策定の検討を始めるとすれば、例えば、瀬棚線

が廃止になる時のような話ではないかと思います。その際も、今金町と瀬棚町、長万部

町が連携するなりして、廃止後どうするかというような。ただし、それも廃止された系

統だけの見直しだけではダメで、地域のまちづくりも含めてということなので、なかな

かハードルが高いと思われます。 

現在、今金町で実施しているこの協議会で策定する計画や議論は、国の補助金の制度

に基づいて行っている議論なので、法律に基づいて行われる計画とはまた違うものなの

ですね。ですから、現状では、当面は現在の「地域内フィーダー系統」というものの議

論を進めていったほうが、今金町としてはよろしいのではないかと思います。 

また、今後、新しい地区でのデマンドの本格運行ですとか、現在の八束・白石において

も利用者からのいろいろな要望なども出てきて、見直しについての議論もされてくるか

と思いますが、基本的に今の国の補助制度は、このフィーダー系統については、１０月

から９月までの運行に対するものとなっておりますので、どういった計画でやるかとい

うことは、毎年７月末までに国に出すことになっています。ですから、中でも時刻の変

更といった細かい部分は補助額に影響されないので、議論はできますが、回数を増やす

というようなことは、その計画の改正の時にやっていただくのがよろしいかと思います。 

 補助金の算定額は、１回あたりの運行時間を基準に算定し、１年間全ての便が運行さ

れた場合を計算して、デマンドなので予約がなければ走らないこともあるので、これく

らいの予約率だろうと調整をかけたもので、経費を算定し、申請して補助金の内定を受

けるという仕組みになっているものですから、途中で変えると計画の変更申請をしなけ

ればならないということもありますし、補助金額が変わると運行事業者さんにも影響が

出てくるので、大きな見直しをする場合は、１０月からという区切りに向けてやってい

ただくのがよろしいかと思います。 

また、予約の電話に支障がある方の話も出ていましたが、現在は全てデマンドで走っ

ていますが、例えば特定の地域についてはデマンドと路線定期を組み合わせた運行計画

とすることも可能ですので、例えば朝の１便は路線定期にするなど、１日の中で分けて

組み合わせることもできる仕組みになっていますので、そういったことも踏まえて、相

対的に検討していただければと思います。 

 

■会議終了後、導入したユニバーサルデザインタクシーを視察させていただきました。 

 

  

次回、平成２６年度第４回今金町地域交通協議会は３月に予定しております。よろしく

お願いします。 


